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体育系大学生の飲酒意識調査：
完全禁酒学習寮入寮半年後の飲酒行動の変容
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はじめに

競技者に使用できるように平成21年度に改変した調
査用紙10)11)を基に，本キャンパスに在籍するスポー

本キャンパスではスポーツ健康科学部に健康学科

ツ健康科学部生ならびに医学部生（328名＋127名）

を有するにも係わらず，学生を対象とした飲酒状況

の 1 年生を対象に飲酒意識調査を行い，2009年の調

調査やアルコール意識調査は多くはない9)．2009年

査で明らかにされた諸問題10)11)の再確認および改善

の調査10)11)は，本学学生の飲酒に関する，未成年飲

点を見出すことを目的とした．

酒，飲酒強要・被強要，強制飲酒を許容する風土，
飲酒を悪癖ととらえる学生の存在などを明らかには
した．しかし，その回収率は低く，その調査結果の

.

対象とアンケート配布・回収方法

啓心寮に居住している順天堂大学スポーツ健康科
学部全 1 年生ならびに医学部全 1 年生を対象として，

信頼性を損なう．
完全な禁酒を謳った啓心寮入寮の全 1 年生を対象

2013年 5 月15日にアンケートを配布，啓心寮または

とした悉皆調査を，入寮時と入寮約半年後とに行う

健康管理室にてアンケートを回収した．また，2013

ことは，教育で飲酒に関する意識・行動がどのよう

年10月 1 日にも同様のアンケートを配布し，啓心寮

に変化したかの実態を明らかにできよう．

にてアンケートを回収した．

.

目

的

.

方

法

「飲酒に関する大学生の意識調査」
（眞崎睦子北

意識調査は無記名アンケートとして，「飲酒に関

大生 101 人と飲酒）のアンケート調査用紙4) を運動

する大学生の意識調査｣4) を改変したものを用い，
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飲酒経験，飲酒強要・被強要，飲酒教育，アルコー
ル体質，運動頻度などを調査した．追加した項目
は ，現 在 の競 技に 対 する 取 り組 み方 （ 真剣 度
Visual analog scale で 0 から 10 までに数値化したも

の），週あたりの練習日（日），一日あたりの練習時
間（時間），運動（練習や実技授業）や試合の前日

順天堂スポーツ健康科学研究

第 6 巻第 1 号（通巻66号) (2014)

にアルコールを控えたかどうかの項目であり，削除
した項目は断酒会に関する項目（ Q17 Q22 ）であ

23

（75）と 5 月の時点より増加していた（表21，表
．
2
2）

る．
 調査結果を，授業の中で
アンケートの冒頭に，



 定期的飲酒

の教材もしくは今後の学生指導の資料として学内外

入寮直後の調査では，飲酒経験のある250名中63

 無記名アンケートであり，個人
で利用すること，

名（25）の学生が定期的に飲酒をしていた．特に

のプライバシーの侵害等，記入したことによる不利

医学部 1 年生（42人60）はスポーツ健康科学部 1

 意識調査中に肉体的・精神的
益は一切ないこと，

年生（21人12）に比べて 5 倍も多い．また，入寮

苦痛を訴える場合，調査用紙の記載を途中で中断し

半年後の調査では飲酒経験のある333名中184名（55

ても何らかの精神的・身体的不利益を被るものでは

）の学生が定期的に飲酒しており，入寮直後（63

ないこと，を明記した上で調査を行った．

人）に比し，3 倍増していた（表3
．
1，表3
2）

本調査は，「体育系大学生の飲酒意識調査および

飲酒頻度は，週 1 回102人，月 1 回47人，週 2・3

主観的アルコール濃度判断に関する検討」として，

回（3, 4 日に 1 回程度）14人であった．毎日飲酒し

．
研究倫理等審査を経ている（順大ス倫大21
3 号）

ていると記載した学生は13人，うち 4 名は未成年で

配布枚数は2013年 5 月15日，同年10月 1 日ともに

あった（図 1）．

啓心寮在寮の一年生（スポーツ健康科学部ならびに

定期的に飲酒する理由（複数回答可）として，入

医学部）の総数である455枚であった．アンケート

寮直後では「友人らとの会話を楽しむ材料として欠

の最終回収は2013年11月 5 日で，その時点までに回

かせない」との回答が102件（49），次いで「嫌な

収できた 875 枚（全体の回収率 96.2 ）について検

ことを忘れるため」32件（16），「習慣になってい

討を加えた．

て特に理由はない」26件（13），「アルコールが好

アンケートの回収数はスポーツ健康科学部 1 年生

きだから」14件（7），「アルコールがないと眠れ

5 月318枚（97），10月314枚（96），医学部 1 年

ない」 4 件（ 2 ），「その他」 28 件（ 14 ）であっ

，10月119枚（93）であった．
生 5 月124枚（97）

た．これは入寮半年後ともほとんど割合として変化

.

