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1. サプリメントとは？
平井：本日はサプリメントの上手な取
り入れ方について伺っていきたいの
ですが、まずそもそもサプリメント
とは何なのか？どういう概念のもの
なのか？を伺えたらと思います。松
本先生お願いいたします。
松本：サプリメントは「補助」という意
味合いがあり、日本では食事にプラ
スして補っていく食品の一部という
扱いです。錠剤、粉状、ゼリー状、グ
ミ状という様々な形状のものを大き
くひっくるめて“サプリメント”とい
っています。一般食品の隣に並べら
れるような健康食品、機能性表示食
品、栄養機能食品、特定保健用食品の
中に入るものです。
平井：栄養補助といっても目的はいろ
いろあると思いますが、その分け方
というのはあるのでしょうか？
松本：必須成分となる栄養素（ビタミ
ン、ミネラル、タンパク質など）を含
むものは“ダイエタリーサプリメン
ト”と呼ばれます。一般の方含め、食
事にプラスして健康目的で摂るもの
ですね。スポーツ栄養の現場ではそ
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れに加え、スポーツサプリメントや
パフォーマンスサプリメント、専門
用語で“エルゴジェニックエイド”と
呼ばれるものがあります。それはい
わゆるスポーツのパフォーマンス向
上を目的として開発されたもので
す。筋肉を大きくするためのクレア
チン、BCAAなどのアミノ酸類、血管
を拡張させて血流をよくする硝酸塩
を含むビーツ類などで、一般の方も
よく知っているエナジードリンクに
含まれるカフェインも、スポーツの
現場ではエルゴジェニックエイドと
呼ばれるサプリメントです。
平井：私たちが普段コンビニやスーパ
ーで購入するエナジードリンクも、
スポーツサプリメントの類に入るの
ですね。
松本：そうですね。カフェインがその
類で、いろいろな研究がされていま
す。
平井：東郷先生にもお伺いしたいと思
いますが、サプリメントに関してご
説明をお願いいたします。
東郷：松本先生がおっしゃったとおり、
普段の食事で足りない部分を補うと

いうのがひとつと、もうひとつは身
体のパフォーマンスを上げるハーブ
類等の有効な成分という広義があり
ます。近年運動愛好家にとっては後
者のほうがフォーカスされていて、
新たな成分に着目したサプリメント
が海外からどんどん入ってきていま
す。本来サプリメントは「補うもの」
という考えが一般的ですが、パフォ
ーマンスの向上が求められるような
広義で のサプ リメント摂取において
「サプ リメントは必要か？必要で は
ないのか？」という部分が 、情報を氾
濫させてしまっている要因で もある
のかなと思います。
平井：運動愛好家と接する機会がある
石川さんは、サプリメントをどう捉
え、伝えていらっしゃいますか？
石川：サプリメントは食事の補助的な
もの、エルゴジェニックエイドとし
て捉え、アスリートのパフォーマン
スを上げるためにどうすればよいか
を考えながら使用しています。
平井：現場でサプリメントに関する質
問に対して、説明に困ったご経験は
ありますか？
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石川：SNSで出回っている情報につい
て学生から聞かれることが多く、私
も専門ではないので、わからないこ
とは知り合いの公認スポーツ栄養士
に聞いています。
平井：東郷先生がおっしゃったよう
に“サプリメント”という言葉が広義
すぎて、「これに対する質問はこう」
と答えるにはかなり専門性が求めら
れてくると思いますし、みなさんが
誤解している部分や使用者がわかっ
ていない部分がまだまだ多そうです
ね。片岡先生はどう捉えていらっし
ゃいますか？
片岡：私もアスリートを対象に栄養サ
ポートを行なっていますが、松本先
生がおっしゃったように、ダイエタ
リーサプリメントとエルゴジェニッ
クエイドの分類がある中で、”スポー
ツフーズ”といわれるエネルギーゼ
リー、スポーツドリンク、エネルギー
バー等を、どこまでサプリメントと
して捉えるのか難しいと感じていま
す。
平井：どこまでというのは？
片岡：形状が錠剤や粉末のもの以外
に、エネルギーゼリーやスポーツド
リンク等も糖質等の栄養素の補給と
して、現場で多く使用されています。
現場ではサプリメントと食品の明確
な線引きが難しいと感じています。
平井：プロテインバーのようなものは、
食品なのか？サプリメントなのか？
といったことですね？
片岡：スポーツフーズというくくりに
はなるのですが、スポーツフーズも
サプリメントに入るのか？という…
松本：すごく難しいところですね。“栄
養調整食品”と食品メーカーでは分
類されているのですが、それがサプ
リメントに入るかもしれないし、食
品なのかもしれないし、2 つのカテゴ
リーの共通部分になります。
平井：そうすると説明も難しいですね。
健康で強い身体を作るという目的で
考えると、そのカテゴリーがどちら
であってもよいのかなと一般的には
思ってしまいますが。

