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月 日 曜 会 場 内 容

４月１０日 金 さいたま共済 第１回選手強化常任委員会
４月１５日 水 さいたま共済 委員長・３専門部正副部会長会議
５月１２日 火 スポーツ研修C 第１回選手強化対策委員会
５月２８日 木 さいたま共済 第１回アンチ・ドーピング小委員会
５月３０日 土 県立武道館 アンチ・ドーピング教育・啓発講習（武道館祭り［小林］）
６月２日 火 さいたま共済 第１回コーチング専門部会
６月４日 木 さいたま共済 第１回医学専門部会
６月９日 火 さいたま共済 第１回科学専門部会
６月１２日 金 さいたま共済 第１回スポーツ科学委員会
７月７日 火 スポーツ研修C アンチ・ドーピング教育・啓発講習（コーチ研修会［膳亀］）
７月１０日 金 さいたま共済 第１回３専門部会連絡会議
７月１４日 火 埼玉会館大ホール アンチ・ドーピング教育・啓発講習（インターハイ結団式［小林］）
７月２３日 木 さいたま共済 顧問医・トレーナー・競技団体関係者合同研修会運営委員会
７月２４日 金 さいたま共済 第２回アンチ・ドーピング小委員会
８月１８日 火 さいたま共済 体力測定項目検討会議
８／２１～２３ 千葉県下 第６４回国体関東ブロック大会（中心会期）
８月３１日 月 自治会館 第２回選手強化対策委員会・常任委員会
８月３１日 月 自治会館 アンチ・ドーピング教育・啓発講習（国体選手選考会議・監督会議［小林］）
９月７日 月 さいたま共済 第２回コーチング部会
９／９～１３ 新潟県下 国体開期前競技会（水泳）≪岡田≫
９月１６日 水 埼玉会館大ホール アンチ・ドーピング教育・啓発研修（新潟国体結団式［大山・小林］）
９月１６日 水 埼玉会館大ホール 国体競技会外ドーピング検査対象選手・監督説明会［大山・小林］
９月１７日 木 さいたま共済 第１回顧問医・トレーナー・競技団体関係者合同研修会
９月２５日 金 新潟市 ドクターズ・ミーティング
９／２６～１０／６ 新潟県下 第６４回新潟国体≪塩野・小林・立花 他１５競技１７名帯同医・トレーナー≫
１０月２０日 火 さいたま共済 第２回科学専門部会
１０月２２日 木 さいたま共済 第２回医学専門部会
１０月２７日 火 さいたま共済 第３回コーチング部会
１２月１日 火 さいたま共済 委員長・３専門部正副部会長会議 兼 倫理審査委員会
１２月１８日 金 自治会館 第３回選手強化常任委員会
１２月２０日 日 県立スポーツ研修C 体操競技（MC・体力測定・スポーツ心理・スポーツ栄養）
２０１０年

１月７日 木 さいたま共済 パネルディスカッション パネリスト打合せ
１月１５日 金 さいたま共済 第３回選手強化対策委員会
１月２４日 日 県立スポーツ研修C アーチェリー競技（MC・体力測定・スポーツ心理・スポーツ栄養）
１／２７～１／３１ 北海道（釧路） 第６５回スケート・アイスホッケー国体≪立花≫
２月４日 木 さいたま共済 医・ト・競合同研修会 運営委員会
２月６・７日 土日 国立女性教育会館 県スポーツ指導者研修会（スポ科講演：松尾薫氏：戸苅／パネル：スポーツ事故：宮内・塩野・森・谷塚）
２月７日 日 平成国際大学 第１７回コーチングセミナー（中学部活動バレーボールを主として［松永］）
２月２３日 火 さいたま共済 第３回科学専門部会
２月２５日 木 さいたま共済 第３回医学専門部会
２／２５～２８ 北海道（札幌） 第６５回スキー国体≪塩野≫
３月２日 火 さいたま共済 第４回コーチング部会
３月４日 木 さいたま共済 第２回顧問医・トレーナー・競技団体合同研修会
３月６日 土 日体協 スポーツドクター代表者協議会（小林）
３月７日 日 県立スポーツ研修C バスケットボール競技（MC・体力測定・スポーツ心理・スポーツ栄養）
３月１０日 水 さいたま共済 第２回スポーツ科学委員会
３月２６日 金 さいたま共済 第２回３専門部会連絡会議

