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はじめに
　運動が身体に及ぼす影響のひとつに
脱水が挙げられる。運動と脱水との関
連を調査した先行研究は運動実施に
伴う体温の上昇が発汗を亢進させ、体
水分を喪失させることを報告している

（1）。また、これが電解質の喪失や循環
血流量の低下、腎機能の低下、心血管系
機能の低下、体温調節機能の低下、中枢
神経障害等をもたらすことが明らかに
されている。さらに、脱水によるこれ
らの身体的影響がスポーツ活動におけ
るパフォーマンスの低下を引き起こす
ことも明らかとなっている（2）。これ
に関する先行研究は体重の 3％の脱水
が起これば持久性体力の低下が起き、5
％では筋力・パワーが低下し始めるこ
とを明らかにしている（3）。また、暑熱
環境下でスポーツ活動を行なうことが
これらの影響を憎悪させ、熱失神や熱
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けいれん、熱疲労、熱射病等の熱中症を
発症させ、時には死に至るケースとな
ることも指摘されている（4）。
　（公財）日本スポーツ協会は「スポー
ツ活動中の熱中症予防ガイドブック

（第 5 版）」で熱中症の発症要因やメカ
ニズム、その病型と救急処置法、環境温
の測定法とこれに基づいた運動実施の
判断基準等を具体的かつ分かりやすく
解説している（5）。また周知の通りこ
れを予防するための第一選択肢は適切
な水分摂取であり、同協会は表 1 で示
したような運動時の水分補給を推奨し
ている（6）。すなわち、実施される競技
種目や運動強度、持続時間にもよるが、
運動開始前には 250 ～ 500 mlの水分
を摂取することが勧められている。ま
た、運動開始後は運動強度や持続時間
に応じ 1 時間に 500 ～ 1,000 mlの水分
を 2 ～ 4 回に分けて補給すること、気

温の高い時には 15 ～ 20 分ごとに飲水
休憩をとる等が勧められている。さ
らに、運動の持続時間が長くなる場合
は 0.1 ～ 0.2％の食塩濃度と 4 ～ 8％程
度の糖分濃度となるような飲料を摂取
することが有効であることも示されて
いる（5,6）。一方、このような適切な水
分摂取が運動実施に伴う脱水の抑制や
熱中症の予防だけでなく、パフォーマ
ンスの維持に有効であることはすでに
多くの研究によって明らかにされてい
る（1-4,7）。

運動と免疫機能
　免疫とは、免疫担当細胞が体外から
侵入、あるいは体内で生じる異物を認
識し、これを排除しようとするシステ
ムである（8,9）。免疫は好中球、マクロ
ファージが担う自然免疫や、リンパ球
が担う獲得免疫からなり、これらが連

