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水中運動実施の水温が感情，体温，

血中NK細胞活性に及ぼす影響

― 中高年女性における水温30℃と34℃の比較―

森 谷

Effects of water temperature differences on emotion,body
 

temperature and blood natural killer(NK)cell activity during
 

water exercise among middle-aged women
― Comparison between a pool water temperature of 30-

and 34-degrees centigrade ―

Kiyoshi MORIYA

【要旨】水中運動は低体力者や障害をもつ人たちにも，「積極的休養法」になりうる運動と

考えられる。本研究では，中高年女性を対象として，楽しみながら無理なく行う強度の水

中運動が，実施者の感情・自律神経機能・免疫機能・体温に及ぼす効果を検討した。午後

７時から，音楽のある環境で，熟練した指導者に従って，４－９名の集団で50分間の水中

運動を実施させた。50分間の水中運動の替わりに，写真集を眺めて過ごす対照安静日を別

な日の同一時刻に設けた。プールの水温は，29-30℃，33-34℃の２種とし，可久的に同様

の水中運動を行い，水中運動と対照安静実験前後の測定値を比較した。両水温ともに，水

中運動後に快感情とリラックス感得点が高まり，血漿ノルアドレナリン（NA）濃度が上昇

したが，対照安静後に有意な変化は認められなかった。自然免疫能の指標である血中ナチュ

ラルキラー（NK）細胞活性は，水温33-34℃のプールで実施した水中運動後に上昇したが，

29-30℃のプールと対照安静では変化しなかった。直腸温は，水温33-34℃のプールで実施

した水中運動では，運動開始数分後から上昇したのに対し，29-30℃では最初低下し40-50

分で上昇した。対照安静実験では低下し続けた。平均直腸温変化量積分値とNK活性変化

量との間に，有意な正の相関が認められた。両水温での50分間の水中運動実施は，交感神

経活動（血漿NA濃度）を適度に高めることで感情を改善する可能性が推察される。水温

29-30℃に比べて，33-34℃のプールは，水中運動実施によって，深部体温を上昇させてNK

活性を高めるのに適していると考えられる。

【キーワード】emotion, NK cell activity, catecholamine, body temperature, water
 

exercise
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緒 言

現代に生きる日本人の「健康づくり」に重要な課題として，ストレス解消，疲労回復，体力

向上に有効な「積極的休養法」の確立と普及があると考える。その休養法を継続して実施して

いくと，種々のストレッサーに対して耐性が強化され，防衛体力の向上，即ち健康づくりが期

待できるような積極的休養法である。我々の従来の研究結果から，優れた積極的休養法として，

水中運動の可能性に注目してきた（Oda et al,1999；2001；Moriya et al,2003；森谷，2006）。

水中運動は水の性質（浮力，抵抗，静水圧など）によって，陸上では運動能力の低い運動不

足者，高齢者，障害者でも，身体が動きやすいことから，無理なく楽しく運動でき，急性効果

とトレーニング効果が期待できる（Sova,1995；花井，2006）。しかし，防衛体力の要である免

疫機能や自律神経機能に対する水中運動の急性効果とトレーニング効果の検討は極めて少な

い。我々は，陸上での快適自己ペース運動が自然免疫能であるナチュラルキラー（NK）細胞活

性を高め（松本他，1998；Mizuno et al, 2001；2003；森谷他，2001a；井瀧他，2002），運動

後に副交感神経優位の状態を作ることを認めている（侘美他，2001；渡辺他，2003）。NK細胞

は，過去に遭遇したことがなくても癌細胞などの異常細胞やウイルスなどに感染した細胞，異

物を標的として殺傷する免疫能を有するが，細胞表面にカテコールアミン，オピオイドなど多

種類のホルモン受容体を有し，ストレス－神経内分泌系と深い関係のあることが報告されてい

る（Whiteside et al,2000）。我々は，自然免疫能と自律神経機能の指標として，血中NK細胞

活性とカテコールアミン濃度に及ぼす水中運動の影響を検討してきた。本研究では，水中運動

実施が感情と体温に及ぼす効果を併せて測定し，感情・体温・自律神経・免疫能の関連を考察

することを目的とした。長寿高齢社会に必要なストレス耐性の向上，防衛体力の改善，健康づ

くりの方法を水中運動から検討しようと意図するものである。水の温度中性域は34-36℃とさ

れている（清水，1997）ので，水の熱伝導率が高いことを考慮すると，水温29-30℃のプールで

の運動は，体温調節機能に対する改善効果が期待できると考えられる。一方，温度中性域の

34-36℃での水中運動が体温調節機構に及ぼす効果については未解明の点が多い。実験動物ラッ

トを温度中性域である35℃水温で１日120分間泳がせ，４－６週間経過した後に耐寒能の向上

したことが報告されている。120分の水泳中にラットの直腸温を測定したが，有意な変動は認め

られなかった（森谷他，1980）。

40－60歳代の中高年期女性では，加齢によって卵巣機能が低下し，女性ホルモンの分泌が低

下することを主要因として，心身のバランスが崩れる更年期症状を呈する者の極めて多いこと

が報告されている（武谷，2002）。水中運動は皮下脂肪の多い中高年女性にも適した運動であり，

積極的休養法になり，防衛体力を高める可能性が推測される。水中運動を継続実施することに

よって，心身の健康度が上昇したという報告もある（Bravo et al,1997）。本研究では１回実施

の効果を検討するが，長期継続実施は，１回実施の効果がくりかえされることで大きくなると

考えられることから，本研究結果に基づいて長期継続実施の効果の可能性を考察する。

研究方法

１．実験期間と被験者

水温29-30℃のプールでの水中運動実験（実験１；2000年12月），水温33-34℃のプールでの
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水中運動実験（実験２；2002年２－３月）を行った。被験者は本実験の目的と実験方法につい

