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最高のパフォーマンスを得るために、日頃から高強度のトレーニングにアスリートは取り組んでいますが、過酷なトレー
ニングを続けさえしていれば、最高の結果に結びつくのでしょうか。
慢性的な疲労は身体的ストレスによって引き起こされることもあり、
「急に体調不良に陥った」あるいは
「モチベーショ
ンが低下してしまった」
などを理由に
“思い描いた結果を残せなかった”という経験をした選手も少なくないでしょう。
「免疫力が落ちて体調不良が進んでカゼにかかってしまった」という話をよく耳にしますが、今回は運動と密接に関係す
る免疫について、国立スポーツ科学センター研究員の清水和弘先生に、アスリートの感染症リスクとヘルスマネジメント
についてお話をうかがいました。
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そこでまず、アスリートにとって大

えられています。

症にかかるリスクが高いことが証明さ

れているのです。
つまり、過剰なトレーニングや過度
な減量は、免疫力の低下を招くことに
なり、病原体が侵入口を突破して生体
内に入り込む危険が増すことになりま
す。病原体が感染した後、発熱や痛み
などを伴って体調が悪化し、トレーニ
ングを中断せざるをえなくなります。
したがってアスリートは免疫力を高め
る・下げないコンディショニングを行
なうことが求められます。
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唾液SIgAの変動とカゼの発症の関係

コ ン デ ィ シ ョ ニ ン グ で は、ONと
OFFでメリハリをつけましょう！
持久性運動では、持続時間が長く
なるほど唾液SIgAは低下してしまい、
その値が再び回復するまでには時間が
かかります
（図 2）
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のトレーニングを長時間・長期間行な
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いてしまうので、感染リスクの抑制を
目的としたリカバリーが必要となりま
す。
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単発の運動の影響
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1）免疫低下に即効性のある物理療法
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とが大切です。

体調不良が続いてトレーニング不足
となれば、もちろんパフォーマンスは
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2）基本はバランスのよい食事の摂取
バリア機能にとって特に大事な栄養
素は、ビタミンＡとビタミンＤです。

免疫機能の低下を防ぐためにも、
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図 3 万全なコンディションで臨むために
（清水先生の考えを模式化したもの）
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