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はじめに

種々の目的のために実践されるスポーツ活動をより効果的に実施するためには,その運動によって引き起

こされる体内の色々な生理現象を正確に把握することが重要である.その引き起こされている生理現象は,ど

のようにして測定されるのか？その実験手法の基礎理論を理解し, 実験機器の使用法に習熟し,正確に測定

する方法を習得することが重要である.

本資料に記載する主な内容は,以下の 4項目である.

◎ 血圧・心電図・酸素摂取量・血中乳酸の基礎知識

◎血圧測定及び心電図記録

◎酸素摂取量の測定

◎血中乳酸濃度の測定 
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I.血圧(Blood pressure)測定
      1. 血圧とは

電圧により導線に電流が生じるように,血液の流れ(血流)の基になっている圧力のことである.つ

まり,血圧とは心臓のポンプ作用によって血液が全身に送り出される時に作られる動脈の側壁にかか

る圧のことである.

血圧は,心臓の収縮や拡張によって常に上下しているが,心臓の収縮によって血液が大動脈に送り

出される時に血圧は最大値となり,心臓と大動脈の間の弁が閉じ心臓が拡張する時に最小の血圧値

になる.

2. 収縮期血圧(Systolic Blood Pressure; SBP)

収縮期血圧は,最大(最高)血圧とも呼ばれ, 心臓が収縮して血液を体循環に送り出す時のピークの

圧であり,主に心拍出量に影響される.動脈圧の波形は資料-1に示すような部分から成っている.大動

脈弁の解放と共に急峻に立ち上がり,大動脈弁の閉鎖時に重複切痕(dicrotic notch)ができる.その後,

緩やかに下降して行く.波形を観察すると心臓の収縮期と拡張期がわかる.この波形から収縮期圧と

拡張期圧が測定でき,平均動脈圧が算出される.

収縮期血圧は,心臓の働きや,左心室が収縮した時の動脈壁の緊張を知る上で重要である.安静時の

収縮期血圧が 140mmHgを越えると高血圧と診断される.収縮期血圧は,心理的なストレスや運動スト

レスがかかると上昇する.特に,最大重量のバーベルを持ち上げるような運動時には著しく上昇し,

450mmHgを記録した例もある.

血圧値を表すのには水銀柱の高さを用いる.収縮期血圧が 100mmHg とは,水銀柱にして 10cm, 水

の高さでは 136cm の高さに等しい圧が血管壁にかかっていることになる.

運動負荷テストで収縮期血圧を観察することは,潜在的な心疾患の疑いや運動中止の判断基準とし

て有効である.収縮期血圧は,通常は運動強度に依存して上昇するが,時に下降する場合がある.この

ような時は,心機能の低下が疑われるため直ちに運動を中止すべきである.また,運動中の収縮期血圧

が 250mmHg を越えれば心負担が強すぎると判断して運動を中止すべきである.

3. 拡張期血圧(Diastolic Blood Pressure; DBP)  

          拡張期血圧は,最小(最低)血圧とも呼ばれ,心筋が拡張する時の低い血圧値であり,主に,末梢血管抵抗 

        の影響を受ける(資料-1).  

          拡張期血圧は,末梢抵抗,すなわち細動脈から毛細血管への血流の難易度を意味している.従って,末 

        梢抵抗が大きいとき(細動脈から毛細血管への血流が流れにくい時),収縮期後の動脈内の圧が抜けな 

いため,血圧は高い状態のままになっている. 

          収縮期血圧が 140mmHg未満であっても,拡張期血圧が 90mmHgを越えると高血圧症と診断される. 

        動的な運動時の拡張期血圧は,殆ど変化しないか,むしろ低下する場合もある.これは,主として運動時 

        の代謝産物によって活動筋の血管が拡張し,末梢血管抵抗が低下するからである.しかし,静的な運動で 
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        は,末梢血管抵抗が上昇するため運動強度に依存して上昇する.  

       4. 脈圧(Pulse pressure)と平均血圧(Mean Blood Pressure) 

         収縮期血圧・拡張期血圧・脈圧の関係は,資料-2の通りである.  

         脈圧は,心臓への負担の指標となる値である.主に,太い血管の動脈硬化の度合いの指標となる. 

        脈圧 = 収縮期血圧(最大血圧) – 拡張期血圧(最小血圧)で求められる. 

         平均血圧とは,心臓周期における平均血圧であり,心臓周期中の動脈壁に対する血液の平均圧力

を意味している.正確には圧曲線の積分値から求めるが,次式によって近似値を得ることができる；

平均血圧 = 拡張期血圧+1/3×(収縮期血圧-拡張期血圧)

= DBP + 1/3!(SBP – DBP) = DBP + ((SBP – DBP)/ 3)  

         若者の安静時平均収縮期血圧は,約 100mmHgで,安静時平均拡張期血圧は約 80mmHgである.これ 

        らから脈圧と平均血圧を算出すると次のようになる.  

        脈圧 = 100 – 80 = 20mmHg 平均血圧 = 80 + ((100 – 80)/3) =86.7 

        心臓周期は,時間的に収縮期より拡張期が長いので, 平均血圧は収縮期と拡張期の中間値より僅か 

        に低い(90mmHg>86.7mmHg).   

    II.昇圧のメカニズムと運動時の血圧変化  

          血圧の上昇と下降は,種々の要因によって左右される.主な要因は,①心臓から送り出される血液量 

       (心拍出量). ②動脈壁の弾力性, ③末梢細動脈の血管口径の変化(血管抵抗が変化する),④体内を流れる 

       全血液量の増減, ⑤血液の粘稠度の変化などである.特に,全血液量の増加とそれに伴う心拍出量の増加 

       や末梢血管抵抗の増加が,血圧を上昇させる最も重要な要因である. 

         全血液量の変化は,水分や塩分の摂取量の変化,これらの変化をコントロールするアルドステロン 

       (aldosterone)と云うホルモンの変化,腎臓からの排泄量の変化などの要因によってコントロールされて 

       いるため,これらの要因に狂いが生じると,全血液量の増加による血圧上昇が起こる.また,末梢血管の抵抗 

       は交感神経や種々のホルモンによって調節されているため,この調節に狂いが生じると血管抵抗が上が 

       り血圧が上昇する.  

         心臓が血液を動脈に拍出することによって,動脈血管内には血圧が生じる.従って,動脈血圧は,心臓の拍 

       動に呼応して変化する.一般に,運動時には動脈血圧は上昇する.その上昇の程度は,運動の強度や運動形 

       態, 運動の姿勢など様々な要因によって異なる.このような運動における動脈血圧の上昇は,滑動筋への 

       血流量を増やすと云う意味で合目的的であるが, 昇圧のメカニズムについては不明な点が多い. 

         走運動や水泳運動のような筋の収縮と弛緩がリズミカルに繰り返される動的な運動中には,活動筋の 

       血管は拡張する.活動筋近くの血管が拡張すると,血管の半径が大きくなるため,血管抵抗が低下して,血液 

       が流れやすくなる(一方,内臓等の非活動部位の血管は収縮するため,その部位の血管抵抗は増大する). 静 

       脈系に対しては,筋ポンプの働きが静脈圧にも加わって,血液の心臓への帰還を促進する.  