て充分に説明をうけ，実験被験者として本実験に参加することに文書で同意した，健常な40－

60歳代女性（実験１），40－50歳代女性（実験２）各９名であった。実験１と２の被験者に同

一者は含まれていなかった。その後，実験１，２の被験者とは異なる健常な40－60歳代の女性

９名で，水温29-30℃と33-34℃のプールでの水中運動実験を行った（実験３；2004年３月）。

実験３では，従来の実験デザインに直腸温の測定を加えて行った。

２．水中運動を行った施設と実験環境

水温29-30℃での水中運動実験（実験１）は，札幌市川下公園リラックスプラザ温水プール（平

均水温：29.9℃，プールサイドの平均室温と相対湿度：31.4℃，57.0％）で水中運動を行い，

安静と回復をプラザ内会議室（平均室温と相対湿度：25.0℃，50.0％）で全て行った。水温33-

34℃の水中運動実験（実験２）は，北広島市にあるワンデイ・スパ西の里店のプール（水温：

33.0-34.0℃）で水中運動を行い，安静と回復をプールサイド（室温と相対湿度：28.8℃，83.0％）

で行った。実験１の水中運動時に，被験者は上下半身の繫がった水着を着用したが，非運動対

照安静日と水中運動日の安静時はＴシャツと短パンで過ごした。一方，実験２では全ての時間

を水着で過ごした。このような着衣の相違は，環境温湿度の違いによって選択され，どちらも

被験者が快適と感じるものであった。実験３は，実験１と実験２の施設で，連続した期間内に，

実験１（水温：29-30℃）と実験２の施設内プール（水温：33-34℃）で，同一の被験者で，同

じ水中運動指導者による可及的に同じプログラムの50分間の水中運動を行った。安静時と回復

時は，Ｔシャツと短パンで過ごした。

３．実験の流れと測定項目・測定方法

図１に示すように，実験１，実験２，実験３の流れは可及的に同じであり，19時から19時50

分まで水中運動を行う運動日と同時刻に座位安静に過ごす非運動対照安静日で構成し，実験１

と２では，両実験日を被験者にカウンターバランスをとって割り当てた。実験３では，被験者

全員を水温33-34℃のプール，29-30℃のプールでの水中運動実験，対照安静実験の順で，１日

の休みを入れて行った。実験１，２，３ともに，音楽のある環境で，同一の水中運動指導者が

行う可及的に同じ言葉による指示と動きに合わせて水中運動をさせ，「無理をしないで，気持ち

よく運動するように」と被験者に伝えた。50分間の水中運動（非運動対照安静）の前30分と後

30分間を安静に過ごさせた。心拍数をハートレートモニター（POLAR社；アキュレックスプ

ラス）によって全実験時間測定した。50分間の水中運動（非運動対照安静）前後に肘静脈から

採った血液サンプルを用いて，NK細胞活性とノルアドレナリン（NA），アドレナリン（A），

ドーパミン（DA）濃度を測定した。NK細胞活性は， Cr遊離法（押味，1993）により，血中

カテコールアミン濃度はHPLC（high performance liquid-chromatography）法（辻他，1988）

によって測定した。測定は SRL社に委託して行った。１分間ごとの心拍数から，心拍予備率を

下記の式によって求め，運動負荷強度の指標とした。

心拍予備率｛Heart  Rate（HR）Reserve；％HRR｝＝(運動時HR－安静時HR)/

(HRmax－安静時HR)，HRmax＝220－年齢

本実験では，図１に示すような時間間隔で感情の変化を，標準化されて信頼性と妥当性の得

られた心理質問紙Mood Check List-Short Form 1（MCL-S.1）（橋本と徳永，1996）によっ
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て測定した（実験１と２）。実験３では，MCL-S.1に加えて，標準化されているVisual Analog
 

Scale（VAS）（Fukuda et al,1998）によって感情と自覚的感覚を測定した。被験者の同意を

得て，水温29-30℃と33-34℃のプールでの水中運動と対照安静実験で，実験を通して直腸温を

測定した（おんどとり Jr.RTR-52，T&R社）。

４．統計処理

水中運動日と対照安静実験日に反復測定した各測定項目について，実験条件ごとに，測定数

が２点の場合には関連２群のｔ検定，３点以上の場合には１元配置分散分析を行った。１元配

置分散分析で有意差が認められた時に多重比較検定（Bonferroni法）を行った。実験条件間の

比較には反復測定２元配置分散分析（条件×時間）を行い，条件の主効果と交互作用の有意差

を検定した。交互作用に有意差が認められた場合に，関連２群の t検定で下位検定を行った。実

験１と２における同一測定項目の比較は独立した２群の差の検定によった。２つの測定値の関

連について，Peason相関係数を求めて検討した。統計処理はすべて統計ソフト Statcel 2（柳

井，2004）によった。有意水準を危険率５％以下とした。

測定値は全て，平均値±標準誤差（SEM）で表した。

図1 水中運動実験と非運動対照安静実験の測定項目と時間の流れ図
MCL-S.1:Mood Check List-Short Form 1,VAS:Visual Analog Scale
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５．倫理的配慮

