第 6 号，49～59 (2002)

順天堂大学スポーツ健康科学研究

〈原

49

著〉

大学女子長距離ランナーに対する実践的な栄養指導の効果
―栄養・体脂肪・血液性状および競技力の変化に着目して―
鯉川なつえ・武井

正子・池畑亜由美・高岡

郁夫

EŠect of Practical Nourishment Approach to Female Collegiate
Long Distance Runners
―On the basis of the nourishment, body fat, blood properties, and performance changes―
Natsue KOIKAWA, Masako TAKEI, Ayumi IKEHATAand Ikuo TAKAOKA
Abstract

The purpose of this study was to investigate how the practical nourishment approach would aŠect the
body fat, the blood properties, and performance of female collegiate long distance runners. A total of
twelve sample runners were divided into two groups; seven runners in the experimental group and ˆve
in the control group. The main results were as follows;
1) The fulˆllment rate of necessary nutrient for female long distance runners increased signiˆcantly.
2) Although the accomplishment rate of iron improved signiˆcantly, no signiˆcant improvement
was found in the Hb density between two groups.
3) Regarding the body fat, the experimental group showed a considerable decrease and stability of
the body fat as compared with the controlled group.
4) In terms of performance, the runners of the experimental group exhibited to improve better
running records than the control group.
On the basis of the above results, the following conclusion was drawn: The practical nourishment approach helps female collegiate long distance athletes improve the fulˆllment rate of nourishment, acquire a well-balanced eating habit, and prevent them from gaining unnecessary body fat.
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緒

言

度などの栄養障害を引き起こす危険性があること
が，以前から指摘されている11～14)17)18)26)．

若年女性におけるやせ志向や食事制限を中心と

1980年代からは，女子のスポーツへの参加が顕

したダイエットにより，低栄養性の貧血や低骨密

著になり，より高い競技力向上を目指すようにな
ると，これらの諸問題はトップアスリートにもみ
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られるようになってきた23)．
思春期および成長期を迎えた女性競技者にとっ
て，体脂肪や体重の維持・減少は容易ではなく，
ともすると急激なあるいは間違った方法でのウエ
イトコントロールを行ってしまった結果，競技力
の向上どころか月経障害，貧血，摂食障害等を誘
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発し，トレーニングの継続すら困難になる．
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ナーを対象に栄養に関する教育および実践的な栄

特に，新体操のように選手のプロポーションも

養指導を実施することで，栄養充足率，血液性

直接的に「美術・芸術的要素」として採点される

状，体脂肪および競技力にどのような効果を示す

競技や，筋持久力やスピードの有利さを追求する

かを検討することである．

女子長距離ランナーにおいては，体脂肪量を減少

[]

させ体重を軽くすることは，競技成績の向上につ
ながるだけでなく，怪我を防ぎ，空気抵抗や燃費

.

方

法

被験者

を抑えるために必要である8)といわれており，種

被験者は J 大学陸上競技部に所属する女子長距

目特性によって女性競技者は日常的にウエイトコ

離ランナー12名（うちアプローチ群 7 名，コント

ントロールに取り組まざるを得ない．

ロール群 5 名とする）である（表 1 ）．なお，被

北米ではこのようなスポーツ競技を行う女性競

験者は実験に先立って本研究の主旨を十分に理解

技者において，出現率が極めて高い問題を“ Fe-

した上で，実験参加同意書に署名・捺印を行った．

male Athlete Triad （以下 FAT と略す）”と呼ん

.

