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初

め

に

実習として行う遠泳では溺水を含む事故防止は肝
要であるが，例年実習の行われる 7 月の関東地域の

遠泳では，体温より低く熱伝導率が約25倍も高い

海水温はしばしば20°
Cを切り4)，実習生の体力・泳

海水（水）に長時間浸かるため，深部体温が低下す

力を重視した上で，さらに気温・水温の環境の変化

る．遠泳実習で縦断的な調査を行った田中ら10)によ

への配慮が必要になる．心理面では，大学での遠泳

れば，2 時間の遠泳において海水温24°
Cの年には体

実習において長距離を泳ぐことに不安を感じている

温低下が平均 2°
Cであったが，海水温が20°
C近くま

傾向が特に女子学生に強いことが報告されている3)

で下がった年では体温低下が平均 2.5 °
C であったと

が，鈴木らの報告9)では遠泳期間中に栄養補助食品

され，水温の低下は体熱および体力を奪い，円滑な

を与えることが生理的・心理的に好影響があり，ス

水泳動作の妨げとなると考えられる．Pugh らの報

トレスや疲労の軽減のために計画的な栄養補給が有

告7)でも海水温が低いほど体温低下や疲労感が増大

効であると考えられている．

することが指摘されており，皮下脂肪の薄い男性被

体温測定は，屋外環境で多人数を対象としたの

検者（BMI22.5）例において，水温20.5°
Cの遠泳

で，迅速・かつ非侵襲的な測定法として，赤外線照

で41分後に急激な筋肉の衰弱を訴え，直腸温は34.5

射式鼓膜温度計を使用した．鼓膜は視床下部と共

°
C付近まで低下したという．また，体脂肪率が高く

に，頸動脈から枝分かれした動脈の供給を受けてお

BMI が大きい者ほど体温低下度が少ないこともこ

り，体温が急速に変化する状況での体温測定におい

れまでに多く報告されている2)6)7)10)．

て鼓膜温変化は食道温や脳温の変化と類似し，鼓膜
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温は良好な核心温の指標となるとして， Brinnel ら
が鼓膜温計の有用性を報告している1)．
本調査は事故の起こりにくい身体組成の確認，効
果的な栄養摂取のあり方，遠泳実施を含む水泳訓
練・指導に役立ちうるデータを収集する目的で行っ
た．身体組成，摂取栄養量および水泳能力がおよぼ
す体温への影響を検討したので報告する．

対象と方法
対象は，2008年 7 月末の 4 日間にわたる海浜実習

210

順天堂スポーツ健康科学研究

第 1 巻第 2 号（通巻14号) (2009)

