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はじめに
　アスリートの明確な目標達成には本
人のみならず、それを支える方々を含
めた日々の体調管理が重要である。し
かしその一方で、その実施は容易では
ないことから、手軽に実施できる方法
が望まれている。今回、試験食品とし
て用いたゼリー飲料は、日々の体調管
理を心がける人々の健康維持・増進へ
の貢献を目的とした製品である。本
ゼリー飲料は 1 袋（100 g）中に乳酸菌
B 240、ホエイプロテイン、分岐鎖アミ
ノ酸（BCAA）、アルギニンを含んでお
り、これらを手軽に同時摂取できるの
が特長である。

乳酸菌B 240（Lactiplantibacillus pentosus
ONRICb0240）は、タイ北部に古くから
伝わる発酵茶から東京農業大学（岡田
早苗名誉教授ら）により単離された乳
酸菌である（12）。我々は、外界との境
界である粘膜に存在し、生体バリア機
能の中心的な役割を担っている免疫グ
ロブリンA（IgA）（14）に着目し、この乳
酸菌B 240 が強いIgA産生誘導活性を
有することを見出した（20）。その後、
基礎試験により、乳酸菌B 240 による各
種病原微生物への生体防御作用を確認

乳酸菌B 240、ホエイプロテインおよび
アミノ酸含有ゼリー飲料のパフォーマンス
達成度および体調に関する体感調査
斎藤 高雄, Ph.D., 大塚製薬株式会社 大津栄養製品研究所 主任研究員
甲田 哲之, Ph.D., 大塚製薬株式会社 大津栄養製品研究所 所長

した（3,7,8）。さらに、臨床試験におい
て唾液中IgA分泌促進（6,9）、無刺激唾
液分泌促進（15）、唾液中ムチン分泌促
進（15）、風邪罹患割合低減（16）、QOL向
上（17）および抗アレルギー作用（13）を
確認した。
　ホエイプロテインについては 10 g/
日の摂取により、トレーニング期の体
調管理に有用であると報告されている

（10）。さらに、最近では摂取するタン
パク質量によってその効果が異なるこ
とも報告されている（5）。また、BCAA
およびアルギニンについては 2.5 g/日
の摂取による筋肉のエネルギー源と
しての利用（2）や 5 g/日の摂取による
疲労軽減に関する報告がある（1）。こ
れらのことから、乳酸菌B 240 による
生体バリア機能向上作用とホエイプ
ロテインおよびアミノ酸によるリカ
バリー作用を組み合わせることで、特
に、激しい運動を余儀なくされるアス
リートの体調管理に有用だと考えられ
る。この概念を、実際に体感できるデ
ータとして示すことができれば、体調
管理に課題を有するアスリートやそれ
を支える方々に体調管理の実施例とし
ての情報提供が可能となる。そこで今

回は、公益社団法人ジャパン・プロフ
ェッショナル・バスケットボール（Bリ
ーグ）の選手、レフェリーおよびスタッ
フの計 350 名を対象に、本ゼリー飲料
を 4 週間摂取した際の『パフォーマン
ス達成度』および『体調関連項目』にお
ける変化の体感を評価するためにアン
ケート調査を実施した。

対象および方法
　調査は、Bリーグ関係者（選手、レフ
ェリーおよびスタッフ）を対象とした。
調査内容について、大塚製薬株式会社
人試験倫理審査委員会の審議・承認を
得て、ヘルシンキ宣言に則り実施した