片岡：ただ、トップ選手にサプリメン
トの利用を簡単に勧めることは、ド
ーピングのこともあり難しいと感じ
ています。
平井：実際澤野さんも現場で難しいと
感じることはありますか？
澤野：そうですね。やはり質問はたく
さんいただくのですが、例えばWPI
（Whey Protein Isolate）として販売
されているものがあり、要はホエイ
プロテインの純度が高いことを示し
ているものなのですが、牛乳に溶か
して飲んだり、食事と一緒に飲んだ
ら純度が高い意味がないのではない
かという質問です。
松本：今お聞きして「なるほどな」と
思いました（笑）。純度の高いものを
摂りたいのに牛乳に混ぜてしまった
ら、「だったら牛乳で良いじゃない
か」となりますよね。本当にそのと
おりです。専門職の私たちからみる
と、笑ってしまう使い方をしている
一般の方はいますね。アスリートで
もいます。やはりサプリメントはキ
ーワードとして「薬ではない」ので、
そのサプリメントを飲んだからとい
って、劇的に体調が変わったり、筋肉
が変わったりしないのです。サプリ
メントは劇的に変わらないことが前
提であり、緩やかに私たちの健康を
維持し調整してくれるプラスアルフ
ァであることを忘れないようにしな
いといけません。飲んでパフォーマ
ンスがぐんと上がることを期待して
摂りすぎてしまうと、アンチ・ドー
ピングの理念に反します。スポーツ
の清廉性やスポーツの価値は日々努
力した上に成り立つものなので、急
にずるいことをして強くなるという
のは、禁止薬物に手を出していくよ
うな危険な思想になるわけです。サ
プリメントの効果に意識が行き過ぎ
ないようにすることが、栄養士とし
て気をつけているところです。
平井：「薬ではない」ということがポイ
ントになるのですね。

2. 日本と海外におけるサプリメント
の使用状況は？
平井：今お話をお伺いして、日本にお
いてはまだ、使用する人、指導する人
にとっても、サプリメントの意味や目
的が浸透しきっておらず、どう使え
ばよいかという悩みがあると感じる
のですが、日本におけるサプリメント
の使用状況を海外と比較するとどう
いった状況といえるのでしょうか？
東郷：日本での一般の方の使用率はま
だまだ低いようですね（サプリメン
トの摂取率は、米国：約 80％、日本：
約 25％）（図1、2）。サプリメントの
もつ意味合いを理解できていなく
て、本当に使ってよいのかという不
安が背景にあると思います。
松本：現場感覚でいうと、競技スポー
ツの現場の人たちはダイエタリーサ
プリメントに関しては海外の選手と
あまり変わらず使用していると感じ
ます。ただ、カフェインなど新しい
エルゴジェニックエイドをどのくら
い使うかというのは、日本選手では
まだまだ少ないのかなと感じます。
片岡先生がパラアスリートに関して
ご存じかと思います。
片岡：パラアスリートに限らず、私が
サポートを行なってきた競技団体で
は、サプリメントの利用に対して慎
重になっている傾向があります。選
手自身はもとより、関係者すべてが
アンチ・ドーピングに関しての正し
い知識をもつことが大切です。

松本 恵 氏
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平井：澤野さんは一般の方向けのジム
をやられていますが、一般の方の中
でサプリメントはどのくらい浸透し
ているという感覚がありますか？
澤野：ジムに来られている方はそれだ
け健康意識が高いので、サプリメン
トに関してもネットで調べて使用し
たりして、使用率は高いと思います。
平井：海外の薬局に行くと、本当にい
ろいろな種類のサプリメントが並ん
でいますよね。日本は海外と比べて
サプリメントの浸透率や手軽さはま
だまだ低いのかなと感じますが、そ
のあたりに関して石川さんはいかが
でしょうか？
石川：以前アメリカに行った時に、サ
プリメントだけを扱うショップがあ
って、若い学生年代の人たちが自分
でチョイスして購入しているのを見
ました。アメリカでは高校にもアス
レティックトレーナーがいたりする
ので、サプリメントに関する教育がさ
れているのかなと思いました。日本
だと学校の職員が教えることはなく、
我々専門職が行って初めて質問され
るケースが多いので、そのあたりの教
育が違うのかもしれないですね。
平井：実際に教育現場で若い世代にサ
プリメントについて指導された経験
のある方はいらっしゃいますか？
松本：大学の学部で「サプリメントの
使用状況」というアンケート調査を
したことがありますが、スポーツや
健康に興味のない一般の学生はほと