表 1　運動時の水分補給の目安

運動強度 水分摂取量の目安

運動の種類 運動強度（最大強度の％） 持続時間 競技前 競技中

トラック競技、バスケットボール、サッカーなど 75～ 100％ 1 時間以内 250～ 500 ml 500 ～ 1,000 ml

マラソン、野球など 50～ 90％ 1～ 3 時間 250 ～ 500 ml 500 ～ 1,000 ml/1 時間

ウルトラマラソン、トライアスロンなど 50～ 70％ 3 時間以上 250～ 500 ml 500 ～ 1,000 ml/1 時間、必ず塩分を補給

①環境条件によって変化するが、発汗による体重減少の 70 ～ 80％の補給を目標とする。気温の高い時には 15 ～ 20 分ごとに飲水休憩をとることによって、体温
の上昇が抑えられる。1 回 200 ～ 250 mlの水分を、1 時間 2 ～ 4 回に分けて補給すること。
②水の温度は 5 ～ 15℃が望ましい。
③ 0.1 ～ 0.2％の食塩と 4 ～ 8％程度の糖分を含んだものが有効。運動量が多いほど糖分を増やしてエネルギー補給をしよう。
（出典：「熱中症予防ガイドブック」［日本体育協会］）
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携し体内でひとつの生体防衛機構を構
成している（図 1 ）。また、自然免疫を
担う好中球、マクロファージは別名・
食細胞と呼ばれ、生体に侵入した微生
物、体内で不要となった老廃物、寿命の
つきた老化細胞などを貪食し（細胞内
に取り込み）、排除する。また、食細胞
は後述するように運動により壊された
筋組織も異物として認識し、これを貪
食、排除する。
　我々の研究グループは主要な免疫担
当細胞のひとつである好中球に着目
し、長年、様々な競技種目のアスリート
を対象に、種々の運動実施環境下で実
行された運動に対する好中球機能動
態・反応を観察してきた（10-22）。前
述のように白血球の分画である好中球
は、免疫機能を司る最も重要な血中成
分のひとつである（23）。また、図 2 に
示したように好中球は血中を流れる免
疫グロブリンや補体によりオプソニン
化（好中球が異物を効率良く貪食する
ための前駆作用）された異物を貪食し、
殺菌処理するという役割を果たして
いる（24）。またこの時、好中球は活性
酸素種（reactive oxygen species、以下
ROS）を産生することによりオプソニ
ン化された異物を酸化的に処理する。
一方、好中球はROSにより異物を効果
的に処理する反面、ROSが過剰に産生
された場合、これが正常な筋組織まで
も酸化的に傷害することや、筋痛の発
生、免疫機能の低下をもたらす可能性
があることも指摘されている（25,26）。
　我々は運動実施時の好中球動態・反
応のメカニズムを明らかにする方法と
して、運動実施直前、直後の血液中の筋
逸脱酵素値（CK、LDH、AST、ALT、筋
組織の変性・損傷の指標）、免疫グロブ
リン・補体値（IgA、IgM、IgG、C 3、C 4、
オプソニン化活性の指標）、白血球・好
中球数（好中球機能の指標の一部）を測
定、評価してきた（10-22）。また、好中球
の貪食能（好中球内が細胞内に異物を
取込む機能）とROS産生能（好中球が貪
食した異物をROSにより殺菌処理する

機能）を蛍光化学発光法という手法を
用い測定、観察してきた（10-22）。その
結果、運動実施条件（競技種目や運動内
容など）に違いはあるが、過度の身体疲
労が発現する合宿時や減量期といった
特殊な環境下ではない通常トレーニン
グ期では、一様に各競技種目のアスリ
ートで行なわれる約 2 時間の通常負荷
トレーニングが筋逸脱酵素値の上昇、
免疫グロブリン・補体の上昇、白血球・
好中球数の上昇、好中球貪食能の低下、
好中球ROS産生能の亢進をもたらすこ
とを明らかにした。すなわち、これら
の結果は、過負荷の原則に基づきアス
リートで行なわれる約 2 時間の通常負
荷トレーニングが筋組織を変性・損傷
させ、好中球がこれを貪食、ROSを産生
し殺菌処理する反応を亢進させている

ことを示唆していた。また、我々はこ
れがアスリートの体内で酸化ストレス
を亢進させたことを示唆するものであ
ると考えた。さらに、トレーニング後
に観察された好中球貪食能の低下は、
トレーニングによる身体疲労の発現が
免疫機能の一部をも低下させた可能性
を示唆するものと考えた（23）。また、
これらの反応を発現させるメカニズム
として、筋組織の変性・損傷を起因と
して発現するいくつかの炎症性サイト
カインの働きを介し、これが引き起こ
されている可能性があると考えられた

（27）。これに加え、運動そのものがス
トレスとなり、カテコールアミン等の
ストレスホルモンが刺激され、この働
きを介してこの反応が発現している可
能性もあると考えられた（28）。

図 1　白血球の分類と役割

図 2　好球中機能の概略
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　一方、我々は前述した通常トレーニ
ング期に実施される通常負荷トレーニ
ングの影響に加え、身体疲労が顕著に
発現する合宿期や栄養摂取制限の影響
を受ける減量期などの特殊環境下で実
施されるトレーニングや、通常負荷ト
レーニング以上に運動強度が高くな
る、あるいは継続時間が長くなる試合
時の運動に対する好中球機能動態・反
応に関する我々の研究結果をまとめ、
その特性を検討した（10-22,29,30）。そ
の結果、我々は運動実施前の身体コン
ディションや実施される運動の強度、
継続時間によって、好中球貪食能、ROS
産生が異なる反応パターン（通常パタ
ーン：トレーニング後貪食能低下、
ROS産生能上昇、非通常パターン：ト
レーニング後貪食能低下あるいは不
変、ROS産生能低下）を示す可能性があ
ることを明らかにした（図 3 ）。すなわ
ち、我々は好中球機能を観察すること
がアスリートのトレーニング前の身体
コンディションや計画、実行されるト
レーニングの運動強度、時間の妥当性
の把握に有効となる可能性があること
を報告している（29,30）。また、我々は
現在もその有効性を検証する研究を継
続している。

脱水と免疫機能の関連
　運動実施に伴う脱水が身体諸機能に
悪影響を及ぼすことは既に述べた。ま
た、我々が好中球機能を用いてアスリ
ートの運動実施の身体的影響や身体コ
ンディション状況を把握し、適切なト
レーニング方法やコンディショニング
方法を考案、応用する試みを行なって
いることもすでに述べた。そのなかで、
我々は好中球機能を用いてアスリート
に発現する脱水が身体コンディショ
ンに及ぼす影響を観察、報告している