         最大下から最大強度までの自転車エルゴメータ運動を行うと,拡張期血圧は運動強度が高くなるにつ 
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       れてほぼ直線的に高くなる.これは心拍出量が運動強度に比例して増加するため,それに伴って血管内の 

       圧力も高まるからである.しかし,拡張期血圧は,収縮期血圧と比較するとそれほど大きな変化を示さない 

       (資料-3).むしろ,ランニングなどでは,徐々に低下することもある.これは,酸素を必要としている活動筋に 

       おいて,より多くの血液を受け入れるために血管が拡張し,末梢血管の抵抗が低下する為である(資料-4). 

         一方,筋が等尺性(isometric)収縮を行うと,末梢の血管系が圧縮されて抵抗が高まり, 拡張期血圧は急激 

       に上昇し,静脈系の圧迫は,心臓への血液の戻りの妨げにもなる. 

  III. 血圧測定  
       1.血圧測定の歴史 

          約 4000 年前,中国の黄帝は,脈の特性変化のもつ臨床的な重要性を察知して,過剰に塩分を摂取すると 

        脳卒中に罹患しやすくなることを述べたとされている.古代エジプト(紀元前 1500 年頃)でも,身体の 

  様々な部位における脈の拍動の存在に気づいていたとされている.しかし,血圧という概念が生まれた 

        のは, 1628 年イギリス人William Harvey が,「血液は 1つの閉鎖系を循環する」ことを発見してから 

        である.実際に血圧が測定されたのは,1733年イギリスの Stephen Halesが,ウマの動脈にガラス管を挿入 

        して血液が約 2.5mの高さまで上昇したことを報告した時である.その後,ヒトの血圧測定が行われるよ 

        うになるには,測定装置の開発が必要であった. 1828年には,水銀 U字管を用いた測定法が開発され,1847 

       年には,血圧計の水銀柱に記録用のペンを取り付けたキモグラフが開発されている.この測定器を用いて, 

        初めてヒトの血管内圧が直接測定されたのは 1856年であった.血圧を非観血的に測定する装置の開 

        発は 1833年(Jules Herisson)であった. 1880年に「血圧計」と命名した装置が開発された(von Basch).そ 

        して,現在一般に用いられている上腕でのカフ圧迫法が 1896年イタリアの Scipione Riva Rocciによって 

        発明される.この 1年後に,水銀圧力計の代わりにアネロイドゲージを用いた同様の装置も開発され 

        た.1901年, Riva Rocciのカフが 5cmと幅が狭く収縮期血圧が実際より高く測定されることから,現在の 

        ように幅の広いカフが用いられるようになった(資料-5). 

       2.聴診法による血圧測定 

         1905年,ロシアの外科医Nicollai Sergeivivh Korotkoffは,聴診法による間接的な血圧測定法を考案した. 

      Korotkoffの測定法： 

          ①Riva Rocciのカフを上腕に巻き付け,急速にカフ圧を上昇させて血流を遮断する. 

          ②カフ直下の動脈上に聴診器を当て,聴診しながら圧力計の水銀を徐々に下降させる. 

          ③ある高さで最初の音が聞き取れる(この時の圧が収縮期血圧). 

          ④さらに,圧力計の水銀を下降させる. 

          ⑤収縮性の雑音が全て焼失する(この時の圧が拡張期血圧). 

        Korotkoff音には 5つの相があることが報告され(資料-6),最初に聞こえる音(第 1点)を収縮期血圧,音の消 

        失点(第 5点)を拡張期血圧として用いることが血圧測定の標準法として認められている(資料-7). 
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  IV. 血圧値の測定法 
       1. 安静時血圧の測定法 

          ①血圧は,周囲の環境や心理的状態で容易に変動するため, 静かにリラックスした状態で数分間安静 

            にした後に測定する. 

          ②被験者は座位で,検者は被験者に対面する. 

          ③被験者は, 上腕をやや外転させ,軽く曲げて前方に伸ばす. 

          ④測定部位がほぼ心臓と同じ高さになるようにし, 腕や手に力を入れないようにする. 

          ⑤血圧計のガラス管の根元にある水銀栓(コック)を開く(水銀がガラス部分に残っている場合は,軽く 

  叩いて水銀を落とす). 

          ⑥マンシェットから完全に空気が放出されていることを確認する. 

          ⑦肘の上腕動脈を確認し(肘が曲がる部分の少し小指側),マンシェットの中央部が上腕動脈にかかる 

  ように,ゆるめ(1~2本指が入るくらい)にまく(資料-8),  

          ⑧上腕動脈の拍動が触れやすい部位を確認しておき,その部位に聴診器をおき,マンシェットに空気を 

            送り, 圧を上昇させる(資料-9).  

          ⑨圧を徐々に上げ,聞こえていたKorotkoff音が聞こえなくなる圧から,さらに 20 ~ 30mmHgほど圧 

            を上げ,そこから,1 秒間に約 2mmHg の速さで徐々に空気を抜き圧を下げていく. 

          ⑩最初に聞き取れた血管音の圧を収縮期血圧(Swan 第1点)とする(資料-6). Korotkoff音を強めるた 

            めに,水銀柱を上昇させ,手を数回開閉させた後に測定すると良い. 

          ⑪さらに,圧を下げていくと,血管音は澄んだ大きな音から,急に雑音になる(Swan第 2点).そのまま圧 

            を下げると,雑音が消え,短く鋭い音に変わる(Swan 第 3 点). その後,ある圧で急に減弱し(Swan 

          第 4 点),さらに消失する(Swan 第 5 点)圧を拡張期血圧とする. 

          ⑫音が聞こえなくなってから,約 10mmHg づつ圧を下げて行く. 

          ⑬少なくとも 30 秒後に再度測定して,記録する. 

          ⑭測定を終了したら,血圧計のガラス管の根元にある水銀栓(コック)を閉める.  

       2. 運動時の血圧測定 

          ①血圧の測定には, スタンド型の水銀血圧計による触診法か運動負荷用血圧監視装置を用い,先ず,安 

            静時血圧を測定する. 

          ②運動負荷は自転車エルゴメータを用い,負荷は以下のように設定する(資料-10). 

            エルゴメータの回転数(男女共通): 1 分間 50 回転(50rpm)＜メトロノームによって発信する＞ 

  

          運動負荷量：同一負荷 3 分間, 3 段階負荷 

                   ＜男子：第 1 負荷 1.0kp, 第 2 負荷 1.5kp, 第 3 負荷 2.0kp＞ 

                 ＜女子：第 1 負荷 0.5kp, 第 2 負荷 1.0kp, 第 3 負荷 1.5kp＞ 



 8 

          (運動量の単位：運動量の単位には物理学の仕事量(kgm)も用いられる.つまり,キロポンドメータ 

          (kpm)で,1kp とは,正常な重力加速度下において 1kg の質量に加わる力で,9.80665 ニュートンであ 

          り,1kpm とは 9.80665 ジュールである.自転車エルゴメータの物理学的運動量の単位として kpmが 

          広く用いられるが,ワットも用いられる.ワット(watt)は,仕事率の単位で, 1 秒間に 1 ジュールの仕事 

          をする仕事率を 1 ワットと云う.これらに時間を乗ずると仕事量になる. 

1 watt = 0.01433 kcal/min 1 kcal/min = 69.767 watt   1 kpm/min = 0.163 watt 

        ③運動時の血圧は,各 3分間の各負荷時における最後の 1分間(つまり,第 1負荷では,開始後の 2分と 

            3分の間,第 2負荷では,開始後の 5分と 6分の間,第 3負荷では,開始後の 8分と 9分の間)で測定す

る. 