んどサプリメントを摂った経験がな
く、数字としては 90％以上でした。
ですから、日本で一般の方に対する
市場は小さいのかなと思います。
平井：なかなか教育されることもない
ですし、周りの大人が使っていなけ
れば子どもたちも使わないと思うの
で、そうすると若い世代で使う人は
少なくなりますよね。

3. 運動と栄養摂取を両立させるため
には？
平井：では、アスリートや運動愛好家
において運動と栄養摂取を両立させ
るための課題を伺っていきたいと思
います。S&Cコーチからみる課題と
して石川さんいかがでしょうか？
石川：正しい知識をもっていないと、
目的と合わなくなってしまうことが
あると思います。一般の方の場合、
SNSや人から聞いた情報がベースに
なっていることが多いのですが、で
はそれがその人にとってベストな方
法なのかを検証します。ボディメイ
クしたい方が「もっとプロテインを摂

りたい」と言った時、その方の生活ス
タイルをまず聞いてみます。筋肥大
しない理由として睡眠不足や食生活
の乱れがあったりするので、じゃあ
優先順位はどうなのかを考えます。
平井：なるほど。澤野さんはいかがで
すか？
澤野：両立は難しいと思います。どう
にもならない問題として、仕事をし
ている上で運動や食事（間食）に対す
る時間が取れるかどうかが挙げられ
ます。会社の給湯室でプロテインシ
ェイカーをシャカシャカしている方
もいますが、そういう方は周りにボ
ディビルやフィジークをやっている
ことを伝えているからこそできるの
であって、一般の方ができるかと考
えると難しいのかなという印象があ
ります。
平井：摂りたいけど摂れないというこ
とですか？
澤野：そうですね。決まった時間に
食事が摂れなかったり、トレーニン
グセッションも仕事でキャンセルに
なったり、運動も定期的にできない。

東郷 将成 氏

図 1　日本におけるサプリメントのような健康食品を摂取している人の割合

図 2　18 歳以上の米国人の 5 人に 1 人が栄養補助食品を使用している
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栄養摂取も決めてやらなければなら
ないところができない状況になる方
が多いですね。仮に時間が取れたと
しても自分一人では難しく、運動に
しろ栄養にしろ、近くに指導者がい
ないときちんと両立させることは難
しいと思います。
平井：それでは公認スポーツ栄養士の
みなさんからみた課題を伺っていきた
いのですが、東郷先生いかがですか？
東郷：石川さんのお話にもあったよ
うに、正しい情報が知識として定着
できていないというのは、日本にお
いてはそもそもスポーツと運動の在
り方という教育学的背景にあると思
います。海外で はチームや学校現場
において基本的にトレーナーやコー
チが 長い年月を専属で サポートし
ているのに対し、日本で は小学校や
中学校の部活動の期間という限られ
た教育で 終わってしまう。小中学校
で は食事に関する教育が で きていま
すが 、それ以降の食教育が で きてお
らず、食事の選択が 難しくなってき
ているのが 問題です。トップアスリ
ートになる前の基本的な情報不足で
すね。加えて、深夜番組の通販で扱
っている商品もサプ リメントだ し、
かたやアスリートにとってのサプ リ
メントもあり、サプ リメントの定義
の幅が 広いことで 混乱させています
し、商業主義によって、アスリートフ
ァーストになれていないのも問題点
のひとつで す。また、日本人の国民
性なのか、依存傾向が あるように感
じています。食事をないが しろにし
てサプリメントが食生活の主となっ
てしまう、サプ リメントは本来「補う
（supplement）」ものなのに、現状では
「依存（dependence）」という表現が
好ましいのではないかと思えるくら
い逆転している状況が 見受けられま
す。特にトップ アスリートよりも運
動愛好家において、サプリメントの
認識を混同してしまっていることが 
多いのが 問題で す。
平井：サプリメントに頼りすぎている
ということですよね？