実験項目および実験方法

でおり，予防や治療についての議論が進んでい




栄養に関するアプローチ

る6)7)24)．

本実験においては，アプローチ群には 2 回の栄

FAT とは，女性競技者が致命的になりかねな

養指導および 1 回の自炊合宿（以下栄養アプロー

い医学的障害の 3 徴である，摂食行動の異常（摂

チとする）を実施し（図 1 ），コントロール群に

食障害），月経不順，骨粗鬆症を指し16)，これら

は栄養アプローチを行わないこととした．

の 3 つの障害が同時に 2 つ以上組み合わさって起
きると，死に至る可能性もあるといわれている4)．

両群とも栄養調査，および血液性状（Hb 濃度）
を測定し比較検討を行った．

竹中らは，大学女子競技者の摂食調査の結果か

株 ザバススポー
栄養調査については，明治製菓

ら，女子競技者のトレーニングに携わる指導者が

ツ & ニュートリションラボの「スポーツ選手の

アスリートに危険な食事制限を課すことなく，最

栄養カウンセリングシステム」を用いて，平日の

適な体重と体脂肪のガイドラインを示さなけれ

連続した 3 日間の詳細な食事を記載し，性別，体

ば，女子競技者が FAT に陥る可能性があること

格，一年間のシーズン（トレーニング期・練習

を報告している24)25)．

期・試合期・運動休止期），運動量を考慮して算

特に女子長距離ランナーにおいてはその傾向が

出した目標摂取量（総エネルギー2769 kcal～2978

強く，ウエイトコントロールの失敗が運動性貧血

kcal ，タンパク質 86 g ～ 106 g ，カルシウム 1200

の発生につながり21)22)，さらには競技力および競

mg ，鉄 25.0 mg ，ビタミン A4000I.U ，ビタミン

技意欲の減退につながる可能性も示唆される．

B15.00 mg）を指標として評価した．

Wootton らは，スポーツ選手が食事を変えるこ

また，タンパク質，カルシウム，鉄，ビタミン

とによって自動的に速く走れるようになったり，

A ，ビタミン B1 の充足率を，栄養アプローチ前

高く跳べるようになることはないが，食事は選手
の競技力を高める多くの要素の中でも，極めて重
要でありながら，見過ごされ，誤解される場合が

表1

多いとしている27) ．また Brouns は，スポーツ選
手にとって栄養素の適切な摂取は，良好な栄養状
態，十分な競技成績，適切な疲労回復，そして健

年齢（歳）

康障害の軽減のために極めて重要であると報告し

身長（cm）

ている2)．
そこで本研究の目的は，大学女子長距離ラン

体重（Kg）

BMI

被験者プロフィール（実験開始時）
アプローチ群
(n＝7名)

コントロール群
(n＝5名)

19.9±0.7
156.7±3.9
47.6±3.8
19.04±1.51

20.4±1.1
160.2±4.6
51.2±1.8
20.59±1.23
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栄養アプローチ

後で比較した．資料 1 は本実験で実施した食事調
査から，各栄養素の摂取状態を個人別に分析した
結果表の一例である（資料 1）．

定を行った．
体脂肪の測定は， A モード式超音波皮脂厚計
（FT100，フクダ電子株式会社製）を用いた．測

本実験の被験者の運動量を，分析する栄養士に

定部位は走運動を考慮し，着地時に最も負荷のか

理解してもらうための予備調査を '98 年 7 月に実

かる脚部（腸骨と膝とを結ぶ線の中間点）と，腕

施した．この時，被験者に対しての栄養アプロー

振りに重要な上腕背部（肩峰点と橈骨とを結ぶ線

チはしなかった．

の中間）の 2 点とした．

 は '99 年 7 月に実施し，被験者の運
栄養調査◯

動強度および種目特性を十分に理解した栄養士に

各実験項目の比較は対応のない Student の t 

test によって検定した．

よって，各栄養素の摂取量および目標摂取量に対

[]

する充足率等を算出した．
 は自炊合宿後の '99 年 10 月に実施し
栄養調査◯

た．

.

結

果

栄養充足率および Hb 濃度

栄養アプローチ前後における栄養調査の結果，

栄養指導 A では，アプローチ群に栄養調査結

アプローチ群の各種栄養素の充足率は，タンパク

果をフィードバックし，メニューの分析および個

質（ p ＜ 0.05 ），カルシウム（ p ＜ 0.01 ），鉄（ p ＜

別のアドバイスを行った．

0.01 ）において有意な差がみられた．ビタミン

栄養指導 B では，栄養士から夏場の合宿にお

A，ビタミン B1，においては有意な差はみられな

ける必須栄養素等の指導を受けた後，自炊合宿の

かったものの，栄養アプローチ前よりも栄養アプ

ためのメニューをアプローチ群自らにおいて立案

ローチ後の方が充足率の向上がみられた（図 2）．

させ，添削および指導を行った．

一方，栄養アプローチを行わなかったコント

自炊合宿は長野県・蓼科において， '99 年 8 月

ロール群の栄養充足率を，同時期において比較し

16日から 8 月22日まで 6 泊 7 日の日程で実施した．

た結果，すべての栄養素において有意な差はみら

また，自炊合宿後にアプローチ群の意識の変化
をみるため，アンケート調査を行った（資料 2）．



体脂肪測定

1998年から2000年にかけて，月一回の体脂肪測

れなかった（図 3）．
次に一日の平均摂取エネルギーの比較を行っ
た．栄養アプローチ前の平均摂取エネルギーは，
アプローチ群が2299 kcal，コントロール群が2245
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図3

