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クレアチンローディングが低酸素環境下での
反復スプリントパフォーマンスに及ぼす影響
後藤
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Effect of creatine loading on The Repeated Sprint Performance in hypoxia
Yutaka Goto
Abstract
【Purpose】The purpose of this study was to examine that effect of creatine loading on
repeated sprint performance in hypoxia.【Methods】8 male college students (Age: 18.5 ± 1.1
years; Body Mass: 81.7 ± 19.2 kg; Height: 171.2 ± 5.0 cm; BMI:27.8 ± 6.8) participated in
this study. Subjects were randomly divided into 2 groups. Subjects were allowed to take
creatine or placebo (lactose) for 6 days (20g/day), respectively, and then performed a repeated sprint ability test (RSA test; 6 second maximal effort × 10 sets, 30 seconds interval) under normobaric hypoxic environment (14.5% O2). All subjects completed both the
creatine and placebo trials by a double-blind method at one-two week intervals. We measured maximal power, peak cadence and total work as performance indexes, and heart
rate (HR), arterial oxygen saturation (SpO2), blood lactate concentration and muscle oxygenation as physiological indexes.【Results】Peak power and peak cadence for each set
of Creatine trial was significantly higher than that of Placebo trial (P<0.05). Total work of
Creatine trial was significantly higher than that of Placebo trial (Creatine; 44359 ± 256W
vs. Placebo; 44010 ± 266W) (P<0.05). In Creatine trial, HR was significantly increased and
SpO2 maintained to high value during RSA test (P<0.01). Oxygen hemoglobin (oxyHb) was
significantly decreased in the creatine trial (P<0.001).【Conclusion】It was suggested that
creatine loading would be improve the maximum power of repeated sprint performance
and effectively affects exercise performance in altitude hypoxic environments.
Key words: normobaric hypoxia, creatine loading, repeated sprint
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Ⅰ．緒言