いずれの実験も，北海道大学大学院教育学研究科の「人間を対象とする研究倫理委員会」の

審査を経て許可され，実施した。

結 果

１．被験者の身体的特徴

実験１(水温29-30℃）で50分間の水中運動実験に参加した被験者９名は，平均年齢（±

SEM）が49.2±3.2歳であった。実験２(水温33-34℃）の被験者９名の平均年齢は 50.8±0.7

歳であり，両群に有意差は認められなかった。実験１(水温29-30℃）に参加した被験者９名の

平均身長は155.8±1.4cm，実験２(水温33-34℃）の被験者９名は154.4±1.4cmであり，両

群に有意差はなかった。実験１(水温29-30℃）の被験者９名の平均体重は56.0±1.9kg，

BMI23.1±0.8，実験２(水温33-34℃）の被験者９名では52.5±0.6kg，BMI22.1±0.6であっ

た。平均体重，BMIともに両群に有意差は認められなかった。実験３の被験者９名は，46歳か

ら64歳（平均年齢54.9±1.8）であった。平均身長154.4±1.2cm，体重55.3±2.6kg，

BMI23.4±1.5であった。

２．推定運動負荷強度

実験１(水温29-30℃）で50分間の水中運動実験中に，１分間隔で測定した心拍数から求めた

平均心拍予備率（％HRR）は，41.4±0.8％（25-50％）であった。一方，実験２(水温33-34℃）

の平均心拍予備率（％HRR）は，40.7±3.4％（20-60％）であり，両者ともに中等度強度の負

荷量であった。両群の平均％HRRに有意差はなく，運動負荷量は実験１(水温29-30℃）と実験

２(水温33-34℃）でほぼ同程度と考えられた。実験３の安静時心拍数は77.8±5.0拍/分（bpm）

（29-30℃），77.0±10.0bpm（33-34℃），75.0±7.3bpm（対照安静日）で３日の実験日間に有

意差は認められなかった。29-30℃の水中運動時の平均％心拍予備率（％HRR）は，16.4±3.3％

から56.7±8.5％の範囲で変動し，50分間の平均値は，39.7±8.9％であった。一方，33-34℃

の水中運動時の％HRRは，16.0±3.0％から49.5±7.0％の範囲で変動し，50分間の平均値は，

33.1±6.4％と29-30℃より幾分小さい値であったが有意差はなかった。

３．水中運動実施による感情得点の変化

質問紙MCL-S.1によって測定した感情得点の結果は，既報と類似していた（森谷他，2001

b；清野他，2002；侘美と森谷，2005；侘美他，2005）。実験３ではMCL-S.1とVASで評価し

た快感情，リラックス感，不安感などの感情の変化は，29-30℃と33-34℃の温水プールで水中

運動をしたときに安静にしていたときに比べて変化が大きかった。快感情，リラックス感のよ

うなポジテイブな感情得点は水中運動で高まった（図２）。一方，不安感のようなネガテイブな

感情得点は水中運動で低下したが，33-34℃で実施したときに29-30℃で実施したときより不安

