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体育系学部大学生を対象としたアンチ・ドーピング授業とその評価
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緒

言

266 名（ 13.3 ± 0.8 歳の男女）中の男子 5.3 ，女子
1.5 に蛋白同化ステロイド使用歴があり，また，

ドーピングは，「世界アンチ・ドーピング規定の

全体の約20の学生が蛋白同化ステロイドの薬害に

第2.1項から第2.8項に定められた一つあるいは複数

ついて無知で，ドーピングに関する知識は，ラジオ

のアンチ・ドーピング規則違反（選手からの検体に

やテレビ，次いで体育教師からによることを指摘し

禁止物質などが存在すること，禁止物質・禁止方法

た．太田ら12) は，夏のインターハイ水泳競技では

の使用意・所持・不法取引・投与・使用など，検査

ドーピング物質を含む栄養ドリンク剤を24の選手

拒否，競技外検査関連義務違反，ドーピング・コン

が使用していたと報告し，このドーピングに関わる

トロールの改ざんなど）が競技会内外を問わず発生

問題が日本においても存在することを報告した．太

すること」と定義され17)，競技者の検体から禁止物

田ら12)の報告は日本においても高校生選手から大学

質や代謝物又はマーカーが（上限を越える範囲で）

生選手に対する早期のアンチ・ドーピング教育が必

発見される，禁止物質又は禁止方法を投与・使用す

要なことを示している．

る，又は検体採取拒否など見つからないようにする

スポーツ競技者にとって運動能力向上は課せられ

操作をする，もしくは隠蔽の支援，助長，援助，教

た使命であるとはいえるが，決められた規則を犯す

唆することなどと要約できる． Evans2) は南ウエー

のはスポーツマンシップに反する．他方，競技者や

ルズにおける蛋白同化ステロイドの使用者の 1/3 は

指導者のドーピングおよびドーピング薬物に関する

競技ボディビルダーであるが，2/3 は非競技者で，

知識は不十分で，無知故にドーピング違反を犯す危

長期，大量，かつ多剤併用の傾向を持つと報告した．

険性が指摘されている13)．選手や選手を志す者に薬

Nutter11)は，ニューイングランドの一般的な中学生

物を使用させないために，石河ら10) ，川原7) ，植
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木15)は教育が最も有効な方法であり，学校教育など
で取り上げ，副作用やフェアプレーの精神を繰り返
し学ばせることが重要であるとしている．ドーピン
グ ，ア ン チ・ ドー ピ ング に 関す る意 識 調査 は多
い2)4)14) ，が，ドーピングが禁止される倫理的要請
の根拠を教える講義の有効性を確認した研究や，実
際の教育の中でアンチ・ドーピングの効果を確認し
た報告は少ない．
本研究はアンチ・ドーピング授業の前後における
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ドーピングに関する知識の学習やドーピング使用に

薬品名」，「現在の技術では検出不可能なドーピング

関する道徳感の変化を，テストおよびアンケートに

摂取方法」を問うた．

より調査し，ドーピングに対する講義が，知識の定
着，倫理観の変容に及ぼす効果を評価し，よりよい
授業プログラムを充実させることを目的とした．

.
..