大

このことから無気的エネルギー出力が必

近年、低酸素トレーニングは短時間・高

要とされる、高強度・短時間のスプリント

強度運動時の無酸素性エネルギー供給能力

やパワー発揮のような運動において、多く

や発揮パワーの改善に効果があることが報

の競技選手やアスリートが、競技パフォー

告・注目されている。

マンスを高めるとして、クレアチンの経口

後藤ら（2016）は、陸上競技短距離選手

摂取が多く用いられている。その摂取方法

に低酸素環境下（酸素濃度 14.5％）または

の一つに、短期間・高服用量でクレアチン

常酸素環境下で 5 日間のスプリントトレー

を摂取するクレアチンローディングと呼ば

ニングを実施したところ、低酸素群でのみ

れる方法がある。クレアチンを摂取すると、

10 秒間全力ペダリングテストおよび間欠

クレアチンまたはクレアチンリン酸として

的ペダリングテストにおける発揮パワーの

90％以上が骨格筋に貯蔵される。

有意な増加を示したが、筋クレアチンリン

ATP は、クレアチンリン酸の分解によ

酸量および筋グリコーゲン量はトレーニン

りアデノシン二リン酸（ADP）が再リン酸

グ期間前後におけるこれらの変化の程度に

化する反応を引き起こし再合成される。こ

両群間での有意な差は認められなかったと

の反応では、H ＋ が取り込まれる（PCr ＋

している。

ADP ＋ H ＋ ⇔ ATP ＋ Cr）。クレアチンの

以上のことから、低酸素環境下でのスプ

摂取は、骨格筋内疲労因子 H ＋の蓄積を抑

リントトレーニングによって、骨格筋内に

制し、ATP 供給能を高めると考えられて

おけるエネルギー基質量の有意な増加は認

いる。

められていないものの、発揮パワーの向上

興 味 深 い 研 究 と し て、 骨 格 筋 に お け

に有効であると考えられているが、低酸素

るクレアチンリン酸のリカバリーについ

環境下でのトレーニングによる発揮パワー

て Haseler ら（1999） は、 健 康 な 男 性 に

の改善とそれを説明できる生理学的メカニ

3 つ の 異 な る 酸 素 濃 度（FiO2 ＝ 10.0 ％、

ズムや効果については十分な見解に至って

21.0％、100％）で最大下運動の足底屈を

いないと考える。

行ったところ、運動後、常酸素環境下での

無酸素系の高強度運動では、クレアチン

クレアチンリン酸のリカバリーが酸素濃度

リン酸（PCr）が運動を行うために必要な

（FiO2）によって有意に変化し、低酸素の

アデノシン三リン酸（ATP）を作り出す一

場合では常酸素、高酸素と比較して遅くな

助となっている。骨格筋内にクレアチンリ

ることを報告している。
これらのことから、あらかじめ骨格筋内

ン酸が多ければ、大量に ATP を生成する

にクレアチンを蓄えておくことで、H ＋ の

ことが可能となる。
高強度間欠的運動時の出力の維持および

蓄積を抑制し、低酸素環境下での運動能力

リカバリーについて研究した Villanueva ら

およびパフォーマンスを発揮するために有

（2012）は、運動後の筋中のクレアチンリ

用である可能性がある。そこで 本研究で

ン酸の回復量が大きいほどパフォーマンス

は低酸素環境下でのクレアチンの作用、並

が良いこと、また、高強度間欠的運動中に

びにパフォーマンス発揮、生理学的メカニ

出力を生成できないことの多くは、ATP-

ズムについて検討し、その関連性について

PCr 系エネルギーの制御に関連する骨格筋

明らかにすることを目的とした。

＋

内疲労因子である H の蓄積が関与するこ
とが報告されている。
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Ⅱ．研究方法

た。

１．被験者
被験者は S 大学に属する健康な男性の大

１）常圧低酸素環境の設定及び低酸素発生

学生８名であった。被験者の身体特性を表

制御システム

１に示す。研究に先立ち、被験者にはあら

本実験で使用した低酸素室は、高分子

かじめ本研究の目的および方法を口頭・書

分離膜を内蔵した常圧低酸素発生制御装置

面にて説明し、本研究への参加の同意を得

（YHS-515S,YKS 社製）に外気をコンプレッ

た。なお、本研究は仙台大学倫理委員会の

サーで加圧・送入して高分子分離膜を通過

審査を受け承諾を得た。

させて高酸素気と低酸素気に分離し、低酸
素気と外気を混同して酸素濃度 14.5％（標
高 3000 ｍ相当）の低酸素空気を作り、低
酸素室に流し試験中の酸素濃度が一定にな
るようにコントロールした。なお、運動時
に室内の二酸化炭素濃度の上昇を抑えるた