（承認番号 2002）。調査責任者は、調査
の意義、目的、方法、参加者のメリット、
デメリットなどを参加候補者に十分に
説明した。その上で、調査への参加同
意を文書により得られた者のみを参加
者とした。
　選択基準として、①調査参加に関し
て文書による同意が得られた者、②同
意取得時の年齢が 20 歳以上の男女、③
調査期間中にBリーグ関連組織に所属
している者を設定し、すべてを満たす
ものを選択した。また、除外基準として、
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①妊婦または妊娠の可能性のある女性
および調査期間中に妊娠を希望する女
性、②授乳中の女性、③重篤な既往もし
くは現病がある者、④緊急に治療を要
する疾患に罹患している者、⑤その他、
調査責任者が参加者として不適当と判
断した者を設定し、いずれかに 1 つでも
該当する者は参加不可とした。
　参加者は、試験食品ゼリー飲料（大塚
製薬株式会社、乳酸菌B 240：20 億個、
ホエイプロテイン：7.5 g、アミノ酸：
2.5 g［ロイシン：1 g、バリン：0.5 g、
イソロイシン：0.5 g、アルギニン：
0.5 g］、炭水化物：13 g）1 袋（100 g）を
練習あるいは業務終了直後に 4 週間毎
日摂取した（図 1）。練習あるいは業務
がない日は夕食前までに摂取した。摂
取による体感を評価するための評価
項目を、田畑らの報告（18）を参考に設
定した。調査開始後、参加者は、背景情
報（年齢、性別、日頃摂取しているサプ
リメントなど）を各自の専用サイトに
て回答した。試験食品摂取前（ 0 週）、
摂取 2 週および 4 週に、最近 1 週間の

『パフォーマンス達成度』や『体調関連
項目』（『全体的な体調』、『練習後疲労
感』、『練習前疲労感』、『寝付き』、『寝起
き』、『活力』、『気持ち安定感』、『食欲』、

『便通』）について、Visual Analog Scale
（VAS）にて回答した（図 2）。また、

2 週および 4 週に『パフォーマンス達成
度』、体調関連項目（『全体的な体調』、

『練習後疲労感』、『練習前疲労感』、『睡
眠』、『活力』、『気持ち安定感』、『便通』）
の 0 週からの変化（『摂取前に比べてと
ても良くなった』、『良くなった』、『変わ
らない』、『悪くなった』、『とても悪くな
った』のうち最も当てはまるものひと
つ）を回答した（五肢択一式）。体調不
良（体調不良の有無、各症状）について
は、0 週、2 週および 4 週に、過去 2 週間
を振り返る形で回答した。WEBアン
ケート用サイトは、株式会社ヒューマ
R&Dが管理し、参加者の入力内容は、
個人を特定できないように匿名化後、
大塚製薬株式会社が解析した。
　解析対象はFull Analysis Set（FAS）
として、すべての参加者から、以下の①
～③に該当する者を除外した参加者集
団とした（①試験食品を一度も摂取し
ていない参加者、②試験食品を 1 回以
上摂取したが、摂取後のデータのない
参加者、③その他適格性基準を満たさ
ない参加者）。FASのうち、調査期間の
試験食品摂取日数が、24 日未満（1 週間
に 6 日：摂取率 85％）の者、および各評
価項目の利用が不可能な者を除外した
参加者集団をPer Protocol Set（PPS）と
して解析した。
　統計解析は、VAS項目については、

0 週に対する 2 週および 4 週における
各項目の有意差の有無をDunnett検定
にて評価した。2 週および 4 週におけ
る変化の回答（五肢択一式）に関して
は、一様性の検定としてカイ二乗検定
を行なった。0 週、2 週および 4 週の体
調不良に関してはNcNemar検定を行
なった。各評価項目間の相関解析に
ついては、Pearsonの相関係数を算出
した。解析は、SAS software（R 9.3、 
SAS Institute Japan）およびMicrosoft 
Excel 2010 を使用した。統計処理結
果は、平均値と標準誤差にて記載した。
危険率 5％未満を有意差有りとし、10
％未満を傾向差有りとした。

結果
　説明会参加者 441 名中 364 名が調
査に参加した。そのうち、14 名（摂取
開始前の感染関連 11 名、試験食品が
口に合わない 2 名、体調不良 1 名）が辞
退し、調査完了者 350 名をFAS解析対
象とした。調査開始時の対象者の年
齢は、33.5±8.8（平均±標準偏差）であ
った。解析対象者の内訳を表 1 に示
した。FASのうち、試験食品の摂取日
数が 24 日未満であった 10 名を除外し
た 340 名をPPS解析対象者とした。
　FAS解析における体感評価のVASお
よび五肢択一式アンケートの結果の概

