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Abstract

目的本研究の目的は，大学生トライアスリートを対象に，ショートディスタンス・トライアスロ
ンにおけるパフォーマンスと酸化ストレスとの関連性について明らかにすることであった．
方法10名の大学生トライアスリートは，ショートディスタンス・トライアスロンのレースとし
て，関東学生トライアスロン選手権に参加した．レース前後に指先より微量の血液を採取し，酸化
度を示す dROMs および抗酸化力を示す BAP を測定し，潜在的抗酸化能（BAP÷dROMs）およ
び相対的酸化ストレス度（Oxidative Stress Index: OSI; dROM÷BAP×補正値）を算出した．各パ
ラメータの変化率とパフォーマンスとの関連性は相関分析を用いて評価した．
結果二元配置分散分析の結果， d ROMs および OSI はレース後に減少し，一方 BAP および
BAP/dROMs 比はレース後に増加した．さらに，BAP および BAP/d
ROMs 比において交互作用
が認められ，上位群と下位群では増加の程度が異なることが示された．また，BAP/dROMs 比の
変化率とレースタイムとの間に有意な相関関係が認められ，BAP/dROMs 比の増加率が大きいほ
ど，パフォーマンスが良いことが示された（r＝－0.646, p＜0.05）．
結論大学生トライアスリートにおいて，レース前後の酸化ストレス指標における還元（抗酸化）
側への増加率とパフォーマンスが関連する可能性が示唆される．
Key words: トライアスロン，酸化ストレス，d
ROMs，BAP

．緒

言

う複合競技であり，オリンピックではショートディ
スタンス（スイム 1.5 km ，バイク 40 km ，ラン 10

トライアスロン競技は水泳（スイム），自転車

km）が採用されている1)．一般的に，有酸素系のエ

（バイク）
，長距離走（ラン）の 3 種目を連続して行

ネルギー需要が高い持久的種目においては，運動中
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に おけ る 酸素 摂取 量 の増 加 に伴 い， 活 性酸 素種
（Reactive Oxygen Species: ROS）の発生量が増加す
る2)．一方，生体恒常性を維持するため，発生した
ROS は抗酸化機構により酵素的または非酵素的に

速やかに還元される．そして， ROS の産生が過剰
になり酸化還元のバランスが酸化側に傾いた状態
を酸化ストレスという15)．
これまで， ROS の増加は筋収縮による力発揮の
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減弱や筋疲労を生じさせる13)ため，酸化ストレスは

ィスタンス・トライアスロンにおけるパフォーマン

パフォーマンス低下の一要因として考えられてき

スと酸化ストレスとの関連性について明らかにする

た．酸化ストレスとパフォーマンスとの関連性は必

ことを目的とした．

ずしも明らかにはされていないが，先行研究の報告

．方

によると，自転車競技やアルペンスキーといった持

法

久的種目において，酸化ストレスとパフォーマンス

.