平成２１年度 スポーツ科学委員会事業報告
テーマ【選手強化・生涯スポーツの推進】
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月 日 曜 会 場 内 容

４月９日 金 さいたま共済会館 第１回選手強化常任委員会
４月１３日 火 さいたま共済会館 委員長・３専門部正副部会長会議
５月１１日 火 県立スポーツ研修C 第１回選手強化対策委員会
５月２７日 木 浦和コミセン第１集会室 第１回アンチ・ドーピング小委員会
６月８日 火 浦和コミセン第７集会室 第１回科学専門部会
６月８日 火 浦和コミセン第７集会室 第１回コーチング専門部会
６月１０日 木 浦和コミセン第１１集会室 第１回医学専門部会
６月１８日 金 浦和コミセン第６集会室 第１回スポーツ科学委員会
６月２４日 木 浦和コミセン第６集会室 第１回３専門部会連絡会議
７月６日 火 県立スポーツ研修C アンチ・ドーピング教育・啓発講習（コーチ研修会）
７月 未定 ホームページ小委員会
７月１２日 月 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：小林）
７月１５日 木 浦和コミセン第５集会室 第１回医・ト・競合同研修会 運営委員会
７月２３日 金 浦和コミセン第８集会室 第２回アンチ・ドーピング小委員会
８／２０～２２ 群馬県下 第６５回国体関東ブロック大会（中心会期）
８月３０日 月 自治会館４Fホール 第６５回国体選手選考会議・監督会議（アンチドーピング講習）
８月３０日 月 自治会館４Fホール アンチ・ドーピング競技会外検査対象者レク
８月３１日 火 未定 第２回コーチング専門部会
９月初旬 未定 第１回顧問医・トレーナー・競技団体合同研修会
９月初旬 未定 第３回アンチ・ドーピング小委員会
９／８～１７ 千葉県（習志野） 国体会期前競技会（水泳）
９月１５日 水 埼玉会館大ホール 第６５回国民体育大会結団式・壮行会（アンチドーピング講習）
９月１５日 水 埼玉会館大ホール アンチ・ドーピング競技会外検査対象者レク
９／２１～２３ 千葉県（成田） 国体会期前競技会（ゴルフ）
９月２４日 金 千葉県下 ドクターズ・ミーティング

９月２５日～
１０月５日

土
千葉県下 第６５回国民体育大会（本部帯同・医学サポートスタッフ派遣）

火
１０月下旬～ さいたま共済会館 科学・医学・コーチング 各部会の開催
１０月以降 日 県立スポーツ研修C ３競技のMC・体力測定・スポーツ栄養・スポーツ心理トータルサポート
１２月初旬 さいたま共済会館 委員長・３専門部正副部会長会議
１２月１５日 水 自治会館４Fホール 第３回選手強化常任委員会
１２月下旬 さいたま共済会館 パネルディカッション パネリスト打合せ
２０１１年
１月１２日 水 さいたま共済会館 第３回選手強化対策委員会
１月中旬 さいたま共済会館 第２回医・ト・競合同研修会 運営委員会
１月下旬 青森県（八戸） 第６６回国体冬季スケート・アイスホッケー競技会（帯同）
２月中旬 さいたま共済会館 科学・医学・コーチング 各部会の開催
２月中旬 秋田県（鹿角） 第６６回国体冬季スキー競技会（帯同）
２月下旬 さいたま共済会館 第２回顧問医・トレーナー・競技団体合同研修会
３月５／６ 土日 国立女性教育会館 埼玉県スポーツ指導者研修会（講演会・パネル）
３月初旬 さいたま共済会館 第４回アンチ・ドーピング小委員会
３月初旬 さいたま共済会館 第２回スポーツ科学委員会
３月初旬 土 日本体育協会 スポーツドクター協議会
３月下旬 さいたま共済会館 第２回３専門部会連絡会議