図 1　試験概要

図 2　体感評価（VAS）の各項目の位置づけ

表 1　解析対象者（FAS）
男性（人） 女性（人） 計（人）

選手 123 0 123
レフェリー 87 5 92
スタッフ 101 34 135
計 311 39 350
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要を図 3 に示した。VASにおいては、
『全体的な体調』、『食欲』、『便通』を除く
『体調関連項目』が有意に改善した。五
肢択一式アンケートにおいては、すべ
ての評価項目が有意に改善した。PPS
解析にてFAS解析と同様の結論を得ら
れたことから、以下にFAS解析結果を示
す。

体感評価（VAS）
　全参加者（ 350 名）のVASの推移を
表 2 に示した。『パフォーマンス達成
度』、『練習後疲労感』、『練習前疲労感』、

『寝付き』、『寝起き』、『活力』、『気持ち安
定感』については、いずれも摂取 2 週以
降、統計学的に有意に改善した。摂取
前と比較して『全体的な体調』、『食欲』
および『便通』に関しては有意な変動は
なかった。選手（123 名）、レフェリー

（92 名）およびスタッフ（135 名）の各々
の推移についてサブグループ解析した
ところ、全参加者（350 名）と同様の推
移を示し、2 週で有意に改善した項目

は、4 週目でもその有意な改善は維持さ
れた。また、スタッフを除き、『全体的
な体調』、『食欲』以外は、2 週よりも 4 週
の平均値が高値であった（表 3 ～表 5）。

図 3　結果概要

表 4　レフェリーのVAS推移
項目 0 週 2 週 4 週

全体的な体調 71.1±2.1 71.5±1.7 74.0±1.7
パフォーマンス達成度 58.7±1.5 65.3±1.5＊＊ 69.5±1.6＊＊

練習後疲労感 45.6±2.0 60.6±1.8＊＊ 67.4±1.9＊＊

練習前疲労感 50.8±2.3 61.3±2.0＊＊ 67.8±1.9＊＊

寝付き 68.9±2.4 76.4±2.0＊ 77.7±2.0＊＊

寝起き 58.8±2.3 68.2±2.0＊＊ 72.6±2.1＊＊

活力 62.3±1.9 70.2±1.7＊＊ 74.9±1.8＊＊

気持ち安定感 61.1±2.2 67.5±1.8＊ 74.5±1.8＊＊

食欲 78.1±1.9 77.7±1.7 81.2±1.6
便通 71.9±2.3 75.0±2.2 77.3±2.0

平均±標準誤差（n＝92）、＊＊P＜0.01、＊P＜0.05（vs 0 週、Dunnett検定）

表 5　スタッフのVAS推移
項目 0 週 2 週 4 週

全体的な体調 60.2±1.9 64.1±1.7 62.6±1.7
パフォーマンス達成度 56.2±1.4 57.5±1.3 59.3±1.5
練習後疲労感 37.8±1.9 52.3±1.7＊＊ 52.1±1.8＊＊