に参加した101人（男性53名，女性48名）の体育系

定対象とした小遠泳の遠泳時間が各班で異なったの

大学生である．年齢は18～20歳（平均18.6±0.67歳）

で，合同で小遠泳を行い遠泳時間が同じであった班

で，体脂肪は男子が 4.6 ～ 19.6 （平均 11.1 ± 0.44

の値，および他グループと遠泳時間が近い班の値を

），女子では16.6～38.2（平均23.8±0.72）で

各グループの代表として報告に用いた．報告対象と

あった．

した小遠泳の時間は， A グループの 2 班で 115 分

対象者には遠泳の 1 週間前に行われたオリエン

（他 1 班は 28 分）， B グループの 2 班で 105 分（他 1

テーションにて本調査の意義や測定項目などの説明

班は 93 分）， C グループの 1 班で 75 分（他 2 班は 40

を行い，同意を得られた96名にその場で栄養調査・

分）であった．

体重・体脂肪率測定を行った．当日欠席した 5 名に

大遠泳では体温測定を迅速に行うために，各班か

は後日説明して同意を得た後，遠泳後に体組成測

ら無作為に抽出した27人（男子19人，女子 8 人）に

定・栄養調査を行った．

ついて調査することとし，鼓膜温を遠泳前と遠泳直

体組成の測定には，タニタ・マルチ周波数体組成

後で測定した．大遠泳前の測定は起床後すぐと，大

計 MC190（インピーダンス法）を用いた．栄養調

遠泳およそ30分前に実施した．終了後の測定は，海

査には，ジェンダーメディカルリサーチ社のアン

からあがって 1～2 分以内に浜辺に設置したテント

ケート式栄養調査票を用い，上記オリエンテーショ

で行われ，頭部の水分をタオルで拭き取り外耳道の

ン前 1 週間の食事内容の栄養分析を行った．鼓膜温

水分を綿棒で除いた後，鼓膜温度計で測定した．参

測定には，赤外線照射式鼓膜温度計（日本シャーウ

加者は競泳水着，メッシュの水泳帽子，ゴーグルの

ッド社「ジニアス」，測定範囲 15.6 ～ 43.3 °
C ，測定

みを着用し泳いだ．

時間 2 秒）を使用した．この赤外線照射式鼓膜温度

遠泳前後に測定した各項目の値は，グループごと

計は熱源である鼓膜から放射される赤外線量を測定

に平均±標準偏差で表した．遠泳後体温や摂取熱量

し，最高温度を鼓膜温度として採用するものであ

などの群ごとの比較は， Student の t テストによっ

る．外耳道に挿入するプローブの先端には，プロー

て検定した．また，統計処理の有意水準は，危険率

ブの保護と感染防止のために使い捨てのカバーをか

を 5未満とした．

ぶせて使用した．
遠泳は東京湾の内房に面した館山市北条海岸で行
われた．実習班は，プールでの平泳ぎテストにより
選抜された一番長い距離を泳ぐことが出来る学生を
1 班とし，以下を 9 班までに分け， 1 ～ 3 班を A グ

なお，本研究は順天堂大学スポーツ健康科学部研
究等倫理委員会にて承認されている（順大ス倫第20
．
12号）

結

果

ループ，4～6 班を B グループ，7～9 班を C グルー

実習期間中は終日快晴で気温・水温ともに高く，

プとした．1 日目・2 日目には班ごとの練習（小遠

風もほとんどない穏やかなコンディションの中で行

泳）を行い，3 日目に約 2 時間半にわたる大遠泳を

われた．小遠泳時（2 日目）と大遠泳（3 日目）の，

全員で行った．また，4 日目には班ごとに再度小遠

気温，海水温（岸側）はそれぞれ以下のごとくであ

泳の練習を行った．小遠泳後測定では，体温測定を

る． 2 日目（午前830）29°
C，26°
C， 2 日目（午

迅速に行う必要性と器材数の制限のため，一度に 1

後 2  30 ） 32 °
C ， 29 °
C ， 3 日目（午前 10  00 ） 32

～2 班に限って班全員の体温測定を行い，これを 2

°
．
C，28°
C（沖側26°
C）

日目・4 日目の小遠泳の際に繰り返して全員の小遠

小遠泳後の体温測定においては，A・B グループ

泳後体温を測定した．小遠泳の時間の範囲は，40～

の遠泳時間は C グループと比べて長く， A ・ B グ

115分であった．水泳能力と体温の関係を検討する

ループ間では小遠泳後の体温に有意差は見られなか

ため A～C グループ間で体温の比較を行ったが，測

ったが，A・B グループの小遠泳後体温は共に C グ
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表1

各グループの小遠泳時間と終了時体温（鼓膜温)
A グループ

B グループ

C グループ

22

22

12

14301625

14301615

9001015

n（男女計)

開始終了時刻
浸水時間（分)

表2
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115

105

小遠泳後体温平均（°
C)
小遠泳後体温範囲（°
C)

34.0±0.48
33.3～35.4

33.8±0.44
32.8～34.8

75
35.6±0.18
34.5～36.4

平均体脂肪率（)

16.4±1.50

15.6±7.49

20.2±2.26

大遠泳時間と前後の体温（鼓膜温)
男子（n＝19)

開始終了時刻
起床時体温（°
C)
直前体温（°
C)
大遠泳後平均体温（°
C)
大遠泳後体温範囲（°
C)
体脂肪率平均（)

女子（n＝8)

8571133（156分)
35.2±0.41
35.1±0.39
36.8±1.00
35.4±0.53

36.1±0.52
35.6±0.51

34.1～36.1
12.5±4.02

19.8±3.68

34.8～36.2

図1

男女別体脂肪率と大遠泳後体温（鼓膜温）の関
係

図2

大遠泳前後の体温変化（起床時大遠泳後）と
体脂肪率の関係（男女含む）

ループに比べて有意に低い値を示した（表 1 ）．体
脂肪率は，それぞれのグループ間で有意な差は見ら
れなかった．
3 日目の大遠泳は約 2 時間半に渡り行われ，全員

が完泳した．大遠泳後の体温に関しては，直後の測
定を行った27人について報告する．
男女間で体温の差異は，起床時には男子がやや高
く，直前では男子が優位に高い体温であった（p＜
0.05）が，直後の体温，および直前と直後の体温変

化には男女間に有意な差は見られなかった．大遠泳
の測定を行った27人について前後の体温と体脂肪率
を表 2 に示す．
27 人の体脂肪率と大遠泳直後体温の関係を見る