   V. 心電図(Electrocardiogram; ECG)記録
1.心臓 

          心臓は,生体のポンプとして一生休むことなく収縮・拡張を続けている.心臓は,体の正面から見ると 

        胸骨の後ろにあり,胸郭のほぼ中央よりやや左寄りに位置する.心臓の長軸は,水平面に対して約 50°の 

        角度をもち(資料-11),側面から見ても水平面に対して約 50°の角度をもっている(資料-12).心臓の大き 

        さは,ほぼ自分の握りこぶしくらいの大きさであり,その重量は体重の約 1/200とされている(体重 65kg 

        の人の心臓の重さは,65,000 g!1/200 = 325 g). 

          人体を循環している総血液量は,体重のほぼ 1/13と云われている(体重 65kgの人の総血液量は,65,000  

        g×1/13 = 5,000g: 血液の比重を 1とすれば約 5,000mlの血液が全身を巡っていることになる). 

       2.心電図とは 

          筋肉に電気を流すと収縮する.心臓も周期的に同房結節(上大静脈と右心房の間)(資料-13)から電気を 

        流すことによって規則正しく脈を打っている. 発生した電気刺激は, そこから周りに伝わって行き,心 

        房を収縮させた後,心室を収縮させる.この心臓の電気的変化(電気的活動)を体表面からとらえ増幅(拡 

        大)したのが心電図である. 

         1) 心電計の開発史 

            人類に電気と云う概念が生まれたのは,今から約 400年位前である.その後,筋肉が発電することが明 

      らかになり,1850年頃,感度の優れた電流計が開発され,電気生理に多くの研究者が注目し,心臓の起電 

          力も研究され始めた. 1887年,ロンドンの生理学者August us Desire Waller (1856 – 1922)が,毛細管電流 

          計を使って,人体の表面から心電図を記録することに成功した. 1894年,オランダの生理学者Willem 

         Einthoven (1860 – 1927)は, Wallerの実験に基づいて,より精度の高い弦線電流計を発明し,画期的な心 

          電計を完成させ,今日の心電図学の基礎を築いた. 

         2) 心電図の基本形(資料-14) 

典型的な正常波形では,心拍 1回ごとに心電図に P, Q, R, S, T波(アルファベットには全く意味

はない)と云う 5つの波形が現れ,特に目立つ Q, R, S波は,一括して QRS波と呼ばれている.P波
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は,心房全体の電気的興奮を反映する波である.QRS波は,心室の電気的興奮(脱分極：興奮・放電)

によって生じる波である.T波は,興奮した心筋の細胞がさめて行く課程(再分極；回復・充電)を

反映した波である.

心電図の波形は,基線より上に振れる波を陽性波,下に振れる波を陰性波と呼ぶ.R波は陽性波,Q 

         波と S波は陰性波,P波と T波は,陽性の場合と陰性の場合とがある.

            T波の後,心室の活動は見られず,心臓も静止状態にあるので,心電図には波のない直線が描かれ

る.これが基線である.

3) 心電図波形の正常値

心電図波形の計測は,時間(波形の幅)と電圧(波形の高さ)で行う.通常,25mm/秒の紙送り速度 

          で記録するため, 25mmが 1秒を示す.従って,記録紙の最小目盛りの 1mmは,0.04秒となる.波の

高さや深さは,mmで測定し,通常,10mmを 1mVで表すため,最小目盛りの 1mmが 0.1mVを示

す.(波形の振れが大きすぎる時は,感度を 1/2に下げて記録するので,1mmが 0.2mVになる. 

典型的な正常心電図の各名称とその正常値は資料-15の通りである.

①正常な P波は,0.06 – 0.01秒の範囲内(記録紙で 2 - 3mm弱)であり,高さは 0.25mV以下である.

②P波の始まりから R波の始まりまで(PR間隔)の正常値は 0.20秒以内である.

③QRS群の正常範囲は,0.10秒以内で,高さは誘導部位によって異なる.

④QRS群の始まりから T波の終わりまで(QT間隔)の正常範囲は 0.30 – 0.45秒である.

心拍数(Heart Rate; HR)とは,1分間に現れる R波の数である.心電図から心拍数を読む場合,第

II誘導心電図(心臓の心尖部から見る誘導で,四肢誘導で波形が最も明瞭に描かれる)が最も読み 

          やすい(資料-16). 

①太い線の間隔は, 0.20秒である.

②基準とする R波を 0秒とする.

③もし,次の太線上に R波がくると 60/0.2=300(心拍数は 300となる；0.2秒に 1回).

④もし,2番目の太線上に R波がくれば 60/0.4=150心拍数は 150となる：0.4秒に 1回).

⑤資料-16に示したように順次 100, 75, 60, 50となる.

⑥1mmの目盛りは,0.2秒の 1/5=0.04秒であるから

心拍数 300と 150の太線上に R波があれば, 300から 1mmごとに 150/5= 30を引く

心拍数 150と 100の太線上に R波があれば, 150から 1mmごとに 50/5= 10を引く

心拍数 100と 75の太線上に R波があれば, 100から 1mmごとに 25/5= 5を引く

心拍数 75と 60の太線上に R波があれば, 75から 1mmごとに 15/5= 3を引く

心拍数 60と 50の太線上に R波があれば, 60から 1mmごとに 10/5= 2を引く

4) 心電図の有効性

P波,QRS波,T波からなる心電図は,それぞれの波の特徴から,心臓の収縮・拡張の様子を知る
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ことができる.しかし,心電図は,心疾患全てに万能ではない.特に,各成分波の特徴から医学的

には①不整脈,②左右の心房拡大と心室の肥大,③心筋梗塞及び虚血性心疾患,④慢性肺性疾患,

⑤甲状腺機能亢進及び低下,⑥心筋炎,⑦心筋障害,⑧先天性心疾患,⑨薬剤の心臓に及ぼす影響,

⑩心臓病の総合診断などの診断に有効である.

また,運動参加の可否を決定するための medical check,運動時の心拍応答,心拍数の算出などの点か

ら,スポーツ適正を知る上でも重要な測定意義をもっている.

5).心電図の記録法

(1)心電計

日本で使われている心電計には色々あるが,操作法は殆ど同じである.心電計についている取

り扱い説明書を良く読んで操作することが重要である.

心電計の操作では,電源を”0N“にする前に,器械が完全にアースされていることを確認する

こと(つまり,黒いアース線は,水道栓などアースできるところに接続すること).

(2)標準 12誘導

心電図は,幾通りもの異なる部位で記録する.それは,心臓の電気的活動が平面的な活動では

なく,立体的な活動であり,それを正確に記録するために異なる部位で幾つもの心電図をとるの

である.

心電図を初めて記録した Einthovenは,心臓の電気的変化を体の色々な部位で測定し,右肩̶右

手,左肩̶左手,下腹部と下肢は,それぞれ同じ電位であることを発見した.

そして,

①第 I誘導:右手と左手の電位差を測定して心臓の電気的活動を捉えるもの

(左室の側壁を見る誘導)

②第 II誘導:右手と左足の電位差を測定するもの

(心臓を心尖部から見る誘導. 四肢誘導で波形が最も明瞭に描かれる)

③第 III誘導:右室側面と左室下壁を見るもの

と名付けている(資料-17).また,資料-17のように,この 3つの点を結ぶと正三角形に近い形が得

られることから,これを Einthovenの三角形と呼び,心臓は三角形の中心に位置する.

