特集：防寒対策＆感染症予防
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運動と免疫能との関係

よく「アスリートは風邪を引きやすい」などといわれるが、果たして本当なのだろうか？ もしそ
うなのであれば、その理由をきちんと知り、インフルエンザや風邪が流行するこれからの季節に備
えておくべきだ。Part 1 では、予防医学を専門とする鈴木克彦先生に、免疫に関する基礎知識や運
動と免疫能との関係についてお話を伺った。

アスリートは風邪を引きやすい
などといわれることがよくありま
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などが悪さをしないように処理す
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チゾールは、過剰な免疫反応が原
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リートも少なくないようです。こ

が、身体の場合は菌を排除して傷

は T 細胞と B 細胞が担っていま

体を攻撃しないようにできていま

てきたときに攻撃する反応も弱く

モンです。そして、免疫機能の調

の場合は、精神的ストレスが大き

まないような仕組みができていま

す。いったん免疫系に認識された

すが、免疫系の異常（過剰な免疫

なっています。つまり、免疫系の

節の役割をもつサイトカインも、

な要因だと考えられます。精神的

す。それが免疫系です。

抗原情報は、その抗原に特異的に

反応）によって自身を攻撃してし

反応が鈍くなっていることが、感

激しい運動をすると分泌されて免

なストレスでも、前述したような

免疫系を構成する細胞は白血球

応答する記憶細胞として体内に長

まうこともあります（表）。自己

染症を引き起こしやすくしている

疫反応が抑制されてしまうことが

ストレスホルモンが出てきますか

と総称され、食細胞系とリンパ球

期間保持されます。そのため、再

に反応する免疫異常としては、自

というわけです。また、身体を酷

最近わかってきました。

ら、免疫系の働きに関わることは

系とに分けられます（図 1）。食

び同じ抗原が侵入してきたとして

己免疫疾患が挙げられます。関節

使することで疲労状態にあったり、

細胞はアメーバのように運動し、
微生物や異物を捕らえて細胞内に

も、迅速かつ効率よく処理するこ
とができ、発病せずに済むのです。

が炎症を起こして腫れや痛みを生
じ、関節の変形を来してしまう関

特に減量が必要な競技種目の場合
には、栄養摂取の偏りによって体

間を超える長時間の持久性運動や、
心拍数が 150bpm を超えるよう

J カーブモデルを見ればわかる
ように、過度な運動ほどではあり

どんしょく
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さらには、激しい運動を行うと
免疫系の働きを抑制する物質が分

取り込み分解する、食作用（貪食）

が提唱されています。

た っ た 1 回 の 運 動 で も、1 時

あるでしょう。

ただし、この特異免疫を獲得す

節リウマチなどが代表的です。ま

内の栄養状態が悪かったりするこ

な高強度の運動では、そういった

ませんが、運動不足の人も感染リ

を専門とする細胞です。リンパ球

るには数日から数週間ほどかかり

た、悪さをしたり増殖したりする

とで、免疫系が働きにくいことも

反応が起こります。それより短時

スクはやや高い傾向にあります。

には、ナチュラルキラー（NK）細

ます。そのため、生体にはそれま

といった病原性のないものが体内

あります。

間だったり強度が低かったりする

運動をしないということ自体が生
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運動と感染リスクに関する J カーブ（Nieman1994 を改変）