の間に負の相関が認められることが報告されてい

本学トライアスロン部に所属する男子大学生トラ

る5)7)14) ．また，トライアスロン競技においても酸

イアスリート10名を対象とした．被験者の身体特性

化ストレスとパフォーマンスとの関連性は検討され

は表 1 に示した．対象者は普段から週 4 ～ 6 日のト

ており，酸化ストレスの指標である酸化型グルタチ

レーニングを行っており，レースの 2 週間前の練習

オンのレース後の変化が大きいほどレースタイムが

量は，スイム 10 ～ 12 km /週，バイク 100 ～ 160

長いことや，反対に生体内の抗酸化物質として働く

km/週，ラン20～30 km/週ほどであった．対象者

還元型グルタチオンのレース前の値が高いほどパフ

の身体特性は，実験日から 2 週間以内に測定した値

ォーマンスが良いことが報告されている8)．しかし

を用いた．体重および体脂肪率は体組成成分測定器

ながら，トライアスリートの酸化ストレス指標を検

Body Composition Analyzer InBody730（株式会社バ

討している研究は，ロングディスタンス・トライア

イオスペース）を用いて測定した．身体組成の測定

スロン（アイアンマンレーススイム3.8 km，バイ

は早朝に行い，対象者には測定が終わるまで朝食や

ク 180 km ，ラン 42.195 km ）を対象としたものが多

水分を取らないよう指示した．対象者には事前に研

く9) ，我々の知る限り，酸化ストレス指標とパフ

究の目的，手順および考えられる不利益や危険性に

ォーマンスとの関連をショートディスタンス・トラ

ついて口頭および文書で説明し，本人の意思により

イアスロンの実際のレースで検討したものはない．

研究参加の同意を得た．本研究は，順天堂大学ス

ところで近年では，酸化度を示す Reactive Oxyg-

ポーツ健康科学部研究等倫理委員会の承認を得て行

en Metabolites （ d ROMs ）および抗酸化力を示す

対象者

われた（2910号）．

Biological Anti-Oxidant Potential （ BAP ） と い う 指

.

標が開発され11）16) ，陸上競技の長距離選手におい

ショートディスタンス・トライアスロン（スイム

てコンディションの評価やパフォーマンスを推測で

1.5 km ，バイク 40 km ，ラン 10 km ）のレースとし

きる可能性が報告され注目されている17)．従来の酸

て，関東学生トライアスロン選手権を対象とした．

化ストレス指標は，発生した ROS によるタンパク

スイムタイム，バイクタイム，ランタイムおよび総

質や脂質の酸化物の増加や体内の抗酸化物質の減少

タイムは日本学生トライアスロン連合が提示する公

実験デザイン

などを個々に評価するのに対して， d ROMs は血
中のヒドロキシペルオキシド（ ROOH ）濃度を測

表1

定し，生体内の酸化ストレス度を総合的に評価する

身体特性

指標である16) ． BAP

は酸化鉄をどの程度還元でき

るかという還元力（抗酸化力）を測定する指標であ
り ， 酸 化 還 元 反 応 を 用 い て 測 定 す る 方 法 で あ
る11)．また，これらの測定の利点として，微量の血

被験者の身体特性およびレースタイム

身長（cm)
体重（kg)

169.5±2.1
63.5±5.6

体脂肪率（)

12.1±3.1

レースタイム
総合

液から短時間で簡便に測定ができるため16)，現場へ

スイム

の応用性が高いと考えられている．

バイク

そこで本研究は上述の指標を用いて，ショートデ

ラン

2:14′
01″±10′
24″
26′
06″±3′
55″
1:06′
37″±4′
24″
42′
21″±3′
47″
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式記録を用いた（表 1 ）．レース前後の酸化ストレ

.

ス指標を分析するために指先より微量の血液を採取

得られたデータは，全て平均値±標準偏差で示し

した．レース前の採血は前日の早朝に一晩絶食の状

た．統計解析には，GraphPad Prism 8（GraphPad

態で測定し，レース後はゴール後10分以内に採血し

Software 社，San Diego, CA, USA）を用い，対応の

た．解析する際は，総合タイムをもとにパフォーマ

ある二元配置分散分析（時間×群）を行い，交互作

ンスの上位群と下位群に分けて検討した．

用に統計的な有意差が認められた場合，Bonferroni

.

酸化ストレス指標

統計処理

の事後検定を行った．また，パフォーマンスと酸化

血液を遠心分離し，血清を回収しフリーラジカル
解析装置（Free CarrioDuo, Diacron 社）を用いて，

ストレス指標の変化率との相関関係はピアソンの相
関分析を用いた．有意水準は p＜0.05とした．

酸化度を示す dROMs および抗酸化力を示す BAP

．結

を測定マニュアルに従い分析した． d ROMs は生

果

体内の活性酸素やフリーラジカルにより生じた血中

.

