
1. はじめに：『鉄対策』　－今、アス
リートに何が起きているのか

平井：本日はスポーツの第一線で活躍
される皆様に、エネルギー不足によ
る影響のひとつであるアスリートの
貧血について、現状と今後の対策を
踏まえてお話しを頂戴したいと思い
ます。まずは、アスリートにおける
鉄不足について、現場や研究の場で
課題と感じていることをお話しいた
だきたいのですが、鯉川先生からい
かがでしょうか。

鯉川：先般、同コーナーにおいてエ
ネルギー不足のテーマでお話ししま
したが、エネルギー不足の兆候とし
て最初に出てくるのが貧血です。私
は今陸上の長距離選手を指導してい
ますが、調子がおかしいなと感じる
第 1 の兆候として貧血が多く、すぐ
疲れる、なかなかコンディションが
上がってこない、筋肉がついてこな

いなど、パフォーマンスにもダイレ
クトに影響します。私の所属する順
天堂大学には医学部がありますの
で、こうした初期症状を見逃さない
ようにするため、月に 1 回は血液検
査によるチェックを行なうことがで
きます。

平井：実際、現場では貧血になるアス
リートは多いのですか？

鯉川：多いです。特に、4 月になって
新入生が入ってきて最初のチェック
をした際には、半分くらいが貧血
の判断を下されるくらいです。高
校 3 年生で競技を終えて、大学入学
までさほど追い込んだ練習をしてき
ているわけではないはずなのに、な
ぜそんなに貧血なのかと思うくらい
多いですね。これについて選手に聞
いてみると、練習をあまりしていな
い一方で、食事をしっかり食べられ
ていないようなのです。年代的には

そこまで運動量がなくても、まだ身
体が成長している時期ですから、そ
の分に必要な栄養が摂れていないの
でしょう。

平井：学生本人に自覚症状はあるので
しょうか？

鯉川：新入部員について言えば、指摘
されて初めてこれが貧血なのですか
と気付く感じです。データを初めて
見るわけですから、どこが良い状態
かをわかっていない。

平井：鉄不足というのは、様々な競技
の選手に比較的現れやすいものなの
でしょうか？

鯉川：そうですね、すべてのアスリー
トに可能性のあるものですし、もっ
と言えば女性に限らず、男性にも十
分起こるものとも思います。

平井：泉先生、そうなのですか？
泉：そうですね、女性に限らず、男性
でも動作の衝撃や運動量、栄養状態
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によって生じうるものです。選手に
はまず、貧血がどういう状況である
か、数値を理解するところから教え
てあげる必要があります。

平井：それは選手の自己管理や意識が
低いから起こってしまうことなので
しょうか？

泉：まずは情報を整理して日常生活を
改善していくことが大切だと思いま
す。先日ナショナルトレーニングセ
ンター（NTC）にある食堂『サクラダ
イニング』において、私とチーフの
管理栄養士の方と、鉄不足に関して
ディスカッションをして、食事の目
安になる表を作成しました。ジュニ
ア時期においては、「これは食べら
れない」というものも出てくるので、
こうした課題を今後どうしていく
か、まだこれから発展が必要な状況
だと思います。

平井：これから取り組んでいかなけれ
ばならない課題なのですね。

泉：血液検査に関しても、実施して
いる競技とそうでない競技がありま
すし、持久系のスポーツだけがそう
いった対策が必要かというとそうで
はなく、瞬発系のスポーツであって
も技術練習を行なう場合はその時間
が長い場合もありますから、その分
栄養は多く必要になることも考慮し

なければなりません。
平井：室伏先生は現役時代、鉄不足
に悩まされたりした経験はあります
か？

室伏：大ありでした。お恥ずかしい話、
私の当時の採血データは大変ひどく
て、血清鉄も 4μg/dl（成人女性の基
準値はおおよそ 40 ～ 180μg/dl）と
低いですが、フェリチンの値が低く
て、1.4 ng/ml 程度でした。

泉：それは現役時代での数値ですよ
ね！？

室伏：そうです。ヘモグロビン値につ
いてはひどいときだと 7.5 ～ 8.5 g/
dl程度（成人女性では 12 g/dl未満が
貧血）でした。私は投てき種目の選
手で、長距離選手などのようなエネ
ルギー不足とは縁のないような種目
特性ですから、その原因がわからな
くて「なぜ？」という状況でした。た
だ、私は偏食の時期があって、当時
はあまり人には言えませんでした
が、10 代、特に中高生のころは女性
として身体を大きくすることに抵抗
感をもっていました。記録が思うよ
うに伸びていない中、思春期の私は、
身体のサイズを大きくしてもうまく
いかなかったらどうしようという気
持ちがあったのです。そして、変な
ダイエット法などに手を出しつつ、
お腹が空くと菓子パンを食べてしま
う。きちんとした栄養を摂らない習
慣を自ら作ってしまっていました。
大学に入って初めて採血をした際に
は、測定値に「？」マークがついたも
のもありました（当時の計測機器で
の結果に限る）。つまり測定ができ
ないレベルです。その後 2006 年ご
ろにフェリチンも測定項目に入って
きましたが、鉄剤を摂取してヘモグ
ロビンの数値がやや改善傾向にあっ
たとしてもフェリチンの値が変化せ
ず、現役の最後のほうまで引きずっ