練習前疲労感 43.1±2.1 56.4±2.0＊＊ 55.5±1.9＊＊

寝付き 56.3±2.1 64.4±1.9＊＊ 63.9±2.0＊

寝起き 47.4±2.0 59.1±1.8＊＊ 57.9±1.8＊＊

活力 53.6±1.9 60.1±1.5＊ 62.0±1.7＊＊

気持ち安定感 54.1±1.8 58.1±1.6 60.4±1.6＊

食欲 70.6±1.8 71.2±1.7 70.1±1.6
便通 67.3±2.0 67.4±1.8 66.2±1.8

平均±標準誤差（n＝135）、＊＊P＜0.01、＊P＜0.05（vs 0 週、Dunnett検定）

表 3　選手のVAS推移
項目 0 週 2 週 4 週

全体的な体調 69.5±1.8 70.2±1.7 68.4±1.7
パフォーマンス達成度 55.6±1.5 61.1±1.4＊ 62.8±1.5＊＊

練習後疲労感 41.3±1.7 54.0±1.5＊＊ 60.1±1.6＊＊

練習前疲労感 45.2±1.7 56.4±1.6＊＊ 59.3±1.7＊＊

寝付き 58.6±2.0 66.8±2.0＊＊ 66.8±1.9＊＊

寝起き 51.8±1.9 59.8±1.8＊＊ 65.8±1.9＊＊

活力 63.1±1.7 67.7±1.8# 68.0±1.7#

気持ち安定感 61.2±2.0 65.9±1.8 66.8±1.8#

食欲 76.4±1.8 77.1±1.6 75.3±1.7
便通 76.6±1.7 72.5±1.9 74.2±1.7

平均±標準誤差（n＝123）、＊＊P＜0.01、＊P＜0.05、#P＜0.1
 （vs 0 週、Dunnett検定）

表 2　全参加者のVAS推移
項目 0 週 2 週 4 週

全体的な体調 66.3±1.1 68.2±1.0 67.6±1.0
パフォーマンス達成度 56.7±0.9 60.8±0.8＊＊ 63.2±0.9＊＊

練習後疲労感 41.1±1.1 55.1±1.0＊＊ 58.9±1.1＊＊

練習前疲労感 45.9±1.2 57.7±1.1＊＊ 60.1±1.1＊＊

寝付き 60.4±1.3 68.4±1.2＊＊ 68.6±1.2＊＊

寝起き 51.9±1.2 61.7±1.1＊＊ 64.6±1.2＊＊

活力 59.2±1.1 65.4±1.0＊＊ 67.5±1.0＊＊

気持ち安定感 58.5±1.2 63.3±1.0＊＊ 66.4±1.1＊＊

食欲 74.6±1.1 75.0±1.0 74.8±1.0
便通 71.8±1.2 71.2±1.1 71.9±1.1

平均±標準誤差（n＝350）、＊＊P＜0.01（vs 0 週、Dunnett検定）
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体感評価（五肢択一式）
　五肢択一式アンケートにおいては、
全項目で一様性の検定により、有意で
あった。グラフのパターンから、いず
れの項目についても、『良くなった』お
よび『とても良くなった』と回答した人
数が増加することが明らかとなった

（図 4）。VASによる評価において有意
な変動を認めなかった項目（『全体的な
体調』、『食欲』および『便通』）に関して
も有意に改善した。また、全項目にお
いて、『良くなった』および『とても良
くなった』と回答した人数は、2 週より
も 4 週で増加した。

体調不良発現数
　全参加者（350 名）において、『体調
不良発現者数』は、2 週以降有意に低値
を示した（図 5）。個別症状について、

『筋肉痛』、『肩こり』、『腰痛』、『倦怠感』
が 2 週以降有意に減少し、練習中のけ
がは、4 週に減少傾向を示した（図 6）。

VAS項目間の相関行列
　VASの評価項目 0 週、2 週および 4 週
の得られた情報（全参加者 350 名の延
べ人数：1,050 名分）のPearsonの相関
行列 r値を表 6 に、概要を図 7 に示し
た。いずれの評価項目間においても有

意な正の相関を示したことから、比較
的高い相関係数である 0.4 以上の背景
を色付けし、その中でも 0.6 以上を下線
で表記した。『パフォーマンス達成度』
と正相関を示した項目は、r値が高いほ
うから、精神面の指標である『活力』お
よび『気持ち安定感』であった（それぞ
れ、r＝0.554 および 0.495）。次点とし
て『練習後疲労感』、『練習前疲労感』お
よび『寝起き』が続いた（それぞれ、r＝
0.494、0.464、および 0.423）。また、『練
習前疲労感』と『練習後疲労感』、『活力』
と『寝起き』、および『活力』と『気持ち安
定感』は特に高い正の相関を示した（そ

図 4　全参加者の体調変化

図 5　全参加者の体調不良発現者数

図 6　全参加者の各症状発現者数
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れぞれ、r＝0.809、0.629 および 0.702）。

プロテイン常用者の解析
　参加者が常時摂取しているサプリメ
ントの調査結果を図 8 に示した。全参
加者の約 38％（選手の 13％、レフェリ
ーの 46％、スタッフの 56％）は、いず
れのサプリメントも常用していなかっ
た。一方で、プロテインは、全体の約 35
％（選手の 71％、レフェリーの 23％、ス
タッフの 11％）が常用していた。本調
査で用いた試験食品はプロテイン含有
製品であるため、その効果は、プロテイ
ン摂取者では緩慢になる可能性が考え
られた。そこで、プロテイン常用者を
抽出し、体感への影響を検討した。プ
ロテイン常用者は、全参加者で 123 名