のヒドロキシペルオキシド（ ROOH ）濃度を，呈

図 1 に レ ー ス 前 後 の d ROMs, BAP, BAP / d 

レース前後における酸化ストレス指標

色反応を用いて 505 nm での吸光度の変化率から算

ROMs 比および OSI を示した．二元配置分散分析

出 す る ． 単 位 に は U.CARR. が 用 い ら れ ， 1

の結果，いずれの項目においても時間による主効果

U.CARR. は過酸化水素 0.08 mg / dL に相当する．

が認められ， d ROMs および OSI はレース後に減

基準値として，正常値 200 300 ，ボーダーライ

少し，一方 BAP および BAP / d ROMs 比は，レー

ン301
320，軽度の酸化ストレス321
340，中程

ス 後 に 増 加 し た ． さ ら に ， BAP お よ び BAP / d 

度の酸化ストレス 341 400 ，強度の酸化ストレ

ROMs 比において交互作用が認められ，事後検定

ス401
500，かなり強度の酸化ストレス501以上

の結果， BAP および BAP / d ROMs 比はレース前

が適用されている16) ．一方， BAP

はチオシアン酸

後で上位群および下位群ともに有意に上昇してい

誘導体を含む試薬と鉄イオンを含む試薬の混合液に

た．また，レース前の BAP は下位群と比較して上

血 清 を 加 え ， 血 清 が 三 価 鉄 （ Fe3＋ ） か ら 二 価 鉄

位群の方が低い傾向にあったが（ p ＝ 0.063 ），レー

（Fe2＋ ）に還元する際の吸光度の変化率から算出す

ス後には有意な差は認められなかった．上位群と下

る．単位は μ M を用い，基準値として，最適値

位群では増加の程度が異なることが示された．一方，

2200以上，ボーダーライン 20002199 ，抗酸化力

BAP/dROMs 比については，レース前後ともに上

がやや不足 1800 1999 ，抗酸化力が不足 1600 

位群と下位群で有意な差は認められなかった．加え

1799，抗酸化力がかなり不足14001599，抗酸化

て，OSI においても交互作用に傾向がみられ（ p＝

力が大幅に不足1399以下が適用されている11)．ま

0.055），上位群と下位群では減少の程度が異なる傾

た，潜在的抗酸化能（BAP÷d
ROMs）および相対

向が示された．

的酸化ストレス度（Oxidative Stress Index: OSI; d
ROMs÷BAP×補正値）を算出した10)．OSI の算出

.

酸化ストレス指標とパフォーマンスとの関連
性

に用いる補正値は基準となる集団の平均値が 1.0 に

図 2 には，レース前後の d ROMs, BAP, BAP /

なる値として設定されているため，本研究ではレー

d ROMs 比および OSI の変化率とパフォーマンス

ス前の全体の平均値が1.0となるように補正値は8.2

との関係を示した． BAP / d ROMs 比の変化率と

を用いた．加えて，各指標のレース前後での変化率

レースタイムとの間に有意な相関関係が認められ，

（）を算出した．また，我々の研究室で事前に確

BAP/dROMs 比の増加率が大きいほど，パフォー

認した測定値の再現性は，dROMsCV＝0.5，

マ ン ス が 良 い こ と が 示 さ れ た （ r ＝ － 0.646, p ＜

BAPCV＝0.9であった．

0.05）．また，BAP および OSI の変化率とレースタ
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レース前後における酸化ストレス指標
レース前後の dROMs (A), BAP (B), BAP/dROMs (C)，および OSI (D）を示した．
データは平均値±標準偏差で示した．p＜0.01 vs. Pre, p＜0.05 vs. Pre.

