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1. はじめに
　夏季のトレーニングや試合では、高
温暑熱下での高強度運動により、体温
の上昇、大量の発汗などから熱中症の
危険度が高まる。また、日々繰り返さ
れる暑熱曝露により、自律神経のバラ
ンスが乱れて胃腸の不調や食欲不振、
慢性的な脱水症状により、易疲労や不
眠などの体調不良を発生しやすいこと
が知られている（5）。これらの脱水症
状や熱中症などの体調不良を防ぐため
には、発汗で失った水分とミネラルを
十分に補給することが望まれる（8）。
しかし、厳しい暑熱環境下では大量に
失った水分の補給が間に合わなかった
り、適切な水分補給ができる環境が整
わなかったりすることで、体調不良を
起こしてしまうことがある。夏季のア
スリートの体調不良を防ぐためには、
日頃から継続的に水分補給や食事内容
を整えておくことが必要である。
　一方で、暑熱下のトレーニングなど
では体温を低下させるためや脱水か
ら、のどの渇きを癒すために、低温の飲
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抄録
夏季は暑熱曝露により、自律神経
のバランスが乱れて胃腸の不調や
食欲不振を招きやすい。特にアス
リートは暑熱環境下において激し
いトレーニングを行なうこともあ
り、疲労や食欲不振などの体調不良
のリスクが高まると予測される。本
研究では大学生女子ラクロス選手
に乳酸菌B 240 を含むスポーツド
リンクを継続的に摂取させ、食欲や
おなかの調子、疲労感の変化を観察
することにより、夏季におけるアス
リートの体調不良に対する乳酸菌
の有効性について検討した。大学女
子ラクロス部の部員 17 名を対象と
し、8 月末から 9 月にかけての 4 週
間、乳酸菌が含まれたスポーツドリ
ンク 500 mlを毎日摂取させた。ド
リンクの摂取期間前後の体調、おな
かの調子と主観的疲労度に関する
アンケートを行ない、ドリンク摂
取期間前後で体調などの自覚的症

状を比較した結果、便の状態につ
いて 23％の被験者で改善した。ド
リンク摂取の影響として、「のどの
渇き」についても低下した。また疲
労度では、「練習中の体のキレ」、「練
習中の体の重さ」、「練習後半のスタ
ミナ」、「自分のパフォーマンス」、
「筋肉的な疲労」の項目で改善がみ
られた。これらの結果より、乳酸菌
B 240 の継続的摂取は、夏季の暑熱
下でも「おなかの調子」を改善しア
スリートの練習中のパフォーマン
スにも何らかの影響を与えている
ことが考えられた。
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料水を大量に摂取する機会が多くな
る。低温の飲料水の大量摂取は胃腸不
良や下痢の原因となりやすい。また、
暑熱曝露が続くことにより、自立神経
のバランスを崩し、胃腸不良が引き起
こされることがある（2）。繰り返され
る胃腸不良や下痢は食欲不振を招き、
食事量が減ることや消化不良が引き起
こされ、この体調不良が、いわゆる“夏
バテ”の原因と考えられる。また、胃腸
不良や下痢が続くことにより、腸内細
菌の菌叢が乱れ、腸粘膜のバリア機能
や免疫機能が低下することも考えら
れ、感染症への罹患リスクが高まり、さ
らなる体調不良が懸念される。これら
のことにより、夏季におけるアスリー
トのコンディショニングとして、適切
な水分補給に加えて、胃腸の調子を整
えることと、さらには腸内環境に考慮
することは重要なポイントになるかも
しれない。
　最近、アスリートの体調管理のひと
つとして腸内環境の改善による感染予
防について注目され、ヨーグルトやチ
ーズなどの乳酸菌食品の積極的な摂取
や、乳酸菌入りのスポーツフードやド
リンクの開発が進んでいる。これらの
乳酸菌製品では、その含有乳酸菌株が、
アスリートの上気道感染症感染リスク
を低減させることや、唾液IgA分泌量
の増加による免疫賦活などの効果につ
いて報告されている（1,9）。しかし、い
ずれも冬季におけるアスリートのコン
ディショニングについて着目している
研究が多く、夏季のコンディショニン
グに言及している報告は少ない。
　そこで本研究では、女子ラクロス選
手に乳酸菌B 240 を含むスポーツドリ
ンクを継続的に摂取させ、食欲や胃腸
の調子、体調の変化を観察することに
より、乳酸菌による夏季の体調不良予
防や改善に対する有効性について検討
することを目的とした。ラクロス競技
は屋外の芝の上で実施される球技種目
で、本対象者も、連日 2 ～ 3 時間の屋外

