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月 日 曜 事 業 会 場
６月１日 日 JADAドーピング検査オフィサー養成講習会派遣（７名） 国立スポーツ科学センター
６月５日 木 アンチ・ドーピング中央講習会（塩野・萎沢） 国立スポーツ科学センター
６月１５日 日 全国スポーツドクター研修会 県民健康センター
６月１８日 水 顧問医・トレーナー・競技団体合同研修会運営委員会 県体協
７月２日 水 埼玉県医師会 第１回医事運営委員会 県医師会
７月３日 木 スポーツ科学委員会 さいたま共済会館
７月１０日 木 埼玉県・埼玉県医師会合同説明会 県医師会
７月１１日 金 コーチ研修会（櫻井アンチ・D小委員） ホテル・ヘリテイジ
７月１７日 木 第１回スポーツ科学委員会総会 さいたま共済会館
７月２４日 木 顧問医・トレーナー・競技団体合同研修会 さいたま共済会館
８月７日 木 第１回アンチ・ドーピング小委員会（プロジェクト会議） さいたま共済会館
８月２０日 水 埼玉県医師会 第２回医事運営委員会 県医師会
８月２１日 木 夏季国体 選手選考会議監督会議（塩野委員A・D講習） スポ研
８月２９日 金 国体献立会議（鈴木久乃委員長） 料理専門学校（篭原）
９月４日 木 第１回コーチング部会／第２回アンチ・ドーピング小委員会 さいたま共済会館
９月９日 火 静岡国体 夏季選手団結団式（櫻井アンチ・D講習） 県民健康センター
９月１３日 土
～ 夏季国体（本部帯同：関 純 他顧問医・トレーナー） 静岡市他

９月１６日 火
９月２５日 木 第３回アンチ・ドーピング小委員会 さいたま共済会館
９月２９日 月 秋季国体 選手選考会議・監督会議（小林正A・D講習） スポ研
１０月１０日 金 埼玉県医師会 第３回医事運営委員会 県医師会
１０月１５日 水 静岡国体秋季選手団結団式（櫻井アンチ・D講習） 埼玉会館大ホール
１０月１９日 日 JADAドーピング検査オフィサー養成講習会派遣（５名） 国立スポーツ科学センター
１０月２３日 木 ドクターズミーティング（萎沢・林・塩野・矢地・他） 浜松市
１０月２５日 土
～ 秋季国体（本部帯同：矢地・立花 他顧問医等） 浜松市他

１０月３０日 木
１１月１２日 水 第１回コーチング 県体協
１１月１３日 木 第４回アンチ・ドーピング小委員会 県体協
１１月３０日 日 バレーボール少男メディカルチェック＆体力測定 スポ研
１１月３０日 日 ３専門部正副部会長会議 スポ研
１２月７日 日 柔道体力測定（５９本部事業） スポ研
１２月１１日 木 埼玉県医師会 第４回医事運営委員会 県医師会
１２月１３日 土 ビクトリー・サミット 浦和東武ホテル
１２月１４日 日 ホッケー体力測定（５９本部事業） スポ研
１２月１７日 水 顧問医・トレーナー・競技団体合同研修会運営委員会 県体協
１２月２３日 日 JADAドーピング検査オフィサー養成講習会派遣（５名） 国立スポーツ科学センター
１月１５日 木 第５回アンチ・ドーピング小委員会 さいたま共済会館
１月３０日 金 指導者研修会パネリスト打合せ 県体協
２月７日 土 コーチングセミナー（水泳） スポ研
２月７日 土 指導者研修会アンチD講演（矢地）／スポ科講演会（青葉） 国立女性教育会館
２月８日 日 指導者研修会パネルディスカッション（加賀谷） 国立女性教育会館
２月１９日 木 第２回顧問医・トレーナー・競技団体合同研修会 さいたま共済会館
２月１９日 木 埼玉県医師会 第５回医事運営委員会 県医師会
２月２８日 土 スポーツ医科学サポート事業（５９本部と共催） スポ研
２月２９日 日 サッカー体力測定（５９本部事業） スポ研
３月１２日 金 全国コーチサミット（文科省）⇒矢地AD副委員長 国立スポーツ科学センター
３月１３日 土 日体協スポーツドクター代表者会議 日体協
３月１８日 木 第６回アンチ・ドーピング小委員会 さいたま共済会館
３月２５日 木 第２回スポーツ科学委員会総会 さいたま共済会館
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月 日 曜 会 場 内 容

４月２２日 木 県体協会議室 委員長・３専門部正副部会長会議

５月７日 金 県立スポーツ研修C 選手強化委員会・合同説明会

５月１３日 木 さいたま共済会館 第１回アンチ・ドーピング小委員会

５月２７日 木 さいたま共済会館 第１回スポーツ科学委員会・トレーナー小委員会研修会

６月１０日 木 さいたま共済会館 第２回アンチ・ドーピング小委員会

６月１７日 木 さいたま共済会館 スポーツ科学委員会 総会・医師会国体医事委員会

７月７日 水 県立スポーツ研修C コーチ研修会

７月１６日 金 埼玉会館大ホール インターハイ結団式（アンチ・ドーピング情報）

７月１５日 木 大宮パレスホテル ドクターズ・ミーティング打合せ（日体協）

７月２９日 木 さいたま共済会館 顧問医・トレーナー・競技団体合同研修会

８月２３日 金 健康センター まごころ国体夏季選手団選考会議（A・D情報）

９月７日 火 埼玉会館 まごころ国体夏季結団式（A・D情報）

９月１１日 土 埼玉県内 彩の国まごころ国体夏季大会

～１４日 火 ・帯同Dr 及びサポートスタッフ派遣

９月１７日 金 県立スポーツ研修C まごころ国体秋季選手団選考会議（A・D情報）

１０月１６日 土 熊谷国体メイン会場 まごころ国体秋季結団式（A・D情報）

１０月２２日 金 さいたま市大宮 ドクターズ・ミーティング（競技外D検査）

１０月２３日 土 埼玉県内 彩の国まごころ国体秋季大会

～２８日 木 ・帯同Dr 及びサポートスタッフ派遣

２月１２日 土 女性教育会館 埼玉県スポーツ指導者研修会

１３日 日

３月中旬 さいたま市浦和 スポーツ科学委員会 総会

平成１６年度 埼玉県スポーツ科学委員会事業計画
活動テーマ『選手強化』

※各部会・指導者資格取得講習会・コーチングセミナー事業なども実施いたします。
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県体協の事業として、主なものに�スポー

ツ振興事業、�競技力向上事業、�スポーツ

少年団事業等、と並んで私たちが活動するス

ポーツ科学委員会事業があります。

スポーツ科学委員会の平成１５年度の活動は

「選手強化」をテーマにかかげ活動をおこな

ってきました。スポーツ科学委員会３専門部

会の委員の皆様にはご協力いただき有難うご

ざいました。

本年度は、彩の国埼玉国体にむけて埼玉県

の各市町村でリハーサル国体が開催され、国

体本番に向けて準備の機運が高まってきてい

ます。

こういった中で平成１５年度のスポーツ科学

委員会の活動が行われました。ドーピングが

静岡国体より正式に導入実施され、埼玉国体

でも引き続きドーピング検査が行われます。

スポーツ科学委員会の医学専門部会ではアン

チ・ドーピング小委員会を組織し、埼玉県の

国体選手がドーピング違反にならないよう、

また県民のアンチ・ドーピングに関する啓発

を行うことを中心に活動しています。啓発活

動の一貫として次代を担う小学生を中心にド

ーピングに関するポスターや標語を募集する

活動計画がすすんでおり全国に先駆けた実践

活動になると思っています。成果を期待した

いところです。

顧問医・トレーナー・競技団体指導者の研

修会も年２回おこなわれ、彩の国埼玉国体に

むけて３者間の連携のために役立ってもらい

たいと願っています。埼玉県の国体選手が本

来の技量を発揮して国体で活躍できるよう顧

問医とトレーナーが協力できることが大切で、

医学専門部会のトレーナー小委員会ではトレ

ーナーの皆様の研修会を開催し顧問医・トレ

ーナー間の連携の重要性を認識いただいてお

ります。

５９国体競技力向上本部事業である医学サポ

ートスタッフ派遣事業では、１８競技２３名の顧

問医（１０名）、トレーナー（１３名）の皆さん

が静岡国体のスポーツ現場に派遣され、競技

団体役員や選手と交流を持ち活動することが

できました。

本年度も国体選手に対する問診による内科

的なメディカルチェックが実施されました。

彩の国まごころ国体でも、国体選手全員を対

象に実施することになっています。突然死な

どの大きな事故を未然に防止したいものであ

ります。

強化拠点事業としてのメディカルチェック

・体力測定は例年どおり行われました。測定

結果を当日にフィードバックすることを目標

スポーツ科学委員会の平成１５年度の活動を振り返って

萎沢 利行

－ 3 －



に掲げて実施しています。

国体関係以外の事業も継続して行われまし

た。県スポーツ指導者研修会、エンジョイス

ポーツセミナー、ビクトリーサミット、スポ

ーツ指導者養成講習会などであります。

平成１６年度は、さいたま国体の年です。さ

いたま国体の成功に向けて、スポーツ科学委

員会の活動が寄与できるよう、努力していき

たいと思っています。
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平成１５年度の医学専門部会の目標は、①ア

ンチ・ドーピング小委員会を立ち上げドーピ

ングの啓蒙活動を積極的に実施する、②顧問

医・トレーナー小委員会の活動を通じて、い

かに各競技団体に医学サポートをするか、③

各種メディカルチェックを実施するとともに

本年度は特にドーピングに対する意識調査の

目的もあり、問診票にドーピングの項目を追

加実施する、④国体帯同ドクターとして医学

サポートを実施するの４つであった。

１）アンチ・ドーピング小委員会について

国体のドーピング検査は静岡国体より

本格的に導入され、埼玉国体では競技数

も検体数も大幅に増加される予定である。

そのため同小委員会を立ち上げ平成１５年

８月７日第一回の小委員会を開催し、委

員長に小林正幸先生、副委員長に矢地孝

先生に就任していただき、その後本年度

中に６回のアンチ・ドーピング小委員会

を開催した。同委員会には埼玉県薬剤師

会、埼玉医科大学薬剤部の先生方にも参

加していただき、埼玉国体に向けて精力

的に教育活動を実施した。とくに夏季・

秋季国体の選手団結団式、選手選考会議、

監督会議には小林先生と桜井先生が参加

しアンチ・ドーピングの講義を行った。

２）顧問医・トレーナー小委員会について

本年度は林委員長を中心に平成１５年６

月１８日の顧問医・トレーナー・競技団体

の合同研修会を始めとして３回にわたり

研修会を実施した。顧問医、トレーナー、

競技団体ともに、この重要性の認識は一

致しているものの、それぞれの立場でい

かに連携を上手に保って最善の医学サポ

ートを実施出来るかを、今後とも検討し

てゆく必要がある。またこの活動を通じ

て未だに顧問医のいない競技団体や、ま

た顧問医がいても競技団体の医事委員会

として十分に確立するに至っていない競

技団体もあり、難しい問題が山積してい

るが、今後はかなり明瞭な形での顧問医

・トレーナー制度が出来得るものと思わ

れる。

３）各種メディカルチェックと国体医学サ

ポートについて

埼玉県独自のカリキュラムによるメデ

ィカルチェックは、バレーボール少年男

子に実施された。またホッケー、サッカ

ーの２競技の体力測定の際の運動負荷試

験に参加した。いづれも特に問題なく終

了した。本年度アンケート方式によるメ

ディカルチェックには、国体選手のアン

平成１５年度医学専門部会活動について

医学専門部会 鶴岡 明
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チ・ドーピングに対する意識調査のため