（31,32）。
　我々が報告した大学女子サッカー
選手に関する先行研究では、以下のよ
うな研究結果が得られている（31）。
本対象者である大学女子サッカー選

手 15 名は 7 月下旬の厳しい暑熱環境
下（グラウンド気温 30.0 ～ 35.0 ℃、
湿度48 ～ 64％）でウォーミングアッ
プ 20 分、試合 90 分、クーリングダウ
ン 10 分の合計 2 時間の活動を行なっ
た。また、本活動中の水分摂取は制限
せず、対象者の意思による自由摂取と
した。一方、活動前後における脱水の
影響を観察したところ、活動後、体重
のみが減少した者（軽度脱水群 7 名）と
体重に加え血液中の水分も減少（血液
濃縮率で評価）していた者（高度脱水
群 8 名）がみられたため、この 2 群間で
活動前後の筋逸脱酵素値、免疫グロブ
リン、白血球・好中球数、好中球機能の
変化を比較、検討した。両群の活動後
の体重および体重の減少率に有意な差
はなかった。両群共通でみられた結果
のひとつとして、活動後に筋逸脱酵素
値の上昇がみられ、活動により筋組織
の変性・損傷がもたらされたことが示
唆された。また、これに付随した反応
として免疫グロブリン、補体の上昇、す
なわちオプソニン化活性の亢進が示唆
された。さらに、活動後、白血球・好中
球数が上昇し、活動による筋組織の変
性・損傷に由来する炎症反応と、運動
そのものがストレスとなりストレス反
応が亢進したことが示唆された。一方、
好中球機能を観察すると、軽度脱水群
では有意ではないが活動後、好中球貪
食能は低下しROS産生能は上昇する傾

向（通常パターン）を示した（表 2 ）。ま
た、高度脱水群では好中球貪食能は有
意に低下し、ROS産生能は有意ではな
いが低下傾向（非通常パターン）を示し
た（表 2 ）。すなわち、この結果は軽度
脱水群では運動負荷に対し好中球機能
が適切な反応を示したが、高度脱水群
では好中球機能の低下（破綻）が引き起
こされていた可能性を示唆していた。
また、このことは大学女子サッカー選
手が熱環境下で活動（トレーニングや
試合）を行なった場合、同じ強度の運動
をしていても、脱水による血液中の水
分喪失が大きい者ほど、運動負荷によ
る生体負担、身体疲労の程度が大きく
なり、好中球機能の低下（破綻）が惹起
される可能性が高くなることを示唆し
ていた。
　我々は大学女子バレーボール選
手 26 名を対象に一過性の通常トレー
ニング（ 90 分）による脱水が免疫機能
に及ぼす影響も検討している（32）。ま
た、本研究では調査時の詳細な環境温
等は測定していないが、本調査は暑熱
の影響をほぼ受けない 2 月に実施し
た。本研究では対象者をトレーニング
前後の体重および循環血漿量の変化に
より高度脱水群 5 名（体重＋血液中の
水分減少）と軽度脱水群 21 名（体重の
み減少）に区分し、脱水による影響を検
討した。その結果、両群ですべての筋
逸脱酵素値が練習後有意に上昇し、ト

図 3　運動による好球中機能の変動パターン
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レーニングにより筋組織が変性・損傷
したことが示唆された。一方、筋逸脱
酵素値のひとつであるALTの上昇は
軽度脱水群に比べ高度脱水群で有意に
大きくなっていた。さらに、脱水の程
度とALTの変化の間に負の相関傾向
がみられ、脱水の影響が大きい者ほど
筋組織の変性・損傷が大きくなる可能
性が示唆された。すなわち、これは脱
水の影響をより強く受けていた高度
脱水群では体水分、すなわち組織中の
水分がより多く奪われたことにより、
筋組織が練習による物理的衝撃を受
けやすくなり、より高度に筋組織が変
性・損傷した可能性があると考えられ
た。白血球・好中球数は両群で有意に
上昇し、両群で筋組織の変性・損傷に
由来する炎症反応と運動そのものがス
トレスとなるストレス反応が亢進して
いた可能性が示唆された。好中球機能
では軽度脱水群でのみ練習後、好中球
貪食能が有意に低下し、有意ではない
がROS産生能が上昇する傾向（通常パ
ターン）が観察された（表 3 ）。一方、重
度脱水群では同様の傾向（通常パター
ン）を示したが、いずれも有意な変化は
示されなかった（表 3 ）。すなわちこの
結果は、高度脱水群に比べ低度脱水群
で運動負荷に対し好中球がより正常に
反応、機能していた可能性を示唆して
いた。また、このようなパターンの相
違だけで脱水の影響を推し測ることは
難しいが、ひとつの可能性として、筋組
織の損傷がより軽度であった軽度脱水
群では運動により生じた好中球機能の
活性化が高度脱水群よりも早期に終息
し、貪食能が運動前以下まで抑制した
可能性があると考えられた。また逆に、
軽度脱水群に比べ、筋組織の変性、損傷
が顕著であった高度脱水群では、異物
となった筋組織がより多く、これを殺
菌処理するために好中球機能がより高
度に活性化され、その回復に時間を要
していた可能性が示唆された。以上の
結果より、大学女子バレーボール選手
が通常トレーニングを行なった場合、