東郷：そうですね。実際のサポ ートに
おいて、特に運動を少しやっていて
栄養の知識が欠落している方々の中
には、食事を 3 食摂っていないけど 
プ ロテインば かり飲んで 、「これで 完
璧だろう！！！」と自信満々に発言
される方が いたりします。
平井：松本先生も同じ課題を感じます
か？
松本：そうですね。今澤野さんにお
話しいただいたように、仕事とトレ
ーニングの時間調整が難しい中で、
「じゃあ何を食べたらよいのか」とい
うところに関してですが、トップア
スリートはジュニアのころから栄養
レクチャーを受けたり、合宿に栄養
士がついていってある程度教育をし
ていますので、大学生になるころに
は最低限食事の知識は備わっていま
す。本人に、できなかったり怠けて
しまった自覚もあります。しかしス
ポーツにかかわらない一般学生に、
自身の食事バランスを振り返り、改
善を考える授業をしたところ、欠食
や偏食など普段の食事内容が本当に
ひどいものでした。ちゃんと食べる
ことを知らないまま大人になって、
ブームに乗ってジムに行って「筋肉
をつけよう」「痩せてみよう」と運動
を始めた時、きっと何の基礎知識も
なく始めるので、SNSや聞きかじっ
た知識でプロテインを飲みだしたり
するんですよね。私たちからすると、
トレーニングと食事はセットなの
で、調整することの何が難しいの？
と思いますが、一般の人からすると、
全く知識がないところからなので突
飛なことをしちゃうのかなと。管理
栄養士として食育は重要ですが、そ
もそも公認スポーツ栄養士が中心と
なって、運動と食事をセットにした
教育を小さい時からしないといけな
いのだと強く思いました。
平井：確かに、よく考えればそこはセ
ットですが、そういった教育は受け
てこなかったように感じます。幼稚
園・保育園、小学校のほうが食育を
しっかりやっていて、だんだんと中

高生は部活・アルバイトと生活が多
様化していって、なかなか食事に関
する教育が行き届かなくなるのだな
と、伺いながら思いました。
松本：しかも運動と合わせて栄養摂取
を教えるカリキュラムはないかもし
れないです。
片岡：保健体育の学習指導要領には、
運動と食事、休養に関しての内容が
含まれていますが、子どもたちが自
分たちの生活と結びつけて考えられ
ていないように感じます。私もジュ
ニアアスリートや、クラブチームで
熱心に活動している保護者の方とお
話しすることがありますが、「プロ
テインを飲ませているので大丈夫で
す！」という方も多くいらっしゃる
ので、ジュニア期においては特に保
護者に向けた教育が重要だと感じて
います。
平井：私も子どもがいるので、「これを
飲ませておけば大丈夫」という文句
につられてしまうところはあるので
すが、基本的には食事が大切で、それ
を「補う」と思わなくてはということ
ですよね。運動と栄養摂取を両立さ
せるための課題としては、教育とい
う部分が一番大きいでしょうか？
片岡：ジュニアのころからしっかりと
教育していくことが重要であると感
じています。トップ選手になってか
ら栄養教育を行なっても、それまで
に本人が培ってきた方法があり、教
育内容がスムーズに入っていかず難

片岡 沙織 氏
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しいことがあります。栄養や食事に
関することは、改善させたところで
すぐに大きな変化が現れることはあ
りません。年齢が若いうちは何とか
なっていた選手でも、20 代後半ころ
から栄養や食事に関して見直す選手
が多いかなと感じています。
平井：私もアスリートを取材すること
が多かったのですが、20 代前半では
やっていなかったけど、後半になっ
てパフォーマンスが落ちてきたので
血液検査をして貧血ぎみだったこと
がわかり、貧血を補うための栄養素
を摂るようになったとか、食生活を
変えた、専属の栄養士をつけた、とい
う話がありました。トップアスリー
トになってから、維持するためにも
う一度見直しが必要だと感じること
が多いのかなと思います。
片岡：パフォーマンスの低下や、故障
をした際に栄養や食事に関して見直
す選手が多いため、もっと早い段階
でその重要性に気がついてもらえる
ようなアプローチが必要だと感じて
います。
平井：栄養士の先生方から教育という
話が出ましたが、石川さんはS&Cコ
ーチとして、現場で感じることはあ
りますか？
石川：私は指導先が中学校や高校であ
ったりするのですが、部活動の監督・
コーチをされている学校の先生の話
で多いのが、「中学校の給食は量が決
まってしまっているので足りない。

