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アスリートの抱える問題をケアする 

競技、肌、健康、穏やかな精神状態・・・ 
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編集者のコメント 
 

あなたは大気汚染に対する準備はできていますか？  

厳しい寒さに対する準備ができていますか？ 

 

今回の NAQI セラピューティックマガジンは下記の 2 つのテーマについて取り上げています： 

大気汚染はあなたの肌に対して悪い影響を及ぼしているのでしょうか？そして厳しい寒さはあなたの肌お

よび筋肉に対してダメージを与え、その結果、パフォーマンス低下に至っているのでしょうか。 

 

Part1 では、大気汚染、エクトインといわれる活性成分による最先端を行く肌トラブルの解決策について

説明しています。 

ランダム化試験では新しいコンセプトの有効性を議論しています。そして大気汚染に対するスキンソリュ

ーション、国際的アイスホッケー選手 Glynis Barton さんの体験についても述べています。彼女はオラン

ダにおける最初の女性アスリートでナショナルアイスホッケーの試合で競技しています。 

 

Part2 では、手足の指における寒冷血管拡張反応のトレーナビリティに対する科学的研究について述べて

います。そして、ホフメソッドが可能な代替策となりうるかどうか理学療法の視点からも述べています。

皮膚と筋肉に対する寒さの影響は何でしょうか、またそれは局所性の製品で解決できるのでしょうか？寒

さには良い点もあります。Gertjan Verdickt さんは多発性硬化症患者のためのアイスマラソンの活動を行

っており、対策について説明しています。私たちは夏季と冬季で異なる水分補給をすべきでしょうか？ 

 

今回のテーマを楽しんで頂けることを願っております。 

編集者 Edgard Geyskens  

******************************************************************************** 

NAQI セラピューティックマガジンの理論は、スキンケアによるサポートがあれば、セラピューティックケアの質とス

ポーツパフォーマンスが大いに向上するであろうというものです。肌の状態（傷跡、乾燥肌）がセラピューティックケ

アとスポーツパフォーマンスにネガティブな影響を及ぼしたり、他の処置をする前にどれほどスキンケアを行うかが必

要になることがあるのです。 
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Part1：大気汚染 

大気汚染が私たちに与える影響 
 

大気汚染は、多くのスポーツ選手およびアクティブな人たち、特に外で運動する人々の健康

と心に対して重要な決定因子です。スポーツ選手は 10-20 倍の空気を吸い込みます。理学

療法士又はコーチとして、あなたは身体コンディション、筋肉および心拍数に対する大気汚

染の影響を否定できず、治療やトレーニングスケジュールにこれらの指標を考慮せねばな

りません。しかし、大気汚染はどの程度のレベルで害を及ぼすのか、また、私たちは大気汚

染の健康リスク評価をどのように測定できるのでしょうか。また微小粒子状物質（PM）等

の影響とは何でしょうか。 

 

大気汚染とは 

 

大気汚染は地球大気圏への微小粒子状物質、生体分子又は他の害のある物質の導入部であ

り、健康被害を起こす原因となります。大気汚染は人為的又は天然資源から起こる可能性が

あります。大気汚染物質は多くの試験において調査されており、粒子状物質（PM）、カーボ

ンブラック、オゾン、二酸化窒素、窒素酸化物、二酸化硫黄、一酸化炭素、重金属、黒煙は

大気汚染物質の替わりになる可能性があります。この問題は外気中の PM への曝露の影響

に特に関連しています。PM は一次排気（例：燃焼発生源からの煤、海塩、風による土壌の

再懸濁）と大気中の二次分子の形成に由来しています。PM は 2.5μm（PM2.5）又は 10μ

m（PM10）以下の粒子状物質の質量濃度や、粒子数（超微粒子）又は化学成分（例：ブラ

ックカーボン、重金属）に特徴付けられます。図 1 は人毛と極細の海浜砂における PM10

および PM2.5 の相対的サイズの図式的概観を示しています（US EPA,2008）。 

 

図 1 注釈：粒子状物質 PM10 および PM2.5 の相対的サイズの図式的概観 
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ヒトの健康に与える PMPM の影響とは 

 

WHO の大気汚染による健康リスク評価についての最新報告では、以下について述べていま

す。多数の疫学調査により、大気汚染と広範囲にわたる一般市民の健康への悪影響との間に

関連性が認められました。図 2 に示すように、影響は無症状から早期死亡にまで幅広くわ

たっています（Samet&Krewski, 2007）。数グループ（高齢者、幼児、妊婦、喘息等の原疾

患を持つ患者）はリスクが高く、重度の健康への悪影響を発現し、大気汚染への曝露時によ

り早く発現する可能性があります。さらに、あるグループ（例：屋外スポーツ選手、交通量

の多い地域に居住する人、特殊な職業又は社会経済的グループ）は高レベルの屋外の大気汚

染に曝露した可能性もあります（WHO Regional Office for Europe, 2005）。大気汚染は一

般的に複合混合物です。結果的に、健康への悪影響は疫学調査で認められ、個々の大気汚染

物質に起因すると考えられて、実際に一部は混合物中の他の汚染物質によるものです。疫学

的および毒性学的エビデンスにより、PM 量（PM2.5 および PM10）は健康に対する影響の

様々なタイプとレベルの比率から成り立っていることを示しています（WHO Regional 

Office for Europe, 2013）。他の大気汚染物質と比較して、異なる粒子サイズ、組成または

特性が排気原に関連することがあり、そのため適した指標と考えられます。そして、PM10

は道路粉塵の再懸濁の影響を考慮すると、適切な指標となりうるのです。一方、ブラックカ

ーボンは、道路交通上の排気のもっと繊細な指標となります（Keuken 他、 2012）。PM2.5

は多数の疫学研究で調査されており、異なる環境における様々な原因からの PM への曝露

に関連するリスクの強力な指標として知られています（Lim 他、2013）。図 3 は空気質ガ

イドラインと比較した EU25 都市における PM2.5 を示しています。 

 

大気汚染物質は漂い、鼻毛は身を守る防御の最前線ではあるものの、スポーツ選手の肺に滞

留します。数個はそのまま滞留し、過敏や炎症を引き起こします。他に、それらはかなり微

小であるため多数の防御物を回避して血流に入り込み遊走します。血管はこれらの微粒子

を好みません。エディンバラ大学心臓学の教授である Dr D. Newby は参加者の前腕で血管

ストレステストを実施しました。血管は異常に拡張し、血液および酸素が筋肉へ容易に流れ

なくなりました。同時に組織プラスミノーゲン活性化因子（tPA：自然に血栓を溶解する蛋

白質を発現する因子）の値が下がりました。これらは心臓発作を起こす理想的な条件となり

ます。心臓発作は動脈収縮と血栓形成時に起こります。十分な tPA がなければ血栓は溶解

せず、動脈は塞がれ心臓はダメージを受けます。 
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図 2：大気汚染 

健康ピラミッド                             影響の重症度 
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図 3：空気室ガイドライン

と比較した EU25 都市に
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皮膚への影響 

 

Drakaki らは明確に要約しています。ヒトの皮膚、主に皮膚の表皮はバリアの役割を果た

しています。しかしながら大気汚染物質による最初のターゲットでもあります。大気汚染物

質には人為的要因と同様に環境要因のターゲットも含まれています。（Valacchi 他、2002）。

皮膚に影響を及ぼす主な大気汚染物質には太陽の紫外線照射（UVR）、多環芳香族炭化水素

（PAHs）、揮発性有機化合物（VOCs）、窒素酸化物（NOx）、粒子状物質（PM）、タバコ煙

があります。様々な大気汚染物質の活動は、他の大気汚染物質の存在や UVR の相互作用、

またプロオキシダントスモッグの主な活性成分の形成下で増幅する可能性があります

（Baudouinet 他、2002; Katsouyanni, 2003; Kampa and Castanas, 2008）。これらの大気

汚染物質の特性と皮膚の機能によって、汚染物質の浸透モデルは異なります。角質層脂質代

謝もしくは角質細胞の蛋白質成分中の皮膚のバリア機能を妨げる代替物質は、多くの皮膚

疾患の発現に関与しています。皮膚の防御能は無限ではなく、環境ストレスへの異常な曝露

が皮膚の潜在的な防御能を超えた時にトラブルが発生します（Valacchi 他、2012）。大気汚

染物質は酸化的損傷を介し、ヒト皮膚の脂質、DNA、蛋白質の正常な機能に対して重度の

損傷を誘発する可能性があり、（Adelma 他、1988; Karten 他、1988; Halliwell and 

Gutteridge, 1989; Stadtman, 1992; Gaboran 他、1993; menzel, 1994; Ames 他、1995; 

Valko 他、2006; Kampa and Castanas, 2008）皮膚の老化、炎症やアトピー性皮膚炎のよ

うなアレルギー症状、乾癬、にきび、皮膚癌に至ることがあります（Kohen, 1999; Baudouin 

他、2002）。 

 

 

健康リスクの測定法 

 

AP-HRA（大気汚染健康リスク評価）はトレーニングスケジュール、リハビリ、回復プログ

ラムを考慮して理想的ツールであるべきです。AP-HRA は空気質の計画的方針や他の加減

から生じる可能性がある過去、現在又は未来の大気汚染への曝露および曝露下の変化に対

するリスクの予測を目的としています（Department of Health, 2006; HIP, 2014）。健康被

害は、人間の健康および幸福に対するリスクの原因として定義されるべきです

（Department of Health, 2006）。健康リスク評価は、大気汚染被害へのヒト曝露から生じ

る健康への悪影響の可能性の科学的評価なのです。AP-HRA は定量的又は定性的かもしれ

ませんが、一般的に（i）大気汚染が存在する量（例：汚染物質濃度）、（ii）ターゲット汚染

の接触（曝露）量、（iii）ヒトの健康に対して害を及ぼす濃度（例：曝露した人口に対する

健康リスク。WHO, 2010）。AP-HRA の必要入力データ（例：大気汚染、健康統計学的ベー

スライン、大気汚染物質の濃度反応関数）は常時利用可能とは限らず、また多くのリスク評

価はインプットデータ又は特性の予測や判断に基づくべきものです。結果として、HRA の
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結果は一般的に不安定な変動しやすいものと関連し、それは可能な限り特徴付けられるべ

きです。AP-HRA は一般的に数値化できる健康への影響の部分的集団のみを含んでおり、

利用可能な症例報告書はなく他の健康への影響について言及していません。私たちは未だ

走り出した AP-HRA の測定段階の最中にいるのです。 

 

 

大気汚染は災害なのか 

 

大気汚染による健康への悪影響を最小限に考えたり過小評価することは不適切でしょう。

しかしながら、パニックになる理由はありません。国際機関や政府は大気汚染の課題に関

心を持っています。彼らは多くの新しい規制を施行しており、気候変動削減に対するグロ

ーバルな合意を得たフランスのパリでの 2015 年国連気候変動第 21 回締約国会議や、

2016 年 4 月 22 日アースデイのニューヨーク合意（ローカルリーガルシステムに適合）が

あります。 

他には、多くの大気汚染関連の基礎研究および実施研究があります。健康への悪影響を防

ぎ、人々を守る解決策もあります。私たちは未だ駆け出し段階でさらに基礎研究や実施研

究を奨励しなければなりません。 
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ランダム化試験データによる大気汚染

に対するエクトイン活性の確認 
 
SILKE SCHAGEN、SABRINA OVERHAGE、SABRINA OVERHAGEN、SUSANNE GRETHER-

BECK、JEAN KRUTMANN、ADNRES BILSTEIN1―BITOP2 の文献に基づく 

 