感得点の低下が大きい傾向が示唆された。実験３におけるVASの結果から，覚醒度，気分，意

欲，気持ち，身体的疲労，集中力得点のいずれにおいても，50分間の水中運動後と回復30分後

には対照安静日より有意に高い得点が認められた（表１）。29-30℃と33-34℃の温水プールの水

温による違いは，食欲得点で見られ，33-34℃の温水プールで29-30℃のプールよりも回復時ま
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で高く維持された（表１）。

４．水中運動実施後の血中NK細胞活性の変化

実験１(水温29-30℃）で，50分間の水中運動を行った後にNK細胞活性の有意な変化は認め

られなかった（表２）（水中運動日の前値；35.0±5.0％，水中運動日の変化量；－2.9±2.2％／

対照安静日の前値；27.9±4.3％，対照安静日の変化量；＋0.8±4.2％）。一方，水温33-34℃で

水中運動を行った実験２では，NK細胞活性は有意に上昇し，非運動対照安静日の同一時刻に比

べても有意に大きい値を示した（表２）。（水中運動日の前値；20.7±2.0％，水中運動日の変化

量；＋6.3±2.1％／対照安静日の前値；20.8±3.2％，対照安静日の変化量；－2.8±2.0％）。

実験３では，実験１と２を支持するような結果が得られた。血中NK細胞活性は水温33-34℃の

プールで実施した50分間の水中運動によって有意に上昇した（水中運動日の前値8.3±1.8％，

NK活性変化量；＋7.0±7.4％）。一方，29-30℃でのNK活性前値11.3±2.5％，変化量は＋

2.8±5.3％，対照安静日のNK活性前値9.3±2.0％，変化量は－0.3±5.3％で有意な変化は認

められなかった（図３）。

５．水中運動実施後の血漿カテコールアミン濃度の変化

実験１(水温29-30℃）において，対照安静日に比べ水中運動を行った後，血漿NA濃度は有

意に上昇した｛F(1，16)＝27.48，P＝0.000｝（表３）。同様に DA濃度の上昇も有意であった｛F

(1，16)＝6.95，P＝0.018｝が，Ａ濃度に変化は認められなかった。一方，水温33-34℃で水中

運動を行った時のカテコールアミン濃度の変化は，29-30℃での水中運動時と類似しており，対

照安静日に比べ33-34℃で水中運動を行った後，血中NA濃度は有意に上昇した｛F(1，16)＝

16.51，P＝0.000｝。一方，DA濃度の上昇は有意傾向にあり｛F(1，16)＝3.50，P＝0.080｝，水

中運動終了後の値は対照日の後値より有意に高かったが，Ａ濃度の変化は有意でなかった（表

２）。実験３でも類似した結果が得られた。

図2 50分間の水中運動（安静）による快感情得点（MCL-S.1）の変化
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表1 50分間の水中運動（対照安静）による自覚的感覚（VAS）の変化