ドーピングに関する項目を設け実施した。

国体帯同ドクターとして医学サポートは

例年のごとく夏季・秋季ともに実施され

た。
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１．はじめに

彩の国まごころ国体の「標準献立部会」は、

平成１３年３月に第１回の会議より発足した。

筆者は、埼玉県体育協会のスポーツ科学専門

部会の推薦により、当該部会に参加し、あわ

せて部会長の指名を受け、国体の献立につい

ての審議のまとめ役を勤めた。その報告をさ

せて頂く。

献立作成部会は国体運営室に所属し、委員

は、埼玉県の栄養士会、調理師会、ホテル旅

館生活衛生同業組合、食品衛生協会、地域婦

人連合会、食生活改善推進員協議会、学校栄

養士研究会の代表者と県健康福祉部健康づく

り支援課の管理栄養士で構成された。部会の

目的は、国体に参加する監督、選手らに栄養

的、衛生的な食事を提供する民泊、ホテル、

旅館等が参考となるメニューを冊子「彩の国

まごころレシピ」として作成し、関係諸団体

へ普及活動を支援することである。

２．標準献立部会の仕事

レシピ集ができあがるまでの作業は、大別

すると①部会において、栄養計画、献立計画

の基本方針を審議、②基本方針に基づいて実

際の標準献立原案を栄養士会に委託する、③

献立原案を部会において検討し、原案の試食

会（於：武蔵丘短期大学、１５年２月）の後に

一部修正しながら標準献立を定める。④関連

団体の方々に標準献立の冊子「彩の国まごこ

ろレシピ」の試食会を開催（埼玉県調理師専

門学校、１５年８月）⑤標準献立の地域で普及

指導のための中央指導員（保健所等の管理栄

養士ら）への講習会（１５年１０月）を開催、そ

の後、受講者を中心として地域ごとの講習会

を実施、⑥国体会場での昼食弁当は、あらか

じめ選定された５業者の実際のサンプルを試

食しながら、味、見栄え、分量、料理の構成、

包装の形態、衛生的な安全性の確認等を検討、

助言を行った（１６年６月）。

部会発足から２年余の上記の過程の実際の

仕事は、国体運営室の担当者の方々で進めら

れ、委員間及び県の国体組織間との調整を含

めて、冊子作成と普及等の業務を遂行された。

栄養計画では、１日当たりの平均エネルギ

ー量を３５００Kcal、P : F : C は、１５：３０：４５％、

ビタミン、ミネラル類は“アスリートのため

の栄養・食事ガイド”を参考に設定した（日

本体育協会スポーツ医・科学専門委員会、小

林修平編著、第一出版）。しかし、競技種目、

体格によって、また、国体としての試合の前

後の調整に応じて必要とする栄養量や食事内

容に対応しなければならない。そのための参

考として、主食、主菜、副菜別に料理別の栄

彩の国まごころ国体「標準献立部会」報告

鈴木 久乃
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養量を表示と組み合わせ例を示した。

献立は、朝食と夕食で、朝食１０００Kcal、夕

食１５００Kcal 前後を目標としている。①栄養

面は主食、主菜、副菜別の量と組み合わせる。

②県内の郷土料理を取り入れる。③選手達の

嗜好に配慮する。④調理の手間、時間、費用

を考慮する。⑤食材料は開催時に入手可能で、

埼玉県産の食材を利用する。⑥食中毒発生の

リスクある料理、食材を避ける。この基本方

針を基に県栄養士会が作成し、試食等の検討

を経て、冊子には、主食１４種、主菜３０種、副

菜４０種と汁物１３種、その他デザート、子漬け

類３７種、計１３４種を写真つきで収録した。

３．おわりに

県の国体組織は、国体総務（広報、財務等）、

国体整備（会場・施設、競技）、国体運営（式

典等、宿泊・輸送）で、標準献立作成部会は、

運営関係の宿泊・衛生専門委員会における部

会として位置づけである。これまでの開催県

は、似た内容の献立集を作成していることか

ら、本県でもそれと同様な冊子を作成するこ

とであった。当初、私は標準献立部会の名称

を変えられないのかと質問した。標準となる

献立は、多少の県の産物や郷土食を取り入れ

ても、他県とほぼ同じものになるだろうし、

栄養量に沿った献立は種々出版されている。

スポーツ栄養について実践的研究がなされて

いる中で、種目別の競技力を発揮できる栄養

補給のあり方、国体という祭典における食事

を提供する環境、システムの検討が必要だか

ら、標準献立作成では限界があるのではない

かと考えたからである。

埼玉国体は、県内の６０余の市町村単位で競

技が行われる。様々な条件で、宿泊と食事の

提供を適切に行うには、地域ごとの栄養と食

の専門職であるコーディネーターが、対象の

競技団体と情報交換をおこないながら当日を

迎えることができる体制をつくることが望ま

しい。また、それが、終了後に様々な形で栄

養食生活改善活動に繋がるに違いない。

今回は冊子に、競技種目や個人に柔軟に対

応する必要性を意図してエネルギーの違いに

よる組み合わせ例を示した。しかし、実際の

食事担当者に充分に理解がされたかは不明で

ある。

「彩の国 まごころレシピ」の評価は、各

市町村で実際に提供した献立と選手達がどの

くらい食べたか、どのような反応であったか、

レシピ集から使われた料理の種類等の情報を

収集して頂きたい。また、国体終了後に、ス

ポーツを行う青少年や健康づくりのための食

事指導の教材として活用できるかも評価のひ

とつと考える。

健康づくりのスポーツ、競技力向上のスポ

ーツの振興に栄養と食事の正しい情報の提供

を県内の各地域に発信できる仕組みを国体を

機に検討が始まることを期待する。
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平成１５年１２月１３日 VICTORY SUMMIT に

おいて鈴木紅先生による上記演題による講演

があった。同先生は日水連医学委員会医事部

でドーピング問題で、中心的役割を担ってい

る。その講演の要約を以下に記した。

� ドーピングはクスリで「ずる」をするこ

と

ドーピングの語源には諸説があるが、南ア

フリカの原住民の祭礼用のお酒をDOPと

云われていたのが語源と云われている。い

ずれにしても薬物などを、不正に用いて競

技能力を高めることを云う。禁止される基

準は①競技能力の向上、②健康上の危険性、

③スポーツ精神に反するの３要件のうち２

つを満すものである。世界アンチドーピン

グ規定では①生体サンプルに禁止薬物が存

在すること、②サンプル採取の拒否、③禁

止物質の使用または使用を企てること、④

禁止物質の所持、⑤禁止物質の不法取引、

⑥競技者に禁止物質を投与または使用する

ことなど、が違反行為となる。

� ドーピングは選手の肉体と将来をむしばむ

ドーピングの副作用による死亡事故、健康

障害が発生することがある。例えば筋肉増

強剤（蛋白同化ステロイド）では肝機能障

害、高血圧、精神障害、腫瘍発達促進など

が認められる。

� ドーピングコントロールは公正な競技と

記録を守るため

ドーピングは公正な競技を損ない、選手の

健康を損ない、社会でのスポーツの価値と

信頼を損なうことになる。

� ドーピング検査は国際競技連盟などの責

任で行われ、調整機関が監視する

例えばドーピング検査の責任組織は IOC

や日本体育協会などであり、調整機関は世

界アンチドーピング機構（WADA）や日

本アンチドーピング機構（JADA）である。

� ２００３年度より国体にてドーピング検査が

開始

２００３年静岡国体では競技会検査３０検体、競

技外検査２０検体であった。２００４年埼玉国体

では１００検体を予定している。２００２年度は

日本国内で約２８００検体の検査が行われ、１２

検体０．３％が陽性であった。

� 「いたちごっこ」と「もぐらたたき」

ドーピングする側と発見する側の関係は

「いたちごっこ」である。初期には競技内

検査だけであったが、それでは発見されな

いことがあるので競技外検査を導入するよ

２００３ VICTORY SUMMIT

「スポーツ現場で必要なドーピングコントロールの知識」
鈴木 紅先生の講演より

医学専門部会 鶴岡 明
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うになった。そうすると今度は尿では発見

しにくい薬物を使用するといった「いたち

ごっこ」である。

� 何か「効く」ものが欲しい

選手、コーチは勝利への願望が強く、敗北

への不安がストレスとなっており、「禁断

の木の実」に手を出すことは容易に想像が

つく。米国タイム誌調査「オリンピックで

金メダルが取れるならば、５年後に死ぬと

分っていてもクスリを使うか」と云う質問

に実に５２％が YES と答えている。

� 禁止物質にはさまざまなものがある

WADAでは２００４年度版禁止リストを発表

しているが、新たに禁止されたものもあり、

WADAのホームページで確認することが

必要である。例えば興奮剤では一部“かぜ

薬”には、エフェドリンやアンフェタミン

などが含まれており注意が必要となる。ま

た昇圧剤の一部にも禁止物質があるので、

医師は注意が必要となる。また漢方薬でも

一部漢方風邪薬（葛根湯）の中に、麻黄（エ

フェドリン）の含まれているものがある。

� カフェインが禁止物質から監視プログラ

ム対象物質へ

ドリンク剤には殆んど含まれているが、こ

れで多少ドリンク剤やコーヒーなどが気に

しないで飲めるようになる。

� 街の薬局の筋肉増強剤

アンドロステンジオンは米国では栄養補助

食品として販売されている。またDHEA

（ジヒドロエピテストステロン）は「若返

りの秘薬」として販売されている。いずれ

も禁止物質に含まれている。従って海外か

ら輸入されたサプリメントには注意する必

要がある。事実輸入サプリメントの１０％程

度にエフェドリンが含まれていると云う報

告もある。

� 経口避妊薬、婦人科薬にも禁止物質が含

まれている。

� ドーピング違反の罰則には幅がある

世界アンチドーピング規定では、１回目の

違反は２年間の資格剥奪、２回目の違反で

は一生涯にわたる資格剥奪となる。

� 競技外検査は「いつでも」、「どこでも」

行われる可能性がある

	 不注意でドーピング違反にならないために

①医薬品を使用する時には、ドーピング禁

止物質を含まないことが保証されたもの

以外使用しないこと

②病院で処方をうける時は、医師にドーピ

ングをうける可能性があることを告げた

上で処方をうけること

③感冒薬は７日前までなら通常の市販薬で

も良いが、それ以後はエフェドリンなど

興奮剤を含まないものを使用すること

④サプリメントは海外のものは避け、国産

の信用のおけるメーカーのものを使用す

ること

（鶴岡 記）
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１５年間競技生活の後、海外留学等を経て、

東海大学の指導をしています。

まず現役の時ですが、２７歳の時、ソウルオ

リンピックに出場し日本新記録を出したが準

決勝までしか進出できませんでした。そのこ

ろから長期戦略を立てていくようになり、目

標として、次のバルセロナオリンピックの決

勝進出を目指し、４年間の年次計画を立てま

した。１年目はこれまでの練習プログラムを

リセットしました。これまでのプログラムは

決勝進出を目標としていないためで、練習量

を２０％程度カットし、レースは１００mしか出

場せず、２年目はスピード練習中心で、２００

mのレースに出ていました。これは４００mの

前半型のプログラムといえます。３年目に４０

０mにカムバックしましたが、このあたり

でマスコミ戦略として「ファイナリスト」と

いう表現を多く使っています。マスコミの影

響力は無視できず、しかしながらメダリスト

を目指すには荷も重く、決勝進出者の称号で

ある「ファイナリスト」をマスコミに使うよ

うにしてもらいました。そして４年目がバル

セロナオリンピックで、幸いファイナリスト

の目標を達成できました。

さて、自分は何のために走るのかをそのこ

ろから考えてます。大学で心理学も勉強して

いましたし、自己実現のためとは分かってい

ました。発達階層からいうと、生理的要求か

ら始まり、自己尊重から自己実現へと向かう

ものです。また、日常での動機付けからも、

内発的にやりたくて行うもの、逆に外発的に

やらされるもの、また選択の自由が有るもの

と無いものなどに分類が出来ます。自分のし

ている陸上競技などは、やる気が有るが自由

度の無いものに分類されます。ボランティア

活動なども同じですが、レクリエーション活

動などは、やる気が有且つ自由度も高いもの

だといえます。労働などは仕方なく行い且つ

自由度も無いものとなります。自由度の無い

ものは、ストレス度が高くなります。ストレ

スの度合いは社会適応尺度によれば、ある程

度高くなると病気の原因となることが知られ

ています。また、ストレスは感じ方でネガテ

ィブにもポジティブにもなり、ネガティブに

感じれば不快であり、逆であれば快感になる。

これにより脳の働きも変わってきます。例え

ば興味が有れば学校の授業にものめり込めま

す。自分は走ることに必要なことを身に付け、

VICTORY SUMMIT
世界最速への挑戦＜スポーツサポートシステムの構築＞

…指導者の立場から…
東海大学 高野 進

報告：コーチング部会 山本 兼郎
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進んで知識を身に付け、この道に入り込めま

