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編集者のコメント 

 

なぜ NAQI MAGAZINE は発刊されたのでしょうか。これは多くの人が自身に投げかけ

る疑問でしょう。NAQI MAGAZINE のノベルティと強みは、理学療法とスキンセラピーへ

リンクさせ、専門家たちの間でオープンに議論できる機会を作ることを目的として位置づ

けられたことです。NAQI MAGAZINE は毎号、特殊なスポーツや話題を取り上げて、内科

的療法、理学療法およびスキンケアに関するディスカッションへと導くための機会を作っ

ていきます。 

テーマについて少しご紹介した後、トレーニング、外傷、リハビリテーションあるいは回

復プロセスについて書かれたスポーツ医科学論文を取り上げます。そして、セラピストや医

療専門家のオープンディスカッションへの出発点となる理学療法の提案へと続きます。最

終項目では、専門的なスキンケアや求められる肌状態のテーマに繋がる記事から構成され

ています。 

NAQI MAGAZINE は治療法に対する異なる観点や意見と共に、世界の全ての場所から

同等にディスカッションできるように考案されました。 

NAQI MAGAZINE は理学療法士である Tim Laagland が編集者を務め、理学療法によ

る提案を執筆しています。また、マガジン委員会は本論文をレビューしています。そして、

委員会は Greet Claes、Gerard Green、Paul Van Loon、Joost Mentink のメンバーで構成

しており、P.2 にて詳細情報が得られます。 

創刊号は非常に激しくハードなスポーツであるトライアスロンに焦点を当てました。先

月、Journal of Physiotherapy（エルゼビアのオープンソースより）は興味深い論文「マッ

サージセラピーによるロング・ディスタンスレース、アイアンマン・トライアスロン後の疼

痛および疲労の軽減」を発表しました。この論文は Tim Laagland の治療法の提案をベース

としたものです。Greet Claes は多くのトライアスロン選手が立ち向かう共通の皮膚損傷に

関する自身の経験談を提供しています。 

私たちが楽しみながら本誌を作っているのと同様に、楽しんで読んで頂けることを願っ

ております。 

編集者 Edgard Geyskens 
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ネイビーシールズ 
 

アイアンマンという考えは、マラソンと遠泳のどちらが肉体的にきついスポーツなのか

と論争したアメリカ海軍特殊部隊 SEALS のチャレンジとして始まったものです。 

  

 

最初のトライアスロンは 1920-30 年にフランスで「La course des Trois Sport 3 種のス

ポーツレース」として実施されました。競技は水泳 200m、自転車ロードレース 10km、マ

ラソン 1200m に制限されました。1974 年、現代の最初の「トライアスロン」と呼ばれるス

イム/バイク/ランの種目はカリフォルニアサンディエゴのミッションベイで開催されまし

た。最も認知度の高いウルトラディスタンスレースはアイアンマン・トライアスロンです。

極めて厳しいアイアンマン・トライアスロンの過激な挑戦はスイム 3.9km、バイク 180km、

ラン 42.1km で行われます。それはゴールさえすれば勝利！と言われています。ワールドト

ライアスロンコーポレーションは 1 年を通して世界中で行われるアイアンマン・トライア

スロンのイベントを企画しています。 

自転車ロードレースでは、日中気温はほぼ摂氏 43 度まで上がり、89km/時間の横風が吹

きつける 180km にわたるハワイの溶岩台地を走ります。レースは他のアイアン・ディスタ

ン ス で 経 験 を 持 つ 選 手 で あ っ て も 困 難 な も の で す 。 世 界 選 手 権 の レ ー ス                                                                                                                             

はガイドラインの要件を満たした選手だけが参加することができます。 

アイアンマンという考えは、1977 年にマラソンと遠泳のどちらが肉体的にきついスポー

ツなのかと論争したアメリカ海軍特殊部隊 SEALS のチャレンジとして始まりました。最初

のアイアンマンは 1978 年 2 月 18 日、ハワイ生まれのカリフォルニアトライアスロン選手

John Collins と Judy Collins で、最初のエンデュランス・トライアスロンを企画した選手

です。 

伝えられるところによれば、「最初にやり遂げた人が誰であろうとも、アイアンマンと呼

ぼう」と、Collins は言っており、それ以降、アイアンマン・トライアスロンは世界で最も

ポピュラーなエンデュランス競技のひとつとなっています（情報元：アイアンマン・トライ

アスロン世界選手権大会）。距離が過酷なだけでなく、各部門には時間制限があります。ほ

とんどのアイアンマンのレースでは 3 種目全てを達成するのに 17 時間を参加者に与えてい

ます。競技は朝 7 時に始まります。スイムは 2 時間 20 分で終えなければなりません。バイ

クは午後 5 時半までに終え、マラソンは真夜中までに終えなければなりません。 

2000 年のシドニーオリンピック以降、トライアスロンは、水泳 1.5km、自転車ロードレ

ース 40km、マラソン 10km のオリンピック種目になりました。 
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ランダム化試験 
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論題 