各栄養素の充足率比較（アプローチ群)

各栄養素の充足率比較（コントロール群)
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摂取エネルギーの比較

表2

kcal であり，生活活動強度を“中等度”と区分さ
れる，同世代の女性における 1 日の平均摂取エネ

Hb 濃度の変化
（単位 g/dl )

【アプローチ群】
氏名

'99.7

'99.9

ルギー（2000 kcal）とほぼ同等であったが，両群

a

12.4

12.8

とも目標摂取エネルギー量に及んでいなかった．

b
c

11.9
12.1

12.8
13.0

しかし，アプローチ群とコントロール群の間に

d

13.0

13.6

おいてアプローチ群は 2773 kcal まで向上し，よ

e
f

13.2
12.7

12.4
12.8

うやく目標値に達した（図 4）．

g

13.8

13.5

平均

12.73
0.66

12.99
0.43

有意な差はなかったものの，栄養アプローチ後に

また栄養アプローチ前後において，アプローチ
群の鉄の充足率が有意に増加したが，運動性貧血

SD

の判定指標である Hb 濃度の増加には有意な差は
認められなかった（表 2）．
.

体脂肪の変化

（単位 g/dl )

【コントロール群】
氏名

'99.7

'99.9

月に一回定期的な体脂肪測定を実施した．その

h

11.4

12.2

縦断的な変化には個人差があるものの，7 名のア
プローチ群全員の体脂肪率が，コントロール群に

i
j

13.2
13.3

14.4
12.3

比べ，栄養アプローチ前よりもアプローチ後にお

k

13.0

12.5

l

12.7

12.7

平均

12.72

12.82

SD

0.77

0.90

いて安定した値を示すようになった（図 5）．
.

競技記録

アプローチ群とコントロール群の競技記録の変
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体脂肪の変化

化を比較してみると，同じトレーニングを行って

てよかったと答え，今後もこのような自炊合宿を

いるにもかかわらず，アプローチ群は 7 名中 5 名

実施したいと望んだ．

に記録の向上があったが，コントロール群は 5 名
中 2 名しか記録の向上がみられなかった（表 3）．
.

アンケート調査

[]

考

察

長嶺は，激しいスポーツによって消耗する，筋

自炊合宿後にアプローチ群に対して行ったアン

肉のグリコーゲンの補給を速やかに行うために必

ケート調査において，7 名中 6 名が自炊合宿後に

要な栄養素は炭水化物であり，からだづくりには

日常の食生活が良くなったと感じていた．またア

筋肉や骨の材料であるタンパク質，カルシウムが

プローチ群全員が，自炊合宿前に献立を立ててい

重要で，エネルギー生産反応を円滑に進める様々

順天堂大学スポーツ健康科学研究
表3
【アプローチ群】

競技記録の変化

ことを報告している20)が，本実験においては，サ

'98ベスト記録

'99ベスト記録

17′
38″
9
2′
14″
35

17′
19″
38
2′
15″
18

→
→

33″
7
16′
′39″
16
4

16′
23″
59
16′
25″
69

→

4′
53″
7
10′
46″
8
23″
84
17′

4′
47″
2
10′
48″
3
16′
44″
27

a

5000 m
800 m
5000 m

d
e

5000 m
1500 m

f

3000 m
5000 m

55

手はサプリメント等の利用により改善がみられた

種目

b
c

g

第 6 号（2002)

プリメントの利用を特別に促すような栄養サポー

→
→
→

トを行っていなかったことから，食事だけでは充
足しづらいビタミン類の有意な向上がみられなか
ったと考えられる．
また Hb 濃度の増加がみられなかったことにつ
いては，スポーツ選手の場合，運動の影響として
比較的多くの鉄が汗から排出されるといわれてい