心電図を記録する誘導には,普通,上に記述した 3つの誘導(第 I,II,III誘導)も含めて 12の誘導

がある(標準 12誘導).12誘導は,6つの四肢誘導(心臓の電気的活動の方向性と大きさを垂直面に

投影したもの)と 6つの胸部誘導(電気的活動の方向性と大きさを水平面に投影したもの)からな

っている.

6つの四肢誘導(資料-18)は,

①第 I誘導：右手→左手,②第 II誘導,右手→左足,③第 III誘導：左手→左足, ④aVR誘導: (左

手＋左足)→右手 <aは,増幅(augmented)の a,右肩から心臓をみる誘導である.逆転した波形が
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見られる.

⑤aVＬ誘導: (右手＋左足)→左手<Vは,ベクトル(vector)の V,左肩から心臓を見る誘導である.

⑥aVF誘導: (右手→左手)→左足<Rは,右(right)の R,心臓を、ほぼ真下から見る誘導である.

Rは,右(right)の R; Lは,(left)の L;  Fは,足(foot)の F 

              6つの胸部誘導(資料-19)は,  

① V1誘導●:第 4肋間で胸骨右縁：主に右室側から心臓を見る誘導

② V2誘導●:第 4肋間で胸骨左縁：右室と左室前壁側から心臓を見る誘導

③ V3誘導● : V2と V4の中間：心室中隔と左室前壁から心臓を見る誘導

④ V4誘導●：第 5肋間で鎖骨中縁：心室中隔と左室前壁方向を見る誘導

⑤ V5誘導●：V4と同じ高さで前腋窩線：左室前壁と側壁を見る誘導

⑥ V6 誘導●：V4と同じ高さで中腋窩線：左室側壁を見る誘導

※色のついた○は,電極の色分け(万国共通)である.

6) 心電図を記録する時の注意

(1)筋電図が現れないようにすること

被験者は,仰臥位で両腕は体幹に平行に置くこと.寒さで震えたり,緊張して硬くなると人為

的エラーの 1つである筋電図が入ってしまう(資料-20).

(2)電極を密着させること

四肢電極をつける位置は,上肢の場合,前腕の内側で手首から 1/3の距離(資料-21).

下肢では,足首から 10cmほど上部の内側につける(資料-21).

電極は,平たい金属板なので,皮膚にピッタリと密着させること.もし,電極が皮膚に密着し

ていなかったり,電極が清潔でなかったり,被験者の皮膚が清潔でないような場合,基線の波動

や基線のジャンプが描かれる(資料-22).

胸部誘導の場合, 各誘導ごとに必ず丸くゼリーを塗って電極を着けること.電極は正しく,

それぞれの電線をつけネジをしっかり締めること(資料-23).

VI.酸素摂取量(Oxygen uptake: Vo2)の測定 
       1. 酸素摂取量 

          酸素摂取量(oxygen uptake; Vo2)とは,呼気と吸気中に含まれる酸素の濃度差であり, 呼吸によっ 

        て体内に摂取された酸素量である.通常,酸素摂取量は 1分間当りで摂取する酸素量で表す(ml/min) 

   が,身体の大きさに影響されるため,体重の異なる個人を比較する場合には, 体重 1kg当りの相対値 

   (ml/kg/min)で表す. 

    肺での酸素摂取量は,血中にどれだけ酸素が取り入れられたかと云うことである. 酸素交換のた 

  めに肺を流れる血液量は,心拍出量に等しいので,肺での酸素の取り込みは肺動脈と肺静脈との酸素 

  濃度の差(動静脈酸素較差；肺毛細血管に入る血液と出る血液の酸素含量の差)と心拍出量の積で求 
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  められる. 

酸素摂取量 = 心拍出量×動静脈酸素較差 

 2. 運動中と回復時の酸素摂取量 

    ヒトの身体運動は,全て骨格筋の活動によってもたらされる.この活動筋のためのエネルギーは,筋 

   中に蓄えられているアデノシン三リン酸(adenosine triphosphate; ATP)が利用される.そして, ATPの 

   再合成機構には,非乳酸性機構(ATP-CP系),乳酸性機構及び有酸素性機構の 3種類のエネルギー供給機 

   構(energy supply system)がある. 

    有酸素性機構では,グリコーゲンや脂肪をエネルギー基質として,酸化(酸素と結びつける)によっ 

   て水(H2O)と二酸化炭素(Co2)とに分解する過程で ATPを再合成する. 

     運動は,筋の収縮によって行われ,筋が収縮するためには酸素が必要である.酸素を筋まで輸送するの 

   は血液であり,筋が収縮するためには酸素が必要である.酸素を筋まで輸送するのは血液であり,呼吸に 

   よって肺へ入った酸素は血中に取り込まれ,ヘモグロビン(hemoglobin:血色素)と結合して心臓のポンプ 

   作用(駆動力)によって全身に運ばれる.酸素摂取量は,運動強度と比例する. 

     中等度の一定強度の運動を急激に始めて,一定時間行ってから運動を停止して安静状態に戻る運動形 

   式の場合,酸素摂取量は運動開始とともに高まり(酸素不足；oxygen deficiency),その後一定状態を示し 

   (定常状態：steady state),運動終了後は指数関数的に減少する(酸素負債：oxygen debt) (酸素摂取量曲 

   線：oxygen intake curve). (資料-24). 

     1). 酸素不足(oxygen deficit) 

        酸素摂取曲線(資料-25)からも分かるように,酸素摂取量は運動開始直後,直ちに定常状態(steady  

     state)のレベルまでは増加しない. 運動中に必要なエネルギーが変化しないとしても,運動開始時に 

     は酸素摂取量が酸素需要量(oxygen requirement)よりかなり低いレベルにある.酸素摂取量と運動時 

 のエネルギー需要量が平衡に達するまでの間,活動筋の直接的なエネルギー供給は,酸素を必要とす 

     ることなく無酸素系エネルギー(貯蔵リン酸からの直接エネルギーと解糖による無酸素的エネルギ 

     ー)によって供給される(酸素借：02 deficit).つまり,酸素不足は,運動開始時に直ちに定常状態に達した 

     と考えられる場合の酸素需要量と実際に運動によって摂取した酸素量との差である.  

     2). 定常状態(steady state) 

  運動中の酸素摂取量と酸素消費量(oxygen consumption)が一定水準を保ち,バランスの取れた状態 

      を定常状態と云う. つまり, その運動のために体が必要とする酸素の需要と供給が釣り合っている 

      状態である. 

        運動強度が高く,強い筋収縮が行われる場合,筋は無気的代謝機構,即ち,ATPの分解から解糖系に 

      おける筋グリコーゲンの利用に至る過程で, 酸素は全く必要としないか,殆ど必要としない.この過 

      程では,乳酸が蓄積して,運動はごく短時間しか継続出来ない(資料-26). 

        しかし,運動強度が軽度から中等度の場合,運動に必要な酸素は外界から肺・肺胞を通して摂取さ 
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      れ,運動する筋の組織細胞の代謝に利用できるため,乳酸は酸化されるか,肝臓や腎臓においてグルコ 

      ースへ変換され,定常状態が成立する. 有酸素系の運動でも呼吸循環機能が高まり,酸素の供給が十 

      分に整って定常状態が成立するまでには約 3 - 5分かかる. 