マッサージセラピーはロング・ディスタンストライアスロン（アイアンマン）後の大腿四

頭筋における疼痛および自覚的疲労を軽減することができるのか。 

試験デザイン：ランダム化比較試験、割付の隠蔽化、intention to treat 解析、盲検化お

よびアウトカム評価。 

参加者：アイアンマン・トライアスロンレースを完走し、主訴が大腿部前面疼痛のトライ

アスロン選手 74 名 

介入：競技後の回復を目的とし、大腿四頭筋にマッサージを受けた実験群と、座位で休息

した対照群。 

結果判定：アウトカムは疼痛および自覚的疲労。視覚アナログスケールを使用して報告、

大腿四頭筋上 3 点での圧痛閾値、デジタル圧疼痛計を使用して評価。 

結果：対照群と比較して、実験群では有意に低スコアであった（疼痛に対する視覚アナロ

グスケールでは群間差 MD－7mm、95％CI －13 から－1 の間、自覚的疲労に対する視覚

アナログスケールでは群間差 MD－15mm、95％CI －21 から－9 の間）。圧痛閾値はどの

評価ポイントにおいても両群間に有意差はなかった。 

結論：ロング・ディスタンストライアスロン競技後の疼痛および自覚的疲労からの回復に

おいて、マッサージセラピーは未介入と比較すると、より有効性がある。 

試験登録：Brazilian Registry of Clinical Trials, RBR-4n2sxr. [Nunes GS, Bender PU, 

de Menezes FS, Yamashitafuji I, Vargas VZ, Wageck B (2016) Massage therapy decrease 

pain and perceived fatigue after long-distance ironman triathlon: a randomized trial. 

Journal of Physiotherapy 62: 83-87] 
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序論 

 

アイアンマンは世界で行われている主なロング・ディスタンストライアスロンレースの

ひとつである。毎年、世界中で約 40 のアイアンマンイベントが行われており、2000 ほどの

選手が各イベントに参加している。選手は水泳 3.8km、自転車ロードレース 180km、マラ

ソン 42.2km の 226km を完走しなければならない。それはエネルギーを使い果たし、身体

的および代謝ストレスを生む大変過酷な競技である。本ストレスによって、アイアンマン選

手は脱水、熱射病、低ナトリウム血症、筋骨格系外傷、皮膚外傷、発熱、低体温症、低血糖、

下痢および嘔吐等の様々な医学的状態を経験する頻度が高い。しかし、競技後の最も一般的

な症状は疼痛および筋肉疲労であり、おそらく炎症反応やエネルギー保持力の低下を誘発

する筋肉のダメージによるものである。連続的な過負荷による疼痛および疲労に最も影響

される身体部分は下肢、主に膝の周囲である。 

 

過酷な競技後のトライアスロン選手における症状の重症度を最小限にするために、マッ

サージ、寒冷療法およびストレッチ等の治療的介入が行われている。マッサージセラピーは

競技後によく使用され、用手圧迫およびリズミカルな叩打法によって体の組織への機械的

操作と定義されている。様々なマッサージセラピーの技法によって血液およびリンパ液の

流れを増やすことを期待している。理論的には、カタボライト除去を促進し、疲労感を軽減

する可能性がある。マッサージセラピーのもうひとつの効果は、鎮痛である。皮膚上での手

先との接触による機械的刺激は神経学的作用、つまりゲートコントロールセオリーに基づ

く有害刺激物の遮断作用を有するかもしれない。 

 

いくつかの臨床試験で、過酷な運動後の選手におけるマッサージセラピーは有益な効果

を示している。Ogai らは、2 セッションにおいて、フィットネスバイクで激しいトレーニ

ングを同じプロトコルで実施した身体的に活発な大学生を評価した。セッションのひとつ

で、彼らはプロトコルの半ばに 10 分間の下肢マッサージを受けた。マッサージによるプロ

トコルセッション後、参加者は筋肉の凝りおよび自覚的疲労の軽減を示し、視覚アナログス

ケール（VAS）によって評価された。Mancinelli らも選手のマッサージ効果を確認した。本

試験で、高校バスケットボールおよびバレーボール選手をシーズン最初のトレーニングセ

ッション後、2 群に分けた。1 群は休息し、他群は遅発性筋痛のピーク日に大腿四頭筋にマ

ッサージを受けた。マッサージを受けたグループは自覚的疼痛および圧痛閾値の低下を示

し、垂直跳びを実施したところ、改善を見せた。 

 

いくつかの系統的レビューで、マッサージセラピー効果の調査が実施されている。これら

のレビューではマッサージセラピーは、激しい運動後の疼痛を含む様々な筋骨格系コンデ

ィションにおいてメリットがあると結論付けている。しかし、試験の中で、マッサージセラ



14 
 

ピー中に適用した技法の標準化において不足している部分がある。さらに、これらの試験で

行われた強度の身体運動は、一般的に急速な疲労をもたらすようにデザインされた高強度

のレジメンであった。試験は、本当の競技形式で実施されたものではなく、マッサージによ

る介入は運動直後に常時行われなかった。それゆえ、ロング・ディスタンストライアスロン

等の非常に長時間の過酷なスポーツ後のマッサージの有効性に関して疑問が残る。 

 

そのため、本ランダム化比較対照試験の研究論題は、 

 

マッサージセラピーはロング・ディスタンストライアスロン（アイアンマン）後の大腿四

頭筋における疼痛および自覚的疲労を軽減することができるのか。 
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方法 

 

試験デザイン：本試験はランダム化臨床試験であり、参加者は 2 群（実験群または対照

群）のうち 1 群に割付けられた。実験群は大腿四頭筋にマッサージを受け、競技後の回復を

目的とした。また対照群は座位で休息した。ランダム化は、募集中に次の割付にて隠蔽化す

るために密封かつ不透明の封筒を使用して行われた。本試験の評価および介入に関与して

いない研究者がこれらの封筒を用意した。試験デザインは図 1 に示している。 

 

