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低強度の運動と唾液中コルチゾール濃度の変動にどのような関連竹があるの

か，健4市:男性を刻象としその波動について検討したu その結果，運動開始前と運

動終了後の唾液中コルチゾール議度を比較した場合，運動終了後に 8例中 5例に

おいては減少， 3仰lにおいて増加を不した。また， 30分附の運動中は，血圧，心

拍後，換気最はし、ずれも一定の怖を保っていたっこれらのことから，身体的スト

レスの少ないれ強度負荷の運動において，物埋的ストレスのみならず柏村的なス

トレスも悶与することが示唆された。
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は じめに

人間がさまざまなストレス刺激(物均的，化学的，精神的)を受けた|努， 'H小|人jでは内分泌

系，自律神経;f~，免疫系においてさまざまなストレス応答がおこる u ストレス応答の計価方法

として，主観的評価法(問診や心理テスト l，牛理指標による計世IJi土(iITl圧，i百7;脈波，心iI1

変動，党11なと)，生化学指標による計制IJ法(血行士や唾役中のストレス関連物質の計測)が挙

IfらオL'n、る1。

本実験では，運動療法や健康増進として用いられることの多い，比較的実施カC主主易な低強度

の運動とストレスとの悶連牲を，ス「レス応、符の評価として牛化学指標のひとつであるコルチ

ゾール濃度を州いて検討したれコルチゾールはストレッサーを受けた大脳辺縁系からいくつか

の経路を経て，同J腎皮質で産生され， f/c炎症作財， tJしショック1'1'刷・ 42、↑半期のストレスから止

体を守る働きなどを持つ物質である。
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物理的なストレス刺激で、ある運動時における 唾液中あるいは血液中のコルチゾール濃度の

変化の;釘蕪は，中一高強度負荷で、の運動時について多数報青されているが，その変動は，運動

条件や報告者によってさまざまな結果川引を示しており，一定の見解がなされていない。ま

た， 1氏強度の運動負荷とコルチゾール濃度についての関連性についての報告はあまりなされて

いないことから，本実験では低強度の運動と唾液中コルチゾール濃度の変動にどのような関連

性があるのか，健常男性を対象とし検討した。

1.対象

健常男子学生8名を対象とした。年齢は19~26歳であった。身長は 171. 5士6.4cm，体重は

64.1 ::I:8.2kgであった。

2.方法

1)最高酸素摂取量の測定

自転車エルゴメーター (COMBIERGOMETER 232CXL)と呼気ガス測定器(ミナト医科学

AE-280S) を用いて，最高酸素摂取量の測定を行った。 20waU/分(ペダルの回転数は50~

60rpmとする)の漸増負荷にて運動を実施し，被験者が運動を継続できなくなった時点を最高

酸素摂取量とした。

2)運動負荷量と運動内容

1) の最高酸素摂取量から被験者それぞれの無酸素性作業域(以下， AT) を求めて， AT時

の運動負荷強度を100%とした場合の80%にあたる負荷量(以下， 80% AT) にて30分間のペ

ダリング運動を実施した。

3)測定内容及び方法

80% ATの運動前と30分間の運動終了直後の二度，被験者の唾液を採取した。また，対照日

として，運動実施日と異なる日に運動実施日と同時間帯(午後 2時)に唾液の採取も行った。

唾液採取には， SaliveUe (Srstedt， ドイツ)を用いた。酵素免疫測定用 (EnzymeImmuno 

assay ; EIA) キット (SALIMETRICS，アメリカ)による反応後，得られた吸光度を microplate

manager (BIO RAD) を用いて測定することによってコルチゾール濃度を決定した。

また，上記の自転車エルゴメーター，呼気ガス測定器および自動血圧計(日本コーリン

STBP-780) を連動させ， 80% ATの30分間の運動中の，血圧，心拍数，換気量を10秒ごとに

自動計測した。
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果結3. 

血圧，心J円数，換気足の測定値は，同 lに被験者2

のデータを不すとおり，測定項口のいずれにも大きな変動は認、められなかったの

これはいずれの被験者についても同椋の結巣となった。

80% AT運動負制Jでの運動時における，
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図 1 運動時の心拍数，換気量，血圧の変動(被験者A，H) 

各被験者のJ'*動開始前と運動終 [1支の唾液中コルチゾール濃度を表 1に示した。 運動陣l始前

と運動終了後のujl液巾コルチゾール濃度の比半は， 0，30， 1.10， 3，81， 0，78， それぞれ3，16，

5例は減少した。今岡用いたコルチゾール出IJj記用キヅ3 f9Uはi目加，0.53， 0.94， 0.93となり，

コルチゾール減皮の微妙な追いを測定するのに充分なものであっ

運動実施刊の運動開始前のコルチソール濃度と対照円のコルチゾール濃度のIヒ校は，

L3 

トは再現性に慢jしており，

た。

また，
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表 2の〉おりである、

表 1 80覧 Aτの運動前・運動後のコルチソ ル滋度の変化

¥被¥E文¥右¥¥¥¥ ::.I }lゴー /'-JL-i't:;度(叩ノd]、 JFJ力:F-1'