平成２２年度 スポーツ科学委員会事業計画
テーマ【選手強化・生涯スポーツの推進】

★体力測定種目：・体操（５年目）・バスケット（３年目）・他１競技【スポ研事情で年内に３競技実施】
★コーチングセミナー
☆VICTORY SUMMIT の復活
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（財）埼玉県体育協会スポーツ科学委員会平成２１年度活動について

（財）埼玉県体育協会スポーツ科学委員会

委員長 宮内 孝知

私が委員長をお引き受けして２期４年目となった

平成２１年度の（財）埼玉県体育協会スポーツ科学委

員会の活動は、活動テーマに掲げられた『選手強化

・生涯スポーツの推進』に沿って、科学専門部会、

医学専門部会、コーチング専門部会それぞれが、例

年同様に活発な活動を展開したと言えよう。しかし

ながら、計画を粛々と実施する一方、結果として新

たな事業展開がなされなかったとも総括できる。そ

の中にあって、前年度から引き継いだ新公益法人化

に伴う「スポーツ科学委員会規程」の見直しが、科

学専門部会を中心としてなされたことは特記できよ

う。これまで曖昧であった諸会議とその運営方法に

ついて再規定し、埼玉県体育協会における科学委員

会の位置づけを明確にした。

各専門部会の２１年度の活動は、各専門部会長の報

告に委ねることにし、ここでは科学委員会全体の活

動報告をさせていただく。

スポーツ科学委員会設立２１年目を迎えた本委員会

の活動は、例年通り４月の委員長・３専門部会正副

部会長会議において、本年度の活動テーマを前年に

引き続き『選手強化・生涯スポーツの振興』とする

ことにし、それに沿った各専門部会の活動方針を検

討することからスタートした。

この会議では、その活動テーマに沿った具体的な活

動のあり方、行事等のおおよその日程を例年通りと

することが確認され、６月初旬の各専門部会で具体

的な活動方針を議論していただき、第１回科学委員

会総会（規程の見直しにより、総会を「３専門部会

連絡会議」と変更することとした。以後この名称を

用いる。）で報告していただくこととした。

総会の決定として、会議は、科学委員会全体とし

ては、科学委員会及び３専門部会合同会議、委員長

・３専門部正副部会長会議をそれぞれ年２回、各専

門部会は年２～３回の部会、更に選手強化対策委員

会、スポーツドクター小委員会、アンチ・ドーピン

グ小委員会等の開催が決定された。また、アンチ・

ドーピング教育・啓発講習会、顧問医・トレーナー

・競技団体合同研修会等の開催が年次事業として盛

り込まれた。

科学部会は選手強化の一環としての体力測定、栄

養指導、心理サポート活動が中心的に展開された。

その中で、選手に対するフィードバックのあり方に

ついて検討がなされている。医学専門部会は上述の

各小委員会やその主催による研修会・講習会の開催、

また国民体育大会へのドクターの帯同等積極的な活

動がなされた。コーチング部会はコーチングセミナ

ーの開催、指導者研修会の開催等の活動が主なもの

としてあげられる。また、３専門部会の連携の下に

行われている埼玉県スポーツ指導者研修会は、前年

に引き続いて「スポーツにおけるリスクマネージメ

ント」をテーマとして開催された。

平成２１年度の反省として、科学委員会が『選手強

化』とともに掲げるテーマ『生涯スポーツの推進』

についての活動が少なかったことが挙げられる。こ

のことはここ数年の懸案であるが、平成２１年度も改

善されたとは言えない状況にある。しかしながら、

科学専門部会では『生涯スポーツ』の定義や意義付

けに関する議論もなされており、成果としては表面

には出ていないものの、水面下では一歩踏み出せた

のではないかと確信している。科学委員会として『選

手強化』は当然のことながら、この生涯スポーツの

推進についても、積極的に取り組まねばならないこ

とは言うまでもない。

他にも、「ホームページの活用」、それと関わる

「科学委員会の広報」等、残された課題が多く見受

けられる。これらを平成２２年度の活動課題としたい。

平成２１年度も、科学委員会委員、専門部会長をは

じめとする部会員の絶大なるご指導・ご協力のお陰

で、例年に劣らぬ活動が展開されたことを共に喜び、

感謝し、２２年度のさらなる発展を期したい。
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平成２１年度スポーツ科学専門部会報告