参加者、セラピストおよびセンター：ブラジルアイアンマンからトライアスロン選手 74

名が本試験に参加した。本試験に含まれるよう適格者になるために、選手はアイアンマン・

トライアスロンを完走し、大腿部前面における疼痛を主訴として理学療法クリニックへの

報告が必要であった。除外基準は本試験手順に合わない全ての医学的状態であった。本試験

処置中に発現した代謝性および呼吸器障害、評価および/又は介入中に発現した痙攣、大腿

部の剥離、アレルギー又は寒冷療法による大腿部の感覚変化等。本試験の評価および介入は

アイアンマンブラジルトライアスロン競技の理学療法クリニックにて実施された。クリニ

ックはゴールライン近くに設置された。最初に、選手が適格基準に合致しているか否か評価

決定され、彼らのベースライン特性のデータが集積された。最も疼痛の強い大腿四頭筋にて

測定し、VAS を使用して報告された。万一、参加者が両大腿部で同レベルの疼痛を報告し

た場合、処置された側面をコイン投げによってランダムに選んだ。最初の評価後、参加者は

群に割付けられ、介入場所に移動させられた。介入後、同じ盲検化された研究者が参加者を

再評価し、必要な場合は、クリニックに戻り処置を継続した。評価者の盲検化を維持するた

めに、評価はマッサージによる介入が行われた場所と異なる場所で行われ、評価者は誰がど

の群であるのか知らされず、また、マッサージ中の摩擦を軽減するために使用されたフォー

ム剤は対照群の大腿四頭筋にも適用された。 

 

介入：実験群は測定に関与していないセラピストから 7 分間マッサージを受けた。介入

は次の手順から構成された。軽擦法による浅部マッサージを 1 分間行う。セラピストは大

腿部を穏やかな力で、末梢から近位へ筋繊維の方向へ両手を滑らせる。揉捏法を 2 分間行

う。セラピストは圧迫するために手掌全体を使用し、連続して大腿部組織を持ち上げる。叩

打法を 1 分間行う。セラピストは手掌を半球状に曲げて興奮した大腿部組織を叩く。軽擦

法による浅部マッサージを 1 分行い、介入を終了する。動画によるマッサージ技法のデモ

ンストレーションを付表 1 に示す（付表 1 参照）。 

石鹸および水で作られたフォーム剤がセラピストの手と参加者の皮膚間の摩擦軽減のた

めに使用された。対照群は 7 分間座位で休息した。偽の技法による最小限の用手接触は実

験群の介入の技法と同様の効果を得ることができるため、本対照群に適用された。対照群に

割付された参加者は、彼らはマッサージを受けないことを知らされなかった。すなわち、彼
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らはマッサージを行うために空いているセラピストを待っていると言われた。群の割付時

における評価者の盲検化を維持するために、待機時間終了時、マッサージ介入で使用された

同じフォーム剤が参加者の脚に塗布された。最終測定後、参加者は処置を完了し理学療法ク

リニックを出た。 

 

結果判定： 

疼痛および自覚的疲労 

疼痛および大腿部四頭筋の自覚的局所疲労は VAS を使用して測定された。スケールは

100mm の線でできており、0mm は疼痛および疲労なし、100mm は耐えられない疼痛およ

び極度の疲労を意味する。参加者は疼痛および疲労の強度スコアをつけるために 100mm の

線上での位置を質問された。疼痛および疲労のレベルは mm にて分けられた。VAS は急性

疼痛の判定において信頼度が高く、級内相関係数（ICC）は 0.97 であり、健常者での疲労

測定で認証もされている。 

 

圧痛閾値 

圧痛閾値を測定するために、データ集積用コンピュータに接続したデジタル圧疼痛計を

使用した。疼痛計は信頼度の高いものであった（ICC＝0.91）。参加者は膝を 90 度曲げ、脚

を床にぴったり付けて座った。大腿四頭筋上の次の 3 点で測定された。大腿直筋、外側広

筋、内側広筋の筋腹。圧疼痛計のインダクタは各点で皮膚に対して垂直に取り付けられ、参

加者が圧痛感からの変化を報告するまで徐々に圧力を加えられた。各点で、圧力は直ぐに止

められ、疼痛閾値を示した最高圧が記録された。評価を始める前に、被験者は各点で測定さ

れる圧力のデモンストレーションによって測定自体に慣れた。各点での測定および各点の

間での平均値が解析に使用された。圧力は kgf/cm2で測定された。 
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データ解析 

 

本試験のサンプルサイズは検定力 80%および有意水準（α）5%に基づいて計算された。

サンプルサイズの計算は各群参加者 36 名が特定に要求されたと示した。パイロット試験に

基づき、VAS により測定された疼痛スコアにおける群間差 20mm（標準偏差：SD30mm）。

VAS により測定された自覚的疲労スコアにおける群間差 10mm（標準偏差：SD15mm）。

疼痛閾値測定における群間差 1.0kgf/cm2（標準偏差：SD1.5kgf/cm2）。 

 

実験群および対照群間のマッサージ効果を比較するため、差の特定に対応のない t 検定が

使用された。解析にはベースラインからの差を考慮した。P 値 0.05 は有意差ありとして全

試験に適用され、Intention-to-treat にて解析された。欠損値は「直前に測定された値（LOCF

法）」で補完された。効果量（Cohen’s d）が計算され、小（d=0.2）、中（d=0.5）、大（d=0.8）

とされた。解析およびサンプルサイズの計算は市販のソフトウエアを使用して実施された。 

 

 

結果 

 

試験中の参加者のフロー 

1 名は初回評価中に悪心を発現し、医学的処置を必要としたため本処置を終了しなかった。

そのため実験群 36 名、対照群 37 名が処置を終了した。参加者の特性は表 1 および表 2 の

最初の 2 段に示している。参加者個々のデータは表 3 に示している（付表の表 3 参照）。競

技中の参加者数名により報告された唯一の合併症は痙攣だった。 

 

 