     3). 酸素負債 (oxygen debt) 

        一定強度による中等度の運動終了後,酸素摂取量は指数関数的に減少する. つまり,運動が終了し 

      ても酸素摂取量は直ちに安静レベルには戻らない(資料-24, 資料-25). 運動終了後の酸素摂取量か 

      ら安静時の酸素摂取量を差し引いた分(余剰の酸素摂取量)は,運動の初期に利用した ATPやクレア 

      チンリン酸(PCr)の補充,筋ミオグロビンへの補充,運動中に産生された乳酸の処理などに当てられ 

      る. しかし, 乳酸の処理に必要なエネルギーは,乳酸産生によって供給されるエネルギーより大きい 

      ため,酸素不足(酸素債)より酸素負債の方が大きいことが明らかになった.そのため,酸素負債に代わ 

      って,運動の余剰酸素摂取量(excess post-exercise oxygen consumption: EPOC)とも呼ばれている. 

         一方,無酸素性閾値或は酸素需要量が酸素摂取量の上限(最大酸素摂取量; Vo2max)を越すような 

      高強度の運動では, ATP-CP系の働きに加えて,グリコーゲンの分解による解糖系のエネルギーが供 

      給される.その結果,乳酸が蓄積し,運動後にも激しい呼吸が続き,安静水準を超えて摂取した酸素が 

      ATP-CP系の再合成(非乳酸性酸素負債)のほか,乳酸の除去(乳酸性酸素負債)にも用いられる.そのた 

      め,酸素負債は非乳酸性と乳酸性の酸素負債に分けられ(資料-26), その大きさ(最大酸素負債； 

      maximal oxygen debt)は,短距離選手の重要な資質を示す指標として用いられている.  

        酸素負債は,筋活動後の酸素が一定の安静時の値に達するまでの酸素消費量を測定し,これから安 

      静時酸素量を差し引くことで実験的に求められる. また,最大酸素負債量を測定するには, 1分間の 

      全力の無酸素性運動を行ってから安静を保ち,回復期数十分の酸素摂取量を求め,その値から安静時 

      代謝の分を差し引いて求める. 

VII. 最大酸素摂取量(maximal oxygen uptake: V
．

o2max)  

 ヒトは,呼吸によって酸素を体内に取り入れ,この酸素を利用して糖や脂肪を分解して筋運動のエネル 

    ーを獲得している.この筋運動のエネルギー獲得のために利用した酸素量を酸素摂取量と云い,この酸素摂 

    取量の最大値を最大酸素摂取量と云う. 

  運動強度を少しずつ高めていくと(負荷漸増法),酸素摂取量は運動強度に比例して増加していく.しかし, 

その人の最高強度に達すると,酸素摂取量の増加はみられなくなる. このように,酸素摂取量がプラトー(高

原状態)に達して,運動強度が増加しても,それ以上に摂取量が増加しない(または増加してもごく僅か)場合,

その酸素摂取量を最大酸素摂取量(V
．

o2max)或いは最大有酸素パワー(maximal aerobic power)と云う(資料  

 -27). 一般に,この状態は, ATPを有酸素的に再合成できる個人の最大能力であるとみなせる. 

  V
．

o2maxを求めるには,負荷漸増法で 6 – 10分で疲労困憊(all out)に達する(直説法)条件が必要である.ま

た, V
．

o2maxに達した基準は,被験者が最大努力をした時の酸素摂取量のレベリングオフ,呼吸交換比 

(respiratory exchange ratio: R)が 1.10 – 1.15程度に達することなどとされている. 
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   *レベリングオフ: leveling off：酸素摂取量がそれ以上増加しない点,即ち,連続する 2つの測定値の差 

                               が 2ml/kg/minの範囲にあるとき 

   *呼吸交換比; respiratory exchange ratio, R: 呼吸により摂取した酸素と排出した二酸化炭素の比,  

       Co2 / O2).  

  運動をしていない健康成人の V
．

o2max は ,約 40-50ml/kg/min であるとされているが ,一流選手では

80ml/kg/minを越える例も報告されている(資料-28). 

  近年, 自転車エルゴメータで最大下の運動を負荷し,心拍数から V
．

o2maxを推定する間接法やシャ 

トルランも V
．

o2maxを推定する方法として用いられている.  

VIII. 酸素摂取水準(%V
．

o2max) 

     物理的な運動強度の増加と酸素摂取量の増加は比例する. 従って,運動強度は酸素摂取水準つま 

   り% V
．

o2maxで表すことができる.つまり,% V
．

o2maxは,酸素摂取量(V
．

o2)を最大酸素摂取量(V
．

o2max) 

   の百分率で示したもので ,運動強度の相対値である. つまり, ある運動時の酸素摂取量が最大酸素 

   摂取量の何%に相当するかを表す.  

     一般に,安静時の酸素摂取水準は, 8 ~ 10% V
．

o2maxであり,一般的な健康増進のための運動は, 50 –  

   60% V
．

o2max程度までの強度が望ましい. LT(lactate threshold: 乳酸性作業閾値)は,一般に 50 – 70% 

   V
．

o2maxであり , 70% V
．

o2max以上の強度は長時間持続するのが困難である.  

IX. 各種酸素摂取量の測定 

 1. 最大下運動中と回復時の酸素摂取量の測定 

     中等度の一定運動負荷を 15分間かけ,運動中と運動中止後(回復期)における酸素摂取量を測定して, 

   酸素摂取曲線を求める. 

     1). 負荷法(protocol) 

        中等度の一定負荷強度(一定傾斜の一定スピード)は,トレッドミルを用いて,男子 

      160m/min(9.6km/h) 女子 140m/ min(8.4km/h)のスピードで傾斜 2.5%とする. 

     2) 酸素摂取量の測定（V
．

o2 measurement）  

        運動負荷開始直前に安静時の測定, 運動負荷時は 1分後から毎分 15分後まで 15回測定,15分間 

      の運動負荷終了後 16分から毎分 20分後までの回復時に 5回測定し, 酸素摂取量曲線を描く(資料  

      -29). 

 2. トレッドミルを用いた最大酸素摂取量の測定 

     1). 負荷法(protocol) 

         V
．

o2max測定の負荷法には,大別して漸増負荷法(incremental loading)と固定負荷法(constant  

      loading)とがある. 漸増負荷法では,負荷が徐々に高まるため,1回の測定で確実に疲労困憊 

      (exhaution)に達する. つまり,1回の測定で V
．

o2maxを測定できるが,15分以内で疲労困憊に達する 

      のが望ましいので,運動の負荷,漸増する負荷強度と時間の選定が重要である. また,トレッドミルを 
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      用いる場合,スピードを一定にして傾斜角度が 15%を越すと脚部の疲労を早めて V
．

o2maxを低下さ 

      せるので注意を要する. 

        一方,固定負荷法では,一定の負荷を堅持して 10分以内に疲労困憊に達するようにしなければな 

      らないため,適切な負荷強度を見つけるテストを繰り返さねばならない. 

     〔負荷設定〕 

       負荷は,トレッドミルのスピードを男子 180m/min(10.8km/h) 女子 160m/ min(9.6km/h)と一定に 

     し , 2分ごとに 2.5%ずつ傾斜角度を高めていく負荷漸増法で設定する(資料-30).  

     V
．

o2maxに達した基準は,被験者が最大努力をした時の酸素摂取量の leveling offと呼吸交換比(R) 

     が 1.10 – 1.15程度に達することとする.  