スポーツ科学専門部会 吉田 博幸

本年度は専門部会を３回開催した。第１回は平成

２１年６月９日（火）で、議事は�平成２１年度事業の

確認、�MC・体力測定について、�体力測定項目

の一元化再構築について、�倫理委員会について、

�生涯スポーツ振興事業について、�科学委員会規

定の見直しについて、�その他であった。第２回は

平成２１年１０月２０日（火）で、�MC・体力測定につ

いて、�体力測定項目検討会議報告について、�生

涯スポーツ振興事業について、�スポーツ科学委員

会・スポーツ科学専門部会規程について、�その他

が議事であった。第３回は平成２２年２月２３日（火）

で、�MC・体力測定について、�スポーツ科学委

員会規程について、�委員改選について、�委員会

・３専門部合同会議への提案事項について、�その

他であった。

体力測定については、本年度は体操、アーチェリ

ー、バスケットボールの３種目で昨年と同様であっ

た。体操は４年目の測定で、３年間を一つの区切り

にしている測定が２周目に入ったことになる。指導

者の希望であったので、本事業の重要性を理解して

いただいた結果だと考えている。しかし、MC・体

力測定のやり方（測定項目や測定方法）をこの１０年

変えていないことと、将来測定場所が現在のスポー

ツ研修センターから別の場所に変更となる可能性が

高いので、全面的に見直さなければいけなくなった。

具体的にはワーキンググループを作って話し合い、

新しい種目の測定から新しいやり方を適用すること

となった。今年度は測定結果のフィードバックのみ

を変更した。これまでは、MCのデータを待ってか

ら両方を同時に指導者と選手に戻していたが、今年

から別々にフィードバックすることとなった。その

結果、体力測定結果を測定修了直後に渡すことがで

きるようになり、選手たちの理解の度合いが増した

と考えられる。同時に行っている食習慣の調査およ

びスポーツ心理学に関する講習も例年通りで、選手

に対するトータルサポートは順調に進んでいると言

える。

生涯スポーツ振興事業については昨年からの継続

審議であるが、スポーツ科学委員会として「生涯ス

ポーツ」をどのようにとらえているのかということ

が問題となった。基本的には、非常に広い意味でと

らえるべきと考えられるが、スポーツ科学専門部会

だけで行う事業ではないので、親委員会や全体会議

の場で話し合う必要がある。来年度も引き続き話し

合いがもたれるが、どのような事業が可能であるか、

そろそろ具体的な案を出していきたい。

スポーツ科学委員会規程およびスポーツ科学専門

部会規程については、たたき台となる案が示され、

内容について検討した。１年をかけて話し合ってき

たが、毎回少しずつ修正が加えられた。スポーツ科

学専門部会から一通り意見が出された後、正副部会

長会議や親委員会でさらに検討して正式なものがで

きあがった。

この他には、３部会で協力して落雷事故対策マニ

ュアルを作成した。知識があれば防ぐことができる

落雷事故であるが、これまで同様のものがなかった

ので、今後すべての競技団体でぜひ活用していただ

きたい。

以上のように、例年継続している事業に新しい事

業を少しずつ加えながらスポーツ科学専門部会の活

動を行っている。概ね良い方向に進んでいると思う

が、新しい部会員も増えたので、これからは、これ

までとは違う新たな観点から事業を展開していきた

いと考えている。
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平成２１年度医学専門部会報告

医学専門部会 小林 正幸