２．実験デザイン

めに、二酸化炭素スクラバー 2 型（YKS

被 験 者 は Repeated sprint ability test

社製）を使用した。

（RSA テスト）を 3 度行った。初回は練習
として、常酸素環境下でテストに慣れさせ

２）クレアチン及びプラセボの投与

るための RSA テストを行わせた。その後、

被験者は、二重盲検法（double-blind 法）

被検者は A グループおよび B グループの

にてクレアチンおよびプラセボのいずれか

2 群に無作為に分けた。練習としての RSA

を摂取した。

テスト終了後、次の測定の 6 日前から A

クレアチン試行にはクレアチン（BULK

グループはクレアチンを、また B グループ

SPORTS 社製）を、朝 7.5g、昼 5g および

はプラセボを、それぞれ経口摂取させた。

夜 7.5g の 1 日当たり計 20g を連続 6 日間

6 日間摂取した翌日に常圧低酸素環境下で

にわたって経口摂取させた。

RSA テストを行った。1 週間の間隔を置い

一方、プラセボ試行には先行研究に則り

て、A および B グループの摂取するサプ

プラセボとしてラクトース（LOHA style

リメントをクロスオーバーし、同様の方法

社製）を用い、同様の方法により摂取させ

で 6 日間摂取した翌日に常圧低酸素環境下

た。どちらを摂取したかブラインドするた

で RSA テストを行った。パフォーマンス

めに、クレアチン及びプラセボは全て袋オ

の指標として、最大パワー、ピーク回転数

ブラートに包み（1 袋 2.5g）、食事の時に

および総仕事量を、生理・生化学的指標と

飲み物でオブラートを流し込んで摂取する

して、心拍数、動脈血酸素飽和度、血中乳

ように指示した。また、一度に多量のクレ

酸濃度および筋酸素動態を測定した。

アチンを摂取すると腸管内の浸透圧が高ま

また、被験者には実験期間中の食事内容

り、浸透圧性の下痢が起こる場合があるた

を記録させ、食事内容を確認すると同時に、

め、小分けにして摂取し、1 日の摂取間隔

高蛋白・高炭水化物食などの偏った食事を

は最低 3 時間以上あけるように指示した。

控えること、さらに RSA テスト前日の過
度な運動は控えるように指示した。その他

３）Repeated Sprint Ability (RSA) テスト

の日常活動には特別な制約をつけなかっ

電磁ブレーキ式自転車エルゴメータ
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（POWERMAX-V Ⅱ : COMBI 社 製 ） を 用

大

は連続して測定を行い、各 1 ～ 9 セットの

いて RSA テストを行った。まず初めに、

テスト時の HR は、短時間高強度運動に対

ウォームアップとして、3 分間のペダリン

して心拍応答が遅れることから、各セット

グを自分のペースで行い、ペダルの負荷は

終了 15 秒後の記録を採用した。SpO2 はパ

体重の 3％とした。その後 30 秒の休憩後、

ルスオキシメーター（PLUSOX300i、コニ

6 秒× 2 本の全力ペダリング（1 本ごとに

カミノルタ社製）を用い、指先に光センサー

30 秒の休息）を行わせた。この際、全力

プローブを装着し、組織を透過する光の吸

ペダリングの負荷は体重の 4％とした。

光度分析から SpO2 を定量した。RSA テス
ト中は連続して測定し、HR と同様に、各

ウォームアップ終了後、3 分の休息後に
3 分間の安静に続けて、6 秒× 10 本の全力

1 ～ 9 セット終了 15 秒後の記録を採用した。

ペダリング（1 本ごとに 30 秒の休息）を行っ

ｂ）血中乳酸濃度

た。全力ペダリングの負荷は体重の 4％と

血中乳酸濃度の測定は簡易血中乳酸

し、10 本の全力ペダリング時の負荷とペ

測 定 器（ ラ ク テ ー ト・ プ ロ 2 LT-1730

ダル回転数より最大パワーおよびピーク回

ARKLAY 社製）を用いた。安静時、RSA

転数について定量した（図 1）。生理・生

テ ス ト 5 本 終 了 後、10 本 終 了 後、 終 了 3

化学的指標として、心拍数、動脈血酸素飽

分後に指先より穿刺採血（3 μ l）し、合

和度、血中乳酸濃度および筋酸素動態を測

計 4 回の測定を行った。

定した。

ｃ）筋酸素動態
筋酸素動態の測定はレーザー組織酸素

４）生理・生化学的測定項目及び方法

モニター（BOM-L1TRW オメガウェーブ

ａ）心 拍数（HR）および動脈血酸素飽和

社製）にて、近赤外線分光法によりヘモグ

度（SpO2）

ロビンの吸光度から酸素化ヘモグロビン量

HR は、 胸 部 用 心 拍 セ ン サ ー ベ ル ト

（oxyHb）および脱酸素化ヘモグロビン量

（POLAR 社製）を用いて、RSA テスト中

（deoxyHb）を測定した。ウォームアップ後、

図 1．リピーテッドスプリントアビリティテストのプロトコル
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近赤外線プローブを右足の外側広筋隆起部