集合練習により、暑熱曝露されている
アスリートである。本研究は、夏季に
おけるアスリートの乳酸菌の継続的な
摂取と体調不良の関係について予備的
な知見を得ることで、今後のアスリー
トの夏季コンディショニング方法の改
善の一助としたい。

2. 対象および方法
　 大 学 生 女 子 ラ ク ロ ス 選 手 17 名

（19 ～ 22 歳 ）を 対 象 と し、 令 和 元
年 8 月 30 日～ 9 月 27 日までの 4 週間
を飲料摂取期間とした。試験期間中、
毎日練習後に乳酸菌入り試験飲料（大
塚製薬株式会社製）500 ｍLを摂取させ
た。試験期間前後にインピーダンス法

（BOIOSPACE、In Body 570）で身体組
成測定と、体調に関するアンケートを
実施した。アンケートは、「上気道感染
症に関する症状」、「一般的な体調」につ
いては選択式の質問形式とし、「おなか
の調子」は日本語版便秘評価尺度（6）を
参考に設問紙を作成した。「自覚的疲労
度」についてはChalder Fatigue Scale

（CFS）（4）、「心理状態の変化」について
は二次元気分尺度（TDMS-ST）（14）を
用いて調査した。さらに“夏バテ”に
かかわるような「疲労感」と「練習中の
コンディションについて」の質問は、
Visual Analog Scale（VAS）を用いて回
答してもらった。試験期間中の対象者
の主なトレーニングは被験者から聞き
取りした。
　得られたデータはすべて、平均値と
標準誤差を算出し、試験期間前後の測

定値の変化は、対応のあるT検定を使
用して比較した。なお、統計処理結果
はすべて、危険率 5％未満で有意、10％
未満で有意傾向とした。
　本試験は、日本大学文理学部倫理審
査委員会の承認を得て、対象者に文書
と口頭で研究の意義、目的、方法、個人
情報の守秘、調査結果の扱い方等を説
明後、同意を得られた対象者にのみ、試
験に協力していただき実施された（承
認番号 01-38）。

3. 結果
　試験期間中の主なトレーニング内
容について、表 1 に示した。対象者は
週 5 日ラクロスグラウンド（屋外）で平
日は午前 6 ～ 8 時の 2 時間、土日は午前
9 ～ 12 時の 3 時間、練習を実施した。
　試験期間 4 週間で介入前と比較して
体重は変化しなかったが、筋肉量が増
加する傾向（ p＝0.063）がみられ、体脂
肪量は有意に低下（ p＝0.040）し、体脂
肪率も低下（ p＝0.018）した（表 2）。
　体調に関するアンケートでは、上気
道感染症に関係する症状の発生頻度に
は変化はみられなかったが（表 3）、一
般的な体調の変化に関する質問項目で
は、「のどの渇き」について試験後で有
意に低下（ p＝0.005）した。おなかの調
子について質問した項目では、「便の状
態（硬さ）」では有意に低下（ p＝0.014）
し、「バナナ状の便」であると回答した
対象者が試験後で 23％増加した。ま
た、「おなかにガスがたまる」について
も有意に低下（ p＝0.018）した（表 4）。

表 1　試験期間中の基本的な練習内容
時間 内容
15 分 ウォーミングアップ
10 分 フットワーク、2 人組パスキャッチなど
25 分 2 on 2 または 4 on 3
5 分 休憩
15 分 ライド（ディフェンス練習）
25 分 6 on 6、オフェンス練習など
10 分 プランク、腹筋、背筋、シャトルランなど
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CFSによる自覚的疲労尺度では、試験
期間前後で大きな変化はみられなかっ
た（表 5）。TDMS-STの変化において
も、試験期間前後で変化はみられなか
った（表 6）。“夏バテ”に関する疲労感
についてVASを用いた質問では、「疲
労の蓄積度」が試験期間後で有意に低
下を示したが、「食欲」や「気分」などの、
その他の項目に変化はみられなかった