平成２１年度の医学専門部会の活動は例年と同じく、

�アンチ・ドーピング小委員会 �顧問医・トレー

ナー小委員会 �国体帯同医師派遣 �メディカル

チェック小委員会 である。

１） アンチ・ドーピング小委員会活動

今年度は５月と７月に委員会を開催した。また５

回の選手、監督、指導者への啓発活動を行った。

平成１５年の第５８回静岡国体から導入されたドーピ

ング検査は年を経る毎にその検体数が増加している。

なかでも平成１８年の第６１回兵庫国体から、各県体育

協会で推薦した少年選手（将来日本を代表するであ

ろう有望選手）の競技会外検査が導入された。本県

で本年度も競技外検査対象となる少年を選出した。

その選出された高校生５名の選手には、指導者と一

緒にドーピング検査について理解してもらうため、

JADA作成のDVDを使い具体的に検査の方法や注

意点などについて説明する機会を設けた。

ちなみに、本県では競技会外検査対象者５名のう

ち１名が、更には競技会検査で５名、合計６名がド

ーピング検査を受けたが、結果は全員が「陰性」で

あった。

また、ドーピング禁止薬に関する問合せの詳細は

大山委員からの報告を参照されたい。

２）顧問医・トレーナー小委員会活動

詳細は関委員、溝口運営委員の報告に。

３）国体帯同医師・医学サポートスタッフ派遣に

ついて

今年度の第６４回新潟国体では９月２６日から１０月６

日まで１１日間の会期を３分割して３人の医師が本部

に帯同した。この他にも１５競技団体（昨年１０競技団

体）に１７名（昨年１２名）の医師あるいはトレーナー

が帯同した。

例年、開会式前日には全国の帯同医師のドクター

ズミーティングが開催される。今年度は本部役員を

含め２人が出席した。前年開催の大分県から救護実

績の報告、新潟県からは今国体の体制の紹介があっ

た。レクチャーは今年もアンチ・ドーピングに関す

るもので、国体でのドーピングコントロールへの取

り組みの重さが伺われた。

４）メディカルチェック小委員会の活動

詳細は清水委員からの報告に委ねます。

５）その他

スポーツ科学委員会規程案・専門部会規程案を医

学専門部会の立場で検討した。

本部会はその他の科学専門部会、コーチング専門

部会との協力の下に、本年度も事業計画を積極的に

行なうことが出来たと考える。

委員の皆様のこの一年間のご苦労に感謝し、次年

度もご協力を宜しくお願いし、医学専門部会報告と

します。
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平成２１年度 コーチング専門部会

コーチング専門部会 部会長 青葉 昌幸

平成２１年度の埼玉スポーツは、世界水泳金メダル

の古賀淳也選手（早稲田大学）熊谷市出身（春日部

共栄高校卒）の話題でスタートし、新潟で開催され

た国民体育大会では、男女総合成績（天皇杯）４位、

女子総合成績（皇后杯）７位となり、８年連続続い

た天皇杯第３位以内を達成することはできなかった

が、男子プロゴルフ石川 遼選手（松伏町出身）

が史上初となる１０代賞金王に輝き、年が明けて１月

２日、３日の箱根駅伝は、山上りの柏原選手で東洋

大学が２連覇を達成。

最後には、春日部市出身（花咲徳栄高校卒）、内

山高志選手の世界ボクシング、スーパーフェザー級

世界チャンピオンの誕生でした。

どの話題も、私たちに多くの感動とスポーツに取

り組む様々な味わいにのめり込むことのできた１年

でした。

そんな中、平成２１年度のコーチング部会は埼玉県

スポーツ振興の基、競技力の向上（選手強化）をテ

ーマに平成２１年６月、９月、１０月、平成２２年２月の