試験コンプライアンス 

全員がランダム化された。試験中、全評価者が盲検化された。誤った介入を受けた参加者

はいなかった。全参加者はランダムに割付けられた群にて解析された。 

 

マッサージによる介入の効果 

対応のない t 検定で、介入後、疼痛および自覚的疲労に対して群間に統計学的有意差を示

し、それは VAS を使用して評価された（表 2）。実験群で、疼痛に対する VAS 値において

低スコアであり、平均 7mm であった（95％CI 1-13）。実験群で、自覚的疲労に対する VAS

値において低スコアであり、平均 15mm であった（95％CI 9-21）。疼痛閾値ではどの点に

おいても両群間に有意差はなかった。3 点の平均値を両群で比較すると、やはり差は有意で

はなかった（表 2）。自覚的疲労に対する効果量は大、疼痛に対する効果量は中、全点で圧

疼痛計によって評価された疼痛に対する効果量は小であった（表 2）。 
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本議題で既知であること：疼痛および疲労は、激しい運動後では一般的なことである。マッサージは本

状況に有益であるが、その有益性に対するエビデンスは、急速な疲労をもたらすようにデザインされた

激しい運動後の限られた期間から来るものである。 

本試験が追記すること：アイアンマン 226km のイベントで競技を終えたばかりの選手では、大腿部四

頭筋上の短時間マッサージは、疼痛および自覚的疲労を局所的に軽減させる。疼痛を誘発するために必

要な大腿四頭筋上の圧力は、マッサージによって有意に低下しなかった。 
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ディスカッション 

 

本試験はマッサージセラピーがアイアンマン等のロング・ディスタンストライアスロン

の競技後、選手を最適に回復させることができるか否かを判定することを目的とした。疼痛

および疲労は、これらの競技後に極めて一般的な状態である。筋痛および筋肉の不快感の発

現は運動の過負荷が原因である可能性がある。これは構造的障害となり、筋組織における炎

症反応に至り、この炎症反応が神経末端を刺激し（侵害受容器）、疼痛の刺激に繋がる。疲

労の自覚は、この種のスポーツでの高エネルギーの要求に関係している。エネルギー基質、

主に筋肉のグリコーゲンの不足は、代謝性アシドーシス（エネルギー生成への有機反応に起

因する）と体細胞における酸化ダメージによって生成されるフリーラジカルの増加に繋が

る可能性がある。そのため、エネルギー生成のための栄養素不足とカタボライト生成の促進

は、エネルギー転移における強度低下およびパワー生成量の低下と、神経インパルスの伝達

障害を引き起こすかもしれない。 

 

ロング・ディスタンスレース後のトライアスロン選手の回復に適用された技法としての

マッサージセラピーは、本試験にて休息しただけの選手と比較すると、疼痛および自覚的疲

労の軽減に繋がった。Cohen’s d によって計算すると、効果量は、自覚的疲労は大、疼痛は

中と分類された。VAS スコアの 0 から 100 の値（mm）を考慮すると、疼痛で 7mm、自覚

的疲労で 15mm の効果量は大きいものではなく、又はおそらく中程度でもない。しかしな
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がら、マッサージは 7 分間の適用のみであったことは留意すべきである。これは 2 つの重

要な問題を挙げている。ひとつに、選手は介入時間が少ないながらもこれらの比較的わずか

な向上が得られる価値があることを考慮しなければならない。次に、7 分間のマッサージは、

これらのロング・ディスタンストライアスロンにおいてマッサージは疼痛および自覚的疲

労を改善し、マッサージの時間が長いほど効果は大きくなる可能性があるということを実

証するのに十分であった。 

 

ロング・ディスタンストライアスロンレース後の主に構造学的および生理学的損傷を軽

減するために、マッサージセラピーが本試験で適用された。いくつかの試験では、用手接触

は疼痛感覚の管理において生理学的、神経学的および精神的な反応を引き起こすかもしれ

ないと示唆している。今回の試験で、実験群は疼痛感覚を低下させたが、圧疼痛閾値に変動

はなかった。これは、マッサージはゲートコントロールセオリーに基づく神経学的反応によ

って説明できないということを示している。可能性のある説明としては、βエンドルフィン

放出、カタボライト除去、または気遣いや用手接触が精神的安定に繋がるような心理学的経

路を介した生理学的反応に関係があるかもしれない。 

 

マッサージを介して得られた生理学的反応は、自覚的疲労に関して実験群で認められた

改善によって強化される。生理学的には、疲労は正常機能の低下と関係している。疲労は、

最も考えられる原因であるエネルギー基質不足および代謝物濃度と共に中枢神経および末

梢神経に由来しうると示唆されている。そのため、自覚的疲労におけるマッサージセラピー

のメリットは、代謝物の除去を促進し、機械的作用または温度上昇による局所的な血液循環

の改善と関連している。 

 

上記で議論したように、マッサージセラピーの効果に関する試験結果を解析するために、

系統的レビューが実施された。Bervoets らは筋骨格障害を有する参加者におけるマッサー

ジセラピーの効果を評価した試験を含め、単独介入としてのマッサージセラピーは疼痛を

軽減し、機能を改善すると結論した。Best らによる別の系統的レビューではスポーツマッ

サージセラピーに関する試験のみを含めた。それは、マッサージセラピーは筋肉の回復を助

け、遅発性筋肉痛を軽減すると結論した。そのため、今回の試験結果は、解析された試験で

適用された様々なマッサージ技法にもかかわらず、特に疼痛に対する効果に関してこれら

の系統的レビューの結論と一致した。 

 