てしまいました。その後わかったこ
とですが、私には食事だけでは改善
しない器質性の月経困難性からくる
過多月経が様々に影響していまし
た。そして運動をしている限りそれ
は改善しませんでした。現役を退い
た今はヘモグロビン 14.5 g/dlです。
フェリチンは 100 ng/ml以上ありま
す。現役当時は階段を上るだけで息
切れするくらいでしたから、本当に
もったいない時期を過ごしました。

鯉川：投てき種目は筋肉量も必要だ
し、エネルギーも使う。またその筋
肉を作るにも使うにも鉄は使われま
すから、筋量の多い室伏先生はそれ
が大きく影響したのでしょうね。実
は筋量が多いほうが貧血になりやす
い傾向にあるというデータもありま
すし。

平井：様々な要素が絡んで起きてし
まったことなのでしょうね。

室伏：だからこそ、ひとつの要素が改
善したからといってそんなに大きく
コンディションが変化するというも
のでもないのかもしれませんね。

平井：医師のお立場から、蒲原先生は
貧血に対してどのような対策を実施
するべきだとお考えですか？

蒲原：貧血といっても色々な原因があ
りまして、一番多いのは鉄欠乏性貧
血で、今回議題に挙がっている貧血
の多くを占めます。そのほか溶血性
貧血というもの、鉄ではなくビタミ
ンB 12 が欠乏して起こる貧血という
のもあります。ですからまずは何が
原因かを調べることが大切で、それ
に対応した治療が必要です。

平井：まずは原因の特定が必要なので
すね。実際に貧血で蒲原先生のとこ
ろに来るアスリートに対してはどの
ようなアドバイスをされますか？

蒲原：今のアスリートは比較的鉄欠乏
性貧血に関する知識をもっていて、
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鉄を摂らなくてはならないという意
識はあるように感じます。ただ、ヘ
モグロビンは鉄とタンパク質で構成
されていますので、たとえ鉄分が足
りていてもタンパク質が足りないこ
とで貧血は起こります。実際、ある
アスリートにおいて鉄は足りている
が貧血であるという状況に直面した
際、当初原因がはっきりせず、鉄剤
を投与してみるが改善しない。そこ
で血液内科の先生をご紹介して相談
してもらったところ、まずはタンパ
ク質が少し不足しているようだから
補給しようとなり、食事の意識を変
えてもらいました。すると数ヵ月で
症状は改善しました。

平井：タンパク質はアスリートの土
台となる最も大切な栄養素のひとつ
だと思いますから、にわかに不足す
るというイメージは湧かないのです
が、そういうこともあるのですね。
泉先生は実際にそのようなケースを
経験されたことはありますか？

泉：はい、血液検査の数値を拝見する
機会もあって、実際にタンパク質の
量が少ないと判定されることがある
ようです。アスリートに対しては、
体格の指標としてわかりやすい目標
値を定めて普段の食事と運動量を管
理してもらうのですが、なかなか運
動量を正確に把握することが難しい
競技もあります。選手はたくさん運
動をしますから、そこに栄養面（エ
ネルギー量）とのギャップが生まれ
るのかもしれないと、栄養専門職の
方と話をすることがあります。です
からタンパク質や鉄、ビタミンCな
ど、各種栄養素のバランスをとるこ
とが重要であることをジュニア世代
から知っておいてもらうための仕事
も現在行なっています。

平井：大学に入ってくるまでにはその
ような知識が身についているとよい

ですね。
室伏：結局それまでの習慣を引きずっ
ての現在があるということですよ
ね。そういえば私は、骨量や骨密度
についてはものすごく高かったで
す。ハンマーで叩いても大丈夫なの
ではないかというくらい（笑）。あれ
だけ貧血だったのになぜ、と思うの
ですが、骨への影響はないものなの
でしょうか？

平井：確かに貧血と骨密度は関係して
きそうなイメージがありますが、蒲
原先生、いかがでしょうか？

蒲原：貧血と関連しているというより
は、やはりエネルギー不足との関連
が強いですね。もしかすると室伏先
生の場合は筋肉や骨を作るほうに優
先して栄養素が使われていたのかも
しれません。

室伏：ある種、不幸中の幸いでしたね。
骨に異常がなかったというのは。

鯉川：人間の身体がよくできている
という証拠で、身体を作るほうに栄
養素はしっかり使われていたけれど
も、その代わりに身体を使うための
エネルギーや栄養素が足りなくなっ
てしまったということではないで
しょうか。

室伏：ランナーなどの陸上競技だとそ
のあたりがイメージしやすいのです
が、そういうことなのですね。

平井：鯉川先生は現役時代貧血になっ
たことはないのですか？

鯉川：これはよく話すのですが、私
は貧血の経験がほとんどなくて、そ
れは実家が焼肉屋だったのでお肉を
たくさん食べていたからでは、と冗
談半分に思っています。それでも
アスリート時代にはヘモグロビン
が 13.0 g/dlを下回ったときがあっ
て、高地トレーニングを行なって調
整する時期は 14.0 g/dlくらい、低い
ときで 12.9 ～ 13.0 g/dlでした。先