水中運動前 水中運動直後 回復30分 ANOVA

覚醒度 １．対照安静 7.5±1.0 4.6±0.8 7.1±1.2

２．29-30℃ 8.0±1.0 9.1±0.6 8.6±0.9

１vs２ ＊
P＝0.028

３．33-34℃ 7.6±0.5 9.0±0.4 9.1±0.3

１vs３ ＊

２vs３ NS

気分 １．対照安静 7.6±0.6 5.7±0.8 7.6±0.9

２．29-30℃ 7.1±0.8 9.0±0.5 8.2±0.7

１vs２ ＊
P＝0.011

３．33-34℃ 6.2±0.7 8.1±0.9 8.4±0.6

１vs３ ＊

２vs３ NS

意欲 １．対照安静 7.8±0.6 5.9±0.6 6.9±0.8

２．29-30℃ 7.7±0.6 8.6±0.6 7.8±0.7

１vs２ ＊
P＝0.039

３．33-34℃ 7.0±0.6 7.3±0.8 7.5±0.6

１vs３ ＊

２vs３ NS

気持ち １．対照安静 8.2±0.6 6.9±0.6 8.5±0.4

２．29-30℃ 7.9±0.6 9.0±0.3 8.2±0.6

１vs２
P＝0.045

３．33-34℃ 6.8±0.6 8.1±0.8 8.3±0.6

１vs３ ＊

２vs３ NS

身体的疲労 １．対照安静 6.9±0.5 5.3±1.0 6.9±0.9

２．29-30℃ 7.4±0.6 8.2±0.6 8.1±0.6

１vs２ ＊
P＝0.016

３．33-34℃ 6.2±0.5 7.7±0.5 7.9±0.5

１vs３ ＊

２vs３ NS

集中力 １．対照安静 7.6±0.5 6.0±0.9 6.7±0.8

２．29-30℃ 7.7±0.5 8.8±0.4 7.8±0.7

１vs２ ＊
P＝0.010

３．33-34℃ 6.7±0.6 7.7±0.7 8.0±0.5

１vs３ ＊

２vs３ NS

食欲 １．対照安静 6.0±0.5 6.2±0.7 6.7±0.8

２．29-30℃ 6.3±0.4 6.7±0.7 6.8±0.8

１vs２
P＝0.080

３．33-34℃ 5.5±0.4 7.3±0.6 7.6±0.5

１vs３ ＊

２vs３ ＊

Mean±SEM（n＝9），＊P＜0.05（Bonferroni法），NS：有意差なし
ANOVA：交互作用の P値を示す
VASの下位得点は高いほど良好なことを示す
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６．水中運動実施後の血中NK細胞活性とカテコールアミン濃度の相関

水中運動（対照安静）日におけるカテコールアミン濃度の変化量とNK細胞活性変化量間の

相関を検討した結果，水温29-30℃では，NK細胞活性変化量は，NA，DA，A濃度のいずれ

の変化量とも有意な相関を示さなかった。水温33-34℃の場合には，NK細胞活性の50分間に

おける変化量とNA濃度の50分間における変化量間に，有意な正相関が認められた（図４）。

実験３においても，水温29-30℃，水温33-34℃のプールで実施した水中運動前後のカテコール

アミン濃度の変化量とNK細胞活性変化量間の相関は類似したものであった。

７．体温の変化

実験３で測定した水中運動（対照安静）前の安静時平均直腸温（n＝8／1名は測定に失敗した）

は，37.2±0.3℃（水温29-30℃），37.3±0.3℃（33-34℃），37.1±0.2℃（対照安静日）で，３

日間の実験間に有意差は認められなかった。水温29-30℃プールでの水中運動50分間による平

均体温変化の時間推移は，水温33-34℃のプールで実施した時の体温変化の推移と異なってい

た。水中運動開始直後に低下し，40-50分後に上昇したのに対し，水温33-34℃のプールでは運

動開始数分後から体温上昇が見られた（図５）。50分後の上昇は，＋0.13±0.16℃（水温

図3 異なる水温での50分間の水中運動（対照安静）におけるNK細胞活性の変化

表2 血中NK細胞活性の水中運動（対照安静）前後の比較

水温 29-30℃ 33-34℃

前 27.9±4.3 20.8±3.2NK
(％)