補食を食べてもよいですか？と生徒
から提案があっても、校則違反とな
るから無理」、「（ある私立高校では）
お昼休憩以外は食べてはいけないと
いう規則があり無理」という、「食事
が不足している」話です。一番練習
量が多い年代でもあるので、そうい
った規則を変えていかないといけな
い、変えていくことができないかと、
学校側、先生側にお願いしたいとこ
ろです。
平井：それは大きな問題ですね。伸び
盛りの若い世代が栄養素を摂れてい
ない、足りていないということであ
れば、早急に学校側に対応してほし
いなと感じますね。澤野さんは食育、
教育が行き届いていないのではとい
う部分でいかがですか？
澤野：私は学生を対象にしていない
のですが、学生のころから食育をし
ていただけるとありがたいなとは
感じますね。一般の方はサプリメ
ントに関する知識がないのですが、
これは法律の問題もあるのかなと
思います。アメリカのダイエタリ
ーサプリメントはDSHEA（Dietary 
Supplement Health and Education 
Act）という法律で、食品・医薬品と
異なるカテゴリーとして規定されて
いるのですが、日本ではそのような
法律がないのです。ですので食品と
紛らわしい形状で、あまりサプリメン
トとしての効果がないという認識を
もっている方も多い。まずはそうい
ったところから変えていかなければ
ならないのかなとも思っています。
平井：法律となるとまた大きい話です
ね。今後日本でサプリメントが普及
していくためには、法律がしっかり
して、誤解のない、みなさんが安心し
て使える状況にならないといけない
と思いました。

4. サプリメントを有効に活用する
には？
平井：それではサプリメントを有効に
活用する方法というお話を伺ってい
きたいと思います。有効に活用して

いくための課題や、こういったこと
はどうだろうという提案となります
が、松本先生いかがでしょうか？
松本：最近現場ではドーピングコント
ロールの問題があって、海外製品に
禁止薬物が混入している「うっかり
ドーピング」の事例がいくつか出て
います。どのサプリメントなら大丈
夫ということが保証される認証制度
はなく、選手の自己責任になってし
まうので、競技連盟や栄養士として
は「サプリメントを摂らないでくだ
さい」と言うしかなくなってしまい
ます。「このようなサプリメントの使
い方なら有効」「こういったことに気
をつければうまく使える」という、使
うことを前提とした情報発信を工夫
してやっていく必要があります。一
般の方には浸透していないですが、
競技スポーツの現場ではサプリメン
トを多くの選手が使っているので、
それをきちんと情報発信して、その
上で選択できるようにする取り組み
を日本もしていかなくてはいけない
と思っています。
平井：「このようなサプリメントの使い
方なら有効」というのは具体的な指
導はあるのですか？
松本：私がやっていることとしては、
1 日のトータルの食事できちんとバ
ランスをとって、「こういった食事で
これくらいの栄養素とエネルギーが
摂れる」ことを提示した上で、じゃあ
「プラスアルファ何をどれくらい増
やしたらよいか」を教育するように
しています。
平井：きちんと食事というベースがあ
り、その計算があった上で何が足り
ないということを出していなければ
いけないということですね。東郷先
生いかがですか？
東郷：量に加えてタイミング も重要
で 、運動前、運動中、運動後はどのよ
うに食事やサプリメントを摂ったら
よいかという質問をよく受けます。
タイミング と適切な量を明示するた
めに、サプ リメントに関する研究デ 
ータからエビデンスをもって具体的