ほど室伏先生もおっしゃっていまし
たが、現役を退いた今は 15.0 g/dlあ
ります。元々高い体質もあるとは思
います。

蒲 原：鯉川先生の現役時代におけ
る 13.0 g/dl前後というのは、循環
水分量によっても測定値が変わるの
で、それも影響しているかもしれ
ません。測定値は濃度をみています
から、同じだけヘモグロビンがあっ
ても水分が多ければ数値は低く出ま
す。長距離系の選手は血液の水分量
が多くなることがわかっていますか
ら、ヘモグロビン量はあるけれども
水分量の関係で低い測定値となって
いる可能性もあります。逆に引退さ
れてからは水分量が減って、結果と
して高いヘモグロビン濃度の数値が
出ていると。

泉：遠征で海外へ渡航したりすること
で変わる選手も多いですよね。

平井：遠征によりなぜ水分量が変わる
のですか？

泉：例えば渡航の際、飛行機に乗れば
上空、つまり高地の環境になるとい
うことと、単純に飛行機内が乾燥し
ていますから脱水するということで
すし、食事生活が変化するからです。

平井：なるほど、そういうことなので
すね。長距離運動選手に関する鉄不
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足のお話をいただきましたが、ほか
の競技においてはどうなのでしょう
か？

蒲原：衝撃により赤血球が壊れてし
まうことを原因としても貧血が起こ
るといわれており、素足で競技を行
なう剣道にも起こりうると教科書的
にはいわれています。また、メディ
カルチェックをしていると、女子バ
スケットボール選手には多い印象で
す。

鯉川：バレーボール選手にも多いと
思うのですがどうでしょうか？　ま
た、三段跳びの選手にもよくみられ
る印象です。

泉：やはりフットコンタクト数など、
衝撃の度合いが影響していそうです
ね。

室伏：練習でたくさん跳びはねます
よね。ほかにも足底の衝撃だけでは
なく、コンタクトスポーツなどの身
体的接触が多い競技にも多いようで
す。ある大学の調査では、ラグビー
選手にも貧血となるケースがあるよ
うです。

蒲原：ほかにも、激しいトレーニング
により血液が酸性に傾くこと自体が
影響しても溶血は起こる可能性があ
ります。さらに、激しいトレーニン
グを実施すると脾臓がわずかに収縮

してリゾレシチンという物質が分泌
され、これが赤血球の細胞膜を脆く
する現象を引き起こし、溶血に至る
ということもいわれています。

平井：激しい運動で貧血が起こりやす
くなるというのは実際の現場でも感
じることなのでしょうか？

鯉川：感じますね。これに関して調
査をしたことがありまして、長距離
選手が 20 km走を道路上で走る場合
と、芝生グラウンドで走った場合の
影響を比較しました。仮説としては
（衝撃の少ない）芝生グラウンドで
走ったほうが、道路で走った場合と
比べて足への衝撃が少ない（溶血度
合いを指標とするタンパク質のハプ
トグロビン値を比較してみて）だろ
うと考えていたところ、差は認めら
れませんでした。このことから、溶
血は足底における衝撃の度合いだけ
ではなく、高強度の心拍数が上がる
ような運動によっても引き起こされ
ていて、この実験の場合はその要素
のほうが強く影響したのではないか
と考えています。

平井：とすると、例えば市民ランナー
が気持ち良いペースで走っている場
合よりも、短距離の練習を高強度で
たくさん行なっている場合のほうが
貧血は起こりやすくなるという可能
性もあるということですか？

鯉川：厳密には貧血というか血球が破
壊される度合いが高まる可能性はあ
りますね。

平井：となると、アスリートであれば
誰にでも貧血は起こりうるというこ
とですね。

室伏：私のような投てき種目の選手で
すら、女性の器質的な疾患があれば
起こるわけですからね。

2. 成長期のアスリートにおける課題
－女性だけの問題ではない！？

平井：貧血は、男性においても運動の
強度や衝撃、または成長期などが影
響して十分起こりうるものというの
が課題なのですね。

蒲原：特に成長期には男性でも多いで
すね。10 代のアスリートにおいて、
共同生活をして同じものを食べてい
る、つまり鉄分の摂取量は等しいと
いう仮定の条件下で、どれだけ身長
が伸びたかと、骨の成長度合いの指
標であるアルカリフォスファター
ゼ、それからヘモグロビン値を比較
した実験があります。すると、身長
の伸びが大きく、アルカリフォス
ファターゼの値も高い、つまり骨の
成長が進んでいる場合のほうが、ヘ
モグロビン値が低くなりやすいとい
うデータが得られています。

鯉川：すると、鉄分が低いほど背が伸
びにくいということもいえますか？

蒲原：はっきりしたデータはおそらく
ないですが理論的に可能性はありま
すね。

泉：中学生から高校生になるころとい
うのは、体格も変化しますし、競技
としても急激にレベルが上がる時期
ですよね。そうするとケガの発生な
ども懸念されてくると思います。 