1-Euro Cosmetics, 2016, 7-8 p.22-25 

アントワープにある Kreglinger Europe NV の Mrs. Anne-Marie Steven さんの全サポートに心から感謝する。 

2-BITOP はドイツのメーカーで、バイオテクノロジー製品と天然成分の Ectoin や Glycoin 等の高品質の極限環境微生

物の開発のエキスパートとして世界中で知られている。極限環境微生物は、微生物や植物の中で発見された自然なスト

レス保護分子であり、極限的な環境でも生育する。それらは生物学的構造を修復し、再生し、機能を果たし、ダメージ

および退化から保護する。これらの特性により素晴らしい効果を有するスキンケア製品へダイレクトに転換可能であ

る。 

 

抄録 

 

大気汚染は皮膚の老化の一因であることは知られている。皮膚への大気汚染の悪影響に関

連するスキンケア研究の留意点は普通、異なる資源から放出され、自然に又は人工的に発

生する粒子状物質（PM10、PM2.5、PM1、PM0.1 以下）に焦点が当てられる。粒子のサ

イズにより、粒子は皮膚にしっかりと付着し続け、多環芳香族炭化水素（PAH）等の毒性

物質とコンタミネーションを起こしうる。PAH は主にバイオマス燃焼により発生し、皮膚

に対して酸化的ストレスを引き起こし、結合組織と細胞蛋白質にダメージを与える可能性

がある。エクトインは皮膚のバリア機能を強化し、抗炎症プロパティとして紫外線 A

（UVA）又は紫外線 B（UVB）照射、近赤外線（IR-A）、高エネルギー可視光線、または

アレルゲン等の変動応力に対して作用することで知られている。本試験はエクトインの大

気汚染（PAHs、PM2.5、PM1、PM0.1 以下）からの保護および予防効果について述べて

いる。 

 

序論 

 

WHO は大気汚染を 2 つのエリア、屋内および屋外について定義している。空気のコンタ

ミネーションは化学的、物理学的又は生物学的物質により引き起こされ、大気の自然特性

によって修飾される。重要な健康問題となる汚染物質には粒子状物質および一酸化炭素等

のガス、オゾン、二酸化窒素および二酸化硫黄が含まれる。 



 

12 
 

近年、欧州都市部における大気汚染は厳しい管理測定により軽減しているが、年に何回も

多くの都市で限界を超えるほどの高値がまだみられる。アジア（カラチ、ニューデリー、

カトマンズ、北京）、ラテンアメリカ（リマ、アレキパ）、アフリカ都市（カイロ）で、大

気汚染のデータは極めて高く、それに関連する多くの健康問題の原因となっていると報告

されている。欧州や北米等の比較的きれいな都市でさえ、粒子状物質（PM）の値は 3-5

倍低いが、かなりの健康への影響が認められている。 

 

埃、すす、化学物質、光化学的に発生するオゾン、煙草の煙等は小さな粒子から構成され

る。粒子は異なるサイズを有し、一般的な分類は PM10、PM2.5、超微粒子（UP/UFP）、

ナノ粒子（UP 又は PM0.1）などである。PM は重金属を含み、無害物質に触媒として機

能し有害物質へ変換させる。超微粒子は有機化合物を発生させる ROS（活性酸素種）のキ

ャリアである。PM10 はヒトの鼻腔に、PM2.5 は気管支および肺胞に、超微粒子は肺組織

や血流に入り込むことができる。粒子のサイズや浸透度によって健康への影響は異なる。

ベンゾピレン（Bap）、多環芳香族炭化水素（PAH）として知られる化合物群への皮膚曝

露は炎症疾患および皮膚癌を誘発する可能性があり、両方とも酸化的ストレスに関連して

いる。BaP および PM は、アリル炭化水素受容体（AhR）に特異性を持ち結合することで

知られ、Cyp1A1（チトクローム P450、ファミリー1、サブファミリーA、ポリペプタイ

ド 1）の発現を修飾し、POMC（プロオピオメラノコルチン）、MMP1（マトリックスメ

タプロテアーゼ）および IL-6（インターロイキン 6）を放出する。結果としてしみ、コラ

ーゲンの崩壊、皺を形成し、皮膚老化を促進する原因となる。 

カーボンブラック粒子による肺上皮細胞への曝露は、ICAM-1（細胞接着分子 1）を含む炎

症反応を促進する遺伝子の発現を増加する細胞膜レベルでの経路のトリガーになり、気道

粘膜への免疫および炎症細胞の付着や遊走において重要な役割を果たすと考えられている。 

 

上気道および下気道に加えて、特に皮膚は主に微粒子である大気汚染に曝露されると、
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皺、色素沈着、弾力性の喪失、過敏および乾燥、炎症およびアレルギー反応やあるいは皮

膚癌や毛細血管拡張症などの症状が認められる皮膚の老化が促進する。 

 

エクトインは細胞保護作用を有する安全かつ天然の化粧品活性成分である。エクトインは

極限環境微生物中の浸透圧を調整し、ヒト組織に塗布すると蛋白質、酵素、核酸および細

胞膜を守り安定させる。皮膚のバリア機能は安定し皮膚の水分は保持される。皮膚の水分

量は追加処置なしでも 7 日間保持される。 

 

様々な in vitro、in vivo、臨床試験で、エクトイン活性が確認されており、ランゲルハン

ス細胞の保護、熱/IR-A からの保護、UVA/UVB、可視光線による炎症軽減およびアトピー

性皮膚炎の治療にも関連している。異なるモデルにおいて、PM 誘発性の神経性炎症の軽

減が示され、PM 誘発性のアレルゲン感受性の悪化にも作用する。 

 

本試験では、大気汚染によるダメージに対する角化細胞および皮膚の保護を示したエクト

インのデータを示している。エクトインは様々な既知の汚染保護作用を兼ね備えている。

エクトインは、空気中の花粉等のアレルゲンによって誘発されるアレルギー反応および皮

膚老化を軽減する唯一の大気汚染保護剤である。 
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in vitro 試験の方法および結果 

 

本試験の結果では、エクトインは大気汚染が誘発する損傷および老化から皮膚を保護して

いることを示している。先に述べたように、POMC、MMP1 および Cyp1A1 の発現は汚

染粒子によって活性化される。 

 

この in vitro 試験では、アジア人女性および白人女性ドナーの新鮮なヒトの角化細胞が使

用された。細胞は未処置およびエクトイン 2mM で前処置（24 時間）された。処置後、細

胞は微粒および超微粒カーボンブラック粒子、異なるタイプの排気粒子によってストレス

を与えられた。 

 

その後、リアルタイム PCR によって POMC、MMP1、Cyp1A1 の mRNA 発現が角化細

胞中で測定された。 

 

表 1 の結果はカーボンブラック微粒子および超微粒子、ディーゼル粒子状物質が POMC、

MMP1、CYP1A1 の mRNA を誘発することを示している。POMC はヒトメラニン細胞に

おけるメラニン形成と色素沈着形成の原因で知られている。MMPs は真皮の細胞外マトリ

ックスでのコラゲナーゼおよびエラスターゼ破壊において役割を果たしている。Cyp1A1

の mRNA の発現は炎症または癌に至るヒト皮膚において酸化的ストレスを誘発する。 

 

エクトインは角化細胞を保護し、PM 誘発性マーカー遺伝子の過剰発現を有意にダウンレ

ギュレーションした。POMC の mRNA 発現は全試験症例で 100％又はほぼ 100％ダウン

レギュレーションした。さらに、エクトインには MMP1 および Cyp1A1 アップレギュレ

ーションからの保護も認められた。 

 

表 1. 異なるタイプおよびサイズの粒子状物質が使用された： 

粒子状物質 タイプ 名称 サイズ 

PM2.5、PM1 よりかな

り小さい 

超微粒子 Printex90 粒子直径 0.014μm 

微粒子 Huber990 粒子直径 0.26μm 

PAH、重金属、

PM10、PM2.5、PM1

を含む 

重機からのディーゼルエンジン

排気煤 

SRM1650 - 

フォークリフトエンジンからの

ディーゼル煤 

SRM2975 - 
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図 1 注釈 

超微粒子および微粒子カーボンブラックのサブ毒性による初代ヒト角化細胞（アジア人および白人）にお

ける A）POMC、B）MMP1、C）Cyp1A1 の mRNA 発現のアップレギュレーション。185 のリボソーム

RNA（rRNA）が mRNA 発現を正常化するためにハウスキーピング遺伝子として使用された。A）のエ

クトイン処置は PM 誘発性 POMC 過剰発現をダウンレギュレーションした。残りの反応は 100％相当の

設定した汚染誘発作用によって計算された。B）C）のエクトインは MMP1 および Cyp1A1 によるアップ

レギュレーションを減少させ、カーボンブラック微粒子とディーゼル微粒子から角化細胞を保護した。 
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in vivo 試験 

 

エクトイン含有クリームの抗汚染物質活性および有効性を評価する in vivo 試験を実施す

るために、ドイツの皮膚専門センターが選ばれた。試験デザイン（プラセボ対照ランダム

化二重盲検試験）は現在可能な汚染物質の in vivo 試験の中で最も革新的で標準的なもの

である。ボランティア 6 名は、1 日 2 回 5 日間前腕内側にプラセボまたは 1％エクトイン

含有クリームを塗布された。さらに、前腕内側で未処置箇所および煙草の煙によるストレ

ス箇所（コントロール）と同様、未処置箇所および非ストレス箇所（非コントロール）が

試験された。5 日目、標準的汚染物質チャンバーシステムにおいて、皮膚に対する酸化的

ストレスを誘発するために汚染物質として 15 分間の煙草の煙によるストレスを受けた。 

 

試験製品の保護活性は、皮膚表面の ex vivo サンプルにおける脂質酸化レベル（マロンジ

アルデヒドによる測定：MDA）のバリア機能を分析することによって評価された。多価不

飽和脂肪酸の脂質酸化反応からの MDA の結果は、皮膚細胞における毒性ストレスを引き

起こす求電子種反応のひとつであり、それゆえ、大気汚染が誘発するダメージのマーカー

として使用される。 

 

5 日間のエクトイン含有クリームの塗布は有効な作用を見せた。汚染物質誘発による

MDA 過剰発現はプラセボと比較して 48%低く、未処置箇所と比較して 47％低かったが、 

対照群に対してはチャレンジ的であった。汚染物質誘発による皮膚ダメージに対して保護

する有効性の明確なトレンドは注目すべきものである。エクトインは広範囲をカバーする

汚染物質保護の活性成分である。僅か 5 日間の塗布で汚染物質が誘発する皮膚の脂質酸化

反応は顕著に 48％低下した。エクトインは、全粒子サイズ（PM2.5、PM1、PM0.1 以

下）同様、金属、PAH を含む大気汚染化合物の全スペクトラムから肌を保護する能力を有

し、汚染物質が誘発する皮膚の老化から完全かつ即時に保護し、また予防する。 

 

 

図 2 注釈 

前腕内側における煙草の煙 ―僅か

5 日間の 1％エクトイン塗布によ

る、プラセボ処置部位の比較。皮膚

の汚染物質誘発性 MDA は 48％低

下した。強力な抗酸化剤（金標準製

剤）は皮膚の汚染物質誘発性 MDA

を 27％まで低下させることができ

る（データ未掲載）。 
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要約およびディスカッション 

 