澤野 裕一 氏
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な摂取方法を指導しています。エビ
デンスとなるデータがあれば、それ
が 有効に活用で きる、説得力のある
根拠となり、データがなければ本当
に使用しなければならないかという
問題提起を選手に行なっています。
平井：日本のトップアスリートの屋内
競技選手でビタミンD不足になって
いるという話題を耳にしたことがあ
るのですが、選手がビタミンDを身体
に入れるとどういう効果、パフォー
マンスに繋がるのでしょうか？
松本：消化管でのカルシウム吸収促進
と筋疲労の改善などの話かと思いま
すが、アスリートの筋力との関係な
どはまだ十分なエビデンスが蓄積し
ていないです。
東郷：骨代謝系に大きくかかわる栄養
素なのでアスリートも摂ったほうが
よいということにはなりますが…
松本：もともとビタミンDは骨の代謝
に重要なビタミンで、不足するとカ
ルシウムの吸収が抑制されてしまっ
たり、骨を強くすることができなか
ったりするので、スポーツの現場で
は疲労骨折、成長期では成長不良、高
齢者では骨粗鬆症に関連してきま
す。最近スポーツの現場では、ビタ
ミンDの不足で筋疲労の改善が遅れ
る、免疫が低下しやすい、精神疾患と
の関連など様々な研究があり、日本
でも注目している栄養素です。た
だ、ビタミンDは日光に当たって皮膚
で合成できる珍しい栄養素なので、
10 分くらい外に出て毎日歩けば補足
できるとされています。しかし、体
育館競技選手のように日差しの無い
屋内で 1 日中練習していると、必要
な分が皮膚で合成できていないので
はないか？という研究が注目される
ようになりました。
平井：まさに今、研究が進んでいる過程
にあるということなのですね。続い
て石川さん、サプリメントの上手な取
り入れ方についてはいかがですか？
石川：私はラグビーと野球を中心に
指導しているのですが、ラガーマン
は 1 食でとにかく量を食べるので、

3 食で考えるとオーバーとなり、おな
か周りに脂肪がついてしまうことが
あります。まさにタイミングの問題
で、3 食で 1 日の絶対量を確保するよ
りは、4 食、5 食に分けたほうがよい
というデータもあるので、その方法
を取り入れたいと思いつつ、難しい
現状もあります。高校野球に関して
は、試合時間短縮の関係で、水分補給
や栄養補給に関してベストな方法を
提供したいのに、時間的な問題でで
きない現状があります。環境への理
解がほしいなと感じています。
平井：先ほど澤野さんからもありまし
たが、「そうしたくてもできない」と
いう、人の生活と理想的な栄養の摂
り方というのは、どうしてもギャッ
プが生まれてしまいますよね。
石川：ルールがある以上難しい部分で
はありますが、高校生の身体へのダ
メージを考えると、余裕をもたせて
くれるとよいと思います。
平井：昭和の時代の「練習中に水飲む
な」から、ようやくここ 20 年くらい
で「それは違う」となってきたのと同
様に、サプリメントや栄養の摂り方
というところも、校則や大会を見つ
め直す機会になるとよいなと思いま
す。片岡先生は、上手なサプリメン
トの活用の仕方はいかがですか？
片岡：まず食事からどの程度の栄養が
摂れているのか評価を行ない、必要
があればサプリメントに関してもア
ドバイスを行ないます。サプリメン
トに関しては、様々なアンチ・ドー
ピング認証プログラムがあるため、
製造過程や工場環境、製品ロットの
禁止薬物混入などについて、定期的
に審査を受け、問題ないと証明され
ている製品を活用しています。ただ、
証明そのものが安全であることを位
置づけているわけではないため、何
かあった場合は選手の自己責任にな
ることを説明しています。
松本：認証機関がいくつかあるので、
パッケージを見て気をつけるという
のもひとつの手段ですよね。
平井：全く摂らないというよりは、う

まく摂れるものであれば活用したほ
うがよいでしょうか？
片岡：スポーツフーズの場合は、選手
も錠剤や粉末のものより抵抗がなく
活用しています。ただ、スポーツフ
ーズで認証マークがついているもの
はほとんどないので、普段から自分
が食べているものは何かということ
を意識してもらっています。
平井：スポーツフーズの中にもドーピ
ングにひっかかる成分が含まれてい
る可能性もあるのでしょうか？
片岡：日本の製品でドーピング陽性に
なったものはないと聞いています。
松本：医薬品は厳しいチェック体制で
製造されるのですが、サプリメントは
医薬品のカテゴリーではないので、チ
ェック体制としては劣ります。それ
でも大手メーカーは基準に則って製
造されているので、そういったところ
をみていくのも重要です。ずさんな
工場で作っている商品もインターネ
ットで海外から入手でき、その中に重
金属やカビの混入だったり、利尿剤
やステロイドホルモンなどが含まれ
ることがあります。私たちも勧める
のが難しいですし、選手自身も「自分
が飲むものがどういうものなのか」と
いう判断が難しいところです。
平井：選手は勧められてすんなり受け
入れるのか、「これはどういうもので
すか？」と説明を求めてくるか、どち
らが多いですか？
松本：ドーピングコントロールの対象

