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3章

競技スポーツをする人が注意すべきこと
―医薬品とサプリメント―
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1

競技スポーツをする人が注意すべきことは？
ドーピング防止規則違反になるもので，最も一般的な例
は，体内からアンチ・ドーピングに関するルールで禁止さ
れた物質が検出されるケースです。
この規則に従えば，
ドー
ピングを意図して医薬品を使用したわけではなくても，禁
止されている物質がアスリートの体内から検出された場合
には，違反を問われることになります。
たとえ，用法用量を守って医薬品を使用したとしても，
禁止物質が体内に入ってしまうと，ドーピング防止規則違
反となり，大会の成績抹消や，資格停止などの罰則が課せ
られるおそれがあります。そのため，病気やけがの治療な
どで医薬品を使用する場合には，事前にその医薬品にどの
ような物質が入っているかを医師や薬剤師に確認すること
が重要です。
また，医薬品の正しい使用方法を間違えると，身体に健
康被害を引き起こす可能性があります。それだけに，医薬
品を使用する際には，自分がどのような物質を体内に入れ
ているのか，それに伴う危険はないのかなどについて，正

競技能力を高めようと意
図的に禁止物質を飲む
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禁止物質を確認せず
に，うっかり薬を飲
んでしまった！

しい知識や専門家の助言を踏まえて判断することが必要に
なります。
医薬品の正しい使用方法は，健康的な生活を送るために
アスリートだけではなく，誰もが知っておくべき知識とい
えます。

1

医薬品とサプリメントって違うの？

医薬品とサプリメントは，使用する目的も分類も根本的

医薬品の種類

に異なります。
病気の治療や，予防を目的として処方されるものが医薬
錠剤

品です。医薬品には，病気の原因を除く，症状を緩和する，
病気を予防するなどの役割があり，適切な使用方法に従っ
て医薬品を服用することで期待される効果を発揮します。

カプセル剤
シロップ剤

これに対しサプリメントは，
「健康食品」「栄養補助食品」
ともいわれるように，
「食品」に分類されます。食事だけ

散剤
（粉ぐすり）

では不足してしまった場合の栄養素を補給するために摂取
することが，サプリメントの本来の役割です。そのため，
サプリメントは，医薬品のように特定の病気の治療や予防
に対して効果を発揮するものではありません。あくまでも，
食事の補助として使用するものです。また，サプリメント

トローチ
軟膏・貼付剤

は食品に分類されるため，医薬品とは異なり，含まれてい
る成分をすべて表記することが法的に求められているわけ

点眼剤

ではありません。
このように，医薬品とサプリメントには明確な違いがあ
るのです。
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2

医薬品が体に害を及ぼすこともあるの？

病院で医師から処方され，薬剤師が調剤する医薬品も，
薬局で自身の判断で購入する医薬品も，体に悪影響をもた
らすことがあります。そのため，医薬品は適切な使用方法
に従って服用することが求められます。
＊ 1 医療用医薬品
効き目が強く，時に重大な副作用を起こす危
険性があるため，医師が患者の症状に応じて
使用を指示する。

ドーピング
検査をうける
可能性があるの
ですが？

たとえば，「医療用医薬品 」は，医薬品本来の効果を
＊1

十分に発揮し，副作用を最小限におさえるため，医師が処
方を行い，服用に際しては医師や薬剤師の指示に従うこと
になります。また，
「一般用医薬品 」は，適切な使用方
＊2

法が説明書に記載されています。
医薬品を乱用し，健康被害が生じる例としては，スポー
ツにおけるドーピングがあります。医薬品を治療のためで
はなく，その効果のみに着目し，競技力を向上させること
を目的として使用することがドーピングです。そのため，
摂取する医薬品の分量や飲み方が適切ではないため，副作

＊ 2 一般用医薬品
医師の処方箋がなくても薬局・薬店で買
えるもの。一般薬，大衆薬，市販薬など
と呼ばれ，医療用に比べて効き目は穏や
かで，副作用の心配も比較的少ない。

用によって，アスリートの人生を狂わせてしまうような，
健康被害を引き起こす場合もあります（表 1 参照）
。
表1
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ドーピング禁止物質の副作用例