エクトインには皮膚バリア機能を強化し、大気汚染およびアレルゲンの全スペクトラムか

ら皮膚を保護する能力がある。これには損傷や皮膚老化を誘発する汚染からの完全かつ即

時保護および予防に対する全粒子サイズ（PM2.5、PM1、PM0.1 以下）と同様に重金属鉱

物、PAH が含まれる。 

 

エクトインは皮膚細胞周囲にヒドロ錯体を形成するため、細胞レベルで皮膚を保護する。

損傷を誘発する粒子は阻害され、修復される。大気汚染は皮膚細胞（アジア人および白

人）において POMC、MMP1、Cyp1A1 発現を誘発するが、エクトイン投与によりそれら

は有意に減少した。エクトインを主成分とするクリーム剤の保護作用は、皮膚表面からの

脂質過酸化反応レベルのバリア分析によって in vivo で評価された。エクトイン含有スキ

ンケア製品は大気汚染に対して保護作用があると結論している。 
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大気汚染は皮膚を老化させるのか 

マガジン委員会メンバー Greet Claes 

-スポーツジャーナリスト兼ライターFrank Van Laeken によるインタビュー- 
 

あなたは天候や屋外でスポーツをしたり、散歩したりする時期によって適した服装を身に

つけます。あなたはほぼ全ての部分を守っていますが、体中で最も繊細な部分であっても

顔はさらけ出したままです。その結果として、冬場によく起こる赤み、ひび、刺激感が起

こります。そのため顔を保護することは極めて重要なことです。 

しかし、私たちの皮膚を保護する必要があるのは寒さに対してだけではありません。産業

的および生物学的プロセスだけでもありません。数種の物質には、紫外線および熱との化

学的反応により毒性を持つようになり、それはオゾンやスモッグの原因にもなります。太

陽もまた大気汚染を生むひとつです。冷蔵庫に使用されていましたが現在は禁止されてい

る CFK（化学物質）によるオゾン層の破壊によって、さらに太陽光が大気圏を突き抜ける

のです。 
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極限環境 

 

私たちの皮膚の一番上の層はバリアとして重要な役目を果たしています。それは大気汚染

からの攻撃上、最初の役目でもあります。汚染物質はフリーラジカルを放出することによ

り正常な皮膚機能を著しく破壊します。フリーラジカルはひとつまたはそれ以上の電子を

喪失した原子です。これは他の細胞と反応する不安定な原子であり、その過程で細胞を破

壊します。これらの反応は細胞核破壊および DNA 損傷のような多大な害をもたらす原因

となります。細胞分裂により正常に機能しない質の劣る細胞が作り出されるのです。数種

は腫瘍形成までも進行するかもしれません。ビタミン E や C のような抗酸化剤は、それら

がフリーラジカルを攻撃するような損傷にブレーキをかけることができます。 

 

早期老化は大気汚染の影響のひとつです。目に見える影響には色素沈着や皺があります。

郊外に居住する人のほとんどがどのように見えるか考えてみてください。彼らは 40 歳ま

でに既に高齢化しているように見えます。長い間、赤くなった頬は健康的に屋外で生活す

る結果として考えられていました。しかし、それは到底真実ではありませんでした。この

赤みは単に皮膚の刺激感だったのです。建設業者等の屋外で働く生活をしている人たちの

ことを考えると上記のことがわかるでしょう。彼らは絶えず原因となる成分にさらされ、

時には極端に厳しい天候条件の時に屋外で働かねばならないのです。 

 

私たちは過去約 5 年間、皮膚に対する大気汚染の影響をただ見ているだけでした。当初、

私たち自身の判断で抗酸化剤を使用していましたが、それらはフリーラジカルの遊離を妨

げるための本当の意味で保護していませんでした。万一、あなたが汚染環境で長時間過ご

す場合、皮膚についた汚染物質の粒子を取り除くために、皮膚を完全に綺麗にしなければ

なりません。ざっとシャワーを浴びる程度で十分と考えがちですが、本当はそうではあり

ません。水とマイルドな洗浄剤を使用して完全に皮膚を綺麗にしなければなりません。さ

もなければ、大気汚染の影響が蓄積するでしょう。 

 

救いの手を差し伸べる極限微生物 

 

極限微生物とは北極南極、塩湖、砂漠等過酷な環境地域に住む微生物のことです。それら

は予防的物質である「エクトイン」を発生します。これは自身を修復し再生するために、

ストレスを生み出し刺激感や皮膚の老化でもある細胞の損傷を止め、また予防する 100％

天然成分です。 

エクトインは現在、バクテリアの分泌液を使用して生産されます。微生物は塩環境（15-

20％の塩）中で増殖し、エクトインを発生して生き延びます。塩濃度が低下すると（3％



 

21 
 

まで）、エクトインを放出し、分裂して精製されます。本物質はさらに多くの属性をも

ち、以前考えられていたよりもさらに多くの可能性を有していると現在言われています。

元来、それは厳しい寒さや熱に対する保護としてのみ使用されていました。エクトインは

身体的影響をもち、フリーラジカルの遊離を阻害します。これにより、ヨーロッパ人の皮

膚の早期皺、黒人およびアジア人の皮膚の色素沈着トラブルで現れる皮膚の早期老化を減

少させます。このように極めて用途の広い物質は、クリーム剤、目薬、点鼻薬で使用され

ます。デメリットは珍しい物質のため高価であることです。長期間にわたる試験フェーズ

で研究され、大量には生産することができません。グラム単位で生産されキログラム単位

では生産できないのです。 

 

あなたの肌を適切にケアするためにはエクトイン含有クリームを規則的に使用することが

ベストです。この製品には蒸発されていく水分が含まれているため 10 分で皮膚へ吸収さ

れます。このクリームによって循環が改善されることが試験で示されています。皮膚を突

きぬけてダメージを与える汚染物質を防ぐこともわかっています。 

毎日のスキンケアに必要以上の贅沢はもう必要ありません。朝起きて最初にするだけでな

く、屋外で運動する時、また街やビーチを散歩する時も肌にクリームを塗ることがベスト

です。 
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GLYNIS BARTON による 
5 つのアドバイス 

-スポーツジャーナリスト兼ライターFrank Van Laeken によるインタビュー- 

 
Glynis Barton（27）さんは Runners’ Lab のマーケティングマネージャーで国際的アイスホッケー選手です。彼女は

ベルギーのマースメヘレンに 7 年住んでいます。Glynis はオランダ女子アイスホッケーチームでプレーし、16 歳の時

から選出されメンバーでもあります。彼女は 2017 年 4 月に韓国の江陵市（で行われるアイスホッケーワールドカップ

で競技します（2018 年冬季オリンピックも開催される予定の場所）。彼女は男子と共にオランダリーグのディビジョン

1 でプレーし、アイスクロス・ダウンヒル世界大会（レッドブル・クラッシュド・アイス）のオランダチャンピオンで

す。またカナダのケベックやフィンランドのユヴァスキュラのレースで競技しています。 
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1. 運動後に長時間熱いシャワーを浴びることをやめましょう 

 

屋外スポーツは特に寒い冬場は、顔にとって酷な環境です。汗、毛穴の汚れ、また塩分の細

かな層が皮膚上に堆積します。普段、このトラブルにすぐ対処するためにあなたは洗浄剤を

使用していません。また、繊細なスポーツ選手なら、とにかくこんなことで悩みたくないと

思うでしょうと彼女は冗談を言います。普通の水道水で顔の汚れをすすぐだけでよいので

す。でも、長時間の熱いシャワーのことは全部忘れてください。あなたはわかっていると思

います。寒いところから暖かい部屋に入ってきて熱いシャワーをできるだけ長く浴びます。

しかしこれは、自然の保護オイルを剥ぎ取ってしまうことになるので肌にとってよいこと

ではないのです。短時間のシャワーとその後冷水で洗い流すだけのほうがよいのです。 

 

ほとんどの人は、アイスホッケーをする際に寒さは問題となるに違いないと考えてしまい

ますが、そうではありません。肉体的な運動がハードであると、常時汗をかき、顔に寒さを

感じません。マウンテンバイクやトレイルをランニングする時はいつも「母なる自然」は私

にとってさらに厳しく感じるのです。私は以前、本当に長時間熱いシャワーを浴びていて、

単にリラックスしたりほっとしたりしていました。でも、わかったのです。今はぬるめのシ

ャワーから始めて熱い温度に上げ、毛穴を閉めるために冷たい水をざっと浴びて終了です。

どんなにハードに運動しても肉体的な快適さに必要なものはやっぱり大好きです。 

 

2. 口と鼻をスカーフで覆いましょう 

 

厳しい寒さに対抗してできるだけ顔の大部分を保護するために、鼻と口を便利なスカーフ

で覆いましょう。私たちはこれを有名ブランドにちなんで Buff と呼んでいます。とても快

適でぴったりとして寒さがましになります。巻きつけると帽子にもなります。 

 

3. 体を慣れさせましょう 

 

寒い環境での運動から戻ってきたら、体を屋内の温度にすることが重要です。体を慣れさせ

なければなりません。なるべく早く寒さに対応した衣類を脱ぎ、体のコア部分を安定させる

ためにストレッチをするか軽度のエクササイズをしましょう。マイナス 5 度の屋外で運動

してきたことと、これから 35 度まで温めたお湯でシャワーを浴びることを忘れないで下さ

い。この温度差は約 40 度です！ 

 

4. 水分を十分摂取しましょう 
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寒くても補水のために水分を摂取しましょう。スポーツをする時、1 時間の運動に対して

0.5L の水を飲むべきです。熱すぎたり冷たすぎる水は飲まないでください。体はそれを処

理するためにもっと機能しなければならないからです。室温の水は大丈夫です。 

 

5. 保護クリームを使いましょう 

 

あなたの肌は呼吸をしています。若いとき、私はこれについて考えたことがなかったのです

が、肌の見栄えを同じように保つことは年を重ねるにつれてもっと重要なことになってき

ました。最も水分を保ってくれるクリーム剤は屋外での活動に適していません。クリーム剤

は屋外では凍ってしまい、毛穴にはよくないのです。ワセリンの層も毛穴をブロックしてし

まい肌をべとべとにしてしまうので、正常な発汗を妨げてしまいます。NAQI VISAGE 

SUPREME N°4 はべたつかず、灼熱感が出ず、栄養を与える成分のおかげで顔の赤い斑

点を減らすことができるでしょう。 
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I CARE 
集中ケア&保護 

 

☆NAQI VISAGE SUPREME N○4  

アウトドアフェイスプロテクション 

 

1 年中使えるナチュラルプロテクション 

厳しい天候によるストレスに打ち勝とうとするのに役立つ、天然

保護物質であるエクトインを成分としています。NAQI VISAGE 

SUPREME N○4はアクティブなライフスタイルの人たちのため

に 1 年中使えるスキンプロテクションです。NAQI VISAGE 

SUPREME N○4 は、熱、寒さ、風、紫外線照射の環境ストレス

から安全に保つため保護フィルムで肌をカバーします。また、皮

膚の赤み、つっぱり感を防ぎ、軽減します。NAQI VISAGE 

SUPREME N○4は乾燥肌や敏感肌に対して集中的に水分を保ち

ます。 

使用方法：屋外に出る前に塗布してください。必要時に使用して

ください。やさしく肌をマッサージしてください。 

 

☆NAQI VISAGE SUPREME N○2 

顔の集中ケア 

 

きらきらと輝く若々しい肌のための即時型ブースター 

環境ストレスと皮膚の老化である目に見えるサインから肌を守

るため、エクトインとアクアキシルを成分としています。皮膚の

自然な抵抗力を強化します。すばやく長時間持続する真皮の細胞

外マトリックスのブースターとなり、皮膚をみずみずしく、すべ

すべで柔らかな肌にします。また、皮膚の赤み、つっぱり感を防

ぎ、軽減します。全てのお肌のタイプに対して集中的に保水し強

化します。 

使用方法：毎日朝晩塗布してください。やさしく肌をマッサー

ジしてください。 
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ダメージ修復やフリーラジカルとの戦いよりも、

よいことはどんなことでしょうか。保護すること

です！エクトインはフリーラジカルが形成され

る前に作用します。細胞に対して酸化的ストレス

の影響を減らし、阻害し、同時に細胞機能を強化

します。結果として細胞はより良好な全般的状態

に変化します。 

 

エクトインによる大気汚染防止作用は特に以下

に基づいています。 

■皮膚バリア（皮膚へ入り込むことができる粒子

をより少なくする）の改善 

■細胞機能（皮膚はより良い状態にあり、ストレ

ス要因に敏感ではなくなる。皮膚自身の自己免疫

システムが強化する。例：ランゲルハンス細胞）

の改善 

■細胞周囲の保護シェルによる細胞内および細

胞外粒子（PM と UP）ストレスの軽減と阻害 
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Part2：防寒 

手指および足趾における 
寒冷時血管拡張反応の 
トレーナビリティ 

 
HEIN A. M DAANEN-JENS KOEDAM-STEPHEN S.CHEUNG 

 

Eur J Appl Physiol(2012) 112:2595-2601 DOl 10.1007/s00421-011-2233-4. 