今回の試験における疼痛および疲労に対してマッサージのメリットはあるが、研究結果

は慎重に解析されるべきである。本メリットは主観的測定のみで認められた。別の解釈では、

評価と再評価の間の時間が極めて短く、これが結果に多少影響を及ぼしている可能性があ

った。別の問題は対照として行われた偽の技法の不足であった。これはセラピストとの接触
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に対して管理が行われていなかったことであるが、マッサージと同様の効果が得られる偽

の技法による最低限の用手接触に対する見込みよりも、この管理不足はあまり重要ではな

いという意見で判断された。この問題はあるものの、たとえ運動後疼痛に対する構造学的お

よび生理学的解釈における有意な効果がなくても、短期間での症状の安定と緩和に対する

マッサージの効果についての結果は未だ確認中である。 

 

今回の試験結果に基づくと、ロング・ディスタンストライアスロンレース後、マッサージ

セラピーの技法は疼痛および自覚的疲労からの回復において未介入と比較して、効果的に

利用されたと結論することができる。過酷な競技後の選手における構造的障害の代謝スト

レスおよびバイオケミカルマーカーに対するマッサージセラピーの速効性の検証と、選手

の長期にわたる回復プロセスに対して競技終了時に適用したマッサージセラピーの効果を

特定するために、さらなる調査が必要である。  

 

要約 

 

本論文はロング・ディスタンスのエンデュランスレース後のトライアスロン選手の回復

に対してマッサージの利用を支持している現在の直接的なエビデンスである。このような

競技終了時に適用したマッサージの研究は、本背景で技法が幅広く使われているため重要

であり、さらに大きな効果（例：マッサージの量を増やす等）を特定できる可能性がある。

参考文献一覧 p30-31。   
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治療法の提案 

 

アイアンマンレース後、選手がより良好により早く回復するためにマッサージセラピー

をどのように利用すべきでしょうか？ 

 

マガジン委員会メンバー Tim Laagland 

 

Nunes ら（2016 年）はアイアンマンレース後のマッサージセラピーの効果を直接的に調

査しました。12 時間に及ぶ過酷な競技後、36 名の選手がマッサージを 7 分間受け、37 名

の選手はマッサージを受けずに 7 分間椅子に座って休息しました。この試験の結果では、

対照群と比較して、マッサージセラピーを 7 分間受けた群は疼痛に対して中等度の効果が

得られ、自覚的筋肉疲労に対して大きな効果が得られたと述べています。 

 

マッサージセラピーの研究で困難なことは、技法、時間、マッサージ器具およびマッサー

ジセラピーのタイミングに多くの違いがあることです。この試験ではこれらの点について

多くの詳細な情報が記載されています。研究の目的として、詳細なプロトコルがあることが

望ましいですが、実用的なものに限られています。12 時間に及ぶ競技後に 7 分間のみマッ

サージ処置することは有益なことでしょうか。アイアンマン選手をより良好に処置するた

めにこの情報をどのように利用すべきでしょうか。 

 

この研究でのマッサージセラピーの目的は、アイアンマンレース後の疼痛と自覚的筋肉

疲労の軽減です。セラピストの目的は、選手がベストで競技し、アイアンマンレース後によ

り速く、より良好に回復することができる方法で選手を処置することです。 

 

ブラジルのような暖かい気候でのアイアンマンレースの前に、選手は競技用に NAQI ボ

ディスクリーンを使って準備することが可能です。これは首、脇の下、乳首、会陰部等の皮

膚の柔らかい部分の摩擦を最小限にすることができます。次に、競技用に身体を整えるため
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NAQI スタートオイルを使用します。この NAQI スタートオイルは体を暖かく保つことが

できる透明なフィルムオイルですが、熱を発散させる皮膚の能力を制限しません。  

 

アイアンマンレース後、ベテラン選手は回復に 3 週間かかりますが、初心者の選手は 3 ヶ

月かかります。第一にすべきことは水分補給であり、蛋白質と糖質の補給、クールダウンと

トレーニングの調整です。最初の 2 週間、筋肉はこれまで耐えなければならなかった極度

のストレスからの回復が必要です。この試験では大腿四頭筋だけが調査されました。実際は

体の全ての筋肉、特にハムストリングス、ふくらはぎおよび臀部の筋肉等の下肢の筋肉が影

響を受けます。また関節軟骨、腱および皮膚も回復させる必要があります。筋肉の回復を助

ける治療的介入はストレッチ、血流を増やす積極的な回復とマッサージセラピーです。マッ

サージセラピーは筋肉の緊張を軽減し、血流量とリンパ流量を増やし、皮膚を修復し、疼痛

と筋肉疲労を軽減することができます。これらの目的のために、トレーニングとアイアンマ

ン後の回復でマッサージセラピーを利用することが望まれています。 
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処置スケジュール（*） 
日 マッサージ処置 提案 補完処置 提案 
0 イベント前に皮膚過