した。遊びはやめられるのに、限界を超える

ためのプレッシャーを受けながら陸上をやめ

ず続け、自己実現を図ってきました。結果よ

りプロセスの方が大きい意味を持つことも分

かりました。

次に指導者としての歩みですが、選手引退

後、自分の理論の正しさを確認したいと思い

アメリカへ行き、カール ルイスの指導者で

あるトム テディッツさんに現場で見てもら

ったが、腰高膝上げのマック式ドリルの古さ

を指摘されてしまった。しかし、４００mの時

に自分独自に変えている走法については正し

いことも指摘されました。それから日本に戻

り、コーチングを通して走法を研究したくな

り、１９９５年から母校、東海大学で指導を始め

ました。初めから新しいコンセプトを導入し

ようとして、それまでの選手に反発をくらい、

これはあきらめて、新しい選手から新たな指

導を始めました。そんな時末続選手を入学さ

せました。彼は目的意識が高く、初めからオ

リンピックを目指していました。彼を指導し

て２年でオリンピックベスト１６に入らせるこ

とが出来ましたし、最近ではパリ陸上で３位

に入ることが出来ました。

私の指導スタイルは、自ら走り走り方のヒ

ントや新しい走法の研究を自らの体で行うこ

と、そして知識、経験の３つに、創造力を加

えて指導しています。末続選手は想像力をか

き立ててくれる選手で、一つヒントを与える

と本人がふくらませて色々トライしてくれる。

これは彼の才能だと思う。去年の冬あたりか

ら、日本古来の走り方である「なんば」につ

いて話したところ、本人が色々試して、私と

高めていった。また、練習内容もひらめきで

急に変更することが多いが、皆、必要性を感

じてついてきてくれています。

そのような中、サポートシステムも立ち上

げています。専任の動作解析者、メディカル

的なサポートそして栄養士がいます。皆、現

場に来てくれて選手の状態を判断してくれて

いますが、サポートする人と選手は直接話さ

せず、私が中に入り、選手には必要なことだ

けを私から伝えています。特にオーバーサポ

ートにならないように気を付けており、サポ

ートしすぎると選手に重荷になることが多い

ためです。サポートされているか分からない

ぐらいがちょうど良いと思います。

指導的には今、跳ねるイメージで走るよう

トライし、バイオメカニズムからも色々な解

析をしています。キック足が円を描かずに往

復するような感じに変え始めています。

次に勝利のための条件ですが、３つ有ると

考えています。一つ目は素質で、心身の素質

や適正です。２つ目は環境で、地域・施設な

どのハード面と親・兄弟や指導者などのソフ

ト面が有ります。そして３つ目は目的意識で、

価値観、人生観等からいかに高い目的意識を

持つかということです。素質だけでは運動会

レベルしか行かないし、環境がいかに整って
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もインターハイやインカレレベルにとどまっ

てしまう。オリンピックを目指すには目的意

識を高く持つことが不可欠です。

自分はこれまで東海大学で指導をしてきま

したが、その中で選手と指導者は同士又は勇

士としての頼もしい相棒でなければならない

と思う。選手自らが強くなるプランを持ち、

指導者がサポートすることで速くなる。世界

最速を目指すには、環境を整え、そして指導

者を頼もしい同士としていくかが一致ししな

ければならないと選手には言っており、だん

だんと分かってくれているようだ。私もコー

チであると共に彼らの相棒であると思ってい

る。

◎質疑応答

Q．選手が負けた時のメンタル的なサポート

はどうしているのか？

A．ここ数年メンタルトレーニングなどが注

目されており、アメリカなどは分業式に行っ

ている。東海大学では練習時からトータルな

指導を行っているので分けずにまとめて行っ

て効果を上げている。

Q．怪我やスランプの克服法は？

A．親身になって当たり考えてあげるしか無

いが、モチベーションを持ち続けられるよう

に注意している。ゴールを提示し、なぜ走れ

ないかを詰めて行き、信頼の中で個別に対応

している。とにかくモチベーションを下げな

いことが大事だ。 ＜終＞
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●コーチの選手に向かう姿勢と体力

アメリカ留学中、高橋氏は、選手の記録を

椅子に座って記録していたところ、ダンギブ

レルコーチがやってきて、『よくやっている

な』と褒められるかと思っていたところ、い

きなり椅子を蹴り飛ばし、『選手が必死に泳

いでいるのにコーチが椅子に座っているのは

とんでもない。』ということでした。

それ以来、コーチとしての体力づくりも大

切であることを実感したそうである。毎日、

駅までの２、３０分のウォーキングや練習後に

４０分程度のランニングをしているそうである。

●『運』のよい選手と『運』の悪い選手

自分は運がよいと思うか、運が悪いと思う

かは、自己決定しているに過ぎないのである。

では、なぜそのような自己決定をするように

なってしまうのか？

自信がある・ない選手

よくこんな選手がいます。練習でよい記録

が出るが、試合で結果が出ない選手である。

成功イメージがないと不安になってしまい自

信がなくなってしまいます。成功体験→自信

を持たせる。→褒める。成功体験なし→自信

がなくなる。

セルフイメージを変えるためには、他人か

らのよい評価があることが大切である。よい

評価が自信につながっていくのである。

また、コーチの立場から、叱りたいときは、

一拍置き、それから叱るのがよい。そのため

に、ゆっくりした呼吸法を取り入れるといら

いらしないということである。深くゆっくり

と吸い、息をゆっくり吐く２分間に２，３回程

度の呼吸数にするとよい。これを１０分間ぐら

い続けるとよい。そのほかにも、レース前に

浅い呼吸になり、毛細血管が閉じてしまうこ

とも防ぐための呼吸法でもある。

●コーチングとリーダーシップ

・コーチングとは、選手とのコミュニケーシ

ョンのキャッチボールができることであり、

選手の能力を引き出す技術（スキル）である。

●コーチングの基本スキル

�聞く

�褒める

�質問する

�提案する（アドバイス）

平成１５年度 コーチングセミナー
傍聴記 埼玉県水泳連盟 競技委員 加藤 浩

平成１６年２月７日（土） 埼玉県立スポーツ研修センター

特別記念講演

『アテネオリンピックに向けた取り組み』
～選手の能力を最大限に引き出すためのコーチング～

中央大学水泳部監督 高橋 雄介 氏
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� 聞く

・簡単に見えて最も難しいスキル

・Why？人間は相手の話は聞かず、自分の

話をしたがる。

・忙しい時ほど特にそういう態度をとってし

まう。

あとで、ちょっと待って…などを言って

しまう。選手は、必死になってきているこ

とを知ること。

・動作や態度に気をつける。

話を聴く雰囲気を作り出すことが大切で

ある。

� 褒める

・いつも、君を見ているよというメッセージ

を送ることが大切である。

・自分を主語にして褒めるとよい。『…と僕

は思うよ。』

・他人の言葉を使って褒める。『…と誰々が

褒めていたよ。』

� 質問する

・問題点を引き出そうとするのが目的である。

（YES,NOで答えられる聴き方は、よくな

い。）

・自分のやり方を押し付けてはダメである。

・４W１H（When Who Where What How）

When Who Where で状況にヒアリ

ングをする。

What で問題点を明確にする。

Howで解決策を考えさせる。

※Why は要注意

なぜを詰問に使わないこと。なぜを繰り

返すとその答えを探すようになってしまう。

・選手の答えが自分に合わなくても誘導尋問

しないことが大切である。

� 提案する（アドバイス）

・指示・命令でなく”こうしてはどうか

な？””試してみれば？”

※指示・命令はコーチの知識や成功体験を

選手に押し付けているだけに過ぎない。仮

にその方法が正しくても、選手の能力を最

大限に引き出すことができないことを知る

ことである。
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●選手の性格に応じてのアドバイス

Aタイプ （指導が難しい選手）

・他人に指示されるのが嫌いで人間関係より

結果を優先する。

強み：行動力、決断力がある。

弱み：鈍感、自説にこだわりすぎる。

※プライドが高い。

・目標を明確にする。

・目標達成後の評価（褒美）を明確にする。

Bタイプ （女子選手に多く、田中、源、や

細川大輔など）

・人に影響を与える。周囲を巻き込んでしま

う。地道なことが嫌い。

・人懐っこく、近寄ってくるので憎めない選

手である。

強み：アイディアが豊富、想像力がある。

弱み：人の話を聞かない。飽きっぽい。

・活躍を期待し、注目していることを伝える。

・とにかく褒める。

Cタイプ （守谷コーチ）

・正確さと合理性を何よりも追求する。計画

を立て慎重かつ臆病で失敗を恐れる。

強み：分析力、計画力

弱み：変化に弱い、完全主義者的

・目的と内容をはっきりさせる。

・成果は具体的かつ正確に評価する。

Dタイプ

・他人との協調性を優先する。

・気配りが上手で忍耐強い。

・意見を言わない（嫌われる）

・優しい。

強み：協調性がある。聞き上手である。

弱み：受身で八方美人（みんなに優しい）

・成果をこまめに褒める。（途中経過にも褒

める）

・相談に丁寧に応じる

※相談に来るときには、かなりの危機的状況

に堕ちいっている場合がある。
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●各タイプに対する褒め方

Aタイプ

・成績をストレートに褒めると効果的である。

その際、新しい課題と報酬（目玉）を与える。

個人的に褒めることである。

※強いがのりが悪く、冷めている選手

Bタイプ

・自尊心をくすぐられるのが大好きなので褒

めまくる。みんなの前で褒めるとさらに効果

的である。

Cタイプ

・結果の質とプロセスについて褒めると喜ぶ。

ただ『すごい』だけでは、ダメである。よい

点を具体的に褒める。

※結果より、途中経過重視して褒めることが

大切である。

Dタイプ

・人の評価を気にするので内容より誰が褒め

ているかに力点を置く。

そして、周囲の人に役立っていることを伝

える。

※みんなの前で怒られる。怒られ役。みんな

の前で怒られることがみんなのためになって

いることがわかると満足してしまうのである。

からだの軸を意識したバランス強化のための

トレーニング ２０分程度

●腹筋運動

・ゆっくりした動作で行う。

・腕を伸ばして斜めに行う。

※縦、横、斜めの筋肉を鍛えることが大切で

ある。

●からだの軸

・肘をついた腕立て状態（うつ伏せ、仰向け

で２０秒程度）

●腕とキックのタイミング

・はじめは肘を曲げた状態で足踏み→歩行→

走る。

・次に腕を伸ばし、ストロークの状態までに

する。

●バランスボールを使って

・腰の前後の運動

・腰の回転運動

・ストロークとローリング
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平成１５年度の埼玉県体育協会で実施したメ