本文献は Springerlink.com でオープンアクセスにて公表されたものである。 

 

抄録 

 

寒冷環境に四肢を反復的に曝露する必要性がある被験者は、巧緻性および組織完全性を維

持するために高い末梢皮膚温度からメリットを得ることがある。それゆえ、我々は手足を反

復的に冷水浸積することが皮膚温上昇につながるか否かについて調査を行った。男性 9 名、

女性 7 名（平均:20.4 歳、SD:2.2 歳）の被験者は 1 日 30 分、15 日間、8 度の水に右（トレ

ーニング側）の手足を浸積した。試験前後（試験前 1 日、試験後 15 日）、左（非トレーニン

グ側）の手足も同様に浸積した。疼痛、触感覚および皮膚温が毎日測定された。トレーニン

グ側の足趾温の平均値（SD）は 9.49（0.89）から 10.03（1.38）度に上昇した（p＜0.05）。

しかし、トレーニング側の手は手指温の平均値において、9.28（0.54）から 8.91（0.44）度

の低下（p＜0.001）、および寒冷血管拡張反応（CIVD）の数値は初回試験時の 52 から最終

試験時の 24％に減少を示した。非トレーニング側の手足において有意差は認められなかっ

た。疼痛は経時的に消失し、触感覚は皮膚温と共に低下した。トレーニング後の手指におけ

る CIVD 低値と、CIVD、疼痛および触感覚の経時的低下を示した被験者の手指温低下のコ

ンビネーションは、手指の寒冷傷害リスクを増加させる可能性がある。手指の反復的な寒冷

環境への曝露は、有益な順応法に繋がらず、それどころか傷害リスクを増加させるかもしれ

ない。 
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序論 

 

ヒトが寒さに曝露する時、視床下部における皮膚温センサーおよび血液温センサーからの

情報は交感神経を活性化させ、皮膚血管収縮と体熱喪失を少なくさせることにつながる。こ

のメカニズムの否定的側面は手指および足趾の血流は極めてゆっくりであるため組織完全

性が問題として残る（Wilson and Goldman 1970）。幸いにも四肢の皮膚温は約 15 度以下

で急激に断続的な寒冷血管拡張反応がみられ、最初に Lewis が説明した（1930）。この寒冷

血管拡張反応の最も可能性のあるメカニズムは、寒い時に手指および足趾における動脈と

静脈の吻合部の筋肉壁が血管緊張を維持できないことである（Daanen 2003）。これらの血

管が広がると血流増加に繋がり、間接的に局所皮膚温が上昇する。潜在的メカニズムに関係

なく、寒さが引き起こす寒冷血管拡張反応（CIVD）は、局所的寒冷傷害に対する保護的メ

カニズムとしてよく考えられている（Daanen 2003；Wison and Goldman 1970）。CIVD

が低い被験者はまさしく凍傷のリスクが高くなることが示されている（Daanen and Van 

Der Struijs 2005）。それゆえ、寒い場所で働く者にとって即時に高値の CIVD を得ること

は望ましいことであり、コントロールの仕方やおそらく CIVD の促進の研究につながって

いく。 

 

CIVD を高めるためのトレーニング刺激としての反復性局所的寒冷環境曝露を利用すると

いう考え方は、地域住民対象クロスセクショナル試験から得られている。これらの試験では、

極環境に住むネイティブ（例：イヌイット、サーミ）は、寒さに曝露した時、もっと温暖な

天候地域に住む人々より手指の平均皮膚温が高いことを示している（Krog 他 1960 Miller 

and Irving 1962）。強い CIVD は、普段寒さに曝露することが少ない対照群と比較して、漁

師で認められた（Krog 他 1960）。Nelm と Soper（1962）は、限定的に寒さに曝露する職

業的に魚を切り身にする人々は対照群よりも早くCIVDを示したことを発見した。しかし、

これらの特殊な職業の自主的選択の可能性は除外すべきではない。フィールド試験での

CIVD に関する反復的な寒冷環境曝露の影響は曖昧な結果を見せている。ある試験では、北

極への 2 週間の旅路後に平均手指温の低値がみられ、それが寒冷傷害の高リスクを示唆し

ていることが判明した。反して、Purkayasthe ら（1992）は、北極への 7 週間の旅路後、

インド兵士の手指皮膚温の高値を認めた。 

 

トレーナビリティに関して報告されているラボの全試験では、手または足を寒さに曝露し

た。3 試験では足をトレーニングテストしたことに特化している（Reynolds 他 2007、

Savourey 1996、Yoshimura 1960）。Reynold らの試験（2007）では有意差がなかったが、

他の 2 つの試験で反復的に浸積後、平均足皮膚温が高値であることが認められた。手の浸

積については、ほとんどの試験でトレーニング効果がなかったことがわかっており
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（Eagan1966、Geurts 他 2006、Glaser and whittow1957、O’Brien2005）、3 試験でトレ

ーニング効果なし（Daanen 他 2007、Geurts 他 2005a、Mekjavic 他 2008）、2 試験のみで

効果があった（Adams and Smith 1962、Geurts 他 2006b）。要約の中では、足は手や手指

のトレーニングよりもさらに効果があったとされている。手指の CIVD は一般的に足趾よ

りもずっと著明であり（Cheung and Mekjavic 2007、Van Der Struijs 他 2008）、手指より

足趾のトレーナビリティのほうが有効範囲が広がるかもしれない。 

 

そのため、手指および足趾に対する CIVD トレーナビリティについて調査した試験が行わ

れた。これは、15 日間反復的に 8 度の冷水に浸積した手指および足趾の温度反応のトラッ

キングによって行われた。既存文献の概要に沿って、我々は反復浸積後の足趾の CIVD は

手指の CIVD 反応よりも改善がみられると仮定した。 

 

方法 

 

被験者： 

ボランティア学生 18 名が本試験に参加した。初日、2 名が手および足を冷水浸積すること

に耐えられず、脱落した。残る 16 名、男性 9 名女性 7 名が最後まで参加した。被験者らは

平均年齢 20.4 歳（SD：2.2 歳）、平均身長 177.7cm（SD:1.1cm）、平均体重 71.5kg（SD：

12.4kg）であった。1 名は左利き、15 名は右利きであり全員が非喫煙者であった。被験者

らは TNO の倫理委員会によって承認されたプロトコルに従った。全被験者は可能性のある

リスクおよび試験の不快感について知らされ、参加することに対するインフォームドコン

セントが書面にて行われた。全被験者は心臓疾患およびレイノー症候群に対する医学的ス

クリーニングを受けた。 

 

プロトコル： 

被験者らは部屋（気温 20-24 度、相対湿度 30-70％）に入り、椅子に座った。被験者らは靴、

靴下、ズボンまたはショートパンツ、シャツ（衣服は 1 枚）を身に付けた。初めの 10 分間、

研究者が体に測定装置を付ける間、被験者らはそのままの状態であった。皮膚温の再現性は

爪床が良好であるため（O’Brien 2005 年）、手指のサーミスタは爪床の側面にテープで装着

された。Reunolds ら（2007）が CIVD は爪先の爪床で高い変数を示すと述べたため、足趾

のサーミスタは「足趾の膨らんだ部分」にテープで装着された。そのため、ほとんどの過去

の研究で一般的なことから、我々は足趾の膨らんだ部分を選択し、過去の試験との比較も可

能である（例：Van Der Struij 他 2008）。手足の冷水浸積 5 分前、どの被験者とも同じ様な

開始状態にするため被験者らは手足を 34-36 度の水に浸した。手は心臓と同じ高さに設置

された冷水タンクに入れ、足は床に置かれた冷水タンクに入れた。タンクの底に水浸透性メ

ッシュ（3 メッシュ、Muller Textil 社, ヴィール、ドイツ）が敷かれているため手足共にタ
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ンクの底には付かないようにした。 

 

ぬるま湯に 5 分間浸した後、被験者らは右手（尺骨および橈骨茎状突起まで）および足（く

るぶしまで）8 度の撹拌した水道水に 30 分間浸積した。水タンクは湯タンクの隣に設置さ

れた。手足は同時に浸積した。5 分おきに、セメスワインスタインモノフィラメント検査に

よって人差し指の指先の触感覚がテストされた。セメスワインスタインモノフィラメント

検査直後、被験者らは手足の疼痛スコアを記入するために浸積していない手を使用した。冷

水浸積 30 分後、水タンクから手足を出し、タオルで拭いた。皮膚温は 5 分後まで測定され

た。本プロトコルは 15 日間、週に 5 日間反復した。1 日目は試験前日で、15 日目は試験後

期間であった。試験前日から 2 回目の浸積まで 2 日間であった。14 日目からテスト後まで、

被験者らは 1 日休息した。バランスを取るために左側（利き手および利き足と反対側）は右

手足と同様に、1 日目（試験前日）と 15 日目（試験後）に浸積した。 

 

マテリアル： 

手を浸積する浴槽の寸法は、49.5cm（奥行き）929cm（幅）913（高さ）cm で、足を浸積

する浴槽の寸法は、46cm（奥行き）936cm（幅）922.5（高さ）cm である。浴槽内の湯の

熱喪失や熱取得を最小限にするため、浴槽はポリスチレンで断熱した。温度はサーモスタッ

ト（TLC15、PM Tmanson Instruments、ブレイスウェイク、オランダ）を使用して 1 度

以内で管理された。手指および足趾温はロイコプラストテープ（BSN medical 社、ハンブ

ルク、ドイツ）1 枚で皮膚に装着し、Mobi8 データ収集システム（TMS International BV

社、オルデンザール、オランダ ）につなげたサーミスタ（P-8432 タイプ、ICBT、東京、

日本）を使用して持続的にモニターされた。手指および足趾温は毎秒サンプル測定された。

浸積 30 分間にわたる最低値は最低温度として定義した（Tmin）。平均温度（Tmean）およ

び最高値（Tmax）は 5－30 分間隔で計測する。CIVD は少なくとも 1 度の持続的上昇と定

義された。僅かな変動を除外するために、我々は全ての温度測定前後 20 秒間の平均値を取

ることにした。1 度未満の上昇は「CIVD なし」、1 度以上は「CIVD あり」とした。開始時

間は、少なくとも 1 度の持続的上昇が認められるまで浸積から数秒とした。T ピーク値は最

初の CIVD ウェーブのピークにおける温度である。CIVD 解析は人間の主体性を除外して

完全に自動で行われた。 

 