研究方法

講義内容と時間配分

「ドーピング意識に関するアンケート」では，将
来の予測行動を問う 2 題を作成した．
1 題目｢あなたが一流の競技選手であった場

合，肝臓機能障害，腎臓機能障害が起き，突然死や
奇形児を出産（女性）する可能性が高くなり，全体
的に寿命が 5 年間短くなると知らされていても，競

体育系学部に在籍し，講義科目「スポーツ医学」

技能力を上げ，記録を更新するために禁止薬物，そ

（2 年次開講科目）の講義を受講した学生134名を対

の他の禁止された操作をおこなうと思いますか」

象とした．対象学生は競技選手もしくは選手養成過

に対し， A ｢皆がやっているならドーピングを行

程であり，保健体育の教員を目指す者である．

う」， B ｢ドーピングがばれないように気をつけ

調査期間は2004年11月18日および2004年12月 2 日

る」，C｢内容による（薬品の検出ができない，ご

「スポーツ医学」
の中にアンチ・ドー
の 2 回．教科目

まかせる方法を知っている，など）」， D ｢薬物そ

ピング講義を行い，1 回の講義はテスト時間を含ん

の他の禁止された操作をしないと思う」，E｢ドー

で90分で行われた．

ピングは自分も行わないし，仲間にもやらせない」

講義の内容は，ドーピングの歴史
（配分13），

の五者選択式で回答を求めた．

禁止ドーピング薬品名・摂取方法，定義（配分8

2 題目｢もしあなたがドーピングを行わなけれ

），作用・副作用およびそれらのメカニズム（配

ばならないとしたら，どのような状況ですか」と

分21），禁止理由（配分8），勝利至上主義

いう問いに対し，自由記述方式で回答を求めた．今

の否定（配分 6 ），競技やオリンピックの理念

回の調査では，回答を 8 つに単文化する事ができた．

（配分4），ドーピング発見のためのシステムや

..

分析方法

制裁とその後の末路（配分5），倫理（配分7

ドーピングの薬物の効果に関する問題について，

）
，薬品別の説明（配分16）
，競技ごとの許可

講義前後で対応する回答者の講義前後の正答，誤

薬品・処方可能な薬や食品の危険性（配分9）

答，無回答数を x 二乗検定で，二群間は比率の差

の 10 項目であり，一斉指導の下に行った．講義で

の検定で比較した．アンケートについては講義前後

は，製品名よりも成分を知るために物質名を主に教

の記名回答数を比率の差の検定で解析した．統計上

えた．時間配分は，講義の際に撮影したビデオによ

の有意差を0.05未満とした．

り求めた．
..

.

調査の仕方

調査問題は，多肢項目選択式質問紙法を用い，教

..

結

果

持久力を伸ばす効果のある薬品名の理解度

室内集合調査を行った．調査は 1 回目の講義前と 2

正答のエリスロポエチン回答者は，講義前後で11

回目の講義後の各10分をあてた．調査内容は 5 つの

名から42名に有意（p＜0.001）に増加した．また，

問から構成され，ドーピング薬物の効果に関する 3

無回答者は講義前後で 100 名から 46 名へと有意（ p

設問とドーピング意識に関するアンケート調査 2 項

＜ 0.001 ）に減少した．しかし，誤答者は 23 名から

目より成る．

．
62名へ有意（p＜0.001）に増加した（表 1 上段）

「ドーピング薬物の効果に関する問」では，調査

講義前テストで正答した11人は全員講義後テスト

時点でのドーピングに使用する薬物知識｢持久力

でも正答していた．講義前テストで誤答23名うち 5

を伸ばす効果のある薬品名」
，
「筋力増強効果のある

名（26.1），無答100名のうち25名（25.0）は講
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義後正答に移行していた．講義前テストで誤答23名
の12名（52.2）は，講義後においても誤答してい

答数は講義後その多くが正答に移動していた．
..

現在の技術では検出不可能なドーピング摂
取方法の理解度

た．講義後の誤答者の解答で具体的な名称数（薬品

正答である遺伝子ドーピング1)と答えた者は，講

名称）が増えていた．
..