ディカルチェックについて報告する。本年度

は１１月３０日に実施したバレーボール少年男子

の一競技のみであった。その他には５９本部事

業として、実施された１２月１４日のホッケー、

２月２９日のサッカーの２競技の体力測定の時

の運動負荷試験に際して、医学専門部会とし

て参加した。

バレーボール少年男子のメディカルチェック

の結果は以下の通りであった。

１）対象

平成１５年１１月３０日に総数１１名に対して

実施された。

２）尿検査

蛋白、糖は全員異常を認めなかったが、

潜血反応では（ ）が１名おり血液検査

では異常なかったが再検査を指示した。

３）血液検査

CPK高値（５００以上）は２名おり、う

ち１名は１１３７０と極めて高くGOT、GPT

も高値を示しており再検査をすすめた。

その他血算では貧血を示さなかったもの

の血清鉄が低値のものが３名おり、食事

に注意するように指示した。

４）胸部レ線

全員に異常を認めなかった。

５）安静時心電図

完全右脚ブロックが１名、不完全右脚

ブロックが２名、I度房室ブロックが１

名で認められた。

６）運動負荷試験

安静時心電図で異常を示した４名全員

が運動負荷試験では、異常を認めなかっ

た。しかし本プロトコールで完走したも

のが１名もいなかったのは、バレーボー

ルと云う競技特性のためか、心肺機能が

低いためか或いはその両者によるものか

考えさせられた。

ホッケー及びサッカー競技の体力測定の際

に行われた運動負荷試験の心電図に関しては、

全例で特に異常を認めなかった。

毎年問題となるフィードバックの迅速化に

ついては、本年度は科学委員会の吉田博幸先

生の御尽力によりかなり改善したものと思わ

れる。今後ともいかに速くフィードバックす

るかと、血液検査を重ねてゆくことにより正

常範囲を競技種目ごとに設定していければと

考えている。

平成１５年度メディカルチェック

医学専門部会 鶴岡 明
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今年度はサッカー（高校生男子），ホッケー（中学生男女），柔道（高校生男女）の５年目の測

定およびバレーボール（高校生男子）の２年目の測定を行った。測定はすべて埼玉県立スポーツ

研修センターで行った。測定結果の概要を以下の表に示した。表中数字の上段は平均値，下段は

標準偏差を表している。

平成１５年度 体力測定結果

スポーツ科学専門部会 ＆ 体力測定小委員会

６０deg/sec １８０deg/sec ３００deg/sec
伸展 屈曲 伸展 屈曲 伸展 屈曲

右 左 右 左 右 左 右 左 右 左 右 左
Nm Nm Nm Nm Nm Nm Nm Nm Nm Nm Nm Nm

バレーボール １９９ １９３ １０８ １００ １４０ １４０ ８５ ８６ １０７ １１０ ７４ ７３
４１ ３８ １５ １５ ２６ ２７ １２ １３ ２１ ２１ １３ １２

ホッケー（男子） １４５ １３３ ７９ ７０ １０６ ９９ ７０ ６６ ８６ ７８ ６１ ５６
２１ １５ ９ １０ １８ １３ ９ ７ １５ １１ １０ ８

ホッケー（女子） １２９ １２５ ６８ ６４ ８４ ８５ ５７ ５４ ６４ ６４ ５１ ４７
２５ ２１ １７ １８ １５ １８ １６ １７ １０ １２ １４ １３

柔道（男子） ２２０ ２２０ １２３ １２４ １５２ １５４ １０７ １０４ １２２ １２０ ９３ ９４
３７ ４３ ２１ ２２ ２１ ２５ １６ １８ １３ ２１ １６ １９

柔道（女子） １６１ １５３ ７７ ７５ ９９ ９８ ６５ ６３ ７６ ７０ ５５ ５２
３７ ３０ １８ １１ ２１ １３ １３ ７ １４ １２ １１ １０

サッカー ２１０ ２０４ １１７ １１４ １４１ １４０ ９６ ９３ １０８ １０８ ７７ ７９
４３ ３７ ２６ ２６ ３１ ２６ ２０ １６ ２４ １９ １６ １５

身長 体重 前腕囲 上腕囲 大腿囲 下腿囲 体脂肪率
右 左 右 左 右 左 右 左

cm kg cm cm cm cm cm cm cm cm ％
バレーボール １８２．６ ７０．７ ２５．７ ２５．６ ２７．２ ２７．２ ５５．９ ５５．２ ３７．５ ３７．４ ９．６
（n＝１１） ７．６ ７．４ １．５ １．３ ２．７ ２．３ ３．６ ３．６ ２．３ ２．４ ２．３
ホッケー（男子） １７１．９ ５９．１ ２４．０ ２３．８ ２３．９ ２３．５ ５０．２ ５０．３ ３５．７ ３５．７ １０．２
（n＝１３） ５．６ ７．７ １．９ １．８ ２．２ １．９ ３．９ ４．２ ２．４ ２．７ ４．９
ホッケー（女子） １５７．５ ５０．８ ２２．０ ２１．９ ２２．７ ２２．５ ５１．９ ５１．７ ３３．９ ３４．３ １７．７
（n＝７） ５．５ ４．０ １．７ １．６ １．５ １．６ ２．９ ２．３ １．５ １．４ １．３
柔道（男子） １７０．３ ８９．５ ３１．１ ３０．３ ３３．１ ３２．５ ６４．３ ６３．８ ４２．０ ４１．７ １６．０
（n＝８） ６．１ １６．６ ２．６ ２．８ ３．３ ３．１ ７．０ ６．６ ３．８ ４．０ ７．１
柔道（女子） １５９．５ ６８．７ ２６．２ ２６．０ ２９．２ ２９．４ ５９．２ ５８．８ ３８．３ ３７．９ ２０．９
（n＝６） ７．８ ２０．８ ２．９ ２．６ ４．６ ４．４ ７．９ ７．９ ４．２ ３．４ ５．７
サッカー １７５．０ ６９．６ ２５．８ ２５．５ ２６．６ ２６．７ ５６．８ ５６．５ ３８．３ ３７．９ ８．７
（n＝１７） ６．２ ７．３ １．６ １．７ １．４ １．７ ２．５ ２．６ １．８ １．９ １．４

表１ 競技種目別形態測定値

表２ 競技種目別等速性筋力測定値（膝の伸展および屈曲）

測定にはBiodex System ３を用いた
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ボスコジャンプ 長座 全身 最大 最大
SJ CMJ 体前屈 反応時間 無酸素パワー 酸素摂取量
cm cm cm msec W W/kg ml/kg／分

バレーボール ３８．８ ４３．１ ５３ ３４３ ９３５ １３．３ ５４．６
６．０ ７．４ １０ ４７ ９９ １．５ ６．２

ホッケー（男子） ３１．４ ３５．５ ４４ ３１５ ７７３ １３．３ ５７．９
５．６ ５．１ ６ ３０ ９２ １．０ ７．９

ホッケー（女子） ２６．３ ３０．６ ５０ ３０１ ５６４ １１．２ ５１．２
４．０ ５．６ ５ ２３ ３７ ０．９ ６．１

柔道（男子） ３３．１ ３６．８ ３３１ １０５２ １１．９ ４９．９
３．７ ３．８ ３８ １５６ １．３ １１．６

柔道（女子） ２２．４ ２４．５ ３３９ ６７１ ９．９ ４５．９
２．７ ３．０ ５１ １４１ １．６ ６．７

サッカー ３６．６ ４０．８ ５４ ３１５ １０５２ １５．１ ６４．２
３．５ ３．２ １０ ２０ １７６ １．３ ５．８

表３ 競技種目別体力測定値

SJ：スクワットジャンプ，CMJ：カウンタームーブメントジャンプ

最大無酸素パワー測定風景（ホッケー女子）
（コンビ社製パワーマックス Vを使用）

等速性脚筋力測定風景（ホッケー女子）
（バイオデックスを使用）
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サッカー選手における５年間の体力の推移

サッカー選手たちは，１９９９年度の１３歳から
本年度の１７歳まで５年間にわたり体力測定を
受けた。毎年選手の入れ替わりがあったので，
完全に縦断的な測定値ではいが，埼玉県を代
表する選手たちの中学・高校期における体力
の発達をみることはできる。今後の選手育成
の参考にしていただければ幸いである。

等速性脚伸展力

いずれの角速度においても経年的な向上が
みられる。特に低速度における向上の程度が
大きい。ただし，高校生になってからは向上
がみられないので，今後のトレーニングで向
上を図る必要があろう。

等速性脚屈曲力

低速度では５年間継続的に向上がみられる
が，高速度では中学期に向上がみられるもの
の，高校期では低下傾向にある。伸展力が増
加しているのに屈曲力が低下しているという
のは好ましいことではないので，今後のトレ
ーニングで改善が必要である。大腿四頭筋と
ハムストリングの筋力差が大きいと肉離れな
どの怪我につながる可能性がある。

最大無酸素パワー

５年間順調な伸びをみせている。この伸び
の要因は，主に脚伸展力の向上にあると考え
られるが，最近脚伸展力の伸びが停滞してい
るので，この点に注意してトレーニングを計
画する必要がある。

最大酸素摂取量

一定の変化傾向はみられなかった。６０ml/
kg／分を超えているので，サッカー選手と
しての一応の水準はクリアしていると考えら
れる（日本代表選手たちの値はおよそ６０ml/
kg／分である）。しかし，さらに向上するこ
とにより，後半強い選手となることが望まし
い。
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平成１４年１月３１日にトレーナー小委員会が