対照安静日
後 28.7±5.4 18.0±3.7

前 35.0±5.0 20.7±2.0
水中運動日

後 32.1±5.1 27.0±3.9 ＄

２群間 0.434 0.329
ANOVA
(P値)

時間 0.661 0.248

交互作用 0.449 0.007

Mean±SEM（n＝9），NK：ナチュラルキラー細胞活性，＊P＜0.05vs前値
＄P＜0.05vs対照安静日，ANOVA２群間：対照安静日と水中運動日
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33-34℃），＋0.17±0.24℃（水温29-30℃），－0.19±0.09℃（対照安静）であったが，３群の体

温変化量の時系列データにすべての群間で有意差が認められた（Bonferroni法）。水温

33-34℃，水温29-30℃，対照安静日における直腸温変化に有意差が認められた。さらに，50分

間の変化量を１分ごとの積分値としてみると，水温33-34℃での水中運度時の平均値（＋4.19±

表3 カテコールアミン血漿濃度の水中運動（対照安静）前後の比較

水温 29-30℃ 33-34℃

前 416.4±30.3 286.8±26.5NA
(pg/ml)

対照安静日
後 385.0±29.4 260.1±27.1

前 375.3±54.9 312.1±27.5
水中運動日

後 538.0±51.0 ＄ 408.8±47.8 ＄

２群間 0.349 0.070
ANOVA
(P値)

時間 0.003 0.035

交互作用 0.000 0.001

前 26.8± 9.0 12.1± 1.0DA
(pg/ml)

対照安静日
後 20.4± 6.6 9.3± 0.7

前 11.6± 0.6 12.8± 0.9
水中運動日

後 14.4± 1.9 14.7± 2.2＄

２群間 0.192 0.038
ANOVA
(P値)

時間 0.339 0.955

交互作用 0.018 0.080

前 30.0± 5.8 18.3± 3.0Ａ
(pg/ml)

対照安静日
後 22.4± 4.5 19.2± 3.8

前 40.8± 7.6 27.3± 2.4
水中運動日

後 28.7± 4.3 34.7± 8.0

２群間 0.284 0.058
ANOVA
(P値)

時間 0.001 0.231

交互作用 0.378 0.344

Mean±SEM（n＝9），NA：ノルアドレナリン，DA：ドーパミン，A：アドレナリン
＊P＜0.05vs前値，＄P＜0.05vs対照安静日，ANOVA２群間：対照安静日と水中運動日

図4 血漿ノルアドレナリン（NA）濃度変化量とナチュラルキラー（NK)
細胞活性変化量間の相関（水温33-34℃での水中運動と対照安静)
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1.63℃・50分），29-30℃の水中運度時の平均値（－0.39±2.76℃・50分），対照安静時の平均