     2). 酸素摂取量の測定(V
．

o2 measurement) 

       運動負荷開始前に安静時を測定, その後軽く 1分程度W-upをし, スピード一定の負荷を 2分ご 

     とに 2.5%ずつ傾斜を漸増させる（運動負荷開始時は 2.5%）. 酸素摂取量は,第 1負荷から第 3負荷 

     まで各負荷の終了時に測定する. もし余裕があり, 被験者が最大努力をした時の酸素摂取量のレベ 

     リングオフが見られず,呼吸交換比(respiratory exchange ratio: R)も 1.10 – 1.15程度に達しない場合 

     は, 疲労困憊の基準値が見られるまで第 4,第 5負荷と漸増させ酸素摂取量を測定する. 

X. 血中乳酸(Blood lactate)の測定  
 1. 乳酸 (Lactate) 

      乳酸(lactate)は, 有機化合物で, 炭素(C)が 3個,水素(H)が 6個,酸素(O)が 3個結合してできた物質 

    (C3H603)である(資料-31). 乳酸は,ヨーグルト,バター,チーズ,漬物,日本酒など様々な加工食品(発酵食 

    品)に含まれている(資料-32). 乳酸菌とは,乳酸をつくる菌のことである. また,乳酸(分子量：90.08  

    g/mol)は,体内でも生成される物質であり,化学的・物理的性質は同じであるが,旋光性のみが異なる光 

    学異性体である (資料-33). 偏光を有機物の溶液に通すと偏光面を右に回転させる有機物(右旋光:D－) 

    と左に回転させる有機物(左旋光: L-)とがあるが,生体にあるものは L-乳酸(D-乳酸は少量)である. 

      激しい運動をしなくても,例えば,赤血球が乳酸をつくり,内臓の平滑筋でも乳酸が生じるため, 1日 

    に 100g以上の乳酸が体内でつくられる(資料-34). 同時に,乳酸は,エネルギー源としても使われる. ヒ 

    トが生きて行くために必要なエネルギーは,主に糖や脂肪を分解して得られる. 乳酸は,糖の分解課程 

    で生じるもので,脂肪の分解過程ではつくられない. 摂取された糖は,消化されて,グルコース(glucose 

    ブドウ糖)になり, そしてピルビン酸(pyruvic acid)に変化し(分解段階),その後は,乳酸になるか,細胞の 

    器官(ミトコンドリア: mitochondria)で完全に分解され,水 H2O)と二酸化炭素(CO2)になる(反応段階).  

    ピルビン酸が乳酸になる反応には,酸素は不要である. しかし,ピルビン酸が乳酸になるよりもミトコ 

    ンドリアに入り完全に酸化される方が効率が良い. この時,合成されるATP(adenosine triphosphate)量 

    は,ピルビン酸から乳酸産生の場合の約 19倍である. しかし,分解段階で分解量(ピルビン酸)が増えて 

    も,後半の反応段階では急に反応できないため,分解されたピルビン酸は,乳酸へと変化する. つまり,糖 
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    の分解量とミトコンドリアでの処理量とに差が生じることによる渋滞のため乳酸ができると考えら 

    れる.  

      しかし,通常の日常生活で少量生じている乳酸は,日常生活の疲労とは無関係で,ミトコンドリアで分 

    解されて,エネルギー源となることができる. 

 2. 運動時の ATP(adenosine triphosphate) 供給機構(資料-35) 

     1) . ATP-クレアチンリン酸 (Creatine Phosphate: CP) 機構 (非乳酸性機構) 

    筋肉に蓄えられていた ATPを分解するとともに,筋肉中の CPが分解する時に生じるエネルギー 

    を利用して ATPを再合成する機構である. ごく短時間に大きな力を発揮する時に主に利用される. 

    酸素を必要としない.   

  2) 乳酸性機構 (Lactic)機構 

       筋肉中に蓄えられているグリコーゲンを無酸素的に分解し,最終的に乳酸が生成する過程で 

     ATPを産生する機構である. 1 – 2分持続する強度の強い運動では,この機構が主に利用される. 筋 

     肉中に乳酸が蓄積しすぎると筋肉の収縮が妨げられるので,長時間運動には適さない. 

  3) 有酸素性 (Aerobic)機構 

       酸素を利用してグルコースまたは脂肪酸を酸化して,ミトコンドリアにおいて大量の ATPを合成 

     する機構である. 最終的に水と二酸化炭素が生成される. ウオーキングやゆっくりしたジョギング 

     など強度の低い運動では酸素不足になりにくいので,この有酸素性機構によって多量の ATPを得て, 

     運動のためのエネルギーを供給している. 

       1) 2)の ATP供給機構を主に利用する運動を無酸素性運動,3)を主に使う運動を有酸素性運動と呼 

     んでいる.  

 3. 血中乳酸 (Blood lactate) 

     筋肉の収縮に必要なエネルギー源は,細胞内でつくられるATPがADPとリン酸に分解する時にでき 

   る化学的エネルギーを機械的なエネルギーに交換することで得られる(資料-36).  

     この ATPをつくるために,骨格筋や心筋では,糖や脂肪を分解して利用する. しかし,運動強度が強く 

   なると ATPの生成は脂肪から糖の利用に傾く. 糖の分解は,グリコーゲンの嫌気的分解(解糖系による 

   乳酸の生成)と好気的分解(クエン酸回路)がある(資料-37). 運動時では,解糖系由来の乳酸生成が多く, 

   それらの組織での利用には限度があるため乳酸が増加して血中に出て行く.  

     血中の乳酸量(血中乳酸濃度)は,解糖系でつくられた乳酸量(血液に出てくる量)と心筋や遅筋線維な 

   どの組織で使われる乳酸量(血液から出て行く量)が大きく影響する.  

     安静時では,それほどエネルギーをつくる必要がないため,肝臓に取り込まれて,グルコースやグリコ 

   ーゲンに戻るものもある(糖新生). 従って,血中乳酸値は,解糖系によって生成される量と組織で利用さ 

   れる量により規定されると云える. 従って,安静時に約 1mM (ミリモーラ)だった血中乳酸値が激しい 

   運動後では,7 – 14mMにも達する.  
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     ＃ mol (モル)は,物質量の単位で, 0.012kg (12g) 

     ＃ m (ミリ)は,10-3倍 (=1000分の 1) 

     ∴ 1m mol = 1/1000 mol : mM (ミリモーラー) 

       M: mol/L ; mM: m mol/L: 1mM = 1/1000M 

     乳酸の測定値を mM/Lから mg/dlに変換するには,乳酸の測定値に 9.01を乗じる.  

     従来,運動中の筋肉疲労の原因は, 増加した乳酸によるとされてきたが,現在は,運動により筋細胞内 

   に生じたプロトン(H+)の蓄積による代謝性アシドーシスが原因であるとされている. 

＜プロトン H+
とは＞水分子が解離した OH-

と H+
に共通して存在する”H+

”の水素原子を「プロ

トン」と呼ぶ.プロトンは,この世の最初の物質(原子番号 1)である. 「プロトン: proton」はギリ

シャ語で「最初のもの」と云う意味で,あらゆる物質はプロトンを出発点として誕生している.

＜アシドーシスとは＞酸性血症とも云う.正常人の動脈血は水素イオン濃度 (pH) が 7.35～7.45

の間に保たれているが，種々の原因で pHが 7.35以下になっている状態をアシドーシス(acidosis)

という. 代謝性アシドーシスと，呼吸性アシドーシスに大別される.