立ち上げられてからこれまで、顧問医・トレ

ーナー・競技団体の３者による合同研修会が

年２回開かれてきた。その第一回目の合同研

修会は同年８月、ケガや故障の予防、コンデ

ィショニングなど日頃からの選手の健康管理

に対する相互理解を深めること、および３者

の共通意識をもつことなどを目途に開催され

た。またこの年、５９国体競技力向上本部によ

る医学サポートスタッフ派遣事業が始まり、

同事業とのタイアップにより、高知国体へ多

くの競技団体顧問医・トレーナーが派遣され

ることとなった。さらに静岡国体からドーピ

ング検査が導入され、医療サイドとスポーツ

現場とのより一層緊密な連携の必要性が高ま

った。

これまで開催された計４回の合同研修会は

以下の通りである。

H１４．８．３ 顧問医・トレーナー・競技団体

合同研修会では、トレーナー小委員会副委員

長の溝口秀雪氏により『＜顧問医・トレーナ

ー小委員会＞の位置付及びそれぞれのサポー

トのあり方について』というタイトルで講演

して頂いた。トレーナーは顧問医と緊密な連

携をとり、あくまでもその指示の元に活動す

ることが基本であることを強調された。研修

会ではその緊密な連携を遵守してもらうべく、

次のような手続をとって顧問医・トレーナー

制に加入してもらうことにした。未加入ドク

ター・トレーナーの加入手続として先ず、ド

クター用、トレーナー用加入申込書を提出し

てもらう。ちなみに申込書には、互いによく

連携をとり合いドクターはトレーナーに適切

な指示を行うこと、トレーナーはあくまでド

クターの指示のもとに医事活動を行う。さら

に一定レベルの知識獲得・維持のため研修会

等にも積極的に参加し、自己研鑽に努める旨

を記載している。次いで面接で代表者がその

意志をよく確かめ検討した上で加入を決定す

る。医学サポートスタッフ派遣事業にはこう

して顧問医・トレーナー制にきちんと登録を

済ませてから派遣されることとなった。結果

的に高知国体には、１７競技２４名（顧問医：１０

競技１４名、トレーナー：９競技１０名）が医学

サポートスタッフとして派遣された。

H１５．１．３０ 顧問医・トレーナー・競技団

体合同研修会では、東大総合文化研究科教授

の福林 徹氏に『ドーピングコントロールを

中心にして』というタイトルで講演して頂い

た。折しも静岡国体から５０検体のドーピング

検査が施行されることとなり、顧問医の役割

がより大きなものになってきた。ドーピング

顧問医・トレーナー小委員会の活動および研修会実施成果について

林 承弘
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検査で陽性となった場合、２年間の試合出場

禁止など選手生命に関わる事態が生じるので

顧問医との十分な連携とその指導を仰ぐ。ま

たトレーナーも現場での問いかけに対し決し

てあいまいな返事をせず、必ずドクターに問

い合わせるなど、スポーツ現場および医療サ

イド全体の緊密な連携が不可欠であることを

強調された。

H１５．７．４ 顧問医・トレーナー・競技団体

合同研修会では、埼玉県ラグビー協会理事長

の尾崎良己氏により『ラグビー協会＜ラグビ

ーソサエティ＞について』というタイトルで

埼玉県での現状に基づき、ラグビーにおける

顧問医・トレーナーとの連携について具体的

に講演して頂いた。この年静岡国体には医学

サポートスタッフ派遣事業として、２０競技３１

名（顧問医：１０競技１６名、トレーナー：１２競

技１５名）が派遣された。

H１６．２．１９ 顧問医・トレーナー・競技団

体合同研修会では、ドーピング小委員会副委

員長の矢地 孝氏により『彩の国まごころ国

体ドーピング検査１００検体実施の危険度』と

いうタイトルで講演して頂いた。埼玉国体は、

検査数が静岡国体の５０検体から１００検体と増

える。被験者には上位入賞者が当たる確率が

やや高いが、基本的に競技団体、年令を問わ

ず全競技者がドーピングの対象となり得るこ

とを肝に命ずるべきである。したがって日頃

から現場と顧問医との連携を密にし、十分な

ドーピングコントロール対策をしておくこと

が重要であることを強調された。

上記のように顧問医・トレーナー・競技団

体の合同研修会を開催してきたが、サッカー、

ラグビー以外にもバレーボールなどいくつか

の競技団体に顧問医・トレーナー制が浸透し

つつある。また国体への顧問医・トレーナー

派遣が増えるなど、一定の成果をみている。

しかしこうした呼び掛けにすべての競技団体

がこたえている訳ではなく、また顧問医を置

いている競技団体でも国体帯同の要請のない

ところもある。ちなみに５９埼玉国体では地元

開催であるにもかかわらず、２３競技３９名（顧

問医１７名、トレーナー２２名）の派遣予定にと

どまり過去２回を大きく上回るものではなか

った。さらに医学サポートスタッフ派遣事業

は今年限りで終わるため、明確な財政的裏付

けがなくなる来年以降、顧問医・トレーナー

制の真価が問われることになるだろう。
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平成１５年７月２日、平成１５年度第１回５９国

体医事運営委員会が開催され、その席上国体

におけるドーピングコントロール導入に対応

し幾つかの事項が検討された。特にアンチ・

ドーピング活動のためには、静岡国体で県医

師会と薬剤師会が協力して実施したホットラ

イン体制を本県でも構築しようとの意見が了

承された。５９国体以降においても２４時間利用

可能な体制作りが必要であるとの考え方から、

埼玉医科大学附属病院にその拠点を設置して

はとの意見があり東博彦学長に依頼状でお願

いすることになった（その後埼玉医科大学か

ら了解された）。また今後のアンチ・ドーピ

ング活動を進めていく上で小委員会の立ち上

げが提案、了承された。

平成１５年８月７日第１回アンチ・ドーピン

グ小委員会（委員長小林正幸、副委員長矢地

孝）が開催され、その後定期的に平成１６年３

月１８日までに計６回の委員会が開催された。

まず委員会は今後の活動の方向性を検討す

ることからスタートしたが、県薬剤師会、競

技団体、国体局のなかから新たに本委員会の

メンバーに参加したほうが良いとの意見が出

され、その後それぞれの立場から推薦された

数名の委員が加わった。アンチ・ドーピング

の活動が第５９回埼玉国体でのみ必要とされる

のではなく、今後の埼玉県内におけるアンチ

・ドーピングの活動にも継続性を持つことが

重要であるとの認識で委員会は会議を重ねた。

この間、５９国体医事運営委員会との連携を取

りつつ委員会が運営された。

８月夏季選手団監督会議では塩野委員、夏

季選手団結団式では桜井委員、秋季選手団監

督会議では小林、秋季選手団結団式では再び

桜井委員がアンチ・ドーピングについて講演

した。その後実際に５８静岡国体でのドーピン

グコントロールを体験した矢地委員より詳細

な現地報告を聞き埼玉での具体的推進方法に

ついて検討を始めた。さらには蓮田市で開催

された全日本フェンシング選手権でのドーピ

ングコントロールでは実際に矢地委員がコン

トロールオフィサーとして活躍、この時県内

の薬剤師、トレーナーなど数名が現場でドー

ピングコントロールの実習を行った。

矢地委員はスポーツ指導者研修会、顧問医

・トレーナー・競技団体合同研修会での講演、

全国コーチサミットではシンポジストとして

埼玉県のアンチ・ドーピングの活動を報告、

さらにはスポーツドクター代表者会議にも出

席するなどアンチ・ドーピング小委員会の中

心的立場で活躍した。また矢地委員からは５９

国体に向け、広く全県下でアンチ・ドーピン

平成１５年度アンチ・ドーピング小委員会報告

アンチ・ドーピング小委員会委員長 小林 正幸
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グの啓発活動を展開すべく、ポスターコンク

ールの開催が提案された。埼玉県体育協会理

事会でも了解され、埼玉県・県教育委員会・

県医師会・薬剤師会と埼玉新聞社の後援で平

成１６年度の大きな活動とすべく準備が進めら

れているところである。

平成１５年に新たに立ち上がったアンチ・ド

ーピング小委員会であるが、本大会開催に向

け平成１６年度にも積極的に活動することが重

要であると認識している。

－ 25 －



平成１５年１０月２６日～２９日まで、静岡県で開

催された第５８回国民体育大会秋季大会に帯同

ドクターとして参加したのでご報告いたしま

す。

５９国体を１年後に控え、また新たにドーピ

ングコントロールが導入・実施される、まさ

に２１世紀の国体となりました。今後、帯同ド

クターの役割としては、これまでの選手・役

員など関係者のスポーツ傷害や健康管理に対

応するだけではなく、選手・監督へのアンチ

ドーピングの教育と啓発、携帯薬剤・サプリ

メントのチェック、喘息などの使用制限薬剤

の事前申請、ドーピングコントロール時の付

き添い、などがもとめられるようになります。

さらにこれからは、ドーピングコントロール

が導入されたことにより、現地に滞在してい

る選手および監督・コーチと緊密な連絡をと

る必要があります。以上の観点から、今回の

帯同にあたり、実際に帯同ドクターという存

在が選手・役員からどの程度認識されている

か、さらに、これまでにも増して、各競技会

場の救護体制がどのようになっているのか非

常に興味がありました。

日中は、例年どおり各会場で選手の激励と

健康状態のチェックを行いました。２７日（月）

は、野球成年男子、ラグビー成年男子、陸上

競技でした。まず野球成年男子では、詳細は

よくわかりませんが、会場の都合かなにかで

競技の開始時間が早くなったらしく、またそ

の事についての事前連絡もなかったようです。

早朝の試合で、選手の年齢が全員４０歳以上（４

０～５１歳）というチームでは、スポーツ傷害

の予防には十分なウォームアップが必須であ

るにもかかわらず、随分配慮に乏しい大会運

営であると感じました（もし、私の情報に間

違いがあれば申し訳ありません）。２８日（火）

は、ソフトボール成年女子、アーチェリー少

年女子の激励に行きました。この日は、Tシ

ャツで過ごした前日の好天とは打って変わり、

雨降りの寒い一日で、選手のコンディショニ

ングに注意を要する日となりました。しかし、

現地での聞き取りの限りでは、選手の健康に

問題はないということで一安心しました。ア

ーチェリー会場では、鍼灸師のグループが、

ボランティアで選手などに鍼を実践するコー

ナーが設けられていました。５９国体でも、ど

この会場かわかりませんが、同様の鍼灸ボラ

ンティアが行われる予定があるようです。２９

日（水）は、卓球成年女子準々決勝、ソフト

ボール少年女子決勝でした。ソフトボールは

星野高校を主体としたチームで、見事に優勝

を遂げました。バックネット脇の見晴らし小

第５８回国民体育大会秋季大会に帯同して

立花 陽明

－ 26 －



屋のようなところで観戦しておりましたが、

私の隣には対戦チームの帯同ドクターがおり、

試合終了後には非常にいい気分になれました。

また今回、各会場におとずれて感じたことは、

これまでになく他県の帯同ドクターをいろい

ろな競技会場で見かける機会が多いというこ

とでした。

ドーピングコントロールに関しては、私が

激励に行った会場では行われておらず、また

もう一人別のドクターが帯同していたことも

あり、とくに私が関係するようなことはあり

ませんでした。当地での診療に関しては、ラ

イフル射撃の成年女子の選手が、腰部挫傷の

ために腰痛をきたし、藤枝まで往診をしてく

れという依頼が本部宿舎にはいりました。夕

食後に、東海道線で浜松から藤枝まで出向き

診察を行いましたが、ワールドレベルの選手

で、数週後にはアジア大会を控えているとい

うことでした。処方する薬剤あるいは注射に

ついても細心の注意をはらい、当然ドーピン

グ禁止薬物でないものを処方しなければなり

ません。ドクターバッグの中には禁止薬物が

入っていないことは知っていましたが、２００４

年から禁止薬物リストの改正があるというこ

とでしたので、念のために埼玉医大の薬剤部

に電話連絡し、再度確認したうえで処方しま

した。これまでに何度か国体に帯同し、何人

かの選手に薬剤を処方したり注射をしたこと

がありますが、ドーピングについて意識した

ことはまったくありませんでした。今回の経

験で、帯同ドクターのみならず、スポーツド

クターとして選手に薬剤を処方する際には、

常にドーピングについて意識し、最新の情報

を入手することによって、いつでも選手に対

応できる準備が必要であることを再認識させ

られました。
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平成１５年９月１３日より１６日まで第５８回国民