疼痛は視覚アナログスケール（VAS）0-10 を使用して 5 分後に評価された。人差し指の指

先の触感覚はセメスワインスタインモノフィラメント検査を使用して評価された（Bell-

Krotoski および Tomancik1987 年）。触感覚を判断することができるよう被験者らは水面

下で 5 分毎に約 10 秒間手を返した。 

 

統計解析： 
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ほとんどの試験では統計学的に限られており、我々は本試験で 16 名の被験者を含めた。

O’Brien の試験（2005）中の手指の皮膚温に基づき、開始 25 秒および 1.5 度のピーク温度

における差異を検出する。手指および足趾 1 本における CIVD の有無はばらつきを多く示

すため、我々は全ての手指温および足趾温を測定した。（Cheung および Meljavic 2007 年、

Mekjavic 他 2008、Reynolds 他 2007）。 

統計解析は Statistica（Statsoft 社 2008 年）を使用して行われた。皮膚温、疼痛および触

感覚のデータは 2 元配置分析（9 条件）を使用して、統計学的に独立因子として扱われる手

指温および足趾温と比較した。試験前から試験後までの CIVD パラメータは対応のある t 検

定を使用して特定された。試験前から試験後間の CIVD 数の差異は非パラメータ的に解析

された。結果は平均値（SD）として表され、有意差は p＜0.05 とした。 

 

 

 

結果 

 

浸積期間中の全ての手指および足趾にわたり、手指および足趾温の平均値を図 1 に示す。 

 

図 1：連続 15 日、8 度の水に浸積下、5-30 分間全指の皮膚温平均値。垂直バーは平均値の標準誤差を示す。 

 

手指温は基本的に継続的に変わらず、足趾温は上昇を見せた。最後の 2 日間で、足趾温およ

び手指温は低下した。試験前および試験後の寒冷誘発血管拡張反応のパラメータを表 1 に

示す。皮膚に装着したセンサーの技術的トラブルにより、初日に無作為に数名がドロップア

ウトした。非トレーニング側の手足では浸積 15 日後温度変化はなく、トレーニング側の手
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足では変化が見られた。少なくとも 1 つ以上の CIVD 数は、冷水浸積 15 日後トレーニング

側の手指で 52-25％（p＜0.01）と有意に低下し、非トレーニング側の手指では変化がない

ままであった（試験前 39％、試験後 46％）。CIVD を開始した時間は広範囲にわたってお

り有意差が見られず、CIVD ウェーブのピークも見られなかった。試験後トレーニング側の

手指温は有意な低下をみせ（Tmean、Tmin および Tmax、p＜0.001）、試験後トレーニン

グ側の足趾温は上昇をみせた（Tmean および Tmin、p＜0.05、Tmax、p＜0.01）。1 日目

と比較して 15 日目で手指温は親指（p＜0.05）、人差し指（p＜0.05）、中指（p＜0.05）、薬

指（p＜0.01）、小指（p＜0.001）で有意に低かった。足趾温は中指（p＜0.05）、薬指（p＜

0.01）および小指（p＜0.05）で高く、1 日目と 15 日目で親指および人差し指では有意差は

なかった。 

 

表 1 注釈： 

N は実験データ設定数。最大は被験者 16 名×手指/足趾各 5 本＝80。センサーが皮膚から剥がれたため、主に試験前の

数個の測定値を除外。少なくとも 1 つ以上の CIVD 反応を示した実験データ設定数に対しての CIVD を表す。値は平均

値（SD）。 

*試験前との比較で有意差あり（p＜0.001） 

Δ試験前との比較で有意差あり（p＜0.01） 

†試験前との比較で有意差あり（p＜0.05） 
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図 2 で明確にわかるように、トレーニン

グ側の手足の疼痛は何度も低下した。本

グラフは 15 日間の各日における浸積中

の疼痛体験の平均を示している。手の疼

痛は、1 日目の 4.5（1.8）から 15 日目に

2.9（1.9）に軽減した（p＜0.001）。足の

疼痛は、1 日目の 4.6（1.7）から 15 日目

に 2.3（1.8）に軽減した（p＜0.001）。4

日目以降は疼痛に有意な軽減はなかっ

た。 

 

疼痛は試験前と比較して試験後に有意

に軽減した（表 2）。これは手も足も同じ

であり、トレーニング側でも非トレーニ

ング側でも同じだったことは事実であ

る。理由は、1 日目のトレーニング側お

よび非トレーニング側のスコアは同じ

であり（スコアに有意な変化なし）、 

15 日目のスコアとの比較では、15 日目

の非トレーニング側の手と比べてトレ

ーニング側の手では有意に軽減された

からである。足でも同様であるが、注目

すべきは、1 日目のトレーニング側の足

の疼痛は、非トレーニング側の足と比べ

て既に有意に低かったことである（p＜

0.05）。 

 

15 日間を通して人差し指の触感覚につ

いて有意な変化はなかったが、人差し指

の皮膚温に関連した。図 3 では、人差し

指の皮膚温と触感覚の関連性を示して

いる。平均（SD）皮膚温 8.78 度（0.35）

に対して、厚いフィラメントが検出され

た（4.08g）。一方、人差し指の皮膚温

10.35 度に対して薄いフィラメントも検

出された（2.44g）。 

 

図 2： 

15 日間浸積下、トレーニング側の手足の平均疼痛スコアおよ

び標準誤差。手足の 1 日目から 15 日目浸積シークエンスで

は、ばらつきがみられた。 

 
図 3： 

人差し指の皮膚温と触感覚の関連性。触感覚はセメスワイン

スタインモノフィラメントの重さで表す。図のデータは 15日

間の皮膚温および触感覚（トレーニング側および非トレーニ

ング側人差し指）の全測定値を含む。垂直バーは平均値の標

準誤差を示す。 
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ディスカッション 

 

本試験の主な目的は手指および足趾の温度反応における反復的局所寒冷曝露の影響を調査

したものであった。我々は疼痛および触感覚の局所的寒冷環境への順応の影響について調

査した。15 日間、30 分間の右手足同時冷水浸積は手指および足趾において正反対の反応を

示した。すなわち、試験前後の足趾における CIVD は差がなく、試験前は 44％、試験後は

29％だった。しかし、Tmean、Tmin および Tmax は試験後特に、第 3、第 4、第 5 足趾で 

上昇した。有意であったが、我々の試験での変動は 1 度以下で小さかった。我々のデータで

は、Yoshimura（1960）および Savourey（1996）によって認められたトレーニング効果と

合わせて考えると足趾の血流はトレーニング可能であると示唆できる。今日までに

Reynolds ら（2007）だけが同様の試験で変化が認められなかった。 

 

一方、手指では反復的な寒冷曝露に対して反応せず、温度反応は実際に低下した。手指の

CIVD 反応数は、試験後、手指皮膚温パラメータが示したように、54-24％に有意に低下し

た。 

試験後 CIVD 反応が見られた被験者は少なく、CIVD を継続して見せていた被験者の延長

反応も少なかった。本文献の結果は確固たるものであるが、大多数の試験では手指の皮膚温

の反復的寒冷曝露の影響や有害な影響は認められなかった。手指における CIVD および皮

膚温の低下は、Mekjavic ら（2008）の過去の所見にあり、彼らの試験では 13 日間の右手

の 8 度冷水に 30 分浸積後にこれらのパラメータと同じ結果が見られており、Geurts ら

（2005b）は我々と同じ条件で被験者 10 名の CIVD を調査後に平均手指温の低下を報告し

た。ほとんどの試験では影響がなく（Eagen 1966、Geurts 他 2006a、Glaser and Whittow 

1957、O’Brien 2005）、一方、2 試験では影響が見られた（Adam and Smith 1962、Geurts 

2006b）。そのため、寒さに順応できる個々によっては手指の寒冷傷害リスクが増加する可

能性がある。これは順応した後の両手足の触感覚の低下によってさらに支持される。 

 

トレーニングによって、主に最後の 2 日間で手指の皮膚温低下が認められた。この最終 2 日

間の手指および足趾における低下は、建物外の気温、14 日目および 15 日目の 16 度、それ

より前は 18-22 度であったことに関連している可能性がある（測定値に近いスキポール空

港の天候データ）。外気温が低い場合は実験前に体温が低下するかもしれない。実験室の温

度管理と、被験者らにとって安定した温度条件を作り出すことを目的とした冷水浸積 5 分

前の 35 度のお湯への四肢の浸積は、体温への外気温の影響を取り除くには不十分だった可

能性がある。一方で、延長および反復曝露後に影響を及ぼした寒冷環境により、   単に

最終 2 日間の変動が実際の変動に反映しただけかもしれない。外気温は 1 日目および 15 日

目で同じ 16 度であった。正当な比較が試験前後で行われている。 
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15 日間の CIVD トレーニング期間中の手指の皮膚温低下および足趾の皮膚温上昇はある部

分、解剖学上の違いによるものである。足は手と比較して体積率に対してより小さい表面積

を有し（男性：足 68 平方メートル、手 104 平方メートル、Tikuisis 他 2001）、手と比較す

ると足はゆっくり冷たくなっていく。これは手と比較すると足では CIVD が著明ではなか

ったことが理由である（Van Der Struljs 他、2008）。それゆえ、体温全般を維持するため

に足趾とは反対に、手指は寒さに対して血管収縮および局所血管の感受性を促進するとい

うことにさらに影響があるかもしれない。これらの変動は 15 日間の調査で起こったことで

ある。足趾は手指よりも寒冷傷害を起こしやすい傾向があるため（Daanen および Van Der 

Struijs2005 年）、足趾の組織完全性を維持し、局所的に血流を促進することは重要である

という別の説明も成り立つ。 

 

我々の試験で 15日間の冷水浸積後に認められた手指および足趾の皮膚温変動は中枢性のも

のではない。交感神経作用が活性化すると手指および足趾共に血管収縮がみられる。そのた

め末梢におけるメカニズムは、血管収縮に至る手指の寒さに対する感受性増加や、血管収縮

低下につながる足趾の寒さに対する感受性低下等、観察された変動に基づくべきである。 

 

浸積下の疼痛は 15 日間の局所的寒冷環境への曝露に対して有意に軽減した。これは足およ

び手の両方、またトレーニング側および非トレーニング側の両方で実際に起きている。図 2
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では、最初の数日で大きな疼痛軽減が明確に認められ、皮膚温に適応した可能性がある。疼

痛軽減については過去の観察（Geurts 他 2006a、Sawada 他 2000）と一致する。8 日間お

よび 12 日間の疼痛の相対的増加は、この測定日数が月曜に相対的に起こっており、寒冷曝

露から離れる 2 日間の週末は疼痛に対する抵抗性を減少させてしまったかもしれない。な

ぜなら疼痛は極端な寒さに対して体の警告シグナルとされ、トレーニングによって手指温

の低下は疼痛減少と一緒で慣れ効果に繋がると主張する研究者らもいる（Geurts 他 2006a、

Sawada 他 2000）。数日間の寒冷曝露後疼痛軽減を感じると、実際の気温に対して適応する

ことを期待せず、寒冷傷害のリスクが増加する。 

 