そういった意味では、加湿器は病

基準として、
「ネックルール」と

原体が拡散することを防ぐ作用も

いうものがあります。首を境界線

あるのです。

として、首から上の症状のみなの

そのほかには、まずは疲労を蓄

か、それとも首から下の症状があ

積させすぎないこと。トレーニン

るのかによって練習参加可否の判

グをダラダラと行うのではなく、

断に役立てるものです。要するに、

オンとオフとのメリハリをつけ、

鼻水や喉の痛みだけであれば軽運

休むときはしっかり休むことが大

動のみ行う（練習復帰の場合は軽

切です。そして十分な睡眠をとり

運動から始めてみる）。けれども、

ましょう。そして、食事面では栄

咳が出たり発熱していたりといっ

養の偏りをなくすことが不可欠で

た、いわゆる全身症状があるとき

す。それがなければ免疫機能もう

には運動を中止し、しっかり身体

まく働きません。

を休ませるようにするのです。

なかでも、免疫機能にはタンパ

もちろん、鼻が詰まっていれば

ク質やビタミンの摂取が重要です。

長距離を走るのがつらいことも考

免疫細胞はタンパク質から作られ

えられますし、喉が痛いと呼吸が

ますし、病原体と結合することで

しづらいかもしれません。それら

攻撃する抗体もまた、タンパク質

が風邪の引き始めの症状なのであ

からできています。またビタミン

れば、悪化する恐れも想定しなけ

C や E は身体にとって有害な活
性酸素を消す作用があります。活

ればならないでしょう。最終的に
は状況に応じて臨機応変に対処

集団行動の場合には接触感染を防ぎ、

身体活動の量・強度

つから復帰させるかというときの

手洗い・うがいやマスク着用を徹底する。

過度

きに休ませるか否か、あるいはい

いう特徴をもったものもあります。

また、空気感染を防ぐために室内では

適度

た空気のなかで飛び散りやすいと

加湿器を活用するのがお勧め。

運動不足

適度な運動であれば、

低

感染症のリスクは減少するが、

感染のリスク

平均

激しい運動や過酷なトレーニングは

逆に感染症を引き起こす。

高
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性酸素が過剰産生されると免疫機

する必要がありますが、目安の 1

物にとっては異常な状態ですし、

インフルエンザに罹患した際に出

いることですが、手洗い・うがい

能も障害を受けますから、それか

つとして覚えておき、練習に復帰

運動不足によって脂肪が蓄積する

る高熱は、そもそも身体に必要な

の励行やマスクの着用がやはり効

ら守る意味で、抗酸化ビタミンで

する際に「ネックルール」を適用

ことがその原因といえます。脂肪

免疫機能を高めるための生理的な

果的です。

あるビタミン C や E をとったほ

するとよいでしょう。

はため込みすぎてしまうと、かえ

反応です。サイトカインの一種で

チームスポーツの場合は特に集

って有害な物質を排出します。そ

ある発熱物質によって熱が上がる

団で行動することが多いですし、

ただし、ビタミン C を過剰に

があり、単なる風邪で済まないこ

うときこそしっかり休んだほうが、

のため、免疫系に悪影響を及ぼし

わけですが、それによって免疫系

競技に関係なく寮で共同生活をす

とりすぎると、かえって活性酸素

ともあれば、後から悪化すること

試合本番でいつも通りのパフォー

てしまうのです。

の細胞が働きやすくなるのです。

る場合も同様に、感染症をうつし

を生み出す素（プロオキシダント）

もあります。また、急に体調が悪

マンスを発揮できる可能性が高い

熱が上がれば、当然ながら血液循

やすいという問題があります。タ

にもなるので、それだけをサプリ

くなったときは肝臓や腎臓に異常

といえるのです。

環もよくなります。

オルや飲み物（スクイーズボト

メントなどから単体で大量にとる

がある可能性もあります。そのよ

翻って、適度な運動は感染症の
リスクを低下させます。適度な運

うがいいといえます。

もと

風邪にもいろいろな種類や症状

動によって体温が上昇し、全身の

実際に、熱がある以外は特に

ル）などを共有することで、接触

のは避けましょう。実際に、ビタ

うなときは運動中止が原則ですの

血液循環がよくなると、代謝も上

問題がなく元気なこともありま

感染も起こりやすいといえます。

ミン C を大量に摂取して運動を

で、内科に行って調べてもらうこ

がり、
体内の疲労物質などが分解・

す。そういう場合には基本的に解

チームや学校単位で、インフルエ

したら筋損傷を助長してしまった、

とが大事です。何も問題がなけれ

排泄されやすくなるからです。ま

熱剤は使わず、積極的な水分補給

ンザやノロウイルスなどの感染症

という研究報告もあります。複数

ば、それはそれで安心して競技に

た、免疫細胞は血流に乗って全身

や、食事がとれるようならば消化

が集団発生してしまうことは実際

の栄養成分が含まれる食品からの

取り組むことができますから、速

を回るため、体内に潜む異常な細

のよいものを食べるなどして、全

によくあります。とはいえ、環境

摂取を推奨し、サプリメントで

やかに病院を受診するようにしま

胞と出合いやすくなるというメリ

身状態をよくすることが最優先で

を変えることは難しいわけですか

あればビタミン C 単体ではなく、

しょう。

ットもあります。老朽化した細胞

す。ただし、人によっては症状が

ら、集団行動をする場合には手洗

ビタミン E と一緒にとるように

や感染細胞、あるいはがん細胞を

強く出すぎて具合が悪くなり、脱

い・うがいやマスク着用を徹底し

しましょう。

排除することができるのです。

水症状に陥ってしまう場合もあり

て、予防を図ることが重要です。

いずれにしても、タンパク質や

こるわけですから、免疫機能にと

このように、適度な運動は免疫

ますから、その場合には薬を服用

マスクで口や鼻を覆うことは、

ビタミンに固執せず、いろいろな

ってはよくない状態になるという

系を活性化します。時には身体を

して熱を下げることになります。

乾燥を防ぐ意味でも有効です。鼻

食品をバランスよくとるように心

ことです。早期復帰やそれ以上の

や喉の粘膜は乾くと傷みやすくな
り、病原体が付きやすくなります。

がけてください。

悪化を防ぐ意味でも、体調がすぐ
れないときは練習を休む勇気をも

活性化させ、血の巡りをよくして
免疫細胞を全身に循環させること
が、防御としてはより効果がある
といえると思います。
体温上昇に関する余談ですが、
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免疫力の低下を防ぐには
免疫力の低下を防いで感染症を
予防するためには、誰もが知って

室内では、加湿器を活用すること
が空気感染を防ぐ上でお勧めです。
風邪ウイルスのなかには、乾燥し

休む勇気も必要
最後に、選手が風邪を引いたと

かもしれません。しかし、そうい

繰り返しになりますが、運動を
行えば、多かれ少なかれ疲労は起

つことが大切です。試合が近い時
期では、なかなか休めない（休み
たくない）というジレンマもある
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