石川 慎二 氏
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となる本当にトップofトップ選手は、
ほとんどサプリメントを摂らないと
いう選手も少なくありません。摂っ
ても大手メーカー、メジャーなところ
のもの、認証制度のしっかりしたもの
を選んで摂っています。私たちも勧
めないです。禁止薬物が検出されて
しまうと故意じゃなくても競技成績
が失効されてしまうし、スポーツ仲裁
機構でも全くの処分なしにはならな
いのです。トップの選手に対しては
私たちも神経質になります。
平井：トップ選手にとってドーピング
は本当に一番気をつけている部分だ
と思うのですが、一方で一般の方に
とってのサプリメント、100 歳まで
元気に生きるためには、高齢者の方
がうまくサプリメントを摂っていく
ためには、ということでは何かあり
ますか？
澤野：ある女子大の運動部でアンケ
ートをとり、グラフを作ったのちに
栄養指導をし、数ヵ月後に同じアン
ケートをとったら、グラフの形が変
わらず小さくなっただけだったとい
う事例があります。つまり嗜好は変
わらないということがわかったので
す。その人の栄養バランスは変わら
ないので、足りない栄養素はサプリ
メントで補えば、きれいな五角形に
なるのではないかと思います。
平井：一般の方は、アスリートほど身
体に対するモチベーションはないで
すよね。自分に欠けているものを知

って、そこを補いたいという人は多
いのではないかなと思いますね。松
本先生がおっしゃる「食事でまず整
える」ができない一般の方にとって
サプリメントは有効ですよね。
松本：私も完璧な食事を食べているわ
けではないです（笑）。ちょっとビタ
ミンが足りていないと思えばビタミ
ンが補強されている栄養調整食品を
使います。バランスをとる重要性が
わかっているがゆえに、食事で足り
ていないところはサプリメントを使
います。自分が摂れているかどうか
がわかることが大切で、「こういう食
事だとこれが足りない」ということ
を自分で勉強する、栄養士が発信す
る、これらがうまくマッチすれば、気
軽にサプリメントを使用して体調を
セルフコントロールすることができ
るようになると思います。
平井：そういうサービスがあったらぜ
ひ利用したいです。なかなか時間ど
おりにいかない、食事を整えるのも
難しいという声がありますが、東郷
先生いかがですか？
東郷：いやぁ、難しいですよね。先ほ
ど澤野さんの言われた研究結果では
ないですが、運動愛好家に栄養指導
すると、一時的に食べるのが怖くな
って、全体的な食事量が落ちる場合
があります。中途半端な情報が入る
ことによって選択肢が狭まってしま
うこともあるので、そこをしっかり
教育していく。食事ベースで補填し
て、日常の生活で難しい部分がある
なら補って、仕事・食事・運動をそ
れぞれ成り立たせるよう図っていく
のが最良なのかなと。
平井：個人への教育だけでなく、会社
や学校という組織への周知も必要な
のかなと、現場の声から感じました。
そういったところも行き届いていく
とよいですよね。

5. 日本におけるサプリメントの今後
について
平井：いろいろとお話を伺ってまいり
ましたが、最後に、サプリメントが今

後日本において一般社会やアスリー
ト界でどのように使われていくとよ
いかという展望、どのような情報を
発信していきたいという想いをお一
人ずつ伺えたらと思います。松本先
生からお願いいたします。
松本：これまでの栄養指導は、サプリ
メントは「ドーピングの危険性があ
るのでやめましょう」「バランスよく
食べましょう」「野菜を食べましょ
う」という画一的な情報を出してい
くことが多かったのですが、「品行
方正であれ」のような「食事をしっ
かり 3 食摂りましょう」「食事でまず
整えましょう」というのは難しいの
だということが、今日みなさんのお
話を伺ってわかりました。一人ひと
り体質も違いますし、仕事をしてい
たりトレーニングをしていたり、好
みや生活も違うので、「自分には何が
足りないのか」をパーソナルにわか
るシステムや指導法がもっと普及し
ていくと、自分に適した栄養補助食
品やサプリメントを使おうと、もっ
と積極的になれるのかなと思いまし
た。ですから、画一的な情報の出し
方ではなく、一人ひとりに合うよう
な、目的別などもっと細分化された
出し方がよいのかなと思います。
平井：そういった「何が足りないのか」
というのは、生活習慣や普段の食事
からだけでなく、検査でわかること
もあるのでしょうか？
松本：1 滴の血液や、1 滴の尿で遠隔・
非接触で分析できるものも増えてき
ています。そういった客観的な生理
データにプラスして公認スポーツ栄
養士などとパーソナルにカウンセリ
ングできるツールがあるとよいのか
なと思います。
平井：澤野さんの現場のジムにそうい
うシステムがあると、利用者として
は「行ってみたい」となりますよね。
澤野：そうですね。ありがたいですね。
平井：澤野さんは今後のサプリメント
がどうなっていくかについてはいか
がですか？
澤野：（氾濫するのは間違いないと思