過去の試験で、触感覚は反復的寒冷曝露前後の測定に影響を及ぼさなかったと報告された

（Geurtsta 2006ab）。本試験では手を冷水に浸したままで測定されたため、寒冷曝露から

離れた際再び温まることはなかった。我々の結果は、皮膚温低下は触感覚低下に至ることを

明確に示した。これは Gescheider ら（1997）、Green ら（1979）、Daanen（2009）が発見

した皮膚温低下の結果として触感覚が低下したという一連の流れである。 

 

非トレーニング側の手足で有意差が検出されなかったため、手指および足趾で認められた

差は局所の反復的浸積を反映したものと結論づけた。万一、中枢系で変化があった場合はト

レーニング側および非トレーニング側の手足の両方で変化が認められるべきである。交感

神経作用は一般的に CIVD をコントロールするのに大きな役割を果たしていると考えられ

ている中枢性由来のものである（Daanen 2003）。交感神経は CIVD が起こる場所で多く存

在する動脈静脈吻合部の強靭な筋肉壁を刺激する。交感神経亢進はこのように血管収縮と

CIVD 反応減少に至る（Daanen 2003）。非トレーニング側の手指および足趾に変動が見ら

れないことは、交換神経活動はトレーニングによっておそらく変動しないことを示唆する。 

 

 

要約： 

被験者 16 名は 1 日 30 分、週末を含む連続 15 日間、8 度の水に手足を浸して同時曝露を行

った。15 日後、足趾皮膚温は僅かに上昇したが、手指における CIVD と同じく手指皮膚温

は低下した。それゆえ、トレーニング側の手指の寒冷傷害リスクが増加する可能性があり、

それは、警告システムの機能が低下したため疼痛感覚が次第に低下したことによるもので

もある。我々は以上のことから寒冷傷害予防法として手を反復的に冷水浸積することを推

奨しない。 
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あなたは寒さに打ち勝てるか 

マガジン委員会メンバー Tim Laagland 

 

 

冬がまもなく到来し、冬のスポーツの季節でもあります。アイススケート、スキー、スキー

ジャンプ、アイスホッケーはポピュラーなスポーツです。他にも、さらに過酷な寒さに晒さ

れるアイスマラソンのようなスポーツがいくつかあります。しかし厳しい寒さは身体にと

って脅威でしょうか。スポーツ選手は寒さへのもっとよい対処法をトレーニングできるで

しょうか。Daanen、Koedam、Cheung は寒冷温度に対する手足の指のトレーナビリティ

を調査しました。 

彼らは冷水（8 度）に手足の指を 30 分間浸した 16 名の参加者をテストしました。手足の指

の皮膚温は低下し、四肢は寒冷血管拡張反応（CIVD）を示すと予測されました。これは寒

冷血管拡張下、つまり皮膚温の上昇を誘発する寒さに対する体の反応を示しています。しか

し、彼らは手と足の指で異なる反応を発見したのです。足は中等度の効果を示す CIVD に

よる僅かな皮膚温の上昇を見せました。しかし、手指の皮膚温は低下し、CIVD が見られな

かったのです。これは望ましいものではなくリスクを伴います。研究者らは次のように述べ

ています。 

「トレーニング側の手指では寒冷傷害リスクが増加する可能性がある。それは警告システ

ムの機能が低下したため疼痛感覚が次第に低下したことによるものである。」 

そのため、組織障害、体温低下を伴う手指感覚低下のような寒冷傷害の機会が増加し、スポ

ーツ選手のパフォーマンスがこれに依存しているとしたら問題を引き起こす可能性があり

ます。これは望ましくないことであり、スポーツ選手は自身で心構えをすべきです。 
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アイスマン 

 
しかし、オランダに Wim Hof という男性が住んでおりアイスマンとしてよく知られていま

す。彼は体温が低下することなく膨大な時間を寒冷環境に耐えることで有名です。彼のもっ

とも素晴らしい功績の一つは、氷と氷水を満たしたタンク内で 2 時間過ごしたことです。

彼の秘訣は一体何でしょうか。それは呼吸法と瞑想の併用による寒冷環境でのトレーニン

グです。 

 

呼吸法 

彼の呼吸法はかなり深く吸い込んでスムーズに吐くことに特徴付けられます。30 ラウンド

の呼吸への集中後、新しい酸素を必要として体がシグナルを出す時に次の吸入を行うだけ

です。「完全に吐き出さないことが肺の中の酸素レベルを保つのです。」これらの周期は数回

繰り返されます。この呼吸法が血中の酸素レベルを促進させ、乳酸値の低下等、いくつもの

プラス効果をもたらすことができるのです。 

 

瞑想 

自律神経は意識しなくても正常に働いています。しかし、正しい考え方では自律神経を超え

るコントロールを持っている可能性があるのです。瞑想の目的は体に活動的な状態と闘争・

逃走反応のコントロールをもたらすことです。Kox らにより行われた試験（2012 年）では、

Win Hof は大腸菌を注入されました。結果は炎症を示すシグナル値は他の参加者 112 名の

値の半分でした。しかし、彼はそれができる唯一の人物なのでしょうか。2014 年、24 名の

参加者に再度試験が実施され、そのうち 12 名が Wim Hof からトレーニングを受けました

（Kox 他 2014）。本研究は同様の結果を示しました。現在、「ヴィム・ホフ メソッド」と

して知られる瞑想テクニックの練習方法をここで述べることはできません。 

 

寒冷環境トレーニング 

寒冷環境に晒される時、震えと鳥肌から始まります。あまりにも長時間晒されると、皮膚は

ダメージを受けるかまたは体が極めて低温状態になります。ヴィム・ホフメソッドでは、

徐々に低温に体をさらすと、寒冷環境に耐えられるようになるといわれています。30 分後

氷水中で体は極めて低温になります。世界記録は Wim Hof による約 2 時間となっていま

す。Groothuis ら（2010）は、Wim Hof の代謝が 300％まで増加し、それが体温上昇をも

たらしたことを発見しました。これは、彼は極めて低温状態でもなく、組織障害もなく、挑

戦中に継続的な体温 37 度であったという結果となっています。 
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寒冷環境での運動 

 
意見を 2、3 ここで述べましょう。これらの例で、被験者は運動していませんでした。その

ため発熱は起こりませんでした。しかし、スポーツ選手は運動します。次に、温度が異なり

ます。冷水（8 度）または外気温（－20 度）は皮膚に対して異なる効果があるはずです。そ

して 3 番目にスポーツ選手は手袋や保温性のよいシャツのような防寒具でだいたい自身を

守っています。 

アイスマラソンランナーを例に取り上げてみましょう。ランナーは寒さから身を守るため

に特殊な服と手袋を身に付けています。さもなければ、冷たい外気が皮膚にダメージを与え

てしまいます。これはとても論理的であり、Daanen らにより行われた研究では、ランナー

は寒さに慣れるために手指のトレーニングをすることができないという仮設を支持してい

ます。しかしヴィム・ホフメソッドを使用することは可能かもしれません。しかしながら、

後悔よりも安全であることが常によいと考えられ、そのため手袋を身に付けることがよい

考えとされます。しかし、顔など、皮膚が寒さに晒される体の他の部分についてはどうでし

ょうか。 

 

保護 

 

条件が厳しく外でトレーニングする必要が現実的にない場合、ルームランナーやローラー

を用いて室内でトレーニングするほうがよいかもしれません。外に出る時、衣類を 3 枚着

ればよいのです。手袋を付け、熱はほぼ、頭部から失われていくため質のよい帽子をかぶれ

ばよいのです。さらに手と爪先用の特殊なウォーマーを使用することもできます。次に、耳、

唇、顔など、外気に晒されるむき出しの皮膚を保護してください。本マガジンには NAQI 

Face Protector のような保護用製品を掲載しています。 
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結論 

 

スポーツ選手が寒さに適応するためにトレーニングすることが可能かどうかについての議

論するための資料があります。研究での議論に基づくと、冷水に手指を浸すトレーニングは

役に立ちません。呼吸法、瞑想、寒冷環境トレーニングに基づくヴィム・ホフメソッドを用

いたトレーニングを行うことはメリットがあるかもしれません。様々なスポーツの条件で

は、組織ダメージ等の寒冷傷害を起こす僅かな機会があります。リスクがある場合は、後悔

よりも安全であることを常に重視し、衣類 3 枚、手袋、帽子で体を保護してください。また

むき出しの皮膚を保護するために NAQI 製品を使用することもできます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

準備 

寒冷環境で運動する際は準備を行ってください。 

 

冷水に手や足の指を浸すトレーニングは行わない

でください。 

 

呼吸法、瞑想、寒冷環境でのトレーニングを試して

みてください。 

 

 

 

保護 

寒冷環境での運動する際は自身を保護してください。 

外でトレーニングする必要があるかどうか自問してく

ださい。 

 

衣類を 3枚着て、 

手袋と帽子を身に付け、 

爪先と手のウォーマーを使用してください。 

耳、顔、唇を NAQI 製品で保護してください。 
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寒さの対処法 

Greet Claes 

マガジン委員会メンバー 

スポーツジャーナリスト兼ライターの Wesley Muyldermans によるインタビュー 

 

 

 

 

 

 

体に対する寒さの影響 

 

私たちの体は継続的に体温を維持しています（恒温動物）。心臓や胃等の生命維持に必要

な器官が身体機能を正しく保つためにこれは必要なのです。私たちの皮膚には皮膚温の急

激な低下に気づくことができる寒さ感受性受容体があり、脳へ情報を送っています。それ

らはウォームアップ時よりも温度が低下すると信号を発し、熱受容体よりも多数ありま

す。冷覚はクラウゼ小体として知られています。温度低下の原因による組織収縮に反応す

るため、それらは寒さを感知することができます。寒い時、皮膚血管は収縮し、体表面を

流れる血流は減少します。発熱は反対の現象であり、過剰な体熱を発散するため全てが広

がります。 

 

筋肉に対しても寒さは同じ影響を及ぼすのか 

 

激しい身体活動時にはいつも、血液は私たちの体を瞬時に流れ、筋肉を暖めます。万一、

循環量が低下すると、私たちの筋肉は自動的に冷たくなります。しかし、運動を再開でき

るように、筋肉は既にウォームアップされなければなりません。これは一種の矛盾を意味

します。 
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抗冷感製品に必要なもの 

 

これらの製品はオイルベースで絶対に非密封性でなければなりません。水中で 25%以上の

暖かさを失うため水分が含まれていてはいけません。以下について考えてみましょう。あ

なたは屋外の小道にあるカフェで座っているところを想像してください。気温 25 度であ

なたは T シャツだけを着ています。何の問題もないでしょう。しかし、25 度のお風呂に

入ってみてください。長時間いることはできないでしょう！その理由により、他のスポー

ツ選手よりももっと体熱を失うため水泳選手は追加の保護が必要なのです。彼らは寒さに

対して優れたプロテクションを必要としており、さもないとパフォーマンスは悪くなって

しまい彼らを苦しめることになるのです。 

 

 

年齢によって異なるプロテクションが必要か 

 

原則、誰でも同じ保護を必要とします。しかし、高年齢になるほど外気に適応するのが遅

くなるのです。これは老化した皮膚が異なるプロテクションやあまり保護を必要としない

ということではありません。逆に、実際は少し追加の保護が必要です。寒い時、温感製品

を使用する人たちを見るけれども、あなたはや子供は使用すべきではありません。冷たい

手足は、多くの場合性別や年齢に関連することも事実です。 

 

体の一部は他よりも寒さに対して弱いのか 

 