XI. 運動開始時 ,運動中 ,運動終了時の血中乳酸の動態
    乳酸が多量に産生されると,体内が酸性になることと,糖が枯渇することから,運動を持続できなくな 

  る. 乳酸が多くつくられると云うことは,基本的には作業筋のグリコーゲンを中心とする糖の分解が 

  高まっていることである. しかし,糖の分解でできたピルビン酸がミトコンドリアに入って酸化され 

る量には限りがあるため,過剰のピルビン酸は,細胞質で乳酸となる.  

  1. 運動開始時 

     筋グリコーゲンを中心とする糖の分解は, 必ずしもエネルギー需要に見合って調節されているの 

 ではなく,例えば,激しい運動の開始時などに大きくなる. また,筋肉中の乳酸がどんどん血中に流れ出 

   るわけではなく,筋肉の膜にある乳酸を通すタンパク質の働きで乳酸が血中に出てくる. このように, 

   筋肉の乳酸が血中に出てくるには時間がかかるため,運動開始時に筋肉で乳酸が出始めても,乳酸の血 

   中濃度が高くなるには遅れがある.  

  2. 運動中 

     心筋や遅筋線維では 乳酸をピルビン酸に戻すミトコンドリアが多いため,運動中でも,乳酸は酸化 

   されて利用されている. つまり,ミトコンドリアで乳酸がピルビン酸に戻れば,すぐにそのピルビン酸 

   が酸化される. 従って,運動中は,速筋線維を中心に乳酸がつくられ,血中に出た乳酸を心筋や遅筋繊維 

   が取り込んで酸化している(資料-38).  

  3. 運動終了時 

     通常,強度の高い運動を終了すれば,作業筋の乳酸産生量はすぐに低下するが,筋肉から血中へは遅 

   れて乳酸が出てくるため,血中乳酸濃度は,運動直後より数分後の方が高くなる(資料-39).  

     多くのエネルギー産生が必要な運動中や運動直後には,乳酸は主として酸化されてエネルギーとし 
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   て利用される. 乳酸の酸化が運動で高まることは,強度の高い運動後に行う軽い運動によって動的回 

   復(強度の高い運動をした後で,軽い運動をすること)を行うと, 乳酸の酸化が高まり血中乳酸濃度の 

   低下が早まることで見ることができる. 軽い運動をすると,きつい運動でよく働いた筋肉へ血液の流 

   れを確保することができる(資料-40). 軽く運動するため,それだけ安静にしているよりエネルギーが 

   必要になり,それに多くの乳酸が使われるため乳酸の除去が早く行われることになる. 

XII. 運動強度と血中乳酸濃度  

      安静時の血中乳酸濃度は, 1mM程度(約 9mg/dl) であるが, all out (疲労困憊時)には 10mM (約 

    90mg/dl)を越える. エネルギー必要量は,運動強度に比例して上がるので,血中乳酸濃度も強度に比例 

    して上がって良さそうであるが,運動の強さと血中乳酸値の関係(資料-41)は,ある程度まで運動強度が 

    強くなっても血中乳酸値は高くならない. つまり,低強度の時には,安静時とあまり変わらない 

      1 – 2mM程度であり, この強度までは,エネルギーの必要量が主に有酸素系でまかなわれ,生成され 

    た乳酸は速やかにエネルギー源として再利用される.  

      ある強度からは,血中乳酸値が 2 – 3mMになって次第に高くなって行く. ここでは,無酸素系の比率 

    が高くなり,乳酸の産生量も多くなるが,何とか再利用して筋肉への乳酸の蓄積を抑えている.  

      さらに,運動強度を上げると,もはや有酸素系ではエネルギーの供給が追いつかず,無酸素系の比率 

    が高まり,乳酸の産生量と使用量のバランスが崩れ,筋中の乳酸濃度はどんどん上昇する. 乳酸が蓄積 

    した筋肉は,それ以上運動を続けられなくなる.  

XIII. 乳酸と疲労  

     運動時の疲労に関する要因の中で,血中乳酸濃度は筋中の乳酸濃度を比較的良く反映し,その濃度変 

   化がゆっくりであるため,血液を採って筋内の様子を推定するのに,血中乳酸濃度は非常に便利であ 

   る.  

     以前,乳酸ができると筋内が酸性に傾き,筋の収縮が影響を受けて悪くなり,前と同じような張力が 

   発揮できなくなるので,疲労すると考えられていた. しかし,現在では,疲労の見方が変わり,酸性にな 

   って筋の働きが悪くなったとしても,運動中のリン酸の蓄積,カリウムが筋内から漏れ出る,筋グリコ 

   ーゲンの濃度の低下,体温の上昇,活性酸素の上昇,脱水症状,脳の疲労等々の原因で疲労すると考えら 

   れるようになった.  

     従って,乳酸は非常に強度の高い運動時の疲労の 1つの原因ではあるが,乳酸だけで疲労を説明する 

   ことはできない. つまり,血中乳酸濃度は,あくまでも疲労に関する指標の 1つであり, 疲労の直接の 

   原因を必ずしも示してはいない. あくまでも,運動の負担度の 1つの指標に過ぎない.  

XIV. 持久的運動能力の評価指標としての血中乳酸値  

  1.  乳酸性作業閾値(Lactate Threshold: LT) 

     漸増負荷(運動強度を徐々に増加していく)運動中の血中乳酸濃度は,ある強度から急激に増加する. 

   この急な血中乳酸濃度の変化がある値のことを乳酸性作業閾値(Lactate Threshold: LT)と呼ぶ. 漸増 
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   負荷運動中の血中乳酸濃度が急激に上昇する LTは, 1) 骨格筋内の酸化能力, 2)運動時に主として働 

   く遅筋繊維の占める割合と有意な相関を示す( Ivy et al., 1980). 従って, LTの決定要因は,筋の酸化代 

   謝能力であるとされた.  

血中乳酸濃度は,骨格筋での乳酸の産生と除去の影響を受けるため,血中乳酸値から骨格筋での乳

酸産生だけを推測することはできないが,運動中に血中乳酸濃度が上昇すると,血液の pHが低下し,

筋細胞内のエネルギー代謝に影響が及ぶ.また, 乳酸によって呼吸性緩衝が引き起こされ,換気効率

の低下や換気量の増加など呼吸器への負担も高まる.

それまで低かった血中乳酸濃度が LTより上がると云うことは,LTから乳酸が多くできるようにな

ることを意味している.また, 強度が低いときは,遅筋線維が主として使われているが, LTからは,

エネルギー源として糖が多く使われるようになる. 更に,緊急時に出るアドレナリンの血中濃度も

LT位から上昇するので, LT以上の運動では身体の負担度が大きくなると云うことである.

     LTは, 乳酸が多く産生されるような運動強度で,「少しきつい」と云った感覚になる程度である. 具 

   体的な LT強度は, 50 - 70%V
．

o2maxに相当し,心拍数 120-140拍/分くらいである(資料-42).  

     全身持久性能力の高い一流ランナーは, 最大下運動時においてより低い血中乳酸濃度を保つこと 

   が明らかにされており,一般人でも,長時間の有酸素性のトレーニング後には,トレーニング前より血 

   中乳酸濃度が有意に低下する(資料-41). このようなことから, LTは, 最大酸素摂取量(V
．

o2max) と並 

   んで全身持久性能力を評価する指標ともみなされている.  

     血中乳酸濃度を用いた全身持久性能力の評価指標としては, OBLA (Onset of Blood Lactate)や 

   MaxLass (Maximal Lactate Steady State)等もある.  