３）最大パワー /BW

（膝蓋骨上端より約 10㎝上）に装着した。

全体平均での両試行間の有意差は認

RSA テスト時の各指標は、それぞれ安静

められなかったものの、中盤でのクレア

時からの変化量で比較した。RSA テスト

チ ン 試 行（6.9 ± 0.4W） は プ ラ セ ボ 試 行

中は連続して測定を行い、各 1 ～ 10 セッ

（6.8 ± 0.4W）よりも有意に高値を示した

ト終了後休憩 30 秒間の最も変化のあった

（P<0.05）。

5 秒間の記録を採用した。
ｄ）体重

４）ピーク回転数

RSA テスト前に、運動ができる半袖ハー

クレアチン試行（175 ± 12rpm）は、プ

フパンツのみを着用した状態で、体組成計

ラセボ試行（173 ± 11rpm）よりも有意に

（Inner Scan 50V BC-621 タニタ社製）を

高値を示した（P<0.01）。また、中盤での

用いて測定した。

クレアチン試行（176 ± 11rpm）は、プラ
セボ試行（173 ± 9rpm）よりも有意に高

５）統計処理

値を示した（P<0.01）。

各変数の測定結果は平均値±標準偏差
で示した。クレアチン試行とプラセボ試行

５）総仕事量

間の各パラメータの検定には、対応のある

ク レ ア チ ン 試 行（44359 ± 256W） は、

t-test を用いた。有意水準は P<0.05 とした。

プラセボ試行（44010 ± 266W）よりも有
意に高値を示した（P<0.05）（図 4）。

Ⅲ．研究結果
１）体重
ローディング前後の体重およびローディ
ング後の両試行間での有意差は認められな
かった（表 2）。

図 3．クレアチン試行とプラセボ試行における序盤、中盤、
終盤毎のリピーテッドスプリントアビリティテスト
最大パワーの変化

２）最大パワー
クレアチン試行（555 ± 117W）はプラ

総仕事量の体重当たりの相対値（総仕事

セボ試行（550 ± 105W）よりも有意に高

量 /BW）においては、両試行間の有意差

値を示した（P<0.05）。

は認められなかった。

次に RSA テストの 1 ～ 3 セット目を序
、
６）心拍数 (HR)、
動脈血酸素飽和度
（SpO2）

盤、4 ～ 6 セット目を中盤、7 ～ 9 セット

血中乳酸濃度

目を終盤として両試行の最大パワーの変化

HR および SpO2 でのクレアチン試行は、

を比較した。その結果、中盤でのクレアチ
ン試行（559 ± 118W）は、プラセボ試行

プラセボ試行よりも有意に高値を示した

（550 ± 105W）よりも有意に高値を示した

（P<0.01）。また、HR では中盤および終盤、
SpO2 では終盤においてクレアチン試行が

（P<0.05）（図 3）。
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有意に高値を示した（P<0.05）。

大

うために、あらかじめ骨格筋内にクレアチ

血中乳酸濃度では 10 本後においてクレ

ンを蓄えておくことで、低酸素環境下での

アチン試行はプラセボ試行よりも有意に高

クレアチンリン酸の再合成を補い、高強度

値を示した（P<0.05）（表 2）。

間欠的運動時のパフォーマンスを発揮する
ことが出来たと推測する。

７）酸 素化ヘモグロビン（oxyHb）、脱酸

次に、本研究でのクレアチン摂取による

素化ヘモグロビン（deoxyHb）

パフォーマンス発揮の理由は、クレアチン

oxyHb でのクレアチン試行（－ 2.4 ± 0.8

摂取による骨格筋内のクレアチンリン酸濃

μ M）はプラセボ試行（－ 2.1 ± 0.6 μ M）

度の増加によって、クレアチンリン酸分解

よりも有意に低値を示した（P<0.001）。ま
た序盤のクレアチン試行（－ 2.4 ± 0.9 μ M）
はプラセボ試行（－ 2.1 ± 0.6 μ M）より
も有意に低値を示した（P<0.05）。
deoxyHb では両群間の有意差は認めら
れなかった。