（選手 87 名、レフェリー 21 名、スタッ
フ 15 名）であった。

プロテイン常用全参加者の体感評価
（VAS）
　全参加者（350 名）と同様にプロテイ
ンを常用している全参加者（123 名）に
おいても『パフォーマンス達成度』など
の体感が有意に改善した（表 7）。ただ
し、解析対象例数が 1/3 に減少したた
め、全参加者で有意差が認められた『気
持ち安定感』は、プロテイン常用全参加
者では平均値は改善したものの有意差
を認めなかった。

プロテイン常用全参加者の体感評価
（五肢択一式）
　全参加者（350 名）と同様にプロテイ
ンを常用している全参加者（123 名）
においても全項目が有意に改善した

（図 9）。グラフのパターンから、いずれ
の項目についても、『良くなった』、『と
ても良くなった』が増加した。VASに
よる評価において変動が有意でなかっ
た項目（『全体的な体調』、『食欲』および

『便通』）に関しても有意に改善した。

図 8　常時摂取している食品サプリメント

表 6　VAS項目の相関行列
全体的
な体調

パフォーマ
ンス達成度

練習後
疲労感

練習前
疲労感 寝付き 寝起き 活力 気持ち

安定感 食欲 便通

全体的
な体調 1

パフォーマ
ンス達成度 0.563 1

練習後
疲労感 0.446 0.494 1

練習前
疲労感 0.437 0.464 0.809 1

寝付き 0.384 0.369 0.396 0.409 1

寝起き 0.423 0.423 0.527 0.543 0.571 1

活力 0.588 0.554 0.533 0.544 0.517 0.629 1

気持ち
安定感 0.491 0.495 0.452 0.428 0.463 0.484 0.702 1

食欲 0.416 0.337 0.270 0.273 0.363 0.344 0.473 0.456 1

便通 0.419 0.307 0.221 0.220 0.349 0.299 0.433 0.392 0.525 1

図 7　結果の概要（相関関係）

（n＝1050）

（n＝1050）
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プロテイン常用全参加者の
体調不良発現者数
　全参加者（350 名）と同様にプロテイ
ンを常用している全参加者（123 名）に
おいても『体調不良発現者数』は、2 週以
降有意に低値を示した（図 10）。また、
個別症状については、『筋肉痛』が 2 週
以降、『腰痛』は 2 週目に有意に減少し
た。また、『練習中のけが』は 4 週以降、

『倦怠感』は 4 週目に減少傾向を示した
（図 11）。

図 9　プロテイン常用全参加者の体調変化

図 10　プロテイン常用全参加者の体調不良
発現者数

図 11　プロテイン常用全参加者の各症状発現者数

表 7　プロテイン常用全参加者
項目 0 週 2 週 4 週

全体的な体調 70.8±1.8 70.9±1.6 69.6±1.8
パフォーマンス達成度 56.9±1.4 62.2±1.3＊ 63.3±1.5＊＊

練習後疲労感 42.9±1.7 56.0±1.5＊＊ 60.0±1.7＊＊

練習前疲労感 46.1±1.7 59.0±1.7＊＊ 59.9±1.7＊＊

寝付き 59.9±2.0 70.1±2.0＊＊ 67.5±1.9＊

寝起き 53.0±2.1 61.4±1.9＊＊ 65.1±2.0＊＊

活力 62.8±1.7 69.4±1.7＊ 68.5±1.7＊

気持ち安定感 62.3±2.0 67.5±1.8# 67.1±1.8
食欲 79.3±1.7 79.0±1.6 75.5±1.7
便通 75.7±2.0 74.1±2.0 72.1±1.8

平均±標準誤差 （n＝123）、＊＊P＜0.01、＊P＜0.05、#P＜0.1
 （vs 0 週、Dunnett検定）
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考察
　本調査は、Bリーグ関係者に所属す
る選手、レフェリーおよびスタッフの
計 350 名を対象に、乳酸菌B 240、ホエ
イプロテインおよびアミノ酸含有ゼリ
ー飲料を 4 週間摂取した際における、