結

果

はなかった．


 対象者背景


 飲酒の強要・被強要

入寮直後では年齢記載のある450例中，未成年が

飲酒を強要された経験があると回答した学生は入

95を占め，20歳以上は 5であった（18歳258人，

寮直後で442名中177名（40），入寮半年後では433

．10月
19歳170人，20歳15人，21歳 6 人，22歳 1 人）

名中202名（47）と増加していた（表4
．
1，表4
2）

アンケート時点では未成年が89，20歳以上は51人

入寮半年後では強要されたと回答した学生のうち，

（12）であった．男子303名，女子140名（男子68

58は強要されるがまま飲酒し，断ったのは11に

女子32）であった（別稿表（以下単に表）1

とどまった（表 5 ）．入寮直後でもほぼ同様の回答

．
1，表1
2）

が得られた．
強要してきた人物は，入寮半年後の調査では，68


 飲酒状況

が大学の友人であり，次いで大学の先輩が57で

飲酒経験者は入寮直後の回答者442名中250名（1

あった．その他の項目としては，「高校時代の友

年生180人，医学部70人）であり，未成年者428名中

人」，「地元の友人・先輩」，「アルバイト先の友人・

235名（55）に飲酒経験を認めた．さらに，入寮

上司」にくわえて「大学の指導教員」2 名などがあ

約半年の 10 月の調査では，未成年者 400 名中 301 名

った．入寮直後でもほぼ同様の回答が得られた（表
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．
6）
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，入寮半年後で76であった．しかし，入寮半年

一方，強要したことがある学生は， 443名中21名
．
（5）のみであった（入寮半年後調査）

後には75の未成年者が飲酒していることが明らか
となった．
定期的に飲酒をしている学生は入寮直後では25


 アルコールと運動

であったのに対し，入寮半年後では55と大きく増

本学の学生の競技に対する姿勢真剣度はスポー

加していた．これは北海道大学の学生の456)と比

ツ健康科学部 1 年生と医学部 1 年生間には大きな差

較すると多いうえ，5 月から10月の半年の間に飲酒

．
は見られなかった（表 7）

の機会が増え，習慣化したものと考えられる．

運動の前日も試合の前日も飲酒を控えるとの回答

今回の調査期間が，夏休みを含んだため，大学の

は，入寮半年後に全体の433名中281名（65）で，

外で，友人などとの交際で飲酒習慣を身につけた可

入寮直後でもほぼ同様の結果が得られた．

能性を否定できない．この点は次回の調査に考慮す

他方，試合の前も運動の前も飲酒を控えないと記
載した学生はスポーツ健康科学部 1 年生が 4であ

る必要がある．
毎日飲酒している学生が13名（うち未成年者 4 名）

ったが，医学部 1 年生は 16 であった．飲酒によ

いたことも，将来におけるアルコール中毒者の形成

り，悪い結果を及ぼした学生の割合は良い結果を及

に関わる重要な事実であろう．

ぼした者より 5 倍以上（ 211）も高いことも
示された（表 8）．

定期的な飲酒の理由として「友人との会話の材料
として欠かせない」が約半数を占めたことは，一人
で飲酒をしている者は少ないことを示している．大

.

考

察

学生を対象とした飲酒の効果と期待を規定する調査
において，友人と一緒に飲酒をする時の意図は「い


 対象者背景

い気分・社会促進期待」「ストレス解消期待」「体調

本調査は悉皆調査を目標としたが，入寮直後の回

悪化・気分悪化期待」「攻撃性増大期待」の 4 つに

収率は97，入寮半年後の回収率は95，全体で96

大きく規定され3)，その中でも「いい気分・社会促

となった．未成年飲酒やアルコールハラスメン

進期待」の割合が一番大きいとされる3)．今回の調

ト1)が社会問題化している昨今，将来はある程度の

査結果と関連づけて考えると，約半数の学生が「飲

強制力を有する全学的な調査が必要であるかもしれ

酒自体を楽しむ」というよりも一緒に飲酒をする人

ない．

との「社交」のために飲酒をしていると考えられる．

今回の調査は男女比が約 7 3 で，未成年者は入
寮直後で95，入寮半年後では89であった．平成
21年度調査11)12)における

1 年生の年齢，性別の割合

とほぼ同じであった．

しかし，「友人との会話の材料として欠かせない」
の次に続く理由が「嫌なことを忘れる」
（16）
，
32件
，
「習慣になっていて特に理由はない」26件（13）
「アルコールが好きだから」14件（7），「アルコー
ルがないと眠れない」4 件（2）であったことは，


 飲酒状況

将来のアルコール中毒者の予備軍を形成しうる飲酒

日本のアルコール消費量は年々増加の一途をたど

理由として，改善すべき問題と考える．特に，アル

っており，最近では女性，未成年者，高齢者の飲酒

コールは嫌な記憶を逆に強化することが明らかにさ

問題が表面化している．飲酒経験を持つ高校生は 8

れている6)ので，この誤った常識の是正が急務とな

割を超え，高校生にとっての飲酒はありふれた行動

るであろう．

の一つと言える7)．今回の調査では飲酒経験を持つ

今回の調査では39の学生が二日酔いにより学校

学生は 1 年生が対象という事もあり入寮直後で 57

を遅刻あるいは欠席を経験している事実が明らかに
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なった．これは中日本自動車短期大学の7.25)と比