平井 理央 氏
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われますので）これまでもそうでし
たが、私自身が実験台になってサプ
リメントの効果をクライアントに示
し、指導してきていますので、これか
らも同様に、自分もトレーニングを
積みながら「このサプリメントの効
果はこうだ」ということを実際に示
していくことができれば一番説得力
があるのかなと思います。
平井：片岡先生はアスリートと接して
いるとドーピングのこともありサプ
リメントに対しての想いはいろいろ
あると思いますが、こうなっていく
とよいな、とか、一般の方にはこうい
う可能性もあるな、という提言など
ありましたらお願いします。
片岡：スポーツフーズについては、足
りない栄養素を補うために多くの選
手が摂取していますし、一般の方々
も積極的に活用できると考えていま
す。また研究報告も日々更新される
ため、最先端の情報を常にアップデ
ートし、公認スポーツ栄養士として
情報を発信していく必要性を感じて
います。
平井：今日現場の声として出た「なか
なか理想的なことは難しい」という
ことを聞いて、どういう情報の発信
の仕方が必要と思われますか？
片岡：理想的な食事の重要性を、様々
な方に理解していただく必要がある
と思います。研究で得られた知見を、
一般の人にもわかりやすく伝えられ
るようにしていきたいです。みなさ
んSNSから情報を仕入れているよう
なので、論文だけではなく、発信方法
も工夫する必要がありそうですね。

松本：そうなんですよ！ですので先週、
私の研究室と公認スポーツ栄養士と
しての私のSNSを公式に開設しまし
た！ SNSをいろいろ調べてみるとあ
やしい情報も散見されます（笑）。大
学教員や研究室で情報発信している
人はあまりいないにもかかわらず、
一般の方やジュニア選手の保護者の
方はSNSから情報を得ているんです
よね。これはいけないと思い、先週
から頑張り始めました（笑）。
平井：では松本先生のSNSとそれをフ
ォローしている方の情報は確かだと
思えばよいですね（笑）。石川さんい
かがでしょうか？
石川：現場の人間として、まず情報を
しっかり把握した上での指導ができ
るようにします。アスリートはどう
しても競技成績が念頭にありますの
で、それにマッチした最適なプラン
を提供できるようにする、そこにサプ
リメントが必要だということになれ
ば、専門家の方にお伺いした上で活
用したいと思います。一般の方こそ
いろいろな情報を信じやすいと感じ
ているので、松本先生のSNSもそうで

すが、「この情報は良いですよ」とい
うご紹介ができればと思いました。
平井：東郷先生いかがでしょうか？
東郷：運動愛好家も一般の方も、「完璧
じゃなきゃいけない」「バランスをと
らなければいけない」「試合やシーズ
ンを考えて摂らなければいけない」
と食事に対する敷居が高い気がしま
す。その敷居を下げるために我々公
認スポーツ栄養士がいるのですが、
まだまだ高い部分があるので、もっ
とエビデンスをつくっていくことが
必要だと思います。食事の敷居を下
げ た上で 食事で補うことが難しい場
合はサプ リメントで 補う、食事とサ
プ リメントを両立して摂るために必
要なエビ デ ンスを発信していきたい
なと強く感じ ました。
平井：今日お話を伺うまで、栄養士の
先生方にサプリメントについて聞く
のはどうなの？「食事でしっかり摂っ
てください」と怒られるのでは？と思
っていましたが、実際問題、必要性が
あり、より身体に効果的な使い方が
あるとわかりました。情報をしっか
り発信していただいて、子どもたち
への教育、教育現場への周知、法律の
整備がされていくと、サプリメントは
より一般の方も気軽に正しく使える
ようになると思います。私も自分の
身体を知って足りないものを補って
いきたいなと強く思いました。本日
はありがとうございました。◆

※この座談会は、新型コロナウイルスに対する感
染対策を十分に講じた上で、マスク未着用にて
実施いたしました。