  2. OBLA (Onset of Blood Lactate Accumulation) 

     LTを越えると体内で色々な反応が起こり, 運動が持続しにくくなる. しかし,乳酸などによる酸を 

   中和する緩衝能力があるように, LTを越えて多くの反応が起こるようになっても,ある程度はそれに 

   対する対処法があり, LTよりも少し高い強度までは維持できる. その維持できなくなる限界の強度 

   が血中乳酸濃度 4mM(36mg/dl)となるあたりである. そこで,血中乳酸濃度が 4mMとなる運動強度が, 

   最大下の運動強度での運動能力の指標とされ, OBLAと呼ばれている.  

  3. MaxLass (最大乳酸定常：Maximal Lactate Steady State)   

     OBLAは, LTより少し高い強度であり, 血中乳酸濃度が 4mMとなる運動強度である. LTは,その運 

   動強度を持続しても血中乳酸濃度が上昇しない最大乳酸定常(MaxLass)を与える閾値である.LTの測 

   定は, 通常 1つの負荷について 3分程度で負荷を漸増させて行われるが,LT測定時より長い運動負荷 

   (数十分)を繰り返して,本当にその強度で血中乳酸濃度が上昇しないかどうかを検討し,血中乳酸濃度 

   が上昇することなく維持できる最大強度として表すのが最大乳酸定常である.   
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XV. 血中乳酸濃度の測定 

  1. 採血 

     動脈は,体の深い所を遠ているため,採血は困難であるが,動脈血は肺を通って酸素と結びついた血 

   液であるため,体内のどこでも同じ乳酸濃度になる. 一方,静脈血は乳酸を多く出す筋を通ってきたか 

   ら動脈血より乳酸濃度は高くなり,乳酸を多く利用する筋(遅筋や心筋など)を通ってきたから動脈血 

   より低くなる. 従って,動脈血で測定するのが正確であるが,困難であるため,動脈血に近い値が出る耳 

   たぶ(組織での代謝が活発でないから)で採血は行われる. また,採血しやすいこと,自分で自分の血が 

   採れることなどの理由から指先からも採血される. しかし,指からと耳たぶからの血中の乳酸濃度に 

   は差があるため,測定値を混同してはならない. また,乳酸は皮膚に多く着いているため,被験者の皮膚 

   だけでなく,採血者の指も消毒用エタノールで良く拭くことが重要である. 

  1) 採血手順(資料-43).  

      ランセットに針を装着. アルコール面を準備する. 

       ラクテートスカウトの測定手順(資料-44).  

  2) 採血  

       ①検者は手袋を装着する. 

       ②被験者の採血する指をアルコール綿で消毒する. 

       ③アルコールがある程度乾いたら消毒した指に, ランセットを当てボタンを押す. 

       ④出血した血液滴を 1度アルコール綿で拭き取り, 2回目以降の血液滴を測定に用いる. 

       ⑤使用済みの針は絶対に使い回ししないこと！ 

  2. 安静時血中乳酸濃度の測定 

     測定機器として, BIOSEN C line (バイオセン Cライン)と Lactate SCOUT (ラクテートスカウト)が 

   血中乳酸濃度の測定に用いられる. バイオセンは研究用に用いられることが多く,一度に多くのサン 

   プル数を測定でき,測定精度も高い. 一方,ラクテートスカウトはバイオセンよりも若干測定精度は 

   落ちるが,比較的安価で購入でき測定時間が短く,採血量も少量で良いと云うメリットがあり,実際に 

   プロチームや実業団などの現場で用いられている.  

   ＊測定機器(ラクテートスカウト)を用いた測定手順 

       ①被験者は椅子に座って安静にする. 

       ②検者はラクテートスカウトを準備し,テストストリップを機器にセットする. 

       ③検者は被験者の中指をアルコール綿で消毒し,ランセットを使用し,指先から採血する. 

       ④指先に溜まった血液をテストストリップの先端に接触させる(資料-45). 

       ⑤ラクテートスカウトに表示された乳酸値を記録する. 

  3. LT値と OBLAの測定 

   ＊測定器：バイオセン Cラインとパワーマックス VIIを用いる. 
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   ＊測定手順： 

       ①被験者は安静にし, 験者は, タイムキーパー,負荷上げ係,採血係を準備する.  

       ②タイムキーパーの指示に従い,被験者は運動(自転車こぎ)を開始する.  

       ③ 3分毎に負荷を上げ, 各負荷の最終 30秒の間 (2分 30秒-3分の間)で採血を行う.  

       ④乳酸が 4mmol/lを越えた時点で運動を中止し, その時の kpを読み取る.  

       [負荷設定] (資料-46).  

         男子：1kpより開始して, 3分毎に 05 kpずつ漸増させる. 

         女子：0.5kpより開始して, 3分毎に 0.5 kpずつ漸増させる.  

   ＊LT値と OBLA値の求め方 (資料-47) 

       ①横軸に運動強度(kp)をとり, 縦軸に測定した血中乳酸濃度の値をとってグラフ化する.  

       ②血中乳酸濃度が急に上昇する点を目で見て判定する.  

       ③または, 強度の低い方の直線(回帰直線)と強度の高い方の直線の交点を算出して求める.  

       ④また, OBLAは, 血中乳酸濃度が 4mmolになる強度として求める.  

  4. 40秒間の最大負荷時における乳酸値の変動とクーリングダウン効果 

   ＊測定機器：バイオセン Cライン(資料-48). 

   ＊測定手順： 

       ①安静時乳酸値を測定する 

       ②パワーマックス VIIに (負荷,kp=体重×0.075)を設定する. 

       ③験者の指示に従って運動を開始し, 40秒間の全力ペダリングを行う. その際, 被験者はペー 

         ス配分を考えず, スタート時から全力を発揮する.  

       ④運動終了後, クーリングダウンの実施グループは無負荷ペダリングを行う(資料-49). 安静グ 

         ループは椅子に座って安静にする.  

       ⑤クールダウン中もしくは安静中は, 運動終了後の 0, 1, 2, 3, 5, 7, 9分に採血する.  

       ⑥採血後直ちに採血した血液サンプルをバイオセンに入れ, 乳酸値を測定する. 

   ＊回復期の乳酸濃度の変化曲線を描く(資料-50).  
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ランセッ晴使い、お先から血浚を採取する。(採血手n●照)

完了

資時 ヽ 乳酸測定風景
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資料-47 LT値を求めるための乳酸儘曲線

サンプルの準備

測定

①血液サンプルを番号贖にセットする。STDlには
スタンダード摯をセットする。

片付け

① 血 表 サ ン カ レを 採 取 す る 。(線柿 n4■ ‐ 燿 血 三 百 多 土 口 ヽ

右国のよう曰血波をキャピラリて採取する.

②揉取した血蔵をキヤピラリごとサンブル報 に入れる。

③サンプル審場を‐ ピラリ内の血波がなくなり液の色が
均―になるまで振る。(10回程度)

②′資オセン本体の右下にあるタッチパネルの渕定
スタートボタンを押す。(粛定開始)

0欝定が終了したら厠定値をプリントアウトする.

コ レ

'中
ロ ン

①サンプル喜器内の波を廃表審署に捨てる。

②キヤピラリ、サンプル容番を水て素く洗い、指定の繊に集める。

資料

“

8バィォセンCライン測定手順

レ ヨ ー



資料

“

,最大乳畿農度の目定とクーリングダウン時の乳融僣の費4Lを

求めるプロとコール

クーリングダウン群 ― ……  コントロール安鬱薔・・―‐・…

回復時間,分

資料 50クーリングダウン時の乳酸温度に変化曲線
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