蒲原：実は 10 代のアスリートにおい
て、ケガの発生はヘモグロビンの値
が低いほうが多い傾向にあるという
データも存在します。

泉：現在私は  2020 年東京五輪とそ
の次の 2024 年パリ五輪世代のアス
リートをサポートしているのです
が、そのあたりの対策はしっかりし
たいと考えています。トップ選手は
医科学支援がありますが、シニアに
入るくらいまでの間に適切な知識を
学んでもらう必要があると感じまし
た。
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平井：ジュニアのトップレベルの選手
と、学校の部活に取り組んでいると
いうような平均レベルの選手では、
得られる情報も違うでしょうし、各
種測定をする機会も少ないように思
いますがいかがでしょうか？

鯉川：それは間違いないですね。ただ、
貧血の知識くらいはあるのではない
かと思いますが。学校などでヘモグ
ロビン濃度を測るようなことがあれ
ばよいのですが、それはそれでコス
トがかかりますしね。

平井：おっしゃるとおり、小中学校の
時代に身長や体重などの測定と併せ
て全員ヘモグロビン値が測れる機会
があると意識が変わりそうですね。

鯉川：そうした測定をきっかけに貧血
に気付くというのも大事だと思うの
ですが、そもそも適切な食事を摂れ
ていないからこそ起こっていること
なので、きちんと栄養を摂る意識づ
くりが重要です。ヘモグロビンの値
が低いから鉄剤を摂らなくては、で
は根本的におかしいですよね。ス
ポーツをしているのにダイエットす
るなど、間違った習慣を正すように
しないと。

室伏：年ごろの女性だとどうしても体
型を気にしたりして食事に影響しま
すよね。減量を目的とした場合、減
らそうとして良くない内容の食事に
なっての繰り返しが起こると、それ
を直すのには困難が伴います。以前、
少年団で講演する機会があって、私
の選手時代のことやコンディショニ
ング、スポーツ障害などについての
お話をさせていただきつつ、適切な
食事を啓発するお話をして、「食事
はバランスよく摂りましょう」とい
う話をしました。すると後半、親御
さんから、「ウチの子は好き嫌いが
多くて、どうしても食べられないも
のもある。そのようなときにサプリ

メントを利用するのは悪いことなの
でしょうか？」というような質問を
いただきました。私はそれに関して
どこまで踏み込んでよいかわかりま
せんでしたし、悪いとも言えないの
で、不十分なお返事になってしまい
ました。実際は、サプリメントを積
極的に活用して育つとどうなるもの
なのでしょうか？

蒲原：ずっとサプリメントを活用して
育った子をまだ見たことがないので
何とも言えないですね。ただし、サ
プリメントに関してはドーピングの
観点で何が入っているかわからない
ものはダメというのが今の流れだと
思いますので、やはりその分しっか
り食事を摂ることの重要性を伝えな
くてはいけないでしょう。食事のア
ドバイスに関しては管理栄養士、公
認スポーツ栄養士の方が、今ではス
ポーツ少年団や学校に話をしに行く
機会も多くなっているようです。

3. 貧血の治療に使われる『鉄剤』によ
る問題
平井：実際に鉄不足のアスリートがい
た場合、泉先生はどのような対処を
されますか？

泉：血液検査をして鉄が不足してい
るということが明らかとなっている
という前提で、選手本人とテクニカ
ルコーチにどれだけの練習（運動）量
か、適正な体重に収まっているか、
また食事内容の 3 点について確認し
ます。またそれらの情報とトレーニ
ング内容、リカバリーも合わせた全
体のバランスが適切であるかの判断
も必要になります。私は体操競技を
はじめ、プロスポーツの育成のフィ
ジカル強化をしていますが、それぞ
れ体重管理が重要な種目ですので、
リカバリー（回復）の部分が課題にな
るケースが多いように感じます。

平井：これについて蒲原先生、いかが
でしょうか？

蒲原：そうですね、回復が追いつい
ていないケースが多いかもしれませ
ん。先ほど言い忘れましたが、貧血
の多い種目として審美系種目も挙げ
られます。これらの選手が貧血にな
る原因のひとつとして、体重管理が
影響して起こるエネルギー不足に付
随した鉄不足が該当するのでしょう
ね。

平井：先ほど室伏先生から、たとえ審
美系ではないにせよ、年ごろの女性
では気になるケースもあるというお
話をいただきましたね。

室伏：フィギュアスケートの元選手
である鈴木明子さんが以前、拒食症
に陥っていたということを告白され
ていましたね。たとえ鈴木選手のよ
うに競技力が優れていても起こりう
る。審美系のスポーツはパフォーマ
ンスも身体のことも気にしなくてな
らないのは事実ですが、それが食や
身体への過剰な意識に繋がってしま
う。

平井：そういう状況にいるアスリート
に対して、貧血だから鉄剤だけ与え
ればすべてが改善する、というわけ
ではないですよね。

蒲原：おっしゃるとおりで、見た目貧

泉 建史 氏



血でも、その裏に重大な何かが潜ん
でいる可能性があるため、しっかり
診断を受けて、原因は鉄不足だけな
のか明らかにした上で対処したほう
がよいですね。

平井：蒲原先生は医師のお立場として、
アスリートを指導する立場の方々に
対して、選手が貧血と判断された際
にどのように対処することが望まし
いと考えていますか？

蒲原：どのような競技でどのような体
型が望まれるのかにもよりますが、
まずはエネルギー不足、鉄不足にな
らないように食事をしっかり摂るこ
とを指導してほしいですね。たとえ
一度改善したとしてもまた繰り返す
可能性もあるので、その選手は医師
の診断と血液検査を定期的に受け
て、指導者と一緒に対処してほしい
ところです。