４回にわたり専門部会を行い、特に下記の事業活動

を実施した。

※ 従来の事業の中で、ビクトリーサミットは大

塚製薬さんの協賛がいただけず実施できなか

ったのは、今まで成果を挙げてきたので非常

に残念であった。

※ 埼玉県スポーツ指導者研修会スポーツ科学講

演会

『トップアスリートへの道』は国立女性教育

会館で戸苅晴彦委員司会のもと、松尾薫氏に

講演をいただいた。

※ コーチングセミナー

第１７回コーチングセミナーとして、バレーボ

ールを取り上げ、松永 敏先生を中心に平成

国際大学で実施。松永先生から詳しい執筆報

告があると思いますが、有意義なコーチング

セミナーだったと聞いている。

なお、今後国が示すスポーツ基本法に向け、埼玉

スポーツのあり方に期待します。

終わりに、私事になりますが、記念すべき発会以

来２２年間の有意義な活動に携われたことを改めて深

く感謝申し上げます。

今後は、スポーツ大好き人間として新しい課題に

向け、チャレンジしていきますので、今後ともご交

誼の程よろしくお願いいたします。
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アンチ・ドーピング小委員会報告

１ 事業実施報告

� 施日 平成２１年４月１日～平成２２年３月３１日

� 実施内容

イ アンチ・ドーピング小委員会開催

（５／２８，７／２４・・・年２回）

ロ 選手・監督等の教育・啓発

ａ：コーチ研修会での啓発講習 ⇒膳亀昭三

ｂ：インターハイ結団式 ⇒小林正幸

ｃ：国体選手選考会議・監督会議・・監督・

役員に対し啓発講習 ⇒小林正幸

ｄ：国体選手団結団式 ・・・監督・強化関

係者に対し啓発講習

⇒大山 昭・小林正幸

ｅ：国体競技外対象選手・・・選手・監督に

対し啓発講習 ⇒大山 昭・小林正幸

� 実施場所

イ さいたま共済会館

ロ ａ 県立スポーツ研修センター

ｂ 埼玉会館

ｃ 自治会館

ｄ 埼玉会館

ｅ 埼玉会館

� 対象者

イ アンチ・ドーピング小委員会委員

ロ 各競技団体コーチ資格者

県体育協会：競技団体理事長・強化委員長

・種目別監督・選手／本部役

員

２ 成果に関する報告

イ 今年度計２回のアンチ・ドーピング小委員会

を開催した。例年３回開催していましたが、今

年度は２回の開催に終わってしまった。しかし

その活動内容は例年と変わりなく、アンチ・ド

ーピングの教育・啓発に力を入れた。講習会や

研修会と各会議におけるアンチ・ドーピング教

育・啓発においては各競技団体関係者ばかりで

なく、選手各々にも浸透してきていると感じら

れるようになった。

ロ 今年度も各種競技団体のコーチ・指導者の立

場に立つ者へのアンチ・ドーピング啓発を実施

した。

又、国体埼玉県選手団、競技団体関係者には

昨年に引き続いて講習を実施すると共に指導者

・選手自身への問題提起も行なった。新潟国体

でも、登録された競技会外検査対象者に大会期

間中に検査が実施された。本県では本年度も５

名の選手を登録、その５名に対し指導者と共に

教育啓発を行なった。今年度も昨年同様に１名

（柔道・女性）が本大会で検査を受けたが陰性、

その他競技会検査でも５名（少年１名、成年４

名）が検査対象となったが全員陰性で、県選手

団からは今年度も陽性者を出していない。

来年度も機会を捉え、積極的にアンチ・ドー

ピングの啓発活動をしたいと考えている。

文責 小林 正幸（毛呂病院、アンチ・ドーピング

小委員会委員長）
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顧問医制度・トレーナー小委員会活動報告

