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スポーツ選手のためのメディカルチェック・システムの構築
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このような現実を反映している。

競技スポーツ選手とくにトップアスリートにお
けるメディカルチェックの目的は，競技やトレー
ニング遂行のために障害となる異常や滞在的因子
を発見するところに重点がおけれる（1）。そして

ことはなかなか容易ではない。その背景としてス
ポーツ医学的問題が勝つことの阻害因子の1つと

チェック結果を踏まえて競技選手の健康およびコ

してあげられている。最近，スポーツ選手におけ

力向上に役立てることが求められる。健康スポー

るメディカルチェックが重要視されてきているの

ツにおけるメディカルチェックの必要性について
は議論が深まり，システムについても具体化され

＊筑波大学大学院体育研究科
＊＊筑波大学臨床医学系

ンディショニングのコントロールを実施し，競技

ている。しかし，競技選手を対象としたメデイカ

ルチェックシステムについては十分なコンセンサ

一286一

スが得られていない。

ディショニングに結びつけられるようなきめの細

ここでは，スポーツ選手のためのメディカル
チェックの間題点について分析し，これを踏まえ
てメディカルチェック・システムの構築について

かい作業にはむいていないことが多い。

また，スポーツ医科学のめざましい進歩を考え
ると，スポーツ選手とくにトップアスリートの
チェックを一人のドクターでカバーすることはな
かなか難しい。スポーツドクター，スポーツトト
レーナーそしてコーチなどの各スタッフが協力

述べたい。

皿、間題点の分析

スポーツ選手のためのメディカルチェックの問

し，相互理解のもとにチェックを行なうシステム

題点について以下の事項を分析した。

の確立が必要となる。

1．コンディショニングの成否とその原因
冒頭に述べたようによい競技成績をあげるため
にコンディションを調整することは容易ではな
い。そこで筑波大学体育専門学群の競技選手170
名について1年間に出場した試合における達成度
を検討した。達成度は白己ベスト記録あるいは最
高の成績を基準として各試合における成績を自己
評価させた。達成度が良好であったものは44．9％

3．データベースについての問題点

これまでの成人病を対象にした健康診断などを

基本にしたものでは，スポーツ選手に必要なデー
タベースとしては不十分である。とくに，選手の
コンディショニングに必要となるパーソナルプロ

フィールやこれまでの競技成績，その時のコン
ディションなどの情報が欠如している場合が多
い。スポーツ選手を対象としたデータベースを構

と半数以下であり，38．1％のものは達成度が悪い。

築する必要がある。

その理由はFig．1に示すようにスポーツ医学的な
問題が37％を占め，メディカルチェックを土台と

データの処理についても通常の健康診断と異な
る。すべての受診者を同一の基準で判断すること

するコンディショニング管理の重要性がわかる。

は難しく，競技特殊性やレベルを考慮して処理す

2．メディカルチェックシステムの問題点
わが国で一般的に行なわれている健康診断の多

る必要がある。

4．フィードバックの問題点

くは，肺結核症や高血圧症，心臓疾患，癌などの

スポーツ選手の場合にはメディカルチェック結

成人病を発見するためのスクリーニングを目的と
したものであり，社会的には大きな成果をあげて

果のフィードバックについて問題が多い。つまり，

いる。しかし，スクリーニングを目的としてシス

フィードバックすることでよいが，スポーツ選手
の場合は選手個人と同時に選手のコンディション

一般の健康診断ではすべての結果を受診者個人に

テムが作られているため，スポーツにおけるコン

10．6％

37．7％

■
圏
園

22．8％

z

スポーツ医学的問題
心理的問題
技術的問題
その他の問題

28．9％
Fig．1
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を把握するコーチにもフィードバックすることを