第 1 巻第 2 号（通巻14号) (2009)

筋力を伸ばす効果のある薬品名の理解度

正答のステロイド系薬品の解答者は，講義前後で

義前後で 3 名から19名へと有意に増加，無解答者数
．
は123名から97名へ有意に減少した（表 1 下段）

90 名から 141 名へ有意（ p ＜ 0.001 ）に増加した．誤

講義後テストの誤答者の10名の内 4 名（44）が

答者数は講義前後で 12 名から 16 名へ増加傾向を示

正答に移行したが，同数が無答者に回っていた．誤

し，無解答者は，40 名から 5 名へと有意（p＜0.001）

答者の多くは，現在の科学技術で発見可能な薬品名

に減少した（表 1 中段）．正答数は約1.5倍程度に増

（テストステロンやエリスロポエチン等），方法名

加し，ステロイドなどの単純な名前に比べ，より一

（血液ドーピング）を解答していた．

般に知られていない名前が増えていた．誤答数，無

..

ドーピング使用に対する理解度

仮想のドーピング使用機会を設定し，その反応を
5 つの選択枝（表 5 の選択枝 1 から 3 がドーピング
表1

ドーピング薬品名と検出不可能な方法名
持久力を伸ばす効果のある薬品名

質・摂取方法名

ある）の中から選択させた設問では，「みんなが行

講義前

講義後

（n134)

（n150)

正答数

11

誤答数

23

42
62

100

46

無回答数

筋力を伸ばす効果のある薬品名

質・摂取方法名

講義前

講義後
（n134)

90

誤答数

12

無回答数

40

141
16
5

質・摂取方法名

講義前

講義後

（n136)

（n134)

3

誤答数

10

無回答数

123

名へ，有意（p＜0.05）に減少した．一方，「自分で
はやらないし，他人にもやらせない」という否定者
は50人（37）から72人（52）へ有意（p＜0.001）
..

ドーピングをせざるを得ない状況

回答は，「何があっても絶対にやらない」，「パラ
ドーピング，治療薬が引っかかる」とのドーピング
を否認する群と，「記録に伸び悩む」，「選手生命が
終わりで，最後に行う」，「相手がやっているとわか

現在の技術では検出不可能な方法名

正答数

うならばドーピングをする」との回答は 4 名から 0

に増加した．

（n134)

正答数

肯定，選択枝 4 および 5 の番号がドーピング否定で

19

表2

健康被害が生じてもドーピングをしますか
講義前
講義後
テスト
テスト
（n132) （n132)

18
97

P＜0.05, P＜0.01
上段持久力を伸ばす効果のある薬品名
正答にはエリスロポエチン．テスト前誤答には血液
ドーピング 8，ステロイド 4，クレアチン，アミノ酸，
コエンザイムそれぞれ 2 がふくまれた．
中段筋力を伸ばす効果のある薬品名
正答にはステロイド，蛋白同化ステロイド，テストス
テロン，THG を含めた．
下段現在の技術では検出不可能な（摂取）方法名
遺伝子（DNA 含む）を正答とした．テスト前誤答には
血液ドーピング，カフェイン，漢方，風邪薬が含まれ
た．

選択枝 1

みんながやるならやる

4

0

選択枝 2

ばれないように気をつ
ける

3

4

選択枝 3

内容による

16

10

選択枝 4

薬物その他の禁止され
た操作をしないと思う

59

46

選択枝 5

自分ではやらないし，
他人にもやらせない

50

72

P＜0.05, P＜0.01
選択肢 1 は講義後有意に減少，選択肢 5 は講義後有意
に増加した．
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もしあなたがドーピングを行わなければなら
ないとしたら，どのようなときですか
講義後
講義前
（n129) （n131)

191

ドーピング薬品名称を学習したと考えられた．しか
し，講義後での誤解答には，本問には関わりのない
ものが多かった．これには講義で話した内容が誤っ
て覚えられたこと，十分に認識していない，本来な