4. 『カラダを守る』に対する考え方
から、今後の対処法について　　
－どのように取り組むべきか
平井：貧血に関しては、選手のその後
の人生がどうなってしまうのかの共
通認識が家族や指導者と共有されて
いる必要があると思いましたが、泉
先生いかがですか？

泉：フィジカルコーチの専門職として

特に思うのは、体調管理をする中で、
鉄が不足しているときには心拍数や
心拍出量といった測定値の変化にも
影響が出てきますし、いつもと同じ
ことをしても動悸がするなど、普段
と何か違うということに気付くこと
が大切だということです。この「気
付く」ための手段・習慣を、ジュニ
ア世代の段階からなるべく早く伝え
ておくべきと考えます。

室伏：習慣化するよう教えていく必要
がありますよね。心拍数の話でいえ
ば、私は現役中すごく息切れして心
拍数が一気に上がっていたように思
います。試合のデータをみても、疲
れていると感じる日にはとてつもな
く心拍数が急上昇している。呼吸も
ぜいぜいしていますから、次の試技
にまともな状態で入れないのです。
ほかの選手と同じようにやってもう
まくいかないことがわかっていまし
たので、カスタマイズが必要だなと
感じていました。

平井：室伏先生は現役のときからご自
身をある種客観的に捉えることがで
きていたのですね。

室伏：あとから考えて、ですが。なぜ
こんなにトレーニングしているのに
記録が止まってしまうのだろうとか
色々悩んでいました。でも、そこに
はずっと貧血がつきまとっていたの
です。結局はたくさんトレーニング
し、練習するためにエネルギーや栄
養が必要で、不足すると精神面にも
大きく影響してしまうのです。話は
変わりますが、私は 20 代から婦人
科疾患があり、32 歳のときには子宮
内膜症を発症しました。そこで低用
量ピルの処方をされて服用を始める
と、一気に貧血が改善され、ヘモグ
ロビン値が改善しました。これまで
ずっと貧血で悩まされていた私は何
だったのだろうかと思うくらい、劇

的に好転しました。この経験から、
その時期に妊娠を望んでいない状況
の女性が、なぜ毎月排卵をして月経
を迎えて一定の出血を経験しなくて
はならないのだろうと考えるように
なりました。身体の中の問題も気に
していく必要があると思いますが、
こうした器質的な疾患がある人につ
いても、対処できるようになってほ
しいです。特に女性は初経を迎えて
から一気に貧血の頻度が上がるわけ
ですから、しっかりと医療機関を受
診してピルの活用も考えてよいと思
います。

鯉川：私は今超低用量ピル投与（ultra 
low dose）の有効性について、過多
月経の方が処方された際にどのよう
に変化するのかの研究を追っている
のですが、フェリチン値が有意に上
がっており、パフォーマンスも改善
しているようです。室伏先生の経験
したことはまさにこれではないかと
思います。

平井：鯉川先生は学生が貧血と判断さ
れた場合、どのような対処をされて
いるのですか？

鯉川：過多月経はひとつの原因として
疑うので、それを確認します。選手
は経血量の標準がわからないので、
どれくらいの頻度でナプキンを交換
するのかなどを聞いて判断します。
前回の月経と次の月経までの期間が
短い選手は頻発月経に該当しますの
でそれもチェックします。それから
食事をちゃんとしているか、睡眠を
とれているか。もし何らかの対処が
必要であれば指導を行ない、それで
も改善がみられなければ病院へ行っ
てもらいます。測定値としてはフェ
リチン値を必ず確認します。ヘモグ
ロビン値をみるのは最後で、フェリ
チン値 20 ng/ml以下ですと問題があ
るとみなしますね。蒲原先生いかが

平井 理央 氏



でしょうか？
蒲原：フェリチンの基準値は測定キッ
トによって異なるため、20 ng/ml以
下でどうかは判断が難しいですが、
一般的なものであれば 20 ng/mlは少
し低いといえるかもしれませんね。

平井：室伏先生は、先ほど現役時代
は 1.4 ng/mlとおっしゃっていまし
たね。今のお話からするとものすご
く低いですね。

室伏：現代女性は月経回数が多く、そ
れらの要因から子宮内膜症やポリー
プができやすいといわれています。
また異物ができると子宮は排出しよ
うとするので、収縮が強くなって過
多月経の要因ともなります。そこで
早めにピルなどを服用するほうがよ
いと考えているのですが、適切な対
処をするのと何もしないのでは、競
技を終えた後の人生に多大な影響が
あると思うのです。医師の診断を受
けたり話をすることに気後れする人
もいるかもしれませんが、エネル
ギー不足や鉄不足に限らず、様々な
原因を探ってきちんと対処したほう
がよいですね。