値（－4.59±1.19℃・50分）であった。１元配置分散分析で３群間の時系列データに有意差が

認められたが，Bonferroni法では水温33-34℃での水中運度時と対照安静時に有意差があり，

水温33-34℃での水中運動時の体温上昇は対照安静時より有意に大きいと考えられた。

また，50分間の水中運動（対照安静）終了後，30分間の回復時における直腸温変化量を３条

件で比較すると，水温33-34℃のプールで実施した水中運動後は水温29-30℃プールで実施した

水中運動後に比べて，体温低下が有意に小さかった（表４）。水温33-34℃のプールで実施した

水中運動後の直腸温変化量は，対照安静実験日の変化量と有意差がなかった。水温29-30℃プー

ルで実施した水中運動後の直腸温変化量は，対照安静実験日の変化量より大きく，体温低下が

有意に大きい結果であった（表４）。

８．水中運動実施による体温変化量と血中NK細胞活性変化量の相関

水中運動（対照安静）実施による体温変化量を１分ごとに求めて50分間の積分値とし，NK

細胞活性値の変化量との相関を検討した。直腸温を測定できた８名の水温33-34℃のプールで

実施した水中運動，水温29-30℃プールで実施した水中運動と対照安静条件ごとに体温変化量

図5 50分間の水中運動（対照安静）による直腸温の変化

表4 50分間の水中運動（対照安静）後の回復時30分間における直腸温変化量の比較

回復時変化量
回復時前値

10分 20分 30分

１．対照安静 37.1±0.08 －0.03±0.04 －0.13±0.12 －0.16±0.16

２．水温29-30℃ 37.2±0.11 －0.04±0.05 －0.14±0.07 －0.27±0.09

１vs２ NS ＊

３．水温33-34℃ 37.3±0.10 0.04±0.04 －0.07±0.07 －0.21±0.10

１vs３ NS  NS

２vs３ NS ＊

Mean±SEM（n＝8），＊P＜0.05（Bonferroni法），NS：有意差なし
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積分値の平均値を求めると，NK細胞活性値の50分間の変化量平均値との間に有意な正の相関

が認められた（図６）。

考 察

標準化され，信頼性と妥当性のある質問紙MCL-S.1，VASによって測定した感情と自覚的

感覚得点の結果は，既報と類似しており，50分間の水中運動実施によって快感情やリラックス

感等のポジテイブな感情が向上し，ネガテイブな感情が低減した（森谷他，2001b；清野他，

2002；侘美と森谷，2005；侘美他，2005）。体温とNK細胞活性の間には正の対応のあることが

報告されている（Kappel et al,1997；Hiramoto et al,1999；Isowa et al,2006）ように，本

研究でも，中高年女性が水温29-30℃で中等度強度の水中運動を50分間実施したとき（実験１）

に，水温33-34℃での水中運動と異なって，NK細胞活性が増加しなかった要因として，水温の

違いによる中心部温の低下が関与する可能性が推測された。50分間の中等度強度で快適な自己

ペース運動を陸上で実施した成年男性で，NK細胞活性と体温の上昇を認めている（松本他，

1998；Mizuno et al,2001；2003；森谷他，2001a）ので，本結果に29-30℃という水温による

体温の低下が影響している可能性が推察された。この可能性を検討する目的で，温度中性域

33-34℃のプールで可及的に水温29-30℃の時と同一水中運動を行ない，血中NK細胞活性とカ

テコールアミン濃度に及ぼす影響の比較を行った（実験２）。さらに，同一被験者で，水温

29-30℃と水温33-34℃の両実験を行って確認した（実験３）。実験３では，個人差の問題を解決

し，体温の測定も同時に行う再実験を行ったことになる。しかし，水温が温度中性域とされる

34℃より低い33℃に近かったという点が問題になるかもしれない。民営のプールを借りて実験

を行ったための制約ではあるが，水温34℃の結果と33℃の結果は類似していたので，33-34℃

のプールは温度中性域であり，水温によるストレス負荷の小さい温水プールとして許容される

範囲と考える。

水中運動によってカテコールアミン，特にノルアドレナリンの分泌が増加し，NK細胞活性が

図6 直腸温変化量（50分間の積分値）とNK細胞活性変化量平均値間の相関
破線は近似直線を示し，実線は平均値に対応している
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変化することは既報に一致した結果であった（Whiteside et al,2000）。水中運動によって，交