敏症予防 
NAQI ボディスクリーン 
（過敏症予防、p26 参照） 
NAQI スタートオイル 
（受動的ウォームアップ、水温

上昇に対する保護） 

競技のた

めの身体的

準備 

水分補給、ウォームアッ

プ、軽食 

0 イベント・競技後、マ

ッサーセラピー 
各筋肉： 
軽擦法による浅部マッサージ 4

分間 
軽擦法による深部マッサージ 6

分間 
叩打法 2 分間 
軽擦法による浅部マッサージ 3

分間 

休息 クールダウン、水分補

給、蛋白質・糖質補給 
各筋肉のストレッチ 
 
疲労した筋肉に NAQI 

Recovery Oil 塗布 

0-2 マッサージセラピー 各筋肉： 
軽擦法による浅部マッサージ 2

分間 
軽擦法による深部マッサージ 4

分間 
揉捏法 4 分間 
叩打法 2 分間 
軽擦法による浅部マッサージ 3

分間 

積極的な

回復 
各筋肉のストレッチ、ウ

ォーキング 15-20 分間 
 
疲労した筋肉に NAQI 

Recovery Oil 1 日 2 回塗布 
 

2-4 マッサージセラピー 同上 積極的な

回復 
ウォーキング/自転車/水

泳 30 分間、ダイナミック

ストレッチ 
 
疲労した筋肉に NAQI 

Recovery Oil 1 日 2 回塗布 

4-6 マッサージセラピー 同上 積極的な

回復＆休息 
軽い自転車 2 時間、各筋

肉のダイナミックストレ

ッチ 
6-8 マッサージセラピー 同上 積極的な

回復＆休息 
トレーニング禁止、積極

的に散歩又はサーフィン、

筋肉のストレッチ 
8-10 マッサージセラピー 同上 積極的な

回復＆休息 
同上 

10-12 マッサージセラピー 同上 積極的な

回復＆休息 
同上 

12-14 マッサージセラピー 同上 積極的な

回復＆休息 
同上 

マガジン委員会 Bert Haast、Andres Ruttens、Steve Vandebos による査読に感謝する 

（*）アイアンマン・トライアスロンは筋肉のダメージや全身性炎症反応を誘発するため、最初の 2 週間は特別な注

意が必要とされる。Neuhaus、König、Wagner によれば、 

アイアンマン・トライアスロンにより誘発された著明な初回の全身性炎症反応は急速に軽減する。しかし、低度の全

身性の炎症は競技後少なくとも 5 日間持続し、おそらく不十分な筋肉の回復に反映する。（参照：European Journal of 

Applied Physiology, October 2008, vol 104, issue 3, p417-426） 

トライアスロンのトップコーチである Ronald Gaastra は「回復は最初の 4 日間に集中すること。栄養、サプリメン

ト、休息および理学療法の中で正しいバランスを見つけること。」と言っている。（2）Steve Vandebos 理学修士（理

学療法教育）フィットネスプロフェッショナル。休息の次に、軽い水泳、マッサージセラピーおよびストレッチ。筋肉

および関節への影響を軽減するために非常に軽いラン又はウォーキングのみ行う。 
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どんなふうに 

マッサージセラピーの目的は筋肉の緊張をほぐし、血液およびリンパ液の流れを増やし、皮膚を修復し、疼痛と筋肉

疲労を軽減することです。この研究でマッサージセラピーは浅部および深部における軽擦法、揉捏法、叩打法で構成さ

れています。軽擦法による浅部マッサージのような軽度からマッサージ処置を開始し、その後揉捏法や叩打法による深

部マッサージのようなもう少し強度のある技法で続けることを推奨しています。そしていつも軽擦法による浅部マッサ

ージのような軽い技術で終えます。アイアンマンレース直後の初回処置では、最善の回復法として軽擦法のような軽い

技術が好まれます。 

いつ 

アイアンマンレース後のマッサージセラピーの速効性は疼痛に対して中程度、筋肉疲労に対して大きな効果がありま

す。しかし、長期間にわたる効果はどうでしょうか。回復プロセスはここでは終わるものではなく、回復期間の数週間

を通してマッサージセラピーを継続することが賢明な考え方ではないのでしょうか。頻度はどれぐらいにすべきでしょ

うか。アイアンマンレース直後とレース終了後 2 週間目まで 1 日おきの処置を推奨しています。このように、身体には

刺激によって回復する能力があるのです。 

 

時間 

研究では、介入を 7 分間より長く継続した場合、疼痛と筋肉疲労に対する効果はおそらく大きいだろうと述べていま

す。マッサージの時間は処置される筋肉によって異なり（フルボディ又は単一筋）、フルボディマッサージでは最高 2 時

間継続できます。単一筋では、効果が最大になるまでの時間として 15 分を推奨しています。先に述べたように、大腿四

頭筋だけでなく、下肢の他の筋肉の処置にも論理的な考え方です。結果として、マッサージセラピーは 15 分以上継続し

ましょう。 

 

塗布 

この研究では、石鹸と水の混合剤がマッサージの塗布剤として使用しています。私の経験では、これは一般的なこと

ではなく、マッサージオイルを使用しなければ、皮膚過敏や選手とセラピスト両方に摩擦による損傷が起こる可能性が

高くなります。NAQI は様々なマッサージオイルやローション開発において特化した企業であり、多くの経験を持って

います。アイアンマン選手の処置には、NAQI Massage Lotion Sport を推奨します。このローションは滑りとのびがと

ても良く、皮膚の補水性に優れています。消費者が使用する場合、筋肉痛のリフレッシュに NAQI Cool Down spray を

使用し、アイアンマンレース後の皮膚の強化と水分補給に NAQI Recovery Gel を使用します。 

 

結論 

処置スケジュールでは、補助的なアドバイスと共にマッサージセラピーの処置スケジュールの概観を示しています。

マッサージセラピーによるアイアンマン選手の処置はイベント直後に単一筋の 15 分マッサージから始めます。次の 2

週間、1 日おきに処置を継続します。マッサージ技法を論理的順序で使用し、最大の効果を得るために NAQI Massage 

Lotion Sport を使用します。イベント前に選手は皮膚の摩擦防止のために NAQI Body Screen を、また、身体運動の準

備のために NAQI スタートオイルを使用し、アイアンマンレース後、選手は NAQI Cool Down spray と NAQI Recovery 

Gel を使用します。 
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皮膚の保護： 

トライアスロン＆皮膚の摩擦 
 

マガジン委員会メンバー Greet Claes 
 

 