1）データベースの構築とデータの収集

求められる場合が多い。

基礎となるメディカルチェックのデータベー

理想的には選手とコーチの両者が結果を知って
おくことである。しかし，選手はコーチに自分の
弱点を知られたくない場合もある。また，選手へ

スの構築を模式的に現わすとFig．3のようにな

の心理的影響を考えて選手には結果を知らせたく

ることができるか，あるいは継続することがで
きるかという視点で一般的健康状態のチェック

ないと発言するコーチもいる。

る。基本となるのは，一般的な健康状態のチェッ

クである。一般人の場合では，スポーツを始め

選手とコーチは必ずしも利害が一致するとは限

が必要となる。スポーツ選手の場合にはこの一

らず，むしろ緊張関係にあることを知ってフィー

般的健康状態のチェックはコンディショニング

ドバックするシステムを構築する必要がある。一
般の医療現場で通用する考えがここでは通用しな

との関係で重要となる。

い。

つぎに運動に関連の深い事項のチェックであ
る。循環器系のチェックについては，一般人と

皿．システムの構築について
データベースの構築とデータの収集

以上問題点を踏まえてスポーツ選手のメディカ

ルチェックシステムを構築すると次のようにな
る。

データの整理統合とプロブレムリストの作成

1．問題志向（解決）型メディカルチェックシス
テム

初期計画の立案

個々の選手の競技力を十分に発揮させるために
は，個々の選手を全人的にとらえていく必要があ
る。このためには，選手の持つ問題を多角的にか
つ系統的にチェックし，その上で個々の問題に焦
点をあてて解決を計らなければならない。従来の

監

フィードバック

ように，チェックする人間の記憶や経験にたよる
部分の多い方法では難しい。

このためには，コンピュータ利用を前提として
考えられている。ProblemOrientedSystem（POS
問題志向システム）が適していると考えられ
る（2）。このPOSでは従来科学性の乏しかった記
録を合理的に行い，作業過程を明示することによ

査

健魔管理
Fig．2
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り，多数のスポーツドクターやスポーツトレー
ナー，科学者そしてコーチが積極的に選手の健康
管理に参加することができる。

また，整理された記録をコンピュータにイン
迎

プットすることにより選手のコンディションに関
飾

するデータの分析，例えばスポーツ医科学の面か

嘩
掻

婚

らみた競技特殊性や選手の特徴などの解析などが

や

可能になるばかりでなく，遠征先からもコン

勢

運動関遵事項

、嘩

←

ピュータ・ネットワークを利用してチェックの結
果の詳細を知ることができる。

争
一般的健康状態

2．POSによるメディカルチェックシステムの
構築

スポーツ選手を対象としたPOSは大きく6つ
のステップに分けられる（Fig．2）。

Fig．3
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体の各器官の異常にっいて系統的にチェックします。陽性または異常のものは○で囲み、その詳細を右欄に言己

入してください。陰性または正常のものについては／印でチェックし，不明のものにっいては印をっけないでく
た

さい。

氏名：

学籍番号：

一般：体重

口増力o

口低下

（

言己入年月日：19

）㎏

口疲れ易い、口過労、口寝つきが恕い
口すぐ目がさめる，口眠りが浅い，

口熱がある，口寒気，口寝汗
皮日：口皮疹，口じん麻疹，口みずむし、

口たむし、口かゆみ、口その他
頭部：口外傷，口頭痛，口その他
眼

： 口視力異常（口近視，口乱視、口他）
口眼鏡，ロコンタクトレンズ，
口視野異常，口痛み，口異物感，
口乾燥感，口まぶしい，口めやに，

口流涙，口かゆみ、口その他
耳：

口痛み，口みみだれ、口聴カ障害，

口耳なり，口めまい，口その他
口鼻みず，口鼻づまり，口鼻血，
口鼻アレルギー，口蓄膿症，口その他
のど：口へん桃炎．口のどの痛み、
口しわがれ声，口その他
口腔：口虫歯，口歯痛，口歯ぐきからの出血