平井：スポーツ界において男性コーチ
が多いというのも影響していると思
われますか？

泉：男性の指導者が多い競技もありま
すね。ナショナルチームやプロチー
ムですと、選手が日ごろのコンディ
ションや月経、睡眠に関してフォー
マットに入力して管理するシステム
があったりしますので、情報の共有
は比較的しやすいように思います。
いずれにせよ、何らかヒアリングで
きる機会は作らないといけないです
ね。

室伏：10 代の学生は女性特有の部分
については聞きづらいし、話もして
こないということはありませんか？

鯉川：いや、私はむしろ積極的に聞く

ようにしますし、選手の勧誘をする
際には高校生から逆に聞かれること
も多いですよ。

室伏：それはやはり女性の指導者だか
らでしょうか。

蒲原：そうでしょうね。男性の指導者
にはちょっと言いにくい部分はある
でしょうね。

泉：そうですね。ですから可能な範囲
でということで記録のやりとりもす
るようにしています。

平井：書類上に残すほどではないけ
れども、婦人科系のことで個人的に
ちょっと聞いてみたいことはある、
というケースもありそうですよね。

鯉川：そういうこともあるはずで、そ
れは何か話すついでに、というのが
よいのではないでしょうか。

泉：あとは聞く状況にもよるので、聞
きやすい雰囲気づくりも大切だと思
います。

鯉川：医師の方には心を開きやすいよ
うに思うのですがどうでしょうか？

蒲原：医師であっても男性であれば
言いにくいという場合はあります。
JISSでは問診に 2 ページほど婦人科
に関する項目があり、細かく確認で
きるようになっています。これに書
いてもらって、あとで我々医師が確
認し婦人科に相談したほうがよいと
判断すれば、JISSには婦人科相談の
窓口がありますので、その連絡先を
教えるようにしています。

平井：より話しやすい先生をマッチ
ングしてもらえることが大切です
ね。婦人科系の問題については、ア
スリート本人が積極的な対処への意
志をもっていることが多いと思うの
で、きちんと原因がわかれば取り組
んでくれるように感じましたが、一
方で食事に関しては、どの先生方か
らもキーワードとして挙がりました
が、身体が大きくなることへのおそ

れ、本当にこれでパフォーマンスが
上がるのかという疑問など、主観に
固執してしまって食事への意識をも
たせるのが難しいのかなという印象
を受けましたが、このあたりいかが
でしょうか？

鯉川：練習よりも食事のほうが大切と
いうくらいの意識が必要だと考えて
います。ジュニア選手ですと一緒に
住む親御さんが食事を作っているの
で、結構厳しくお話ししてお願いを
します。一方学生ですと自炊も必要
になりますが、その点は栄養士さん
にお願いして調理実習などを行なっ
てサポートしています。

蒲原：ユニバーシアード代表選手への
メディカルチェックを行なうと、同
世代のデータと比較した場合、大学
生競技者のほうが貧血は多いという
データがありますね。そこには自炊
という要素が関係してくるのかなと
思います。

平井：室伏先生は現役時代の食事を振
り返るとどうですか？

室伏：今思えば懺悔したいくらいなの
ですが、「あんまり身体が大きくな
ると…」という気持ちからお肉をあ
まり食べませんでした。
　　というのも私は牛肉を食べるとお
腹がゆるくなりがちだったのと、高
校生ごろの年代では、周りの友達に
「お肉を食べると太る」と考えている
人が多かったのも、思考として影響
していたと思います。父や祖母から
は肉を食べなさいと言われていまし
たが、あまり聞き入れず、作ってく
れた料理もより好みして残していま
した。高校生になるとお弁当を持参
し、一年生のころは食べていました
が、そのうち購買のパンを買って食
べるとそれが美味しいと感じ、お弁
当を残して祖母を悲しませることも
ありました。その後買い食い中心に



なり、自分の好きなものだけを食べ
るようになってしまったのです。こ
うした傾向は人によっては制御でき
ないと思うのです。

平井：様々な精神的ストレスも多いで
しょうしね。

室伏：青春時代を競技に費やす以上
は、ほかにやりたいことがあっても
我慢しなくてはならないことも多い
です。好きなことをしているとはい
え、楽しいことだけではありません
から。そんなとき、自身で自由にコ
ントロールして買って食べられると
いうことが楽しくて仕方なくなって
しまったのですね。食行動の抑制は、
偏食や暴食に繋がる研究がありま
す。でも、その結果が大学生になっ
たときに現れる貧血でした。

平井：そういう経験をされたからこそ、
室伏先生のお立場から同じようなア
スリートに対してどのように指導し
ますか？

室伏：いきなりすべてを変えることは
難しく、続かないので、できること
から少しずつ変えるようにしていく
ことが大切なのではないかと思いま
す。

泉：プロスポーツの育成機関の話でい
えば、デビューするまで体重制限が
厳しく、前日から 0.5 kg以上増えて

しまうとその日に戻さなくてはなら
ないという課題が加わります。それ
でも嗜好品を食べてよい時間もあっ
て、すべてを我慢しなくてはならな
いわけではありません。とはいえこ
れは、逆にコントロールする意識を
養うため、選択をさせるためのもの
です。自身でどう選択し、管理する
かを判断できるよう少しずつ促しま
す。