『パフォーマンス達成度』および『体調
関連項目』の変化の体感を評価するこ
とを目的として実施した。その結果、
乳酸菌B 240、アミノ酸およびホエイプ
ロテイン含有ゼリー飲料を 4 週間摂取
することで、『パフォーマンス達成度』
や『体調関連項目』の改善を体感できる
こと、および『体調不良日』が減少する
ことを確認した。
　VASにて評価した『パフォーマンス
達成度』および『体調関連項目』におい
ては、2 週以降に『全体的な体調』、『食
欲』および『便通』を除く項目が有意に
改善した。五肢択一式アンケートに
おいては、すべての評価項目が有意に
改善した。VASで有意差を認めなか
った『全体的な体調』、『食欲』および

『便通』の 0 週値は、各々 66.3、74.6 およ
び 71.8 といずれも高値であり（表 2）、
改善余地が少なかったことがVASと
五肢択一式アンケート結果の差異の原
因になった可能性がある。このことか
ら、摂取前のVAS値が比較的高い指標
への作用を評価する際には、摂取前か
らの変化を振り返る指標を設定するこ
とで検出感度力が上がる可能性を示
唆している。本調査では、『パフォー
マンス達成度』や『体調関連項目』に連
動して体調不良発現者数も減少した

（図 5）。特に筋肉痛は 2 週以降半減し
た（図 6）。また、0 週の数値が低値のた
め傾向差ではあるものの練習中のけが
も減少した。これらは、VASや五肢択
一式アンケートとは異なる領域の評価
項目であり、かつ、この改善傾向は 2 週
および 4 週ともに維持された。この結
果は、体感効果の結果を支持し、その
信頼度を高める内容だと考えられた。
VAS項目の相関相互関係については、

『パフォーマンス達成度』に対して、『活
力』が 0.554 と最も高い正相関を示し
た。『活力』は他の項目とも 0.4 以上の正
相関を示しており（表 6）、結果的に今
回の項目のいずれもが『パフォーマン
ス達成度』に影響する可能性が示唆さ
れた。
　試験食品には、疲労回復やコンディ
ション維持に有効であるプロテインが
含まれている。今回の体感に乳酸菌
B 240 が寄与している可能性を考察す
るために、全参加者（350 名）中のプロ
テイン常用者（123 名）のサブグループ
解析を実施した。その結果、全参加者
とプロテイン常用者の解析結果が同様
であったことから、プロテイン常用者
にも体感可能な効果が発現することが
示された。伊藤らは、アスリート 17 名
に乳酸菌B 240 を含む飲料を 4 週間摂
取させたところ、倦怠感や疲労蓄積度
が有意に低減し、パフォーマンスの低
下、緊張感および練習中の疲労を有意
に低減したことを報告している（4）。
さらに、坪内らは、本調査と同じ試験
食品（乳酸菌B 240、ホエイプロテイン
およびアミノ酸含有ゼリー飲料）を健
康な企業従業員に 4 週間摂取させた

（19）。その結果、全体的な体調の向上、
疲労感の改善、睡眠の質の向上、食欲減
退の抑制および仕事のパフォーマンス
向上が有意に改善し、その作用は、2 週
よりも 4 週で、より顕著であったこと
を報告している（19）。本調査において
も、全参加者（350 名）およびプロテイ
ン常用全参加者（123 名）のいずれの項
目についても、4 週の数値は 2 週より
もさらに改善方向に動いた。我々は、
乳酸菌B 240 摂取により、3 週あるい
は 4 週で唾液中IgA抗体が分泌促進さ
れることを報告している（6,9）。唾液中
IgA抗体は、風邪罹患時や普段より疲
れている際に減少するなど、体調と関
連することが報告されている（11）。以
上のことから、本調査における試験食
品摂取による『パフォーマンス達成度』

や『体調関連項目』の変化の体感および
体調不良改善には、ホエイプロテイン
やアミノ酸に加え、乳酸菌B 240 の有効
性も寄与している可能性があると考え
られる。
　今後の調査内容として、ゼリー飲料
摂取によるコンディショニング向上に
ついて、より詳細を明らかにするため、
乳酸菌B 240 の特長である唾液IgA抗
体分泌促進（生体バリア機能向上）との
関連性の検討、乳酸菌B 240、ホエイプ
ロテインやアミノ酸の相加相乗作用の
検討が挙げられる。
　最後に、本調査にご協力いただいた、
Bリーグ関係者の方々、統計解析のアド
バイスをいただきました文教大学松村
康弘教授に深謝致します。◆
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