体育大会夏季大会が静岡県で開催されました。

本部帯同ドクターとして任命された私は前

日の９月１２日東京駅で本部役員と合流し、１３

時４６分発の新幹線ひかり号に乗り込みました。

宿泊場所は静岡駅から徒歩５分ほどのホテル

「よしみ」という所でした。そこでシャワー

を浴びた後、１６時より東静岡駅の近くのグラ

ンシップコンベンションセンターで行われる

全国代表者会議に出席しました。

今年度よりドーピングコントロールテスト

が行われることになり、ドクターも参加する

よう各都道府県に通達があったため私も出席

することになりました。この会議ではドーピ

ングコントロールテストの概要が説明されま

した。

会議が終わりホテルに戻ると、水泳競技の

選手が気管支喘息の薬を服用していたという

報告が入りました。気管支喘息の薬はほとん

どがドーピング禁止薬物に該当するので医師

の治療証明書がなければ試合に出場できなく

なります。幸いにも近くの開業医の先生より

証明書をもらっていたため問題にはならず、

本部役員の人達と「よかった、よかった。」

と胸をなでおろした次第でした。

翌朝、開会式が富士市の水泳会場で行われ

ました。私は静岡市内の水球会場にバスで向

かいました。しかし、会場に着いてから埼玉

県のチームの試合は午後に行われることが判

明し、急いで富士市の水泳会場に向かいまし

た。ドクターバッグが重く、バスや電車の乗

り変え時はひと苦労でした。でも毎年帯同ド

クターが持って移動しているのかと思うと泣

き事も言えず、「こんなのへっちゃらです

よ。」とやせ我慢をしていました。

富士市の水泳会場では競泳の役員の人達を

激励し４００m自由型の競技を見ただけで再度

静岡市内の水球会場へとんぼ帰りをしました。

埼玉県少年の部の代表は石川県代表を１７対３

と一方的な内容で破り、重いドクターバッグ

がやや軽くなったような気持ちでホテルに戻

りました。

１５日は早朝より浜松へ向い、ボウリングの

激励に駆けつけました。ボウリング会場には

秋篠宮殿下夫妻が見えられ、私はミーハーと

化して写真を撮りまくりました。その後磐田

会場の女子サッカーの応援に行きました。女

子サッカーチームの田口監督とは彼が高校生

からの知人であり、絶対勝つように激励しま

した。その結果３対０と宮城県を破り、満足

して静岡市内へ戻りました。

夕方からは静岡市内でシンクロの応援です。

第５８回国民体育大会夏季大会帯同報告

西大宮病院 関 純
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シンクロの演技が始まった時、本部役員の某

氏が「さいたま、ガンバレ�」と大声を張り

あげましたが、周囲の人々はシーンとしてい

ました。後で判ったことですが、この演技は

本番の埼玉県選手の演技ではなく、エキジビ

ションの静岡県の選手の演技だったのです。

某氏は恥ずかしさのあまり、となりの人達に

汗をかきながら弁解していましたが恥の上塗

り状態でした。でもその気持ち自分は充分理

解していました。

この日は移動が多かったのでさすがにドク

ターバッグを持った腕が張ってきてしまいま

した。夜のミーティングの際本部役員の長谷

川さんが実は昨年まではドクターは車を使っ

て移動しており、重いドクターバッグを持っ

て電車やバスの移動はなかったということを

白状しました。頭の中で血管が２～３本切れ

る音がしましたが、ここで怒っては男の恥、

「いやいや、丁度腕の筋トレに充分でした

よ。」と笑いながら意地を張りました。翌朝

ホテルの部屋の枕は涙で濡れていました。

１６日、私にとっては最終日となりました。

早朝より電車を乗り継ぎ森の石松の誕生地で

ある遠州森駅まで行き、葛城カントリークラ

ブへ少年のゴルフ競技の応援に駆けつけまし

た。私はゴルフをやりませんのでゴルフ場へ

行き、見るのは初めてでした。少年の部では

キャディーがつかずにゴルフバッグを持つの

は選手自身であり、重いドクターバッグを持

っている自分と映像が重なってしまいつい目

頭が熱くなってしまいました。

昼からは静岡市内の水球会場に戻り、６対

３と滋賀県を破るのを見学しました。

閉会式は翌日でしたが私は仕事の関係上一

日早く帰京する予定だったので、夕方本部役

員の茂木さんと静岡駅を発ちました。途中茂

木さんと学校、社会問題に対し熱い議論を交

わしながら帰ったので、浦和まであっという

間でした。

幸いにも私の滞在中はけが人、病人もなく、

ドーピングコントロールテストに当たる選手

もなく、医療活動はほとんどありませんでし

た。選手、役員の激励と本部役員の人達との

熱い夜のミーティングと重いドクターバッグ

を持って歩いた筋トレに終始した４日間でし

た。
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（１）少年サッカー帯同

現地入りしたのは試合当日。試合会場で埼

玉選手団と合流した。トレーナーが付いてお

り、コンディションの報告を受ける。風邪

１名、足首（膝？）の古傷が痛む １名との

こと。既にメンバー表は提出されており、風

邪のものは軽症なので試合に先発出場。古傷

のものは、控えメンバーとしても登録せずと

のことであった。試合開始はベンチ入りして

観戦していたが、ベンチ登録がされていない

とのことで、主催者側から注意を受け、観客

席観戦となった。試合中、事故なし。宿泊先

で１名 持病の軽い腰痛が発現した。トレー

ナーが心配して、診察に連れて来た。診察に

て腰椎椎間板ヘルニアであった。他の者は問

題なし。

トレーナーの帯同があり、適切な報告がな

されたため、現状把握に役立った。医師が遠

征初期から帯同することは不可能であり、ト

レーナーを有効活用することの必然性が確認

された。

メンバー表提出が医師の確認なくされてい

るのは問題である。医師は到着時間を試合開

始時間として聞いているが、最低でも提出前

を到着時刻として通達して欲しい。また、ベ

ンチ入りメンバーとして登録されておらず、

観客席からの急場対応では限界がある。監督

は、そこまで厳密に主催者が対応するとは思

っていなかった。今回は、幸いなことに試合

中の事故がなかったが、今後は念を押した対

応が必要と思われる。

（２）本部付き帯同

ドーピング対応として、バレーボール帯同

の医師から日本製のサプリメントの問い合わ

せと、陸上トレーナーから風邪薬に対する問

い合わせがあった。日本製サプリメントに関

しては問題ないと解答した。風邪薬に関して

は、総合感冒薬はドーピング検査で陽性にな

るので、症状に合わせた医療用医薬薬を組み

合わせて飲むことが必要である。症状が発熱

のみであり、解熱鎮痛剤を救護所で処方して

もらい、使用することを指示した。その他、

本部役員が２名風邪のため風邪薬を処方した。

今後しばらくの間は、本部付き医師はドー

ピング対応の知識が必要であり、各競技選手

団帯同の医師、トレーナーからの問い合わせ

に適切に応じられるのが望ましい。各開催地

でも選手団が困らないような対応を準備して

いると思われるが、それが完全に整備される

のには時間がかかると思われる。

国体帯同ドクター報告書

アンチ・ドーピング小委員会副委員長 矢地 孝
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財団法人埼玉県体育協会スポーツ科学委員会規程

（総 則）

第 １ 条 財団法人埼玉県体育協会（以下「本会」という）寄付行為第２８条に基づき、スポー

ツ科学委員会（以下「委員会」という）を設ける。

（目的および事業）

第 ２ 条 委員会は、スポーツ医学・科学に関する研究を行い、県民の体育・スポーツの振興

に寄与することを目的とする。

第 ３ 条 委員会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行なう。

（１）県民の体育・スポーツ振興に関する科学的研究に関すること。

（２）競技力向上に関する科学的研究に関すること。

（３）スポーツマンの健康管理に関すること。

（４）その他、前条の目的達成のために必要な事業。

（委員および役員）

第 ４ 条 委員会は委員若干名をもって構成する。

２ 委員会に次の役員をおく。

（１）委員長 １名

（２）副委員長 若干名

（委員の委嘱）

第 ５ 条 委員は、次の各号から本会会長が委嘱する。

（１）本会担当理事 若干名

（２）行政機関の代表 若干名

（３）スポーツ科学に関する学識経験者 若干名

（役員の選出ならびに職務）

第 ６ 条 委員長および副委員長は、委員会において選出する。

第 ７ 条 委員長は、委員会を代表し、委員会の会務を掌理する。

２ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代行する。
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（委員および役員の任期）

第 ８ 条 委員および役員の任期は、二ヶ年とする。ただし、再任は妨げない。

２ 第５条により委嘱した委員に欠員が生じた場合は、欠員を補充する。

３ 補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

（委 員 会）

第 ９ 条 委員会は、必要に応じて委員長が召集し、議長となる。

第 １０ 条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決定する。可否同数の場合は、議長がこれ

を決定する。

２ 緊急を要するため、委員会に付議することが困難な場合は、委員長がこれを処理

することができる。ただし、次の委員会に報告しなければならない。

（専門部および委託）

第 １１ 条 委員会は、スポーツ科学等に関し、研究を進めるため、必要な専門部を設置する

ことができる。

２ 専門部会の決定事項は、委員会の承認を得なければならない。

３ 専門部会の規程は別にこれを定めることができる。

第 １２ 条 委員会は、研究を進めるため、関係機関および専門職員等に研究を委託すること

ができる。

（補 則）

第 １３ 条 委員会の機構および事業の基本方針・その他重要事項については、委員会におい

て決定し、本会理事会で承認を得なければならない。

付 則

この規程は、昭和６２年１０月１７日から施行する。

申し合わせ事項

１ 第５条（３）の内訳は、当分の間、日本体育協会公認のスポーツドクター、研究者、コ

ーチ、指導者とする。

２ 委員は、全体で１５名程度とする。

３ 本委員会には、必要に応じて相談役を置くことができる。
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平成１５年度

財団法人埼玉県体育協会スポーツ科学委員会名簿

役職 氏 名 勤 務 先 名 称
同 電 話 番 号

住 所
同 電 話 番 号

委員長 萎沢 利行 藤和会藤間病院
０４８５―２２―０６００

〒３６０―００１８ 熊谷市中央２―２０７―１
０４８５―２２―３１９６

副委員長
部会長 宮内 孝知 早稲田大学人間科学部

０４２―９４７―６７２４
〒３３２―００１６ 川口市幸町３―８―２８
０４８―２５２―２８５８

副委員長
部会長 鶴岡 明 鶴岡医院

０４８―６８５―３７４１
〒３３０―００５２ 浦和区本太５―１９―２２
０４８―８８４―１１５８

副委員長
部会長 青葉 昌幸 大東文化大学

０４９３―３１―１５０８
〒３５５―００６２ 東松山市西本宿１７４２―６
０４９３―３４―４９９７

委 員 戸苅 晴彦 平成国際大学スポーツ科学研究所
０４８０―６６―２１００

〒３３６―０９０２ 浦和区大東１―５―６
０４８―８８６―０６３８

委 員 加賀谷�彦 埼玉短期大学
０４８０―６５―５５２０

〒１８３―００５６ 府中市寿町１―７―２０パークハイム府中３０６
０４２３―６８―６７２５

委 員 三戸 一嘉 大宮高校
０４８―６４１―０９３１

〒３３７―００１２ 見沼区東宮下２―８０
０４８―６８４―１８６７

委 員 塩野 潔 塩野胃腸科医院
０４８―８３３―８５１３

〒３３０―００７１ 浦和区上木崎２―１４―２
０４８―８３１―１４０３

委 員 林 承弘 林整形外科
０４８―７５６―８５５５

〒３３９―００６５ 岩槻市宮町１―２―２７
０４８―７５６―０９３５

委 員 関 純 西大宮病院
０４８―６４４―０５１１

〒３３０―００６１ 浦和区常盤２―３―７―５０１
０４８―８３３―１０７２

委 員 吉田 博幸 東京家政学院短大
０３―３２６２―２５６２

〒３４０―００１５ 草加市稲荷２―３１―１５
０４８―９３６―５５１６

委 員 玉井 朗 拓殖大学
０４２６―６５―１４４１

〒３３０―００６１ 浦和区常盤６―２１―１７
０４８―８３１―９５２７

委 員 廣川 貞夫 県教育委員会体育課
０４８―８３０―６９４３

〒３６０―０８５６ 熊谷市別府５―１７
０４８―５３３―４７８６

委 員 櫻井 勝利 県体育協会（理事） 〒３３６―０９１７ 緑区芝原３―２２―１１
０４８―８７３―５９３３

委 員 神山 英三 県体育協会（理事） 〒３３０―０８５２ 大宮区大成町３―２５０
０４８―６６３―３８８１

委 員 鈴木 征 県体育協会（理事） 〒３３９―００５１ 岩槻市南平野６８８―３
０４８―７５７―５９９７
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スポーツ科学専門部会