私たちの腕や足（体から突き出ている部分）は早く冷たくなります。誰もが時々手足が冷

たくなります。少なくともこれらの部分は循環しますが、気温によっては最も早く循環し

てしまいます。顔を保護することはとても重要なことです。ほとんどの人は正しい衣服を

身につけますが、顔は外気にさらしたままです。さらに体の約 40％の温度は頭や首を通じ

て失われます。 

 

スポーツ選手やトレーナーは寒さに対して十分な準備をするために特別な注意が必要か 

 

最も一般的な間違いは保護フィルムのない温感製品を使用することです。その製品は血液

循環を改善するために血管を拡張します。しかし、もし保護フィルムがなかったら逆の効

果が出てしまい、初めての場所で何のアイテムも使用しなかったら、屋外で寒く感じるで

しょう。このように温感製品を使用することは体自身の自然なメカニズムに対して合反す

る働きをします。密封せず、熱を発散させない温感製品を選びましょう。例えば手足に、
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できれば暖かいうちにその製品を付けてください。あなたの体温は持続的に保たれ、寒く

なるとダメージは既に処置されているのです。 

 

トレーニングスケジュールには、気温が低い状態に適応するための寒さの中でのトレーニ

ングが多くあります。しかし、冷水中に手を浸すことを実験した最近の試験では、そのよ

うな適応力は見られませんでした。しかし、この試験は冷水に関するもので（水の効果は

既に理解済み）、冷たい外気中でこの試験を行うとよいということに気づかなければなり

ません。冷水中に手を浸した人の試験であって、その人の身体的な影響ではなかったこと

を覚えておくべきです。気温の低い環境で激しい運動をすることは全く異なる状況であ

り、これは循環を刺激するものなのです。 
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ウォームアップ：実証研究 
Greet Claes 

 

避けられない症状や処置として、セラピストやスポーツ選手は特別なウォームアップが必

要です。NAQI は特殊な温感製品を開発しました。温感製品の有効性について科学的研究

が不足していることから、多くの議論が挙がっています。最も重要な反論は、温感ローシ

ョンは寒冷血管拡張反応を引き起こし、筋肉から血液を奪ってしまい、活性成分が筋肉へ

浸透していかないことです。NAQI の温感製品はこれらの処置に高い評価を得て、ここで

示しているような治療の質に貢献しています。 

 

 

 

実証研究 

 

プロトコル 

男性ボランティア被験者 16 名は大腿部に中間型のマッサージローション（LO：NAQI 

Massage Lotion Sport）および温感マッサージローション（MP：NAQI Massage Lotion 

Plus）を塗布した。次のマッサージ技法 4 法が適用された。軽擦法（EF）、叩打法

（PE）、揉捏法（HA）および強擦法（IN）。皮膚温および 1.5cm 内部の筋組織温度はマッ

サージ 5 分後に測定された。ローションは冷感保護作用のない水溶性オイル製品であっ

た。 

 

データ 

■皮膚温 

表 1 および表 2 に皮膚温の評価について示した。中間型ローション（LO）によるマッサ

ージは皮膚温を低下させることが判明した。この低下は叩打法によるマッサージでのみ認

められた。温感ローション（MP）を使用した場合、温度の即時上昇が認められ、5 分後さ

らに上昇した。温感ハイドロゲル（WU：非オイル性ローション）または温感ローション

（MP）を使用した強擦法では、5 分後に温度上昇がみられた。 

 

■組織温度 

表 3 および表 4 に筋組織温度の評価について示した。中間型ローションによるマッサージ

では筋組織内で温度が低下した。温感ローションを使用した場合、軽擦法では温度を保っ

たままであった。揉捏法では上昇し、叩打法では僅かに低下した。温感ハイドロゲルまた

はマッサージローションによる強擦法では温度は低下した。 
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結論 

 

温感ローションの塗布または強擦法では皮膚に対して血液循環を増加させるだけであっ

た。温感製品が大きな効果を有するのはある種のマッサージ技法と併用した場合のみであ

った。マッサージは温度を低下させ、（マッサージ 10 分後、マッサージされた箇所の血液

が未だ入れ替わっていない）温感製品の効果で補うことができる。マッサージ 5 分後の筋

肉を充血させるためには、寒冷血管拡張反応を有する製品を使用し、強度のマッサージ

（叩打法）の併用が必要である。 

 

 

作用メカニズム：シャント 

 

温感製品適用時に、温度受容体は刺激される。寒冷血管拡張反応を担う神経ペプチドは分

離される。皮膚の血管網は器官に栄養分を与えるために必要以上に広範囲にわたってお

り、一部は皮膚により温度管理されている。室温で、血流は毛細血管の 50-70％だけに流

れる。熱、寒さの影響下で、皮膚温は変化し、温度受容体は中枢神経系へシグナルを送り

刺激される。皮膚血管が刺激され、熱による寒冷血管拡張反応や寒さによる血管攣縮反応

など、筋肉がこれに反応する。 

 

血液供給の瞬時の制御は動脈吻合（血管の自然な連結）を通じて行われ、これをシャント

と呼ぶ。熱や寒さの影響でシャントは血液供給において極度の差異が生じうる。組織

100mg あたり血液 0.3-150mL/分の増加である。この差異は下層の筋組織への影響を含ん

でいる。 

 

温感製品の局所使用は、上記で述べたような外部熱と同じ身体的影響がある。寒冷環境で

体熱喪失を避けるためリポゲル（油成分のみからなる製品；NAQI ウォーミングアップコ

ンペティション）によって皮膚を保護することは大変重要である。  

 

 

筋肉のウォームアップ 

 

リラックスした状態では冷たくなった筋肉は急な動きをすることができない。これは筋肉

を裂傷させる原因となる。筋肉の温度を上昇させるためにスポーツや運動前のウォームア

ップは必要である。パッシブなウォームアップはアクティブなウォームアップと同様に温

度を上昇させることができるが、体力を保持においては同じではない。パッシブなウォー

ムアップは、アクティブなウォームアップからの体温上昇や体温保持における補佐として
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も重要なことでもある。 

 

皮膚が潤っていたり濡れている場合、25%以上の熱を喪失する。それゆえ、降雨時、オイ

ルは体熱喪失軽減のために適用されるべきである。これは寒冷環境ではさらに重要であ

る。体は体熱を維持するために血管を収縮させることで寒さに反応する。寒冷環境は血液

循環量の正常量の 3 分の 1 を減少させる。これは皮膚レベルだけではなく下層の筋肉でも

起こることで、結果として血液供給は減少し、体温は低下する。 

 

体は気温マイナス 5 度で風がないときよりも、気温 10 度、風速 40km/時間のほうがより

暖かさを失う。これらの要因はパフォーマンスを妨げ、怪我のリスクを増大させる。体熱

の喪失は非水溶性または水抵抗性製品により軽減される。例えばリポゲルは寒さ、風およ

び雨に対して特に長時間持続する保護剤である。 

 

血液循環を促進し、寒さに対して保護する製品を使用することはアクティブなウォームア

ップ効果を延長させ、保護時間を倍にする。これは調整機能とともに機能範囲を広げるこ

とである。NAQI ウォーミングアップコンペティションはこれに特に気を使いデザインさ

れた。本製品を使用することで皮膚に残ったフィルムは、皮膚の正常機能を妨げるもので

はなく、特に屋外スポーツに適しておりマッサージ後の寒冷血管拡張反応の維持するもの

である。 

 

 

調査 

科学的調査では、12 度でウォームアップリポゲルを塗布した時、有意な効果があったこと

が認められた。15 名が NAQI ウォームアップコンペティション 2 を塗布され、15 分後、

本製品を塗布しなかった部分に対する皮膚温および水分蒸散について測定された。ボラン

ティア被験者は屋外で 30 分自転車に乗り、15 分後に戻ってきた。測定が再度行われた。 
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結果 

リポゲル塗布により水分蒸散の有意な低下を見せる結果となったことが明らかに示されて

いる。サイクリング後、サンプル群で水分蒸散の有意な増加に我々は気づいた。リポゲル

はサイクリング後の熱喪失の有意な軽減を維持する。NAQI ウォームアップコンペティシ

ョン 2（WUC2）は皮膚温を上昇させる。サイクリング後、体温は全般的に低下した。リ

ポゲルはサンプル部位より高い温度を維持し、それゆえ熱喪失を軽減することが保証でき

る。 
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寒い環境で温感製品を使用する理由 

次の表では、寒さの中での運動前における明確な処置と NAQI ウォームアップコンペティ

ション 2 のようなリポゲルの必要性に対して温感製品を使用する重要性を示しています。 

 

運動 10 分前 

 

 

 

 いいえ      → 

 

 

   はい 

    ↓ 

 

 

 中間型ローション 

 又はハイドロゲル  → 

 

    

    温める 

      ↓ 

 

 

 

 

    ↓ 

 

 

 ローション又は 

 ハイドロゲル   → 

 

      ↓ 

  リポゲル 

エチルヘキサン酸セチル含有 

     ↓ 

 

マッサージ 

  製品 

気温 

15℃/59°F 

自転車 

保護＆ケアなし 

皮膚温＆組織温（1.5cm） 

    低下 

皮膚温＆組織温（1.5cm） 

    上昇 

さらに低下 

寒さに対する保護 

T    +/- -1.1℃ 

T    +/- 1℃ 
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☆ ウォーミングアップコンペティション（WUC2） 

肌の正常機能を妨げない循環を促進して寒さから守る保護作用をもつ撥水性のリポジェル

です。心地よい温感が肌にわずかに赤みを与えます。荒れた天候時に使用します。 

 

 

 

 

☆ VOTRA PLUS 
このリポジェルは寒さから足を守り、皮膚の正常機能を損なわずにゆっくりと熱が奪われ

るようにします。寒い時期に NAQI VRTA PLUS で足をマッサージしてください。必要

時、繰り返してお使いください。顔や粘膜への使用は避けてください。 
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アイスマラソン 
スポーツジャーナリスト兼ライターの Wesley Muyldermans によるインタビュー 

 

Gertjan Verdickt さんはロンデルゼールのアマチュアスポーツ選手です。現在、彼はアント

ワープ大学で応用経済学、特に金融市場の博士号を取っています。彼にはバスケットボール

15 年、バドミントン 2 年のスポーツ歴があります。6 年前、Gertjan さんは The Running 

Bugs に参加して、2011 年から 2014 年の間にブリュッセルマラソンとローママラソンを走

りました。これは、彼のこれまでの壮大なチャレンジのための完璧な準備でした。1 年中多

発性硬化症患者らと一緒に走り、最終的に南極でのアイスマラソンを走ります。本インタビ

ューで Geratjan さんは、極めて低温での身体的な激しい運動のための準備方法について語

ってくれました。 

  



 

54 
 

Geratjan さん、アイスマラソンは、毎月又は毎年実施するものではないでしょうか。あな

たはなぜアイスマラソンをしているのですか？ 

私はチャリティと、フランドル地方の多発性硬化症患者のために使う予算へ回される全て

の寄付のために走っています。私は中枢神経系障害である多発性硬化症と闘い、その後短期

間に周囲の人に影響を及ぼすことになってしまいました。メルスブロークの多発性硬化症

センターで勤務する友人もいます。まず初めに、私はこの病気について何も知りませんでし

たが、学び始めたのです。多発性硬化症は筋肉疾患と思っていましたが、実はそうではあり

ませんでした。 

ある友人は私に、多発性硬化症の発作後どんなふうにズボンが履けなくなったかを教えて

くれました。走ることに夢中だったので、こう考えました。「私はまだ走ることができる。

走ることとアイスマラソンに参加することで注目を集めることができる。これまでにブリ

ュッセルで 2 回、ローマで 2 回、計 4 つのマラソンを完走している。アイスマラソンをす

ることで、南極を走るというような極端で思い切ったことをしていると他の人に見せて、次

のステップに進みたい。私にとってこれまでと違うのは、このイベントが 4 時間だけ続い

てその後終わってしまうということだ。多発性硬化症患者は一生、体の中に時限爆弾を持っ

ていなければならない。いつかよくなるかもしれないが、次の日発作が起きて急に状態が悪

くなるかもしれない。私はこの対照的なことに注目を集めたい。」 

 