（表 7）。同じく、VASを用いて練習中
のコンディションについて質問した項
目では、「緊張感」以外の「体のキレ」、

「体の重さ」、「練習後半のスタミナ」、
「パフォーマンスの低下」、「筋力的な疲
労」、「心肺機能の低下」の各項目で改善
がみられた（表 8）。

4. 考察
　本研究では、女子ラクロス選手に乳
酸菌を含むスポーツドリンクを 4 週間
摂取させ、乳酸菌の継続的な摂取によ
る夏季における体調不良の予防や改善
効果について明らかにすることを目的
とし、試験期間前後の体調の変化につ
いてアンケート調査を実施した。その
結果、体脂肪率が低下し、のどの渇きや
おなかの調子、疲労感について、乳酸菌
を含むスポーツドリンクの改善効果が
みられた。
　試験期間中に対象者は筋増量を目的
としたトレーニングを実施しておら
ず、ラクロスのゲーム練習以外は筋量
維持や心肺機能維持のためのサーキッ
トトレーニングの実施のみで、試験前
後でトレーニングや活動の内容・質量
ともに変化はしていなかった。しか
し、試験前後で対象者の体脂肪率が低
下し、筋量も微増していることが観察
された。これまでに、乳酸菌の摂取に
より、コレステロールや胆汁酸の排出
促進作用や内臓脂肪の蓄積抑制効果が
報告されており（7）、脂質代謝改善効果
は、腸内環境の改善と合わせて注目さ
れている乳酸菌の健康効果である。ま
た、女性アスリートにおける乳酸菌の

表 3　試験期間前後の上気道感染症に関係する症状発症の変化について
試験期間前 試験期間後 p-value

鼻水 1.7±0.3 1.8±0.3 0.817
鼻づまり 1.9±0.3 1.8±0.3 0.751
くしゃみ 1.6±0.3 1.9±0.3 0.401
のどの痛み 1.3±0.2 1.1±0.1 0.382
せき 1.4±0.2 1.4±0.3 1.000
たん 1.2±0.1 1.1±0.1 0.431

声のかれ 1.2±0.1 1.2±0.1 0.718
発熱 1.2±0.1 1.0±0.2 0.188
寒気 1.1±0.1 1.0±0.1 0.163

体のだるさ（倦怠感） 1.8±0.3 1.4±0.2 0.069
頭痛 1.4±0.1 1.4±0.2 0.773

体の痛み
（関節痛や筋肉痛など）

1.5±0.1 1.5±0.2 0.750

食欲 4.9±0.1 4.8±0.1 0.163
口内炎の発症 1.1±0.1 1.4±0.3 0.332
のどの渇き 3.4±0.4 2.0±0.3 0.005

暑くて眠れない 1.2±0.2 1.0±0.1 0.188
値は平均値±標準誤差を表す（n＝17）。p-valueは試験期間前vs後で対応のあるT検定結果を示
した。設問は最近の 1 週間について、各項目の症状の頻度を、１. なし、2. 1 ～ 2 日間、3. 3 ～
4 日間、4. 5 ～ 6 日間、5. 7 日間以上の 5 択とした。

表 4　試験期間前後の「おなかの調子」の変化について
介入前 介入後 p-value

腹痛 1.4±0.2 1.4±0.1 0.750
便秘の頻度 2.7±0.1 2.8±0.1 0.332
便の状態※１ 1.5±0.2 1.1±0.1 0.014

おなかがゴロゴロする 1.4±0.1 1.4±0.1 1.000
おなかにガスがたまる 2.1±0.3 1.3±0.1 0.018
値は平均値±標準誤差を表す（n＝17）。p-valueは試験期間前vs後で対応のあるT検定結果を示
した。設問は最近の 1 週間について、各項目の症状の頻度を、１. なし、2. 1 ～ 2 日間、3. 3 ～
4 日間、4. 5 ～ 6 日間、5. 7 日間以上の 5 択とした。
※１１. 軟便・水溶状、2. やや軟便、3. バナナ状、4. カチカチ・コロコロ、5. 出ないの 5 択とした。

表 2　試験期間前後の身体組成の変化
試験期間前 試験期間後 p-value

体重 52.5±5.0 52.5±5.0 0.627
筋肉量 38.3±2.6 38.7±2.8 0.063
体脂肪量 11.7±2.6 11.3±2.5 0.040
BMI 20.6±1.4 20.6±1.5 0.426