禁止物質

副作用の例

興奮薬

精神症状，血圧上昇，不整脈，心停止

たんぱく同化ステロイド

肝障害，男性の女性化，女性の男性化

利尿薬

脱水，痙攣，血圧低下

糖質コルチコイド

骨粗しょう症，白内障，糖尿病

3

アスリートは医薬品を使用できないの？

すべての医薬品にドーピングとして禁止されている物質
が含まれているわけではありません。禁止物質を含まない
医薬品も多数存在します。したがって，アスリートは，病

アスリート
な の で す が， こ
の薬には禁止物
質が入っていま
せんか？

気やけがの時には，ドーピングとなることを恐れて医薬品
を使用しないのではなく，症状に応じて使用できる医薬品
を医師や薬剤師などの専門家に相談することが大切です。
しかし，すべての医師や薬剤師がドーピングとして禁止
されている禁止物質や方法について精通しているわけでは
ありません。今日では，ドーピングに関わる禁止物質は
ぼうだい

膨大な数にのぼります。そのため，アスリートは，病院で
治療を受ける際や薬局で医薬品を購入する際に，自分がア
スリートであり，ドーピング検査の対象となる可能性があ
ることを明確に伝えておくことが重要となります。
もし，自身の病気やけがの治療のために，禁止物質を含
んだ医薬品を使用しなければならない時には，アスリート
自身が所属するドーピング防止機関に申請をし，許可を得
る制度 もあります。
＊3

＊ 3 治療目的使用に係る除外措置（TUE）治療
のために禁止物質・方法を用いる必要がある
場合に申請する。
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4 サプリメントを摂ることのリスクって何？
インターネットなどを通じて，海外からも多くのサプリ
＊ 4 これまでの国内の違反事例を見ていても，イ
ンターネットを通じて海外製のサプリメン
トを購入し，そこに禁止物質が入っていた
ケースが多くあるため注意が必要です。

メントを購入できるようになりました 。そのようなサプ
＊4

リメントの中には，禁止物質を含んだ製品もあります。
さらに，ドーピングとして禁止されている成分を含まな
いサプリメントであったとしても，栄養補給と称して過剰
に摂取し続けると，体に大きな負担をかける場合もありま
す。
そのため，製品に表記されている効果だけに目を奪われ
て，サプリメントを安易に摂取することは，アスリートに
限らず，すべての人にとっても大きな危険が伴うことにな
ります。アスリートも一般の人もバランスのとれた食事か
ら栄養を適切に摂取し，サプリメントに過剰に頼らない健
康な生活を送ることが重要です。
サプリメントを使用する際には，そのサプリメントが本
来の使用目的に沿って本当に自分に
とって必要なのか，また，確実に禁止
物質を含まない安全なものなのかを
常に意識しておく必要があります。
サプリメントの摂取は，あくまで補
助的な栄養補給にすぎません。決して
食事を抜いて，サプリメントだけで栄
養補給をすませたりしないようにし
ましょう。
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2

スポーツファーマシスト

JADA は，アンチ・ドーピングに関するルールについて，
正確で最新の情報や知識をもち，JADA の講習を受けた
薬剤師に「スポーツファーマシスト」という資格を付与し
ています。スポーツファーマシストの資格をもつ薬剤師は，
身近にいるアスリートやコーチ，サポートスタッフなどに
対して，アンチ・ドーピングに関するルールに基づいた医
薬品の正しい使用方法の指導や，使用する医薬品に禁止物

JADA のスポーツファーマシスト認定マーク

質が入っていないかどうかの確認などを主として行ってい
ます。
スポーツファーマシストという資格制度は，アスリート
が「うっかり」と禁止物質を含んだ医薬品を摂取し，ドー
ピング防止規則違反となることを防止するために作られ
た制度です。スポーツファーマシストの資格をもつ人は，

スポーツファーマシストに関する検索ページ

http://www.playtruejapan.org/sportspharmacist/index.html
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2012 年現在，全国に約 4,000
人います。各地域の薬局の
薬剤師や，学校における学

ス ポ ー ツ
ファーマシ
ストです

校薬剤師としても活動して
います。
スポーツファーマシスト
に関するホームページで
は，身近な薬局にスポーツ
ホットラインからも禁止物質が
入っていないかを相談できます

ファーマシストの資格をも
つ薬剤師がいるかを検索す

ることができます。また，アスリートなどに対するサポー
トを行うために，各都道府県の薬剤師会では医薬品の使用
に関するホットラインも設けられています。このホットラ
インに問い合わせることによって，
禁止されている物質が，
医薬品に入っていないかをスポーツファーマシストに確認
してもらうことができます。
このように，現在，全国規模でアスリートをサポートす
る体制が整えられています。医薬品を使用する時や，使用
する医薬品について不安に感じた際には，スポーツファー
マシストに相談してみましょう。
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