 

太陽、熱、水、風、砂、埃・・・。トライアスロン選手の肌は、非常に厳しい状況でこれ

らの全ての要因に曝露されています。スキンケアについては、選手はほとんど考えることが

ありません。しかし、トレーニングスケジュールによって忍耐力と筋肉を鍛え上げるように、

スキンケアスケジュールによって肌の強度と健康を鍛えることができます。日に数分スキ

ンケアの時間を取ることで、スポーツによる肌の不快感や損傷を避けることができます。炎

症やダメージを受けた肌はバクテリアによる攻撃に極めて弱く、そのため、私たちのモット

ーは、「予防は治療より良し」としています。 

 

摩擦が選手の間で問題となっていることに驚きはなく、最も一般的になっています。例え

ば、足の水疱、ウェットスーツと肌との摩擦、サドルとの摩擦、ランナーズニップル、ノー

スリーブシャツと腋窩部との摩擦があります。皮膚は環境や他の物質との持続的な相互作

用に晒されています。皮膚の摩擦は、環境（温度、湿度等）、接触物質のパラメータ（時間、

速度等）と同様に、人間の皮膚と接触する物質との両方の特性によるものです。環境要因に

対処できるツールを皮膚に与えることで、摩擦のトラブルは大いに減るでしょう。 
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足の水疱  

ベテラン選手は、水疱ができないようにするために、靴と靴下のコンビネーションは極め

て重要なことだと主張しています。靴がぴったりフィットしていないと足と靴下との摩擦

が大きくなってしまいます。皮膚に過剰な摩擦力がかかると水疱ができ、皮膚内部の層の分

離が起こります。フィットする適切な靴を履き、摩擦防止剤を塗布することで、これらの摩

擦トラブルは減らすことができます。靴下は縫い目がなく作られ、足が呼吸できるもので、

合成繊維またはウールでできていることが理想です。 

 

ウェットスーツによる摩擦 

体の所々で肌がウェットスーツに擦れてしまいますが最も一般的なトラブルは首です。 

靴と同様に、ウェットスーツは首から脚の付け根まで、長さと体重にぴったりフィット

していなければなりません。しかし、ぴったりフィットしたウェットスーツは全ての摩擦

トラブルから守ってくれるわけではありません。トライアスロンの間、長時間ウェットス

ーツを着るには摩擦防止剤が必要になるでしょう。 

 

サドルとの摩擦 

レース中のサドルとの摩擦トラブルについて詳しくイメージしてみましょう。よくフィ

ットし、ぴったりと圧迫したショートパンツ、プロの自転車ウエアや摩擦防止剤は、長時

間乗ることから肌を守るために必要です。毎回乗った後はショートパンツを洗い、バイク

ショーツの下にアンダーウェアを着ないでください。 

 

ランナーズニップル 

これはとても一般的ですが過小評価されているトラブルです。ランナーはこのような傷

を避けるためにニップレスをはがしてしまう場合があります。悲しいことに、このテープ

は汗ではがれてしまうことがよくあり、肌の炎症やテープ自体の摩擦トラブルを作ること

さえあります。摩擦防止剤は摩擦トラブルを最小限にするために重要であり、同時によく

フィットしたシャツも重要です。 

 

腋窩部の摩擦 

ご想像のとおり、脇の下の摩擦トラブルを最小限にするためにフィットしたシャツを身

につけ、摩擦防止剤を塗布してください。しかし、シャワーをいつどんなふうに浴びるの

か、また肌にどんな影響を与えるかによって、レース中の摩擦トラブルに対処できるでし

ょう。マイルドな洗浄剤で肌を洗い流してください。過剰に洗ったりすすいだりしないで

ください。脂質や自然の潤い成分等の大切な物質を肌から取り除いてしまうからです。そ

してこの洗浄の影響は数時間持続し、肌をもっと敏感で傷つきやすい状態にしてしまいま

す。 



28 
 

   

あなたは 

知っていますか？ 
 

摩擦防止クリームは単なる潤滑

剤ではあってはいけません。 

多くの選手は摩擦トラブルを

避けるため潤滑剤を重ね塗りし

ています（ワセリン）。その層は、

短時間は効果がありますが、長

時間のスポーツでは肌を弱くさ

せてしまいます。潤滑剤は肌の

バリアとなり、呼吸や発汗を肌

と潤滑剤の間に閉じ込めてしま

い、肌は潤いながらも非常に弱

くなります。適切な摩擦防止ク

リームを使用することで、肌は

呼吸することができます。 

 

ワセリン等の潤滑剤によって

ウェットスーツが劣化すること

があります。 

 