イムの間には相関傾向が見られ， BAP の増加率が

権の特徴として，1）幅広い競技力の大学生トライ

大きいほど，または OSI の減少率が小さいほど，

アスリートが出場すること，2）日本学生トライア

パフォーマンスが良い傾向が示された（DBAP: r＝

スロン選手権の予選であるため，ベストに近いパフ

－0.582, p＝0.08, DOSI: r＝－0.623, p＝0.053）．d

ォーマンスが発揮されること，3）バイクにおける

ROMs の変化率とレースタイムの間には有意な相

ドラフティングが禁止であり，他の選手との駆け引

関関係は認められなかった．

き等の心理的な影響は少なく，個々の身体的な能力

．考

察

がレース結果に大きな影響を与えることが挙げら
れ，パフォーマンスと生理的指標の関連性を検討す

本研究の目的は，大学生トライアスリートを対象

るのに適していたと考えられる．加えて，本研究の

にショートディスタンス・トライアスロンにおける

主な特徴は実際のスポーツ現場を想定し，従来の酸

パフォーマンスと酸化ストレスとの関連性を明らか

化ストレス指標の測定より，微量の血液で分析が可

にすることであった．本研究の結果，レースパフ

能であり，かつ短時間（5 分程度）で測定できる酸

ォーマンスの良かった選手ほどレース前後での抗酸

化ストレス指標として d
ROMs および BAP を用い

化力の指標の増加の程度が大きく，また潜在的抗酸

た点である11） ．これらの指標は両方を測定し，潜

化能の増加率とパフォーマンスに有意な相関関係が

在的抗酸化能や相対的酸化ストレス度を算出するこ

認められた．これは，抗酸化力または酸化抗酸化

とで，酸化抗酸化のバランスを評価することが重

バランスの指標とパフォーマンスとの関連性を支持

要である．

するエビデンスの一つと成り得ると考えられる．
本研究で対象とした関東学生トライアスロン選手

本研究において，レースパフォーマンスを元に選
手を二分位に分けて検討したところ，レースパフ
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酸化ストレス指標の変化率とパフォーマンスとの関係
レース前後の dROMs (A), BAP (B), BAP/dROMs (C)，および OSI (D）の変化率と総合タイムとの関係
を示した．

ォーマンスの良い選手ほど，抗酸化力の指標である

には増加したが，それ以降，運動を継続しているに

BAP および潜在的抗酸化能を示す BAP / d ROMs

も関わらず低下していくことを見出している（未発

比の増加の程度が大きいことが明らかとなった．加

表データ）．そのため長時間運動の後半では，抗酸

えて，レース前後の BAP/d
ROMs 比の増加率とパ

化能の亢進により発生した ROS が速やかに還元さ

フォーマンスに相関関係が認められたことから，酸

れていく可能性が考えられる．もう 1 つは，精神的

化還元バランスを還元側に傾けることで良いパフ

ストレスやそれに伴う自律神経系の乱れによっても

ォーマンス発揮に繋がる可能性が考えられる．この

d ROMs が増加することが報告されており3)4) ，

点については，因果関係を証明するためにさらなる

レース前日の緊張などによりレース前の d ROMs

研究が必要である．一方，レース後に酸化度の指標

値が既に高かった可能性が考えられる．したがっ

である d ROMs は低下し，レース後に酸化ストレ

て，継続的に同一選手の酸化ストレス指標を測定す

スが上昇したと報告している先行研究6)9)12) とは異

ることで，各選手のベースラインを把握しておくこ

なる結果となった．この結果については 2 つの理由

とが必要であると考えられる．しかしながら， d 

が考えられる．我々の別の研究において，大学生ト

ROMs の変化率とパフォーマンスには相関関係は

ライアスリートを対象にデュアスロン（1st Run: 5

見られなかったことから， d ROMs のみの変化が

k m, Bike: 30 km, 2nd Run: 5 km）を行わせたとこ

パフォーマンスに与える影響は小さいと推察できる．

ろ， BAP は運動の継続時間が長くなるにつれて増

本研究において，主に 3 つの限界がある． 1 つ

加し続けるのに対し， d ROMs は 1st Run 終了時

は，サンプル数が少ないということである．2 つ目
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は，酸化ストレス指標として dROMs および BAP

3)

Ebata, C., Tatsuta, H., & Tatemichi, M. (2017)
Potential objective biomarkers for fatigue among working

以外の指標を測定していない点である．一般的に，
酸化ストレスを評価する上では，複数の酸化ストレ
ス指標を測定することが望ましいと考えられている
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women. J Occup Health 59, 286291.
4)

久光直子，Hlaing, T.，郭試瑜，石川慎太郎，久光

正（2017) Small Island Stress 負荷がラットの血液流動

が，本研究では指先から微量の採血しかしていない

性および活性酸素代謝産物に与える影響．昭和学士会

ため，複数項目を測定することができなかった．し

誌，77(2), 156161.

かしながら，本研究で用いた測定項目は微量の血液

5)

Knez, W. L., Jenkins, D. G. & Coombes, J. S. (2014)
The eŠect of an increased training volume on oxidative

で測定ができることをメリットとしており，現場で
の汎用性を考えた場合，十分価値のある基礎データ

stress. Int J Sports Med 35(1), 813.
6)

Knez, W. L., Jenkins, D. G. & Coombes, J. S. (2007)

と成り得る．3 つ目は，実際のレースを対象とした
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