平井：食事の指導はやはり難しいで
しょうか？

泉：スポーツ栄養士の方などと連携を
し、スタッフ全員で管理せざるをえ
ない雰囲気づくりも大切かなと思い
ます。それがあればおのずと育って
くるのではないでしょうか。別の競
技の話で、遠征先の海外において選
手たちで自炊をする機会がありまし
た。スーパーへ食材を買いに行った
際の選択、食事を実際に作ること、
そして食べることへの意識を育む大
切さを再認識しました。

平井：蒲原先生は医師の立場から食事
に関してアドバイスをする機会はあ
りますか？

蒲原：今はスポーツ栄養士がいる環
境ですからそちらにお任せしていま
すが、以前勤めていた一般の病院で
は多少アドバイスすることはありま

した。ただ、教科書的なことを言っ
ても実践できないことが多いので、
ざっくりとどのような食事をしてい
るのかお聞きした上で、この人だっ
たらできそうだということを選んで
お伝えしていました。例えばコンビ
ニの利用が多いような学生だった場
合、商品の裏面にカロリーや栄養素
が載っていますから、それを基に決
めるとよいですとか、この食材なら
ば鉄分はこれくらい摂れますよ、な
どアドバイスをしていました。

平井：自主的にどう食事を摂るかを考
えさせるというのが皆さん共通で意
識されていることなのですね。

鯉川：繰り返しになりますが、食事は
練習と同じくらい大切ですから、と
にかくしつこく言います。練習後に
は選手に対して、今日は何を食べる
の？　と聞いたりもします。「まだ
考えていません」という選手には、
じゃあ今考えて！　と促しますし、
「今日は疲れて作るのが面倒」という
選手がいれば、じゃあ一緒に食べに
行こうかと食事に誘う場合もありま
す。また、千葉県に住んでいますの
でアサリをいただいたりすると、自
炊をする選手におすそ分けして、調
理の仕方や保存方法なども教えま
す。料理が嫌いなのではなく、調理
のやり方がわからないからやらない
という選手が多いからです。である
ならば教えてあげればよいのです。
すると楽しくなって、「昨日作って
みました！」と教えてくれる選手も
います。

平井：練習で失ったエネルギーをどう
補うかを考えていくことを教えると
きに、これですよ、とするのではな
く、どうするか自分で考えることを
養うことが重要なのですね。

鯉川：練習と食事をセットで考えるこ
とを習慣化させることが大事なので



す。例えば、運動後 60 分以内には
おにぎりと卵 1 個でもよいから食べ
てほしいですね。それならコンビニ
でも買える内容のものです。

泉：ナショナルチームの夕食の写真
を個別に撮ってもらってチェックす
るという試みもしました。選択肢が
多い中でどう判断して食べ物を選ぶ
か、日ごろから経験しておきたいで
すね。

室伏：今は割とヘルシー志向ですの
で、あれもこれも食べてよいのだと
いう風に活用することもできそうで
すね。

鯉川：それだとたくさん食べても間に
合わないかもしれない。私たちのよ
うに今運動していない人たちはそれ
でよいと思いますが、アスリートで
あれば体重制限のある人ならまだし
も、やはりエネルギーをしっかり摂
ることが必要という意識をもっても
らったほうがよいと思います。

泉：ちなみにウエイトリフティングは
階級制ですが、食事をしっかり食べ
ないと逆に間に合わないトップ選手
もいます。NSCAでは活動レベルに
基づいた 1 日のエネルギー量や増量
に関して、1 日 4 ～ 6 回の食事を推
奨している記事もあります。審美系
スポーツにおいてもある程度エネル
ギー量が高いからこそ、高くジャン
プを保てているなどもあり、しっか
り食べるのが必須だと感じるトップ
選手も多くいます。

室伏：消化器系が弱い場合はどうした
らよいでしょうか？　現役のときも
疲れると消化が遅かったです。そう
するとたくさん食べられないので、
朝は軽め、練習やトレーニングをし
たあとゆっくりしっかり食べるとい
う生活が合っていました。

泉：確かに胃がもたれてしまうという
選手もいて、その場合、選択肢を変

えられる小まめさも必要ですね。し
かしそれでもエネルギー量を補完で
きる内容にする努力をスポーツ栄養
士と相談しながらアドバイスしま
す。

蒲原：やはり一日に必要なエネルギー
が確保されているかが大切だと思い
ます。練習やトレーニングの直前・
直後に摂っておいたほうがよい栄養
素もありますが、練習の質が落ちる
ということであれば考慮すべきで
す。消化については、胃の問題と腸
の問題が考えられるのですが、あま
りに消化が人よりも遅いという場合
は、萎縮性胃炎といってピロリ菌が
影響している場合もあるので、胃カ
メラなどの検査をしたほうがよいか
もしれないですね。仮にこのような
人については、鉄欠乏性貧血となっ
て鉄剤で鉄を補おうとしても、消化
が悪く数値が改善しないということ
もありえます。