＾：

口入れ歯，口その他
頸部：ロリンバ腺炎，口甲状腺腫、口その他
棚器系：口せき．口たん，口ぜんそく，

口呼吸困難，口喀血，
口過呼吸症候群，口その仲
循環器系：口動悸，口息切れ，口胸痛．

口むくみ，口心雑音、口その他
血管系：口静脈炎，口血行障害，口その他
消化器系1口吐き気，口．唱吐，口胸やけ，

口吐血，口黄疸．口腹痛、

口痔，口その他
泌尿器系：口蛋白尿，口尿糖，口血尿、

口排尿時痛．口結石，口その他
神経・筋肉：口。けいれん，口筋肉痛

口脱ヵ感、口ヵが入らない、

口てんかん，口めまい，口知覚障書
口運動障害、口不眠、口記憶障害
口頭部外傷，口意識障書、口その他

瓢㌦㍑』蔚鵠孟の他
その他：口心配事あり，口その他

Fig．4
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review．
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同様に突然死など事故防止の観点からも必要と
なる。

これらを土台として，競技の特殊性を配慮し
たチェックが必要となる。このチェックはその
競技特性を熱知したスポーツドクター，スポー

ツトレーナーにより実施されることが望まし
い。また，ナショナルレベルの競技選手では国
際試合を想定して特殊な事項も考慮しなければ
ならない。

具体的なデータベースのカテゴリーをあげる
と以下のようになる。

（1）パーソナルプロフィール

個々の生活環境やトレーニング計画，ある
いは競技に際．しての減量の有無など，メディ

カルチェックに当たって個々のパーソナルプ
ロフィールを把握しておく必要がある。
（2）主要競技大会のコンディションと成績
これまでの主要競技大会における成績，達
成度，コンディショニングについてのデータ
は，今後の競技に生かすために欠かすこと．が
できない。

（3）薬剤使用歴やドーピング・コ・ントロール

国際競技大会においてはドーピングがます
ます厳しく取り締まられるようになってい
る。不注意で禁止薬物を服用することがある
ので慎重に対応しておかなければならない。
（4） コーチからみた選手の医学的問題

選手の健康状態の把握にコーチからみた現
場での状態に関する情報は不可欠である。こ
れまでに問題になった事項，現在困っている
事項いずれも貴重な情報である。
（5） トレーナーからみた選手の医学的問題

トレーナーからの情報は重要である。選手
はコーチには壁があっても，トレーナーには

心を開いていろいろなことを語るものであ
る。まだ，わが国ではトレーナー制度が定着
していないが，今後ますますその必要度が高
まると考えられる。

（6）病歴

・である。これを利用することによりもれなく
種々の異常をみつけだすことができる。
既往歴については，最近の感染症について

もよく聴取しておく必要がある。とくにカゼ
をきっかけにコンディションを崩す選手が多
い。

家庭歴については家系内に突然死をしたも
のがいるかどうかを把握する。

（7）身体所見
身体所見についてはチェックリストをあら
かじめ設けておき，チェック事項のばらつき

を防ぎ基本となるデータを統一することがで
きる。現在の外傷・障害は直接競技能力に関
係するので，詳細にチェックする必要がある。
競技特殊性が関与する障害頻度の高い部位は
よくチェックしなければならない。スポーツ

ドクター及びスポーツトレーナーによる
チェックが考えられる。

（8）検査
検査については，一般検査，特殊検査に分
けられる。スポーツ選手に多い貧血，肝疾患
などを念頭においたものとなる。スポーツ選
手によくみられる不整脈をチェックする意味
から安静時心電図そして胸部レントゲン検査
は必須である。特殊検査としては，心エコー

検査が有用である。突然死の原因の1つであ
る肥大型心筋症の診断に心エコー検査は欠か
すことができない。

運動負荷言丸験は全員に実施するのが理想で
あるが，トレッドミルなどの機器や検査を実
施できる人間の有無ならびに経費や時間など
により制約を受ける。

以上のデータをチェック収集し，基礎デー
タベースとする。

2）データの整理統合とプロブレムリストの作成

基礎データを整理し，統合してプロブレムリ
ストを作成する。通常の健康診断の場合の判定
の作業にあたる。チェックにあたる人間の力量
が最も問われるところである。現在早急に解決