極端な低温の中での激しい身体活動のためにどのように準備をしたのですか？ 

私は Paul van den Bosch によって運営されている Energy Lab というところで指導を受け

ました。彼は Sven Nys を指導した人です。彼らは私のために食事とトレーニングスケジュ

ールを書き出してくれました。今の私の体脂肪率は 17.7％ですが、もっと減らさなければ

ならず 10％が好ましいとされています。しかし、これは賛否両論あります。これに対して、

体脂肪率 10％という数値は実際には低いのか、また寒さから私自身を保護するのに高いの

かはわかりません。 

とても低い温度の中での運動に慣れるために、数ヶ月以内に私は冷凍室の中や摂氏マイナ

ス 15 からマイナス 20 度の寒い部屋の中で走り始めるつもりです。次の 6 月までは早く始

めてもメリットがないので開始しません。私はスタミナをつけるために数キロ走り始めま

した。現在、1 週間に 3 回 50 分間走っていて、12 月末までに 90 分間走れるようにスタミ

ナをつけるつもりです。それから冷凍室か寒い部屋で少なくとも 2 時間居られるようなト

レーニングもします。それに長く耐えるほど、準備は良好になるからです。 

 

アイスマラソンは精神的に疲れないでしょうか。 

私はいつも同じ方法でマラソンの準備をしています。トレーニングと思わない日もありま

す。トレーニングと思うかどうかではなく、ただヘッドフォンを付けて自分をスタートさせ

るだけです。この練習方法は精神的に強くなるために役立ちます。昔バスケットボールをし
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ていて、これは強靭な精神力を必要とするスポーツなのですが、私は今もこの恩恵を受けて

います。最終目標までの正しい方向性の中での新しいステップのように、どのトレーニング

も見据えることができるのです。 

 

南極は凍る様な寒さであることは当然ですが、何を着ているのですか。 

普通の靴でアイスマラソンを走ることができるという、ある団体のウェブサイトを見まし

た。この短編映画も見てマラソンについて知ることができました。私はとても分厚い靴を履

きますが、それで十分です。 

私は 3 枚の薄い衣類を身につけます。内側と外側に保温性のある下着、特殊な薄いスポー

ツジャケット等です。一番重要なことは顔を保護することです。NAQI の製品にはエクトイ

ンを成分とする顔専用のクリームがあり、それはとても役に立ちます。スカーフと特殊な眼

鏡も付けます。とても重いので私にはできませんが、例えばスキーゴーグルを付けます。冷

凍室や寒い部屋でのトレーニングによって、どんな衣服を身に付ければよいか、どれだけ耐

えられるか等様々な有益な情報が得られます。その団体が述べているのですが、普通のマラ

ソンの準備をするのと同じように準備をすることがベストです。でも私はできることは何

でもするのが好きです。 

 

Paul van den Bosch さんの企業と前コーチの Sven Nys’s さんと共にトレーニングをして

いますね。Nys さんは競技に出るとき、修道士のような生活をしていますが、あなたも同

じことを計画していますか。 

私は現在、特殊な食事生活をしています。1 年間、トレーニングセッションではスキムミル

ク入りのチョコレートドリンクを飲みますが、それ以外はアルコールやソフトドリンクを

飲まないで炭酸水を飲みます。全粒粉のパスタ、玄米、全粒粉のパンしか食べません。白い

食物はメニューからはずします。例えば、私の大好きなピザは食べることできません。これ

は簡単なことではありません。低脂肪の肉類は食べることができますがひき肉やサラミは

食べられません。コーンフレークはグラノーラやオートミールに変更します。とてもヘルシ

ーな食生活です。 

 

寒さに対する肌の保護は避けられません。どのように対処をしていますか。 

正直なところ、NAQI の話をするまで思いつくものがありませんでした。ローママラソンの

時、肌を保護するために何もしていませんでしたが、2 回目の時、ローマは晴天でした。私

は NAQI の製品がいろいろサポートしてくれたので嬉しかったです。肌を徐々に保護しな

ければならないと言われていたので、寒い部屋でトレーニングを開始する 1 週間前に NAQI 

Face Protector Sport を使い始めました。最適な顔の保護が確実にできるようにレースまで

徐々に行いました。回復を早めるために NAQI Recovery Gel も使います。私は NAQI のす

ばらしい指導を本当に頼りにしています。私が最適に顔を保護しながらアイスマラソンが
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確実にできるように、彼らの R&D は必要な時に支援してくれるからです。私の理学療法士

も一緒に治療用製品のサポートを受けています。 

擦れや摩擦はもうひとつの起こりうるトラブルです。もし 1 時間以上ショートパンツを履

いていたら、密着しすぎと思います。先に述べたように、私は昔バスケットボールをしてい

たのでどこでもルーズなショートパンツを履いていました。だから擦れや摩擦が起こるか

もしれないことがわかっているのです。 

 

Gertjan さんの新たなチャレンジは今、多くの注目を受けていますが、これは他の人たちも

同じようなことができるよう刺激になるかもしれません。しかし、他の人たちは不安に思

っているかもしれません。その人たちを説得するのに何か言うことはありますか。 

やり遂げられるかどうか考えながら残りの人生を過ごすよりも何かに挑戦するほうがよい

と私は思っています。これはマラソンのスタート地点でのいつもの私の姿勢です。困難なこ

とですが短期間でありますし、残りの人生でそれを成し遂げられたら大変嬉しいことでし

ょう。同じことがアイスマラソンにも当てはまります。暫くは歯を食いしばって耐えなけれ

ばなりませんが、後でその代わりに多くのことが得られます。今から 5 年前、初めてローマ

でゴールを切った時、ジェットコースターに乗った気分で圧倒された気持ちになったので

す。私はこれを他の人たちにもぜひ感じてほしいと思います！ 

******************************************************************************** 

Gertjan さんの新たなチャレンジ、「RUN FOR MS－多発性硬化症患者のために走るー」に関する情報、

2016 年から 2017 年の全ての競技や寄付の仕方についての詳細情報は www.runforms.be でご確認くださ

い。「RUN FOR MS」のブログでは Gertjan さんがアドバイスや 2017 年 11 月 24 日に行われる南極アイ

スマラソンに向けての旅の体験をシェアしています。 

******************************************************************************** 

 

 

 

☆Face Protector SPORT 

荒れた肌の保護に 

目的：運動中の熱、寒さ、風から 1 年中顔を保護する屋外スポーツ用

の自然成分エクトイン含有製品です。厳しい天候条件でも体を保護す

る天然由来化合物のエクトインで作られています。NAQI Face 

Protector Sport は熱、寒さ、風、紫外線照射から 1 年中肌を守ります。

肌に十分潤いと弾力を与え、赤み、乾燥、不快感を取り除きます。敏

感肌を含むどんな肌のタイプにも適しています。 

使用方法：屋外でのスポーツ時、顔や首に塗布してください。必要時

のみご使用ください。 

包装：50mL エアレスボトル 
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夏と冬での水分補給の仕方 
 

Audrey Baguet 

ゲント大学 身体運動学、スポーツサイエンス博士 

Etixx Sports Nutrition インターナショナルプロダクト&イノベーターマネージャー 

 

 

発汗率 

多くのスポーツ選手は、温度が下がることで発汗率が変化しないことを知ると驚きます。発

汗率は、密着度、速度、順応性を含む様々な要因によって決定します。スポーツ選手は夏の

運動時と同様に冬の運動時でも水分を失います。1 年のうちいつでも運動時に水分を保つこ

とはとても大切であり、そうでなければパフォーマンスに影響が出るのです。 

 

それは数種の要因によって起こります。まず、スポーツ選手がほとんど汗をかいておらず

（図 1）、喉の渇きもほとんど感じていない時は、彼らは水分補給の必要性にほとんど気づ

いていません。2 番目に多くのスポーツ選手は寒い環境での運動する時、厚着をしています。

彼らは新しい衣類を身につけるときはいつもワクワクしているか、1 日中寒さの中にいるの

に飽きてしまい暖めるためだけに厚着をしています。3 番目に、屋内でスポーツする時、屋

外よりも多く汗をかきますが、屋内で長時間走ったり、固定式バイクをしている間は水分補

給が遅れてしまいます。 

 
図 1 注釈：ランナーの 1 時間あたりの発汗率の近似値（リットル/時間）。走る速度はメートル/分および分

/マイル。 
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脱水症状 

冬の時期の脱水症状を避けるために運動時には水分を十分摂取しなければなりません。し

かし、運動前後にも水分を保つことはとても重要です。失った水分を十分補うくらいきちん

と水分を摂取してください。1 時間以上の運動する時は、時間あたり 0.5L の水分を取るこ

とを勧めます。走った後、脱水状態を確認する方法として尿の色を見てください。尿は淡い

黄色ですが、脱水症状の時は濃くなり水分を過剰に取ったときは薄くなります（図 2）。 

運動時、めまい、頭痛、筋肉痙攣、突然の心拍数増加、口渇、過剰な喉の渇き等の脱水状態

である兆候を観察してください。万一これらの兆候を感じたら、水分を摂取するか、症状の

度合いによってはその日の練習をやめてください。 

 

図 2 注釈：尿の色は淡い黄色を呈すべきである。濃い場合は脱水状態、薄い場合は水分取り過ぎを示す。 

 
アイソトニック飲料 

Etixx Isotonicのようなアイソトニック飲料は私たちの水分バランスの維持や回復に理想的

な飲料です。運動時に持続的に汗をかくため電解質や塩分を補給する必要があり、理想的な

飲料が Etixx Isotonic です。冬場や運動時に水分をとることがほとんどない時は Etixx 

Carbo-Gy が飲まれています。この飲料は冷たくしても、刺激的作用のある温かいフルーツ

ティとしても飲むことができます。 

Carbo-Gy/ Isotonic Etixx Carbo-Gy Etixx Isotonic 

等質（g/本） 66 ~30 

電解質  × 

タイプ 高張性のエナジードリンク 等張性の喉の渇きを癒すド

リンク 

摂取時期 運動前、運動時 運動前、運動時 

暖かい時期（＞10 度）  × 

寒い時期（＜10 度） ×  

目的 エネルギー補給 水分、エネルギー、電解質補

給 

ターゲット 持久力を要するスポーツ選

手、ラケットスポーツ選手 

全スポーツ選手 
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本マガジンの情報は専門家のアドバイスに替わるものではなく、医学的状態を議論するの

に唯一ベストな方法、プロセス、処置を示すものでもありません。NAQI セラピューティッ

クマガジンで公表されている全ての記事で述べている意見は著者によるものです。 

 

NAQI Foundation はこの刊行物における情報の正確性および完全性に対して法的に責任を

負いません。 

 

全著作権所有。この出版物のいかなる部分も、いかなる形式でも NAQI セラピューティッ

クマガジン編集者から書面での許可がない限り複製することはできません。 

 