:1.心t'~ r 手掛{ヂ (1泣可

牛九 0.(:7切) 。♂7: 16 

B 止17Gl 。 ~929 1.10 

しハ ().C7iO () 27(1日 3.g} 

D 0.C990 。〆)'/71 0.78 

ト4 l.l2i'l C.;s[j(; (，、j()

0.17'11 ηC!02り O. ~5::; 

じ 0.1β93 0.1'782 0.94 

(] O.27i7 C. :?:i ~j 丹 (¥. ~r~ 

表 2 各被験者の運動実施日(空軍勤前j と対照日のコルチゾ ル濃度の比較
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4. 考 察

¥T以下の運動は，有限素運動ごあるため内部環坑は七常性 たれており，循環器系にんr

する負荷も比較的手伝 2 今回の AT(I.与の80%にあたる負荷豆(での述効l'においても， 生1'!1すにふぽ!

として刈'斗した血圧，心的数 黙示、足 l土 作椛験者において出以項円のい「れにもノにきな変動

は認められす (凶 1) ，物理的な負荷中flj淑と Lでは軽度のものだ)たと百える しかし， スト

レス応答のf1何?と Lて測定したコル手ゾ---.n〆濃度は，十回!Jwtる析

の変動に 定した傾向[立正予~21) られなかった3

減少-;-る帯。が認められ， 一子、

運動ι:1レチゾールィ農度。J閃j皇位』つい亡はこれまでに 中{市強度負1r~~j での j豆長W !rj'， (.おけ

るl睦は!いあるいはIhLi但'1のゴルチゾ ルィ主の変化は多報告されているわ段大下負荷ヤυ拍

数が 17()b~~r~1 で 込 30分間}述動でしi，よ皇訪問始1&:，コJレチゾール濃度は安静H寺の約フ?合イl百

の定市状態となり， その後は運助終了まで変化Lないという報や， 高~ñU支の運動臼やr (最
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高酸素摂取量の70%負荷 1時間)では，安静時と比較して，運動終了直前，運動終了20分後

に;有意にコルチゾール濃度が増加したという報青など，その変動は，運動条件や報育者に

よってさまざまな結果を示しており，一定の見解がなされていない。

本実験の運動は低強度で、行ったが，前述したとおり運動によるコルチゾール濃度の増減に一

定の傾向は認められなかった。これにはいくつかの要因が考えられる。

ホルモン物質であるコルチゾールは日内変動(早朝が最も高値で午後に向けて低下し夜間に

最低値となる)を示すため，本実験でも変動の少ない午後を全被験者の測定時間とした。しか

し，同一時間帯にて運動実施口と対照口のコルチゾール濃度測定による比較を行うと，被験者

によっては対照日との運動実施日の運動前測定値に差異のあるものもあった(表 2)。同一時

間帯での測定においても差異が生じることから，コルチゾールはさまざまな測定時条件一例え

ば食事や睡眠など によってその増減が非常に左右されることが考えられる。

次に，運動そのもののコルチゾール濃度の増減への関与についてであるが，今回の実験では

物理的(肉体的)なストレス刺激である運動(エルゴメーター駆動)を行ったが，運動そのも

のに対する感情や緊張感など，各々の被験者によってポジテイブあるいはネガテイブな精神的

ストレス刺激となっており，それが影響を及ぼすのではないかと考えられる。 Rudolphら8，は，

30分のトレッドミル走 (60%VO川 ax負荷量)の後に測定されたコルチゾール値と運動中の

Feeling Scale scores (快/不快の感情を評価するスケールo very bad -5ポイント~ very good 

+5ポイントの範囲で評価)が負の相関悶係を持っていたと報告している。つまりこの報告か

らも，物理的な刺激の大小にかかわらず，身体的ストレスによる運動と同時に精神的ストレス

もまた伴い，それによって引き起こされる感情の状態(快/不快)がコルチゾール濃度に影響

を及ぼすのではないかということが考えられた。

以上のことから，物理的なストレス刺激の少ない運動実施時にコルチゾールを測定すること

によって，対象者における運動に対する精神的なストレスの有無を明らかに出来る可能性が示

唆された。今後，他のストレス応答の評価法も合わせ，更に低強度の運動とストレスとの関連

性をf食言すする O
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