体脂肪率 22.0±2.9 21.3±3.0 0.018
値は平均値±標準誤差を表す（n＝17）。p-valueは試験期間前vs後で対応のあるT検定結果を示
した。
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摂取が体脂肪量を低下させる効果につ
いても報告されている（13）。本研究に
おける乳酸菌B 240 の継続的な摂取に
より、体脂肪量の減少に寄与した可能
性が示されたが、そのメカニズムにつ
いてはさらなる検証が必要である。ま
た、今回の研究では食事指導等の介入
は実施しなかったが、継続的な乳酸菌
入りスポーツドリンクの摂取が食事内
容や食事摂取のタイミングなどに影響
を与え、結果として脂質代謝や筋肉代
謝に間接的に影響を与えた可能性につ
いても調査する必要がある。 
　本研究における試験期間前では「の
どの渇き」は夏季の高気温や暑熱環境
下でのトレーニングによる慢性的な脱
水症状に対して、水分やミネラルの補
給が十分でないことで起こっていた可
能性が考えられる。試験期間後の「の
どの渇き」が低下したことは、試験飲料
を毎日 500 ｍL摂取することによって
水分とミネラルが充足したことが考え
られるが、もうひとつの可能性として、
乳酸菌の影響が考えられる。これまで
に、高齢者に乳酸菌B 240 を 12 週間摂
取させると、唾液分泌量の増加が観察
されたことが報告されている（9）。唾
液分泌量の増加は、口腔内が常に潤う
ことにより、「のどの渇き」に対する改
善効果に繋がったかもしれない。また、
食欲や食物の消化吸収にも影響を与え
る可能性がある。本研究では「食欲」の
改善効果はみられなかったが、食欲に
は心理要素が大きくかかわっているこ
とも考えられるため、今後、客観的指標
を用いて評価する必要があるだろう。
　 こ れ ま で に、Lactobacillusや
Bifidobacteriumなどの腸内細菌は短鎖
脂肪酸を産生し、腸を刺激し蠕動運動
を活発化させることにより、胃内容物
の排泄を促進することで便通の改善や
腸内菌叢の変化による腸内環境の改善
効果が明らかにされている（15）。本研
究では、乳酸菌B 240 を継続摂取するこ
とによって、便秘によるおなかの張り

表 5　試験期間前後のChalder Fatigue Scaleを用いた自覚的疲労尺度の変化
介入前 介入後 p-value

１ 疲労（疲れた感じ）のために困る 2.6±0.1 2.5±0.1 0.332
２ もっと休みたいと思う 2.8±0.1 2.7±0.1 0.496
３ 眠くなったりぼーっとする 2.6±0.1 2.6±0.1 1.000
４ 何かやり始めることに問題がある 1.8±0.1 1.9±0.2 0.431

5
やり始めは問題ないのに続けるうちに

気力がなくなっている
2.2±0.1 2.0±0.2 0.332

6 活力がないと思う 2.1±0.1 1.9±0.2 0.332
7 筋力の低下を感じる 1.8±0.2 1.7±0.2 0.543
8 自分の体が弱々しいと感じる 1.8±0.2 1.6±0.1 0.496
9 なかなか集中できない 2.2±0.1 2.1±0.2 0.543
10 考えがうまくまとまらない 2.5±0.2 2.1±0.2 0.111
11 話そうとして適当な言葉が見つからない 2.7±0.1 2.4±0.1 0.056
12 話そうとして舌が回らなくなる 2.1±0.2 1.8±0.2 0.096
13 いつもと比べての記憶力 1.2±0.1 1.2±0.1 1.00
14 今までやってきたことに興味を失う 1.3±0.8 0.9±0.2 0.082

合計点 28.4±1.18 26.6±1.40 0.196
値は平均値±標準誤差を表す（n＝17）。p-valueは試験期間前vs後で対応のあるT検定結果を示
した。設問 1 ～ 12は、“ない”0 点、“あまりない”1 点、“いつもより多い”2 点、“非常に多い”3 点
で計算され、設問 13 は“いつもより良い”0 点、“いつもと変わらない”1 点、“いつもより悪い”
2 点、“いつもより非常に悪い”3 点、設問 14 は“ない”0 点、“あまりない”1 点、“ある”2 点、“たび
たびある”3 点と計算した。

表 6　試験期間前後のTDMS-STの変化について
介入前 介入後 p-value

活性度（V） 2.6±0.6 3.0±0.8 0.696
安定度（S） 4.3±1.1 5.3±1.3 0.119
快適度（P） 6.9±1.7 8.3±2.1 0.310
覚醒度（A） ー 1.7±ー 0.4 ー 2.3±ー 0.6 0.577

値は平均値±標準誤差を表す（n＝17）。p-valueは試験期間前vs後で対応のあるT検定結果を示
した。

表 7　試験期間前後の“夏バテ”に関する疲労感の変化（VAS）
介入前 介入後 p-value

疲労の蓄積度 1.3±0.3 4.6±0.4 0.002
頭痛 1.4±0.5 1.2±0.5 0.708
脱力感 3.1±0.6 2.3±0.6 0.259
食欲 2.2±0.6 1.9±0.5 0.582