による ATP 再合成によって ATP 供給能
が向上すること、RSA テストによる骨格

図 4．クレアチン試行とプラセボ試行におけるリピーテッ
ドスプリントアビリティテストの総仕事量の比較

筋内の ATP の枯渇を遅延したことに起因
する可能性が考えられる。

Ⅳ．考察

つまりは、筋原線維の収縮・弛緩は、細

本研究の主要な知見は、クレアチンロー

胞内遊離 Ca

2＋

濃度によって調節されてい

ディングが、低酸素環境下での RSA テス

る。骨格筋では、この Ca2 ＋濃度の調節は、

トでの最大パワー、最大パワーの総仕事量

筋小胞体が担っており、筋の収縮機能に中

およびピーク回転数の平均値が、クレアチ

心的な役割を果たす器官であるといえる。

ン試行のほうがプラセボ試行よりも有意に

無機リン酸の蓄積は筋の収縮・弛緩を阻害

高値を示したことである。

すると言われており、筋小胞体への無機リ

低酸素環境下では、常酸素環境下よりも

ン酸の流入および漏出を防いだこと、ATP

クレアチンリン酸の再合成が遅くなること

再合成の促進による H ＋の蓄積を減少させ

が示されている。これは細胞のミトコンド

たことで、筋疲労を遅延させたためにパ

リアの活動環境が酸化的リン酸化の制御に

フォーマンスが高められる結果につながっ

影響を及ぼしており、低酸素環境下では十

たと考えられる。

分な酸素を持つミトコンドリアが少なくな

また本研究において、RSA テストでの

ることが原因と考えられている。我々の結

心拍数、動脈血酸素飽和度の平均値、中盤

果は、このクレアチンリン酸の再合成を補

終盤の心拍数、終盤の動脈血酸素飽和度お
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よび 10 本後の血中乳酸濃度が、クレアチ

クレアチンリン酸の 90％以上は骨格筋に

ン試行のほうがプラセボ試行よりも高値を

蓄えられていると述べている。今回、体重

示した。心拍数が増加した要因は、RSA

が 100㎏を超える被験者が数名おり、また
骨格筋量を考慮していなかった。今回の測
定では、筋中のクレアチン量を飽和状態ま
で蓄えることができたか確認できず、体重
が重い人にとっては足りなかった可能性は
否定できない。しかしながら、本研究で用
いたクレアチン摂取方法は、現時点では適
切な摂取方法に当たると考え先行研究でも
多く用いられている方法（～ 20g/ 日× 5 日）
に則り、1 日に 20g を 6 日間で摂取した結
果として考えたい。

テストでの最大パワーおよびピーク回転
Ⅴ．結論

数、つまりは仕事量が増加するのに比例し
て増加したと考える。一方で、動脈血酸素

6 日間の継続的なクレアチンローディン

飽和度が増加した要因は、クレアチン試行

グは、最大パワーおよびピーク回転数が有

のほうがプラセボ試行よりも、RSA テス

意に改善し、低酸素・高地環境下での運動

ト時の高い筋・パワー発揮によって安静時

能力およびパフォーマンス発揮に有効に作

からの酸素化ヘモグロビン量が有意に低下

用する可能性が示唆された。

したことが考えられる。ヘモグロビン酸素

あらかじめ骨格筋内にクレアチンを蓄え

解離曲線の右傾化によって、血中の酸素の

ておくことで、低酸素環境下でのクレアチ

量が増加して、動脈血酸素飽和度が増加し

ンリン酸の再合成を補うこと、高強度間欠

たとも考えられる。また血中乳酸濃度につ

的運動後のヘモグロビンの合成をより促進

いては、RSA テストにおける爆発的パワー

させる可能性が推察された。このことは低

発揮に伴う仕事量の増大に伴い、骨格筋内

酸素環境下でのスプリントトレーニング、

でのグリコーゲンの利用が高まり、グリ

高地トレーニングにおけるスプリント系や

コーゲンの解糖過程でできる乳酸が多く発

筋パワー発揮系トレーニングの質量を維

生したといえる

持、さらには高地での競技パフォーマンス

このような生理・生化学的な指標からも

を発揮するための事前の準備として、クレ

RSA テストの全力ペダリングの負荷は両

アチンの摂取が有効な手段となることが考

試行で同じでも、クレアチン試行の方が、

えられる。

パワー発揮が高かったことを説明すること
ができ、結果としてパフォーマンス発揮が
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