役職 氏 名 勤 務 先 名 称
同 電 話 番 号

住 所
同 電 話 番 号

部会長 宮内 孝知 早稲田大学人間科学部
０４２―９４７―６７２４

〒３３２―００１６ 川口市幸町３―８―２８
０４８―２５２―２８５８

副部会長 吉田 博幸 東京家政学院短大
０３―３２６２―２５６２

〒３４０―００１５ 草加市稲荷２―３１―１５
０４８―９３６―５５１６

部会員 加賀谷�彦 埼玉短期大学
０４８０―６５―５５２０

〒１８３―００５６ 府中市寿町１―７―２０パークハイム府中３０６
０４２３―６８―６８２５

部会員 山本智恵子 〒３３０―００７１ 浦和区上木崎８―１６―１６
０４８―８３３―５６６５

部会員 小沼 彰彦 国体局
０４８―８３０―７３４８

〒３３７―００５２ 見沼区堀崎町５３３―７
０４８―６８３―２８４１

部会員 鈴木 久乃 〒１５３―００６１ 目黒区中目黒５―２５―８
０３―３７１３―０７１５

部会員 廣田 正一 自衛隊体育学校スポーツ科学科
０４８―４６０―１７１１（４６４７）

〒３５０―１１３７ 川越市砂新田３３２―９８
０４９２―４５―７８８８

部会員 竹中 晃二 早稲田大学人間科学部
０４２―９４７―６７４７

〒３５８―００３１ 入間市新久８６６―１３７―３９―５３０
０４２―９３６―５２８６

部会員 稲山 貴代 仙台白百合女子大学
０２２―３７２―３２５４ 〒９８３―０８５５ 宮城野区東八番丁９０―３―１００５

部会員 山本 修 県民健康福祉村
０４８―９６３―７１１１

〒３４６―０００５ 久喜市本町３―８―１８
０４８０―２２―５９９１

部会員 出浦 申二 スポーツ研修センター
０４８―７７４―５５５１

〒３６０―０８０３ 熊谷市柿沼６７２―７
０４８―５２４―２４５７
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スポーツ医学専門部会

役職 氏 名 勤 務 先 名 称
同 電 話 番 号

住 所
同 電 話 番 号

部会長 鶴岡 明 鶴岡医院
０４８―６８５―３７４１

〒３３０―００５２ 浦和区本太５―１９―２２
０４８―８８４―１１５８

副部会長 林 承弘 林整形外科
０４８―７５６―８５５５

〒３３９―００６５ 岩槻市宮町１―２―２７
０４８―７５６―０９３５

部会員 萎沢 利行 藤和会藤間病院
０４８５―２２―０６００

〒３６０―００１８ 熊谷市中央２―２０７―１
０４８５―２２―３１９６

部会員 塩野 潔 塩野胃腸科医院
０４８―８３３―８５１３

〒３３０―００７１ 浦和区上木崎２―１４―２
０４８―８３１―１４０３

部会員 関 純 西大宮病院
０４８―６４４―０５１１

〒３３０―００６１ 浦和区常盤２―３―７―５０１
０４８―８３３―１０７２

部会員 丸山 正董 丸山記念総合病院
０４８―７５７―３５１１

〒３３９―００５７ 岩槻市太田１―６―９
０４８―７５６―４１２３

部会員 小林 督志 小林クリニック
０４８９―５３―５３００

〒３４１―００３４ 三郷市新和１―３６ 小林クリニック
０４８９―５３―５３００

部会員 谷中 誠 〒３３９―０００４ 岩槻市徳力４９７―８
０４８―７９４―１６９５

部会員 小野 彰一 小野内科クリニック
０４８―６４１―０２１０

〒１７４―００６４ 板橋区中台３―２７―C―１１０４
０３―３９３７―５９００

部会員 立花 陽明 埼玉医大整形外科
０４９２―７６―１２３８

〒３５０―２２１４ 鶴ヶ島市太田ヶ谷９７１―１５
０４９２―７１―０２２６

部会員 畠中 正孝 戸田中央総合病院
０４８―４４２―１１１１

〒３５０―２２０１ 鶴ヶ島市富士見１―１７―３
０４９２―８７―０１５５

部会員 小林 正幸 埼玉医大包括地域医療部
０４９２―７６―２０４９

〒３５０―０４５１ 毛呂山町毛呂本郷１５１８
０４９２―９４―３６１６

部会員 田澤 俊明 新都心たざわクリニック
０４８―８５４―０２０２

〒３３８―０００１ 中央区上落合５―１７―１S４タワー１F
０４８―８５４―０２０２ （新都心たざわクリニック）

部会員 石橋 俊郎 伊奈病院
０４８―７２１―３６９２

〒３６２―００７３ 上尾市浅間台３―３０―２６
０４８―７７３―０７０４
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コーチング専門部会

役職 氏 名 勤 務 先 名 称
同 電 話 番 号

住 所
同 電 話 番 号

部会長 青葉 昌幸 大東文化大学
０４９３―３１―１５０８

〒３５５―００６２ 東松山市西本宿１７４２―６
０４９３―３４―４９９７

副部会長 玉井 朗 拓殖大学
０４２６―６５―１４４１

〒３３０―００６１ 浦和区常盤６―２１―１７
０４８―８３１―９５２７

部会員 戸苅 晴彦 平成国際大学スポーツ科学研究所
０４８０―６６―２１００

〒３３６―０９０２ 浦和区大東１―５―６
０４８―８８６―０６３８

部会員 山本 兼郎 上尾市国体推進室
０４８―７７８―５９０１

〒１３０―０００４ 墨田区本所１―１１―１７
０３―３６２６―００７８

部会員 和泉 洋 埼玉イトマン日高校
０４２９―８９―５９４０

〒３５０―００６７ 川越市三光町３３―３川越フラワーホーム４０９
０４９２―２２―１８５６

部会員 梶原 洋子 文教大学教育学部
０４８９―７４―８８１１

〒１８２―００１２ 調布市深大寺東町８―１１―１０
０４２４―８３―７０１０

部会員 鈴木 守 上智大学
０３―３２３８―３９１２

〒３３６―０９１１ 緑区三室９５７―１３
０４８―８７３―１１８７

部会員 鶴見 秀海 熊谷高校
０４８―５２１―００５０

〒３４６―０１０６ 菖蒲町菖蒲５０１３―３０１
０４８０―８５―７４３６

部会員 杉田 好範 東浦和中学校
０４８―８７３―４１４１

〒３３０―００６１ 浦和区常盤１０―３―３
０４８―８３３―４３７６

部会員 小川 貴 福岡高校
０４９―２５２―３８４２

〒３３０―００７３ 浦和区元町１―７―１０
０４８―８８６―４７９９

部会員 野瀬 清喜 埼玉大学
０４８―８５２―２１１１

〒３３８―０８１２ 桜区神田３５８―７
０４８―８５４―４７３１

部会員 有川 秀之 埼玉大学
０４８―８５２―２１１１

〒３３６―００２１ 南区別所２―３７―１―３０１
０４８―８５８―３６５７
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埼玉県スポーツ科学委員会 医学専門部会スポーツドクター小委員会

氏 名 勤 務 先 勤務先電話 専 門 担当希望競技

浅井 亨 川口市立医療センター ０４８―２８７―２５２５ 整形外科 ボート

浅沼 孝吉 浅沼医院 ０４９２―４３―０３３６ 内科 スケート

安孫子 征 安孫子医院 ０４８―７５２―２０３０ 産婦人科

新井 久夫 新井整形外科 ０４８５―７５―０９８２ 整形外科・リハビリ 野球

池田 浩夫 川口工業総合病院 ０４８―２５２―４８７３ 整形外科 スキー・サッカー

石井 邦夫 石井医院 ０４８―８２２―３４９１ 柔道・テニス

石橋 俊郎 伊奈病院 ０４８―７２１―３６９２ 整形外科 野球・スキー・サッカー

伊藤 隆夫 伊藤クリニック ０４８５―９３―５５８８ 外科・内科・胃腸科 バレー・陸上

井上 大輔 川口市立医療センター ０４８―２８７―２５２５ 麻酔・ペイン 水泳・カヌー

宇治 元 宇治医院 ０４８―６４１―８５３１ サッカー

大滝 栄典 大宮整形外科医院 ０４８―６８５―５５５５ 整形外科 サッカー

荻内 隆司 東京医科歯科大学病院 ０３―５８０３―５６７８ 整形外科 サッカー・水泳

小野 彰一 小野内科クリニック ０４８―６４１―０２１０ 内科 全競技OK

掛川 淳 掛川医院 ０４８５―８８―１６５４ 内科 卓球・剣道

加藤 幹雄 加藤整形外科 ０４８―８２５―３８７５ 整形外科 バスケット・サッカー

金子 茂 金子医院 ０４８―４４５―７２７１ 外科・ペイン ボート・カヌー

川久保 洋 川久保病院 ０４８―８８５―５４２２ 眼科 野球・バスケット

黒屋 信隆 くろや整形外科医院 ０４８５―８３―５８８８ 整形外科 野球・スキー

桑原 稔 桑原医院 ０４８５―７１―２２０６ 外科・麻酔科 弓道

公平不二雄 公平病院 ０４８―４２１―３０３０ 外科 ラグビー・ボクシング

河野 柳一 河野整形外科 ０４８―４４３―７４１１ 整形外科 サッカー・ゴルフ

小林 督志 小林クリニック ０４８―９５３―５３００ 脳神経外科 ボクシング・サッカー

小林 正幸 埼玉医科大学 ０４９２―７６―２０４９ 外科 ラグビー・ボウリング

塩野 潔 塩野胃腸科医院 ０４８―８３３―８５１３ 外科 サッカー

紫田 輝明 北本整形外科 ０４８―５９１―８８７１ 整形外科 剣道

萎沢 利行 藤間病院 ０４８―５２２―０６００ 整形外科 バレーボール・ラグビー

清水 昭 大宮医師会市民病院 ０４８―６６５―６５１１ 脳神経外科 なぎなた

菅原 誠 菅原整形外科 ０４８―２９７―６６３３ 整形外科 陸上・サッカー
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鈴木 忠臣 北本中央クリニック ０４８―８５２―１１１１ 血液内科・呼吸器内科 サッカー