→

る2)ことから，本実験は発汗量の多い夏場であっ
たことも原因の一つであると考えられる．しか

【コントロール群】
種目

'98ベスト記録

'99ベスト記録

h

5000 m

i
j

3000 m
800 m

17′
17″
9
10′
51″
2

17′
18″
6
10′
55″
2

k

800 m

l

3000 m

2′
21″
9
2′
25″
9
11′
22″
9

2′
22″
79
2′
22″
5
10′
52″
9

し，栄養アプローチにより鉄の充足率が向上した
→

ことは，定期的に高強度のトレーニングを行って

→

いる女子長距離ランナーに多くみられるといわれ

→

ている無月経，過少月経および月経不順1)3)5)，を
含む FAT の予防および改善につながると思われ

→
→

る．
今後食事に対する意識の改善をはかり，充足の
難しい鉄分やミネラル等の継続した摂取を心がけ
ることで，Hb 濃度の増加とともに血液性状の改

な身体機能の調整のためには各種ビタミン，ミネ
ラルの摂取を重視しなければいけないと報告して

善にもつながるのではないかと考えられた．
また摂取エネルギーについては，自炊合宿後に

いる15)．また，ミネラルの中でも鉄は日本人の食

アプローチ群に実施したアンケート調査の中で，

生活においては摂取不足になりがちな栄養素であ

「自炊合宿での食事の量は日常の食事と比べてど

り9)，貧血予防との関連で，特に女子選手におけ

うだったか」と質問したところ， 7 名中 5 名が

る健康管理と競技力向上のために注意を払わなけ

「多い」と回答していたが，アプローチ群は一日

ればならない栄養素である19)という報告もみられ

の平均摂取エネルギーが，栄養アプローチ後に

ることから，本実験における充足率の比較対象栄

2773 kcal に向上し，なんとか目標摂取量をクリ

養素は，タンパク質，カルシウム，鉄，ビタミン

アした程度である．これは今回の栄養アプローチ

A，ビタミン B1 とした．

によって，これまで女子長距離ランナーが抱いて

特にビタミン B1 は，スポーツ選手の健康を保

いた，食事をしっかり摂取することの罪悪感が軽

持し，訓練効果を高め，競技能力を向上させる栄

減されたとはいえ，痩せたいと願う女子長距離ラ

養素であり，激しいトレーニングを行う時期（ト

ンナーのエネルギー摂取に関する固定概念が強い

レーニング期）においては，従来の所要量を上回

ことが伺われた．

る摂取量が必要だといわれている10)．
しかし，アプローチ群において，タンパク質，

さらに，体脂肪や競技記録の向上には有意な差
はみられなかったが，自炊合宿後の意識調査で

カルシウム，鉄の充足率が有意に向上したが，ビ

は，実際に献立を作成し，自炊合宿を行ったこと

タミン A およびビタミン B1 には有意な向上がみ

で「調理するときに油の使い方を注意するように

られなかった．
杉浦らの研究では，ビタミン B1 が潜在的に欠
乏している選手に栄養指導を行った結果，その選

なった」，「練習内容と食事を結びつけて考えられ
るようになった」等の感想が出されており，食事
に対する意識に変化が見られるようになった．
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4)
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競技記録については，アプローチ群はコン

れているプロスポーツ選手と比較すると，食事に

トロール群に比較して，栄養指導後において記録

関しては決して恵まれた環境とは言い難い．実際

を更新した者が多い傾向がみられた．

に選手自身が栄養に関する知識を身につけるの

以上の結果から，大学女子長距離ランナーに対

は，専門の授業や指導者によるアドバイスがほと

して実践的な栄養指導を行うことは，栄養の充足

んどであり，選手自身が必要な栄養素を摂取でき

率を向上させ，バランスの良い食習慣を身につけ

ているかどうかを判定するのは難しいのが現状で

る一助となり， FAT を予防するきっかけになる

ある．特に，激しいトレーニングとウエイトコン

と考えられた．さらには自己管理能力の高いアス

トロールが必要な女子長距離ランナーこそ，もっ

リートの育成や，競技力の向上につながることが

とも栄養素のとり方に注意を払うべきであり，指

期待された．

導者はトレーニング同様に，スポーツ栄養のサ
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ポートにも目を向け，バランスの良い食事を摂取

本研究を終えるにあたり，栄養指導および研究

することもトレーニングの一貫であるということ

に多大なるご協力をいただきました，管理栄養士

を，選手本人に自覚させなければいけない．
したがって，本研究のような専門の栄養士によ

の鈴木いづみさんに心から感謝し，お礼を申し上
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る個別指導および自炊合宿による実践的な栄養指
導を実施することは，バランスの良い食習慣が身
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