1

何があっても絶対にやらない

12

8

2

パラドーピング，治療薬が引
っかかる

5

12

3

殺される，脅されるなど「万
が一」のとき

46

61

4

記録に伸び悩む

13

8

5

相手がやってるとわかったとき

2

2

容である筋力や持久力など説明で，各カテゴリーが

6

選手生命が終わりで，最後に
行う

7

7

混在して，学生側の理解を妨げたことが考えられ

7

ドーピング検査がなく，わか
らないとき

2

1

る．よって指導は，学生に説明する際に「持久力で

8

金銭（欲），期待のために勝ち
たいちたいから（誘惑）

44

32

らば無回答となる学生が，不確実な知識で解答した
ことが考えられる．学生にとり，持久力や筋力など
の項目を，明確にまた系統的に理解することが必要
である．正答が少なかったことの背景には，教育内

あれば持久力だけの説明をまとめて行い，より明確
に区分した内容講義を行う」必要があろう．
筋力を伸ばす効果のある薬品名の理解度に関する
質問では，他の問いに比し講義前後において高い正

ったとき」，「銭（欲），期待のために勝ちたい．ど

答率を有していたが，これは筋力を強化するドーピ

うしても勝ちたい（誘惑）」，「生命（自他が殺され

ング剤が比較的古くから用いられ，また関心が深い

る，脅される）のため」との特殊状況下での容認群

からであると考える．蛋白同化ステロイドに代表さ

の 8 項に分類できた（表 3 ）．講義前後に有意差は

れる筋力増加効果のある薬品に対する海外の調査研

なく，回答の多くは，ドーピングを行うと答えた．

究は多く2)4)14) ，また使用も確認されている．以前

ドーピング拒否する内容である，最初の 2 つの項目

よりから存在し，周知されている薬品名の方が，最

を回答した学生は17人から20人にとどまった．「健

新のドーピング薬品よりも知識の定着が比較的速

康を害する」や「長生きしたいから」などの，健康

い．講義では薬品名を用いたが，今後の講義では製

のためと回答した学生は皆無であった．

品名も併せて講義する事がよいと考える．教育目標

.

考

察

アンチ・ドーピングの意識調査関してはいくつか
の報告がある5)8)19) が，多くはアンケート調査の簡

は，学生一人一人がドーピング薬品の効能を理解
し，説明できることである．そのためには学生が知
らないドーピングに関する知識を事前に調査した上
で講義内容を組み立てることが必要であろう．

単なイエス・ノーの意識調査であるため，学生の意

実際に「現在の技術では検出不可能なドーピング

識を詳しく調べたものはない．スポーツ系大学学生

摂取方法は何か」という最新の技術を問うた質問

のアンチ・ドーピングの理解度，知識習得度は明ら

では，講義前より講義後において回答率が多少上が

かにされておらず，アンチ・ドーピング教育の適切

っているものの，14程度に留まっており，十分で

な内容は未だ明らかではない．

はない．また，講義前テストで無答の約73の者が

..

薬品名・ドーピング摂取方法名に関する理

講義後テストにおいても無答に留まっていること，

解度

誤答の内容が適切ではない事により，講義の効果は

持久力を伸ばす効果のある薬品名の正答数は講義

見られなかったと考える．遺伝子ドーピングとい

後に有意に多く，また誤答者や無回答者が有意に減

う，最新のドーピング摂取方法については，科学雑

少した．講義後に，より専門的な名称を用いた解答

誌やスポーツ専門誌などの情報や場面を想定した

が増加していた．講義により学生はより専門的な

ロールプレイを取り入れた講義や，異なった見方が
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できないような例題や教授法が必要であろう．学生

義は少なく，学生の健康被害に対する理解は十分で

にとり，ドーピングに関する新しい情報（遺伝子

はなかった．学生にとっては，学生自身がドーピン

ドーピング）や知られていない薬品について説明で

グによる健康被害を説明し，理解できる健康教育が

きることが重要である．講義内容は，例題が豊富か

必要であるのと同時に，学生自身がドーピングをし

つドーピングの摂取方法の種類を説明し，効果や接

ない強い心を養うことが重要であると考える．

種方法と薬品名とを対応させる事が必要であると考

..

える．

体育系大学生の一部は将来，選手，コーチ，教師

..