陶山 哲夫 埼玉医大総合医療センター ０４９２―２８―３４５９ 整形外科

諏訪 敏一 深谷赤十字病院 ０４８―５７１―１５１１ 外科 サッカー・テニス

関 純 西大宮病院 ０４８―６４４―０５１１ 整形外科 サッカー

高木 俊和 埼玉社会保険病院 ０４８―８３２―４９５１ 内科 馬術

高橋 公男 高橋外科医院 ０４９５―２２―６２１１ 整形外科 サッカー

田澤 俊明 新都心たざわクリニック ０４８―８５４―０２０２ 脳神経外科 水泳・ゴルフ

立花 陽明 埼玉医科大学 ０４９２―７６―１２３８ 整形外科 ホッケー・ハンドボール

鶴岡 明 鶴岡医院 ０４８―６８５―３７４１ 循環器内科 サッカー

得丸 幸夫 得丸医院 ０４９２―２２―１７５５ 神経内科・内科 ラグビー

内藤 毅嗣 内藤クリニック ０４８９―２２―６０１１ 血液内科 サッカー

中島 俊之 関越クリニック ０４２―９８６―７７７０ 内科 ラグビー・他可能

永田 明弘 大宮双愛病院 ０４８―６４３―１２００ 整形外科 スキー・スケート

永田 善之 永田整形外科 ０３―３６２９―８１１１ 整形外科 ゴルフ・ヨット

仁賀 定雄 川口工業総合病院 ０４８―２５２―４８７３ 整形外科 サッカー

西山 秀水 熊谷総合病院 ０４８５―２１―００６５ 整形外科 野球・ソフトボール

二瀧 方武 二瀧医院 ０４８―８３１―２８２８ 内科 陸上・バイアスロン

丹羽 正幸 丹羽クリニック ０３―３３６８―７５８３ 消化器外科

野矢久美子 入間ハート病院 ０４２９―３４―５０５０ 循環器内科 ボート・剣道

畠中 正孝 戸田中央総合病院 ０４８―４４２―１１１１ 血管外科 サッカー

林 承弘 林整形外科 ０４８―７５６―８５５５ 整形外科 ボウリング・陸上

原口 亨 原口外科医院 ０４８―５８８―１３９４ 外科・整形外科 ソフトボール・野球

平野 裕 平野医院 ０４８―７５２―２５４７ 外科・皮膚科

増淵 和男 野火止クリニック ０４８―４７９―５６９８ 循環器内科 相撲・馬術

丸山 正董 丸山記念総合病院 ０４８―７５７―３５１１ 外科 サッカー・野球

三浦 信雄 三浦医院 ０４８―４６１―３８０２ 内科・小児科

三須 雅子 みさと団地中央診療所 ０４８―９５７―５４１１ 婦人科・内科

水谷 智彦 日大医学部神経内科 ０３―３９７２―８１１１ 神経内科 柔道・アーチェリー

宮之原 啓 宮之原整形外科医院 ０４８―７２１―５０４５ 整形外科 卓球・サッカー

村田 郁 村田医院 ０４８―４７２―３０３０ 小児科・内科 バレーボール

茂木 條二 真木外科 ０２７３―２２―４２１６ 整形外科・外科 陸上

本橋 政弘 生協戸塚医院 ０４５―８６４―１２４１ 整形外科 ラグビー

八百坂 渉 八百坂整形外科 ０４８―２８３―８８１１ 整形外科
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安田 福輝 安田医院 ０４９―２５８―３２５１ 内科 柔道

谷中 誠 ０４８―７９４―１６９５ 臨床病理 ラグビー

吉岡 久 埼玉医科大学 ０４９―２７６―１１９８ 消化器外科

渡辺 芳子 本島総合病院 ０２７６―２２―７１３１ 整形外科・形成外科

アンチ・ドーピング小委員会

役職 氏 名 所 属 住 所

委 員 長 小林 正幸 埼玉医大地域包括医療部教授 毛呂山町毛呂本郷１５１８

副委員長 矢地 孝 北里研究所臨床薬理研究所 渋谷区千駄ケ谷３―２１―１０―４０

委 員 坂本 静男 早稲田大学医学博士 千葉市緑区おゆみ野中央７―１１―４

〃 諏訪 敏一 深谷赤十字病院院長 さいたま市北区東大成町２―１１５―６

〃 小野 彰一 小野内科クリニック院長 大宮区仲町２―１８Dr３階 小野内科クリニック

〃 塩野 潔 塩野胃腸科院長 さいたま市浦和区上木崎４―１０―１９ グレース上木崎３０５

〃 大山 昭 毛呂病院薬局 毛呂山町毛呂本郷３８ 埼玉医大薬剤部

〃 浅見 孝雄 埼玉医大附属病院薬剤部 毛呂山町毛呂本郷３８ 埼玉医大薬剤部

〃 鶴岡 明 鶴岡医院院長 さいたま市浦和区本太５―１９―２２

〃 林 承弘 林整形外科院長 岩槻市宮町１―２―２７

〃 萎沢 利行 藤間病院院長 熊谷市中央２―２９７―１

〃 櫻井 勝利 県体育協会理事・ウエイトリフティング会長 さいたま市緑区芝原３―２２―１１

〃 黒沢 章 埼玉県薬剤師会 さいたま市浦和区仲町２―１７―９ 埼玉県薬剤師会

〃 膳亀 昭三 埼玉県薬剤師会 さいたま市浦和区仲町２―１７―９ 埼玉県薬剤師会

〃 高野 博徳 埼玉県薬剤師会 さいたま市浦和区仲町２―１７―９ 埼玉県薬剤師会

〃 加賀谷貴彦 埼玉県教育局体育課 埼玉県教育局体育課競技スポーツ担当
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スポーツ科学委員会 体力測定小委員会

氏 名 所 属 所 在 地 電 話

加賀谷�彦 埼玉短期大学 〒３４７―８５０３ 加須市花崎江橋５１９―５ ０４８０―６５―５５２０

浅見 真一 健康つくり事業団 〒３３８―０８２４ 桜区上大久保５１９ 合同庁舎内 ０４８―８５９―５１６３

有川 秀之 埼玉大学教育学部 〒３３８―０８２５ 桜区下大久保２５５ ０４８―８５８―３６５７

出浦 申二 スポーツ研修センター 〒３６２―００３１ 上尾市東町３―１６７９ ０４８―７７４―５５５１

池垣 功一 〒１６２―８６０１ 新宿区神楽坂１―３ ０３―３２６０―４８８９

小川 貴 県立福岡高校 〒３５６―００１１ 上福岡市福岡川袋５ ０４９―２５２―３８４２

清岡 智 東京理科大学 〒２７８―８５１０ 野田市山崎２６４１ ０４７１―２４―４３１０

小沼 彰彦 国体局 〒３３０―００６３ 浦和区高砂３―１３―３ 衛生会館 ０４８―８３０―７３５６

佐藤 雄二 埼玉県立大学 〒３４３―００３６ 越谷市三野宮８２０ ０４８―９７３―４３０３

武安 岳史 岐阜県国際バイオ研究所 〒５０４―０８３８ 岐阜県各務原市那加不動岡１―１ ０５８３―７１―４６４６

田中 弘之 県民健康福祉村 〒３４３―０８５４ 越谷市北後谷８２ ０４８９―６３―７１１１

玉木 啓一 武蔵ヶ丘短期大学 〒３５５―０１５４ 吉見町南吉見１１１―１ ０４９３―５４―５１０１

中村 好男 早稲田大学人間科学部 〒３５９―１１９２ 所沢市三ケ島２―５７９―１５ ０４２―９４７―６７８２

中山 達朗 スポーツ研修センター 〒３６２―００３１ 上尾市東町３―１６７９ ０４８―７７４―５５５１

兵頭 圭介 大東文化大学 〒３５５―００６５ 東松山市岩殿５６０ ０４９３―３１―１５１１

星 永 埼玉県立大学 〒３４３―００３６ 越谷市三野宮８２０ ０４８―９７３―４３０３

村岡 功 早稲田大学人間科学部 〒３５９―１１９２ 所沢市三ケ島２―５７９―１５ ０４２―９４７―６７８２

山本 修 県民健康福祉村 〒３４３―０８５４ 越谷市北後谷８２ ０４８９―６３―７１１１

山本 和雄 県立大井高校 〒３５６―００５３ 大井町大井１１５８―１ ０４９―２６４―７８０１

吉田 博幸 東京家政学院短期大学 〒１０２―８３４１ 千代田区三番町２２ ０３―３２６２―２５６２
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顧問医

競 技 名 ドクター名 勤 務 地 病 院 名

１ 陸上競技 菅原 誠 川口市 菅原整形外科

〃 二瀧 方武 さいたま市 二瀧病院

〃 茂木 條二 高崎市 真木外科

２ サッカー 塩野 潔 さいたま市 塩野胃腸科医院

〃 鶴岡 明 さいたま市 鶴岡医院

〃 諏訪 敏一 さいたま市 大宮赤十字病院

３ 柔道 水谷 智彦 板橋区 日大医学部

〃 安田 福輝 三芳町 安田医院

４ 水泳 田澤 俊明 さいたま市 秋葉病院

５ バレーボール 萎沢 利行 熊谷市 藤間病院

〃 伊藤 隆夫 北本市 伊藤クリニック

〃 村田 郁 志木市 村田医院

６ ボクシング 公平不二雄 戸田市 公平病院

〃 小林 督志 三郷市 小林クリニック

〃 大久保利弘 大利根町 大久保病院

７ ホッケー 立花 陽明 鶴ヶ島市 埼玉医科大学

〃 今村 巍 さいたま市 与野ハウスクリニック

８ バスケット 加藤 幹雄 さいたま市 加藤整形外科

〃 高木 正人 狭山市 至聖病院

９ 卓球 宮之原 啓 上尾市 宮之原整形外科

１０ ラグビー 小林 正幸 毛呂山町 埼玉医科大学

〃 桜井剛太郎 春日部市 桜井整形外科

〃 谷中 誠 岩槻市 細田医院

１１ ボート 峰岸 敦子 戸田市 戸田中央総合病院

〃 亀森健一郎 戸田市 戸田中央総合病院

１２ 剣道 紫田 輝明 北本市 北本整形外科

〃 掛川 淳 妻沼町 掛川医院

１３ 体操 野本 栄 狭山市 石心会狭山病院

１４ ソフトボール 輿水 健治 戸田市 戸田中央総合病院

〃 西山 秀水 熊谷市 熊谷総合病院
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１５ バドミントン 林 承弘 岩槻市 林整形外科

〃 渡邉 房雄 赤羽 赤羽整形リウマチクリニック

１６ 自転車 蓮見 悳彦 さいたま市 （蓮見医院）

１７ ハンドボール 代田 雅彦 さいたま市 大宮赤十字病院

１８ テニス 白石 悟 さいたま市 白石整形外科

〃 石橋 俊郎 伊奈町 伊奈病院

１９ 空手道 花家 隆之 日高市 花家産婦人科クリニック

〃 山川 護 川口市 山川整形外科

２０ ゴルフ 山口 現朗 川越市 山口病院

２１ 山岳 畑中 浩成 盛岡市 盛岡赤十字病院

２２ ソフトテニス 荻内 隆司 さいたま市

２３ アーチェリー 鮫島 弘武 越谷市 さめしま整形外科

２４ 馬術 高木 俊和 さいたま市 埼玉社会保険病院

〃 大滝 栄典 さいたま市 大宮整形外科

２５ ウエイト 渕岡 道行 大井町 渕岡整形外科

２６ ダンス 池田 浩夫 川口市 川口工業総合病院

２７ なぎなた 清水 昭 さいたま市 大宮医師会市民病院

事務局

長谷川 伸
県体育協会 担当
電話 ０４８－８２２－５１７１
FAX ０４８－８２２－５１７４

〒３３０－００４５ 水海道市大塚戸町１４３１－２
０２９７－２７－０９３１
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国民体育大会に参加する人は
必ず「国体参加者傷害補償制度」に加入しましょう！

１．加入対象者 都道府県大会、ブロック大会および本大会に参加される方ならどなたでも加
入できます。

２．加入負担金 １人につき １，０００円

３．補償給付金
死亡保険金 ５，０００万円
後遺障害保険金 １５０万円～５，０００万円
入院保険金日額 ５，０００円
通院保険金日額 ３，０００円

４．共済見舞金
死亡 ２００万円
後遺障害 ６万円～２００万円

５．補償期間と補償内容
都道府県大会、ブロック大会および本大会に参加するために自宅を出発してから自宅に帰る
までの傷害事故
ただし、①ブロック大会のとき／大会開会式の２日前から大会終了日の翌日の間

②本大会のとき／冬季大会及び夏季大会は開会式の２日前から７日間
秋季大会は開会式の２日前から９日間

③その他／都道府県体育協会等が主催（又は共催）する結団式及び解団式等に参加
するため自宅を出発してから自宅に帰るまでの間

６．連絡先・お問い合わせ
財団法人 埼玉県体育協会 国体保険担当までご連絡ください。

電話：０４８－８２２－５１７１
FAX：０４８－８２２－５１７４
e―mail : saitamaken@japan―sports.or.jp

国体参加者傷害補償制度制定：財団法人 日本体育協会
引受保険会社：三井住友海上火災保険株式会社
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