室伏：若いアスリートにおいては、よ
ほど調子がおかしいという選手じゃ
ないとなかなか胃カメラで検査しよ
うとまではならないですよね。

蒲原：若いアスリートですと嚥下反射
が強いので、胃カメラをしようとし
ても苦しくなってしまうということ
がありますから、胃カメラをお勧め

することは非常に稀なのですが、ピ
ロリ菌感染があると貧血が改善しな
いという問題点がありますので、た
とえ胃の症状がなくても、鉄欠乏性
貧血が鉄剤を投与しても改善しない
という場合にはピロリ菌の検査を促
したりすることはあります。

平井：一概にエネルギーを補えばよい
といっても様々な個々の要因が影響
しますから、それぞれの事情をしっ
かり踏まえて一人ひとりのアスリー
トに対処していかなくてはならない
のですね。そして一方で、アスリー
トの側も、ジュニアの世代からエネ
ルギーや栄養の知識や食事への意識
などを養っていく必要があり、これ
には家庭での協力も欠かせません。
このような指導者とアスリートにお
ける双方向のコミュニケーションが
今後より強く求められてくるのでは
ないでしょうか。
　　では最後に、エネルギー不足を起
因とした貧血について、今後の提言
をお一人ずつお願いいたします。ま
ずは鯉川先生、いかがでしょうか。

鯉川：貧血は誰にでも起こりうるし、
いつ起こってもおかしくない症状で
す。アスリートは普通の人よりもた
くさんエネルギーを消費しているわ
けなので、より食事への意識を高く



もつべきだし、指導者も貧血だから
鉄剤を飲めばよい、となってはなら
ないと思います。貧血の原因の多く
は、食べていないか運動量が多いか
だと思いますから、ここに大きな注
意を向けつつ、過多月経や頻発月経
など、ほかの貧血の原因となるもの
がないかを探る意識を選手、指導者
双方がもつべきだと思います。

平井：室伏先生には現役時代の赤裸々
なエピソードを挙げていただきまし
た。先生、いかがでしょうか。

室伏：大学生になると大部分を自分で
行なわなければならなくなりますか
ら、それまでの競技人生で、しっか
りとした選択肢を選べるように学ぶ
機会をもたなくてはならず、ここに
は周りのサポートが必要です。つま
り若いアスリートの場合、周りから
の協力が大切で、親御さんや部活動
の先生方の知識向上が必須になるは
ずです。十分な情報を与えられなけ
れば、また、知識だけでなくそれを
実践することも教わらなければ、そ
の先に生かすことは難しいです。小
さいころから料理することが習慣と
なっている子は少ないと思います
が、先生方からご紹介いただいたお
話にもあったように、作らせたら喜
んだ、作ったことを教えてくれたと
いうような選手がいるということか
らも、食事ができる工程を見せる、
やってみたいと思えばチャレンジす
る、そしてアイデアを生かし、料理
を完成させた達成感も味わっておく
必要があるのかもしれません。「マ
ストで食べなくてはならない」だけ
では苦しいです。食事で豊かになっ
ていくための、楽しくなるようなこ
とを教えてあげたいなと思います。

平井：結果そのような楽しい食卓が
良い身体を作ることに繋がって良い
パフォーマンスを作るし、ジュニア

アスリートも積極的に変わってくれ
そうですね。いろいろな競技の選手
についてお話ししてくださった泉先
生、いかがでしょうか？

泉：たくさん色んなお話を聞けて勉
強になりました。東京五輪まで間近
ですが、それに向けてどう取り組む
か、どう取り組んできたかが選手ら
にとって財産になりますし、それを
社会でどう還元していくかがある種
のレガシーになると思います。競技
に取り組み、新しい自分を作ってい
くときには、運動量を上げなくては
ならないし、身体を作らなくてはな
りません。何をするか、何を食べる
かを理解しながら、選手 1 人だけで
考えるのではなく、周りが一緒に考
える環境を整えていくことが必要な
のではないかと思います。これから
ずっとかかわること、続く仕事だと
思いますので、皆さんと作りあげて
いきたいです。

平井：それがスタンダードになるとよ
いですね。では蒲原先生、お願いい
たします。

蒲原：貧血の予防には食事が非常に
重要なので、スポーツ栄養士を中心
に、各専門家が連携して対処してい
くことが重要だと思います。我々医
師としてできることは、メディカル

チェックにより原因をいち早く発見
すること、あるいは貧血に陥ってな
くても、フェリチン値が下がってい
るなどの鉄欠乏状態を早めに発見し
て対処することです。指導者の方に
お願いしたいのは、動悸がする、疲
れやすい、パフォーマンスが落ちて
きた、という普段と異なるような状
態になったときに、貧血をひとつ疑
うようにしていただいて、必要に応
じて医療機関を受診するようにして
いただければ早めの対処をできるの
でお願いしたいですね。最後に、先
生方の様々なエピソードをお伺いす
る中で、鯉川先生の指導者としての
きめ細やかな対応に感銘を受けまし
た。ほかの指導者にも参考にしてほ
しいです。

鯉川：ありがとうございます。食は大
事ですよね。

平井：鯉川先生の指導は楽しそうとい
うところも魅力的ですよね。皆様、
本日はありがとうございました。◆

（NSCAジャパン機関誌 2019 年 8-9 月号に一部掲載）