ドーピング使用に対する意識

学習内容の在り方

としてスポーツ界や教育現場で活躍する事が期待さ

「自他ともにドーピングを行わない」という回答

れている．これら一部の学生はドーピングに関わる

の増加や，「ドーピングを行う」という回答の減少

機会が多くなるため，ドーピングに対する正しい知

などに有意な変化が見られたのは，ドーピングを行

識と理解が大切である9)．ドーピング薬品や摂取方

うことが健康を害するという講義内容を意識するこ

法を聞いた質問では，「持久力や筋力などの項目を

とができた結果であると考える．一方，対象者の真

明確にまた系統的に理解できる」，「今ある情報を安

意を確認するため「ドーピングをせざるを得ない状

易に信じず，ドーピング薬品の効能を理解し，説明

況」の質問では多くの回答者がドーピングせざるを

できる」，「ドーピングに関する新しい情報（遺伝子

得ない以下の状況を挙げていた．多い回答は自分や

ドーピング）や知られていない薬品について説明で

他者（家族や友達）の生命に危険がおよぶ時や，優

きる」が十分でないことが明らかになった．仮想

勝によって得られる金銭や名誉の為に行う，であっ

ドーピング機会の質問において，多くの者がドーピ

た．しかしながら，
「健康を害するから」や，
「その

ングを行わないという姿勢は評価できるが，いざ

後の生活の支障を来す」などの，いわゆる「健康の

ドーピングするときには健康面を全く考慮しない事

ため」という答えは見当たらなかった．このこと

も明らかになった．よって，「ドーピングが心身に

は，山田ら18)が平成16年度および17年度の国民体育

深刻な悪影響を与える事を理解すること」，「学生自

大会少年の部代表選手に対した調査の結果，17年度

身がドーピングによる健康被害を理解し，説明でき

では有意に健康被害についての意識が高くなった

る」
，「学生自身がドーピングをしない強い心を養う

が，十分な結果ではなかったとの報告に一致する．

ことが重要である」と考える．本田ら6)はアンケー

スポーツ選手がドーピングを考えるときには，健康

ト調査で，大学生は，ドーピングは禁止されるべき

を無視してでも，もしくは健康よりも成績を優先に

だが，選手がドーピングする気持ちは理解できると

考え行動することを示すと考えられる．従って広義

いう結果を報告した．しかし，ドーピングに関して

の倫理的健康教育が必要となる．2001年に National

言えば，飲酒，喫煙やシンナーなどの薬物乱用とは

Committee3)は13,914名の大学

異なり，本人が意図しない被害が存在する16)．ドー

生を調査し，アンフェタミンとアナボリックステロ

ピングの問題は，道徳や健康教育と関係があり，薬

イドの入手先は友人や親戚が第 1 位，次いで医療関

物乱用の講義などと関わりを持たせて，早期からの

係者であることを報告した．これらは現在の選手自

教育が必要と考える．

Collegiate Association

身や監督，コーチやこれらを目指す人間にドーピン

以上を考慮して，アンチ・ドーピングの講義内容
内容 1ドーピ

グに手を染めやすい環境が既にあること，友人や親

を以下の様に修正した．一コマ目

戚などを介して容易にドーピング薬品が入手可能で

ング行為の現状と問題点，内容 2ドーピングはな

あることを示す．

ぜ無くならないか，内容 3 禁止理由．二コマ目

本講義では33の時間を倫理や理念，健康，制裁

前時の復習，内容 4 ドーピング薬品（製品名），

について講義をしたが，この中では健康に関する講

摂取方法．特に蛋白同化ステロイドの歴史，作用・

順天堂スポーツ健康科学研究

第 1 巻第 2 号（通巻14号) (2009)

副作用，遺伝子ドーピング，内容 5ドーピングを

来．体育の科学
8)

しない，させないの決意，である．

193
49, 659663.
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.
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