感神経活動が亢進することを示す結果である。水温29-30℃（森谷他，2001b；侘美と森谷，2005）

と水温34℃（清野他，2002；侘美他，2005）の水中運動実験ともに，感情の変化は好ましいも

のであった。快感情得点とリラックス感得点が高まり，不安感得点が減少した。感情の改善に

は脳内ドーパミンやセロトニンが関係していると報告されている（Liechti et al,2000）。血中

カテコールアミンが血液脳関門のない部位（視床下部など）から，脳内に取り込まれる可能性

が記述されている（本間，2005；川口，2005）。水温29-30℃のプールで実施した水中運動後に

血中ドーパミン濃度が有意に高まり，水温33-34℃のプールで実施した水中運動後にも上昇傾

向が認められた。水温29-30℃のプールで実施した水中運動についての既報（Moriya et al,

2003）に記述したように，ドーパミン濃度変化量と不安感得点低下量の間に有意な負の相関が

あり，心拍数と快感情得点，ドーパミン濃度と心拍数の間に有意な正の相関が観察された。こ

れらの結果からも，血中カテコールアミン濃度の上昇が感情の改善に関与している可能性が示

唆される。

水温33-34℃のプールで実施した水中運動後には，ノルアドレナリン変化量とNK細胞活性

変化量の間に有意な正相関が認められたが，ドーパミン濃度変化量とNK細胞活性変化量の間

に有意な正相関は見られなかった。また，水温29-30℃のプールで実施された50分間の水中運

動では，NK細胞活性変化量はノルアドレナリン・ドーパミン濃度変化量の何れとも相関を示さ

なかった。水中運動では，NK細胞活性の増大（変化量）がドーパミン濃度変化量と有意な正相

関を示した陸上で実施した快適自己ペース運動（Mizuno et al, 2001）とは異なっていた。こ

の背景に，水中運動では，陸上での運動に比べて体温が上昇しにくいことが関係している可能

性が推察される。快適自己ペースの水中運動によっても，血中カテコールアミン濃度の変化が

生じることは明らかになったが，NK細胞活性には体温の影響の大きいことが報告されている

（Kappel et al,1997）ため，水中運動では，陸上での運動とは異なるNK細胞活性の変化が現

れるのではないかと考える。詳細なメカニズムについては今後明らかにされていくものと考え

るが，恒温動物であるヒトの体温の恒常性とリズム性変動を考慮しなくてはならない。恒温性

の体温が１℃上昇すると，NK細胞活性は数倍にも高まったという報告もあるため，今後の検討

課題として残された。

本研究では水中運動を１回実施した時の感情・体温・自律神経活動・免疫機能に対する効果

を検討したが，長期継続実施することで健康づくりに繫がる。１回実施の効果がくりかえされ

ることで大きくなると考えられることから，本研究結果に基づいて長期継続実施の効果の可能

性を考察する。侘美と森谷（2005）は，水温29-30℃のプールで実施された50分間の水中ウォー

キング教室に週１回12週間参加した後で，感情の改善や体力の向上を認めた。また，水温

33-34℃のプールで実施された50分間の水中運動教室に週２回12週間参加することで，感情の

改善や体力の向上と同時に，QOL得点の向上やストレス感の低下がみられた（侘美他，2005）。

このように，無理のない運動強度で行う水中運動は，長期継続実施で健康づくりに繫がる可能

性を有していると考えられる。

まとめ

⑴ 水温29-30℃と33-34℃のプールで中等度強度の水中運動を50分間実施した中高年女性に
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おいて，50分間の対照安静に比べて，感情改善が顕著であった。

⑵ 水温29-30℃のプールで中等度強度の水中運動を50分間実施した中高年女性においては，

自然免疫能の指標となるナチュラルキラー（NK）細胞活性が増加しなかった。一方，温度中

性域である水温33-34℃のプールで50分間の中等度強度の水中運動を実施した中高年女性

においては，NK細胞活性が有意に上昇した。対照安静ではNK活性は変化しなかった。

⑶ 水温29-30℃で実施した50分間の水中運動によって，ノルアドレナリン（NA）とドーパミ

ン（DA）濃度が有意に上昇したが，アドレナリン（A）濃度には変化が認められなかった。

一方，水温33-34℃で50分間の水中運動によって，NK細胞活性とNA濃度が有意に上昇し，

DA濃度には上昇傾向が見られたが，Ａ濃度に変化は認められなかった。

⑷ 水温33-34℃で実施した50分間の水中運動で，血中NK細胞活性の変化量とNA濃度の

変化量間に正相関が認められた。

⑸ 水温29-30℃で実施した中等度強度の水中運動を50分間実施した中高年女性において，

33-34℃の場合と異なりNK細胞活性が増加しなかった要因として，水温の違いによる中心

部体温の変動の違いが関与する可能性が推察された。水温29-30℃と33-34℃での水中運動

50分間実施時の直腸温を測定して比較した結果，50分間の体温上昇度（積分値）は33-34℃

の方が29-30℃の時より有意に大きかった。水中運動後の回復時30分間における直腸温低下

は，水温29-30℃で水中運動を実施した時が33-34℃の時より有意に大きかった。

⑹ 水中運動（対照安静）実施による平均体温変化量積分値と平均血中NK細胞活性変化量の

間に，有意な正の相関が認められた。
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