気分 3.5±0.5 2.9±0.5 0.296
値は平均値±標準誤差を表す（n＝17）。p-valueは試験期間前vs後で対応のあるT検定結果を示
した。
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やガスだまり等の「おなかの調子」の不
良が改善し、さらに、バナナ状の良い便
が出るようになり、便通も改善する効
果があることが示唆された。これらの
改善効果は試験飲料の腸内細菌叢を変
化させることによる副次効果であった
と期待されるが、乳酸菌入りのスポー
ツフードやドリンクでは、殺菌乳酸菌
を使用しており、摂取した乳酸菌株が
宿主の腸内で増殖するということは考
えにくい。このため、これらのスポー
ツフードでは腸内細菌叢の改善は期待
されてこなかったが、今後、腸内菌叢の
変化を解析するなどの詳細な研究が必
要である。
　アスリートにとって「疲労」の蓄積は
日々のトレーニングの質を低下させる
だけでなく、傷害や疾病を引き起こす
原因となるため、疲労を除去すること
はコンディショニングにとって重要な
課題である。本研究では、対象者に対
して慢性的な疲労度を指数として評価
する方法や、選択肢による質問票、VAS
を用いて本人の感覚的な状況を評価す
る方法などを組み合わせて、4 週間の

「疲労」の変化を調査した。また、“夏バ
テ”に関する体調変化についても観察
した。その結果、4 週間の乳酸菌入り
飲料の摂取により、疲労の蓄積度や、練
習中の疲労に関する項目が低下し、「疲
労」の予防・除去効果があることが示
された。さらには、競技のパフォーマ
ンスにも影響を及ぼしていることが回

答されており、コンディション改善効
果が大きいことが示唆された。疲労の
除去のためには、代謝や神経系の改善
や、心理的ストレスの除去など、様々な
要因が影響していると考えられるが、
近年では腸内細菌叢の改善も間接的に
影響していることが考えられている

（12）。大腸には多くの神経系が集まっ
ており、乳酸菌B 240 の摂取により、腸
内環境の改善によってストレスへの軽
減効果があったかもしれない（10）。ま
た、腸の運動が正常化することにより、
食欲の亢進や消化吸収が改善され、疲
労からの回復に繋がった可能性があ
る。
　本試験期間の対象者の疲労度につ
いて、自覚的疲労尺度のCFSでは、試
験期間前後ともに合計点が 25 点を超
えており、疲労状態を示すカットオフ
値 17 点を上回っており、慢性的な疲労
状態であることが示唆され、“夏バテ”
のような状態であったことが考えられ
る（厚生労働省疲労研究班）。この“夏
バテ”の疲労状態に対して、多くの点で

「疲労」に関する改善効果が確認された
ことは、夏季の暑熱環境下でも乳酸菌
入りスポーツドリンクがコンディショ
ン改善に役立つことが明らかであると
いえる。

5. 今後の課題
　本研究では乳酸菌入りスポーツドリ
ンクの夏季コンディションに対する影

響を調査するにあたって、対象者を女
子ラクロス選手とした。夏季暑熱環境
下での適切な水分補給や“夏バテ”防止
の食生活を実践するためには、スポー
ツ栄養学の基礎知識やこれまでの栄養
教育の経験によって、その達成度が影
響することが考えられる。ラクロス競
技は他の競技人口の多い種目と異な
り、ジュニア期からの組織的な栄養サ
ポート体制が整っている競技とはいえ
ないだろう。そのため、対象者たちは
今回の試験に参加することによって、
これまで不十分だった練習後の飲料摂
取が習慣化することにより、コンディ
ション改善に繋がったともいえる。今
後、乳酸菌の夏季コンディション改善
効果をより明らかにするためには、乳
酸菌が含まれないスポーツドリンクと
比較するような試験を実施する必要が
あるだろう。しかし、対象者たちの自
覚症状のみの調査だったとはいえ、「お
なかの調子」にかかわる項目の改善が
みられたことや、暑熱環境下での疲労
やパフォーマンスへの影響が顕著だっ
たことは、乳酸菌の夏季コンディショ
ニングへの新たな利用方法が見出され
るきっかけとなっただろう。今後、腸
内細菌叢の変化や唾液分泌量への影響
などを調べ、メカニズムの検証するこ
とが課題である。◆

※本研究は、大塚製薬株式会社より製品の提
供を受けて実施した。
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