東京消防庁調べによる急性アルコール中毒の救急搬

べれば圧倒的に多く，本学として問題視しなければ

送数は11,976人中，20歳未満510人，20歳代5,443人

いけない事実であろう．

である12)．

また，暴言を吐く学生（37名11），暴力をふ

本学学生には「付き合い程度で十分」，
「良いイメー

るう学生（22名7）の存在も明らかにされ，マ

ジはないし，今後も積極的に飲みたいとは思わな

ナーを超えた，ハラスメントの対象として対処する

い」という意見があるように，飲酒の強要に対し否

必要があるだろう．

定的である学生が多数いることが示された．


 飲酒の強要


 アルコールへの意識

我が国のアルコール消費量の増大と並行して，ア

酩酊状態の人と同席した経験がある学生は入寮直

ルコール依存症や飲酒に関連した交通事故や犯罪，

後で50，入寮半年後で53とほとんど変化はなか

急性アルコール中毒，アルコールハラスメントなど

った．スポーツ健康科学部 1 年生と医学部 1 年生に

の問題も起きている1)．今回の調査では，飲酒を強

は19の差があり医学部学生の方が経験値は高かっ

要されたことがある学生は47（入寮半年後）であ

たが，これは医学部の主キャンパスが本郷・御茶の

ったのに対し，飲酒を強要したことのある学生は 5

水にあること，経済的に豊かな上級生・部 OB ・

にとどまり，42もの差が見られた．この割合の

OG が多いことから，二次会付きの飲酒の機会が多

差の背景としては，今回の調査が 1 年生を対象とし

いためだと想定しうる．

たものであり，ほとんどの場合，上級生や年長者と
同席しての飲酒が多いためであると考えられる．学


 アルコールと運動

生のほとんどが部に所属しており，強要してきた人

低用量のアルコールは抗不安作用を持っており理

物の半数が，大学の先輩や年上であり，上下関係が

論的にはパフォーマンス強化をもたらすこともあり

ある「体育会系」飲酒行動が規定されている可能性

うる．しかし，これまでの研究は一貫してアルコー

を前回10)と同じく指摘できよう．ただし，強要して

ル影響下にある被験者で精神的運動技能の幾つかの

きた人物に「大学の指導教員」2 名が認められたこ

面で有意な障害がみられることを示している13)．

とは特筆されるべき記載と考える．教員における飲
酒強要根絶を徹底すべきであろう．

今回の調査では，試合前日および運動の前日に飲
酒を控える学生は65存在し（入寮半年後調査），

飲酒の強要に起因する大学生の
「事故」
としては，

アルコールは運動にマイナスの作用を持つと考えて

1999年，熊本大学医学部 1 年生が新歓コンパ恒例の

いる学生が多い．しかし，試合前日・運動前日共に

バトルという「飲み比べ」の後，死亡したケース5)，

飲酒を控えない学生はスポーツ健康科学部 1 年生が

2002年，神戸大学の教官（当時）が実験の失敗を理

4 であるのに対し，医学部 1 年生は 16と 4 倍も

由に飲酒を強要し，2 名が急性アルコール中毒で入

多い．これは所属部活動の競技レベルが，全体とし

院したケース5)，2012年 5 月小樽商科大学アメリカ

てはスポーツ健康科学部所属の運動部活動レベルに

ンフットボール部の飲み会で未成年 7名を含む 9 名

比較して低いためであるとも考えられる．しかし，

が搬送され，19歳の 1 年生部員が死亡した事件は記

医学部生が持つ自身の健康観に欠落がある可能性は

憶に新しい2) ．同部では「 1

否定できない．

年生がバーベキューで

焼けた肉を 4 年生に持って行き，その際に紙コップ
でお酒を注がれる慣習」「飲酒等で具合の悪くなっ

.

結

論

た者はグラント脇にある小屋または合宿研修所で休

飲酒経験者は医学部 1 年生がスポーツ健康科学部

む指導｣8) があったとされる．また，平成 24 年度の

1 年生に比べて 5 倍も多かった．また，入寮半年後
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では飲酒経験のある333名中184名（55）の学生が
定期的に飲酒しており，入寮直後（63人）より大き
く増加していた．禁酒の教寮である啓心寮に居住す
る学生において，入学後の約半年間での飲酒率の増
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学について，中日本自動車短期大学叢，28, 103112.
6)

Nomura H, Matsui N (2008) Ethanol enhances reacti-

vated fear memories, Neuropsycophamacology, 33,
29122291.
7)

野津有司，渡

加が明らかにされた．

正樹，渡部

夫，荒川長巳，久保元芳，佐藤

基，下村義夫，市村國
幸，上原千恵，柴田

本学部ならびに医学部を含め，さくらキャンパス

宣之，国吉恵一，藤山博英（2006）日本の高校生にお

をあげての飲酒教育を行うことが「健康総合大学」

ける危険行動の実態および危険行動間の関連―日本青

としての本学の在り方である．

少年危険行動調査 2001 の結果―．学校保健研究 48:

謝

430447.
8)

辞
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