．
2）

と，体脂肪率が高い者ほど，大遠泳後の体温が高か

男子について体脂肪率ごとに三群に分けて検討し

った．体脂肪率と大遠泳後体温の相関係数は，男子

た結果，大遠泳直前の体温は各群において有意な差

は r＝0.78で，女子では r＝0.29だった．男女別の体

は見られなかったが，大遠泳直後には体脂肪率が10

脂肪率と大遠泳後体温の関係を図 1 に示す（図 1）．

以下の者は，15以下，20以下の群に比べて有

また， BMI と大遠泳後体温についても，男女で

意に低い体温を示していた（図 3）．

高い相関が見られた（男子 r＝0.63，女子 r＝0.66）．

大遠泳後の測定をした男子のうち，小遠泳が長時

個人の体温変化を見た場合でも，体脂肪率の低い者

間であった A・B グループ（それぞれ115分，105分）

ほど遠泳前よりも体温が下がる傾向が見られた（図

の 9 名について，小遠泳後の体温（33.8±0.54°
C）
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系大学生という特性上，運動習慣が高く適度な筋肉
量を維持していることで，健康的な（ BMI ＝ 22 に
近い）体重の者が多かったと考えられ，遠泳におい
ては非体育系学生より体温低下度は比較的小さかっ
たことが考えられた．
小遠泳において， C グループに比べて A ・ B グ
ループの方が小遠泳後の体温が低かったが，体温低
下に影響を及ぼす要因である体脂肪率はそれぞれの
図3

男子の体脂肪率と大遠泳前後の体温（鼓膜温）
の関係

グループ間では有意な差は見られなかったので，
A・B グループの方が遠泳時間が長かったことによ

るものと考えられた．2 時間にわたる遠泳の際に水
と大遠泳後の体温（35.4±0.47°
C）を比較したとこ

泳能力の高い者の方がより遠泳後の体温が高かった

ろ，小遠泳後の方が有意に低い体温であった．

という報告10)があることから，水泳能力が体温低下

栄養調査の結果，男子，女子の平均値はそれぞれ

に影響する可能性が考えられたが，今回は遠泳時間

エネルギー（熱量）2049±777 kcal, 1517±657 kcal，

が同一でなかったために明確な傾向の分析に至らな

蛋白質 65.5 ± 30.3 g, 47.4 ± 20.8 g ，脂質 52.1 ± 22.5

かった．

g, 46.2 ± 23.0 g ，炭水化物 319.8 ± 134.4 g ， 222.1 ±

また，大遠泳では，小遠泳よりも浸水時間が長か

100.7 g であった．大遠泳後の体温との関係では，

ったにも関わらず遠泳後の体温は高い傾向が見られ

摂取熱量（体重当たり）が多い者ほど遠泳後体温が

た．この理由として，小遠泳では海への体慣らしと

低くなる傾向が見られた（男子r＝－0.2，女子

いう意味合いもあり移動速度が遅く，大遠泳に比べ

r ＝－ 0.4 ）．また，体重当たりの蛋白質摂取量が多

て運動強度が低かったため結果的に体熱産生量が少

い者ほど大遠泳後の体温は低い傾向であり（相関係

なかった可能性が考えられ，練習中の参加者に対す

数は男子r＝－0.2，女子 r＝－ 0.33），炭水化物

る注意深い観察の必要性が改めて示唆された．

摂取量との間も女子で負の相関が見られ（相関係数

今回の体温測定では赤外線照射検知式鼓膜温計を

は男子r＝－0.03 ，女子r＝－0.4），脂質摂取量

用いたが，オープンウォータースイムレースの後に

とは顕著な関係が見られなかった．

舌下温度と鼓膜温度の測定をした調査2) によれば

考

レース後の鼓膜温は口腔温より平均 2.7 °
C 低かった

察

という報告もあり，外耳道が海水に触れることでよ

以前から報告されているように，今回の調査でも

り低い値が検出された可能性が考えられた．今後よ

遠泳後の体温と体脂肪率の間に相関が見られた．こ

り正確な深部温調査のためには深部温と鼓膜温の差

の傾向は，男子でより顕著であった．しかし，今回

異の検討を行う必要性があるが，迅速で非侵襲的な

は水温が2629°
Cと高く，全体的に深刻な体温低下

測定が出来る赤外線照射検知式鼓膜温計の持つ潜在

は見られなかった．

的有用性は高いと考えられる．

体格の面から考えると，近年若年女性の体重の低
下傾向が報告されており5)，BMI

遠泳前の食事調査の結果では，摂取栄養量が多い

が遠泳後の体温と

者ほど遠泳後体温が低くなる傾向が特に女子で顕著

比例関係にあると報告されていることから6)，女子

に見られたが，これは，体脂肪率と摂取熱量（体重

の低体温のリスクが高くなっているのではと考え

当たり）が反比例の関係であったこと（男子r＝

た．しかし，今回の対象者は普通体重（18.5≦BMI

－ 0.1 ，女子 r ＝－ 0.5 ）が影響したと考えられ，

＜25）の割合が多く（女子92，男子89），体育

食習慣や摂取栄養量と遠泳後体温との関連は見られ
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なかった．
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