スポーツにおけるメディカルチェックでは
特別な訴えのない外見上健康なものを対象と

しなければならないアクティブ・プロブレム
と，現在解決を計る必要はないが今後競技力の

しているので，現在持っている滞在性の異常

向上発揮に妨げとなる可能性のあるインアク

をみつける工夫をしなければならない。Fig．

4は筑波大学体育専門学群のメディカル

テイブ・プロブレムとに区別してプロブレムリ
ストに記入していく。Fig．5はプロブレムリス

チェックで使用しているシステムズレビュー

ト用紙の1例である。
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このプロブレムリストが監査を経て完成され
ると，これを見るだけで選手の持つ問題が何で
あるか，いつどのような過程で解決されたか，

わが国では医学の分野でもコーチの現場でも職
人気質が強調され，第3者からの批判を取り入
れにくい雰囲気がある。このPOSでは，シス

現在のアクティブな問題は何かなどが誰がみて

テムのなかにこの監査の過程を明示することに

もすぐに分かることになる。このリストにのる
プロブレムがまさに個々の選手における問題を
要約したものとなる。

COntrO1をする．ことになる。

よりメディカルチェックのいわばqua1ity
5）結果のフィードバック

結果を各選手にフィードバックする。スポー

3）初期計画の立案
2）で立てたプロブレムごとに，ドクタ㌣，

ツドクターから選手自身へのフィードバックと

コーチ，トレーナーとともに治療計画，診断計

スポーツドクターからコーチヘのフィードバッ

画，教育計画，トレーニング計画などのカテゴ

クの2方向からなるフィードバックシステムを

リーに分けて立案する。

構築し，状況にあわせて利用する。

6）健康管理の実施

4）監査

プロブレムリストと初期計画をもとにスポー

作成したプロブレムリストならびに初期計画
の妥当性を検討・討議し，」メディカルチェッ
ク・健康管理について総合的に監査する。従来

氏

ツ選手によるセルフケアをべ一スとして，コー
チ，トレーナー，ドクターが協力して健康管理

名1
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工D

ACT工VEPROBLEM
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を実行する。

M．筑波大学におけるメディカルチェック・シス
テムの実践

実践していくことは，機構の点でもマンパワーの
点でも，また経験の点でも十分な状況にある。今

後，具体的な活動を拡大充実させることは，わが
国のスポーツ界に大きく寄与すると考えられ，社

筑波大学は機構という視点でみると，体育部門
と医学部門を併設しているわが国唯一の国立大学

会的な要請も高いと推察される。

である。そして種々の競技に幅広くレベルの高い

V．結

競技成績をあげていることも特徴の1つである。
これは競技スポーツ選手，コーチ，科学者，トレー

ナーそしてドクターが1つの機関に所属している

語

スポーツ選手におけるメディカルチェックシス
テムの問題点について整理した。また，スポーツ
選手のメディカルチェックシステムとして問題志

という点で，前述したメディカルチェックシステ
ムを実践するにあたって機構的にもマンパワーの

向システムが適していると考え，その機構につい

点でも極めて恵まれた環境にあるということがで

の実効の可能性とその展望について述べた。

て記述した。最後に筑波大学における本システム

きる。加えて，POSの運用に必要なコンピュー
タ処理に関しても，体育科学系内にはコンピュー

タ・ネットワークが稼働し，付属病院では既に医

事業務のコンピュータが実行されていることもあ
げることができる。

また，1987年より学長特別プロジェクトとして
「スポーツ医科学プロジェクト」が体育科学系と
臨床医学系の協力により開始されており，スポー

ツクリニック，トレーナーズルームも実績をあげ
つつある（3）。体育専門学群の新入生に対しての

メディカルチェックも年々その実効をあげてい
る。これは上に述べた環境が整っていることに加
えて，実践についてのパイロットスタディー的段
階を経験していることになる。

このように筑波大学が理想的な「スポーツ選手
のためのメディカルチェックシステム」を構築し
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