摩擦防止クリームは栄養を与

えるものでなければなりませ

ん。 

摩擦防止クリームは、短時間

肌を保護するという考えに基づ

いて、ほとんどが競技直前に使

用されています。しかし、優れた

摩擦防止クリームは、競技前の

数週間使用することによって栄

養を与えるべきで、肌に強度を

与え、摩擦トラブルのリスクを

よりいっそう減らすことができ

ます。 

注目の製品 
NAQI ボディスクリーン 

摩擦防止クリームを塗布すると皮膚は炎症を起こしやすいため、皮膚テスト

は非常に重要です。ボディスクリーンは皮膚テストが行われており、ここで少

しテストの詳細を見てみましょう。 

テストはボランティア被験者 50 名（健常者 27 名、湿疹患者 6 名、アレルギ

ー患者 4 名、敏感肌 13 名、年齢 18-72 歳）に対して行われた。全参加者が本

試験を完了し、48 時間製品使用を止めた。被験者の中で本試験製品に反応を

示したものはいなかった。試験結果と試験条件に基づいて、製品であるボディ

スクリーンは皮膚炎症の恐れに関して無害であると分類された。 

成分：水、シア脂、エチルヘキサン酸セテアリル、ステアリン酸ソルビタン、

グリセリン、PPG-15 ステアリル、シクロペンタシロキサン、シクロヘキサシ

ロキサン、ジメチコン、ジメチルメトキシクロマノール、結晶セルロース、ビ

サボロール、ヤシ脂肪酸スクロース、セテアリルアルコール、パンテノール、

アラントイン、アクリル酸ヒドロキシエチル/アクリロイルジメチルタウリン

Na）コポリマー、トリメチルシロキシケイ酸、安息香酸ナトリウム、ソルビン

酸カリウム、キサンタンガム、フェノキシエタノール、エチルヘキシルグリセ

リン、乳酸、ローズマリーエキス 

 

注目の NAQI ボディスクリーン成分： 

シアバター：シアバターによるスキンケアとその治療特性は数千年前から用

いられていました。貴重な商品としてのシアの歴史は古代エジプトにさかのぼ

り、そこではシアバターは強烈な日差しやアフリカ砂漠、サバンナの暑くて乾

燥した風から肌を守るために使われており、現在も継続して使われています。 

 

なぜ私たちはシアバターを好むのでしょうか。それは肌にすばやく吸収さ

れ、「加脂剤」として作用し、優れた水分結合特性を持っています。肌について

多くを求める人々にとって素晴らしい皮膚軟化剤です。私たちが思うに、これ

は選手にとって理想的なのです。こういった理由から、NAQI ボディスクリー

ンの一番重要な成分のひとつです。 
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フランダースバイクバレー 
現在、NAQI ファウンデーションはフランダースバイクバレーのメンバーです。彼らの革新的

なプロジェクトは、将来私たちに協力するように呼びかけています。次号では彼らと共に私たち

の冒険についてさらに読んで頂けると思います。 

フランダースバイクバレー（「グローバルサイクリングセンター」）は、2013 年に設立され、

フランダースで最初のボトムアップクラスタリングのひとつです。自転車競技のオープンイノ

ベーションセンターとして 4 つの現地 SME（ボトムアップ）によって設立され、それは彼らの

セクターにおける主要プラントであり、ひとつの情報を共有しています。BioRacer（サイクルウ

ェアメーカー）、Lazer Sport（ヘルメット）、Ridely Race Productions、Voxdale（インディカ

ーのエンジニア兼デザイナーであり空気力学のスペシャリスト）、Flanders’ Drive（自動車産業

のナレッジセンター）があります。 

フランダースバイクバレーは 6 つの主なトピックに重点的に取り組んでいます。それらはモ

ビリティ、スポーツ（ベルギーサイクリングファウンデーション、ベルギーオリンピック委員会

への関与）、安全性およびヘルスケア、サイエンス＆テクノロジー、産業＆行政、および観光事

業です。 

 

http://www.flandersbikevalley.be 
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フィールドの選手たち 
毎回、私たちは選手のストーリーを読者とシェアしています。 

私たちが称賛する選手について、彼らが何を行い、どんなトレーニングや競技、体験を

しているのか、ソーシャルメディアでフォローすることができます。 

 

BECKY HAIR 
現在、トライアスロンレース（エリートレベル）のトレーニング中 

twitter@beckyhairtri 

 

Becky さんは 2014 年からトライアスロンで競技をしており、1 年以内にヨーロッパチャ

ンピオンシップのイギリスエイジグループ代表となり、エリートレベルのレースに参加し

ています。彼女はバーミンガム大学のチームと、Jason Battle（@P_Coach_Me）が指導す

る BRAT（Birmingham Running, Athletics & Triathlon）クラブでトレーニングしていま

す。現在、エリートレベルで競技しており、Becky さんは現在と今後のイベントについてツ

イッター（@BeckyHairTri）で体験をシェアしています。彼女はメキシコ、イギリス/フラ

ンスでの Castle Triathlon Series およびリバプール＆ロンドンエリートトライアスロンで

競技するためのワールドチャンピオンシップエイジグループの競技資格を持っています。

彼女はイギリスの最も大きなトライアスロンの数大会で競技をする予定であり、私たちは

遠くから彼女をワクワクしながら応援しています。 

 

Becky さんの通常の 1 日は朝、泳ぐことから始まり、1 日中コミュニティで患者を治療す

る仕事に従事し、その後、夜に湖で泳いだり自転車に乗っています！このハードなトレーニ

ングと競技の他に、彼女は素晴らしい人物である Gerard Greene（@GerardGreenphy）と

一緒にハーボーンにある彼のクリニック（www.harbornephysio.co.uk）で理学療法士兼ス

ポーツマッサージ師としてフルタイム又はパートタイムで働いています。私たちは、彼女が

好きな Patterson Medical 製品を使用しながら Mike Grice が行っている NAQI ソフトティ

シューコースの一員である Becky さんを誇りに思います。「このコースでは多くの素晴らし

い技術を学ぶことができる新しいレベルへ私自身を押し上げてくれるもので、NAQI 製品

は実に私たちの患者に変化をもたらしてくれるものです！現在、クライアント全員に NAQI

を使っていますが、私はすっかり変わりました。ウルトラローションとスポーツローション

はとても素晴らしいです。私は NAQI と共に働くことを楽しみにしていて、ベルギー本社

に立ち寄るか、訪問したいと思っています。」 

 

私たちは尊敬するセラピストでありアスリートでもある方からこのような言葉をいただ

くことができて、名誉以外の何ものでもありません！ 
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