同じ強度のトレーニングをしても、脱
水による血液中の水分喪失が大きい者
ほど、筋組織への負担が大きくなると
共に酸化ストレスへの曝露が長時間に
なる可能性が示唆された。一方、本調
査を実施した時期は 2 月と脱水に注意
を払う期間ではなかったにもかかわら
ず、本結果が得られたことから脱水を
伴うようなトレーニングを行なう場合
には、特に注意を要する夏季だけでな
く年間を通じ水分摂取を積極的に推奨
すべきであると考えられた。
　一方、我々は栄養摂取状況と好中球
機能の関連を調査した研究もいくつか
行なっている。そのひとつが、大学女
子駅伝選手 17 名を対象に 2 時間 30 分
のトレーニング開始前の血糖値、すな
わち糖質の充足状況と好中球機能の関
連を観察した研究である（33）。この研

究では低血糖群（ 8 名）に比べ高血糖群
（ 7 名）ではトレーニングによる酸化ス
トレスの影響が小さく、かつ、運動負荷
に対し好中球機能が正常に機能した可
能性があることが明らかになってい
る。
　また、もうひとつが、大学男子柔道
選手 35 名を対象に 6 日間の強化合宿
中にアミノ酸の一種であるL-グルタ
ミン 6 g/日（午前・午後の練習前後、
1 日 4 回、1 回 1.5 g）を摂取させ、その効
果を検討した研究である（34）。この研
究ではプラセボを摂取させた対照群

（ 17 名）に対してL-グルタミンを摂取
した摂取群（ 18 名）では、合宿中に実施
された一過性のトレーニングによりも
たらされる筋組織の変性・損傷が抑制
されるとともに、合宿中に蓄積する筋
疲労が効率良く抑制されたことが明ら

表 2　大学女子サッカー選手における好中球機能の試合前後aの変化（文献 31 より抜粋）

軽度脱水群（n＝7 ） 高度脱水群（n＝8 ）

貪食能（CFI）

試合前 515617.8  ± 55777.7  652281.9  ± 123133.4 

試合後 463084.7  ± 132526.3  383867.1  ± 63008.5  **

変化率 －10.8  ± 20.9  －39.0  ± 17.5  ††

ROS産生能（CFI）

試合前 332352.1  ± 70051.7  359129.6  ± 56191.9 

試合後 389676.9  ± 126712.5  323029.2  ± 44550.3 

変化率 17.5  ± 32.9  －8.8  ± 14.4 

平均値±標準偏差
a：試合 90 分にウォーミングアップ 20 分、クーリングダウン 10 分を加えた活動前後
**：p<0.01、試合前後の比較　　††：p<0.01、軽度脱水群と高度脱水群との比較
ROS: reactive oxygen species　　CFI: cumulative fluorescence intensity

表 3　大学女子バレーボール選手における練習前後の好中球機能の変化（文献 32 より抜粋）

軽度脱水群（n＝21 ） 高度脱水群（n＝8 ）
2 元配置分散分析

（p値）

好中球 1 個あた
りの貪食量（FI）

練習前 204.5 ± 101.2 147.3 ± 44.8
0.194

練習後 126.4 ± 22.2 ** 122.3 ± 10.8

変化率 －30.0 ± 22.2 －11.4 ± 24.3

好中球 1 個あた
りの活性酸素種
産生量（FI）

練習前 66.5 ± 49.2 52.1 ± 12.4
0.437

練習後 72.3 ± 62.7 92.2 ± 100.5

変化率 32.7 ± 126.8 113.0 ± 277.1

平均±標準偏差　　血清オプソニン化活性：ルミノール依存性化学発光法を用いて測定
**：p＜0.01， 練習前後の比較
AUC: area under the curve、45 分間の発光曲線下面積を積分した値
FI: fluorescence intensity
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