医学専門部会 関 純

平成２１年度第１回顧問医・トレーナー・競技団体

合同研修会は９月１７日、さいたま共済会館で行われ

ました。

まず始めに、いつも協賛をいただいている大塚製

薬さんよりカロリーメイトについて、主に朝食欠食

例との比較についてのお話がありました。

次に第１回目の埼玉県体育協会登録トレーナーの

認定式があり、今回１５名のトレーナーが登録され、

そのうち６名が参加しました。

小林医学専門部会長より認定書が渡されました。

これから毎年この研修会で認定式を行うことになり

ました。

今回の講演は今夏にシンクロナイズドスイミング

の世界大会があったことから『水泳の国際大会にお

ける医療体制…トレーナーの立場より…』という演

題で桐蔭横浜大学スポーツ健康政策部スポーツテク

ノロジー学科教授の加藤知生先生にお話いただきま

した。

水泳競技においては水着素材の変化が進み、レー

ザーレーサーという水着を実際に持ってきていただ

き見せてもらいました。この水着は水着に体を合わ

せるために女性の胸が締め付け過ぎたり、男性のシ

ンボルが痛くなるなどという意見があったそうです。

水泳競技のトレーナー帯同種目は、競泳・飛込み

・シンクロナイズドスイミング・水球・オープンウ

ォーターなどがあり、トレーナー活動の役割、仕事

についての説明がありました。水泳競技は大きな大

会以外、ドクターは帯同せず、トレーナーのみの帯

同となっているそうです。

講演後には会場より質問もあり、活発な意見交換

がなされました。

最後に埼玉県アスレティックリハビリテーション

研究会から案内があり、第１回の研修会は終了とな

りました。

第２回顧問医・トレーナー・競技団体合同研修会

は３月４日、さいたま共済会館で行われました。

講演は『リスクマネージメント…落雷事故対策

…』という演題で埼玉県スポーツ科学委員会委員の

塩野潔先生にお話をいただきました。

落雷が起こりうる屋外スポーツでは大会前にあら

かじめ対策を決めておくことが大切であり、最終責

任者を決めておくこと、中止になった時に備えて余

裕のある日程をたてること、情報の収集などが必要

であるそうです。

埼玉県サッカー協会では１９９８年に落雷事故対策マ

ニュアルを作成し、今回その改訂版を作成したそう

です。それから、落雷の予想、雷からの避難、落雷

による死亡と死因、落雷時の応急処置についてのお

話がありました。

この講演の中で、身体につけている金属の有無は、

落雷には無関係ということが分かりました。以前に

私が Jリーグの試合において雷が鳴っているので主

審に『選手の指輪とネックレスをはずした方が良い

のでは…』と進言したことがあり、これは大きな過

ちであったことが判り恥ずかしくなってしまいまし

た。

講演後、自転車競技連盟、ボート協会の関係者よ

り質問があり、屋外競技関係の方には非常にために

なった講演でした。

その後、協賛をいただいている大塚製薬さんより、

熱中症についての情報提供があり、ガイドブックも

配布されました。

最後に埼玉県体育協会登録トレーナー活動報告書

についてのお話が溝口運営委員からあり、第２回の

研修会も無事に終了となりました。

今年度の２回の研修会では、トレーナーの方々の

出席が多く、競技団体関係者、ドクターの出席が少

ない傾向がありました。

今後は競技団体関係者やドクターにも興味のある

講演をすべく、運営委員会も努力していこうと思い

ます。
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トレーナー小委員会の活動報告

埼玉県体育協会スポーツ科学委員会

医学専門部会トレーナー小委員会 溝口 秀雪

トレーナー小委員会は、平成１４年にスポーツ科学

委員会医学専門部会の下部組織として発足し、「彩

の国まごころ国体」（平成１６年度開催）でのトレー

ナーサポート等、各競技団体や中学・高校等との連

携を図りながらトレーナー活動をおこなってまいり

ました。

現在、埼玉県体育協会の医学サポートスタッフ派

遣事業により、陸上、水泳、ソフトテニス、ウエイ

トリフティング、バドミントン、バレーボール、レ

スリング、バスケットボールなどの各競技団体にト

レーナーを派遣しております。

トレーナー小委員会の活動として、各研修会への

参加やスポーツ現場での活動を益々充実させるため、

平成１９年度には「トレーナー小委員会規程」をもう

け、各研修会への参加やスポーツ現場での活動を

益々充実させるため、新たにメンバーを募り活動し

ております。

平成２０年度より「登録トレーナー制度」を設け、

小委員会のメンバーで研修会への参加やスポーツ現

場での活動や協力が著明な方 １々５名が、平成２１年度

に「登録トレーナー」として認定されました。

登録トレーナーやトレーナー小委員会のメンバー

の方々には、埼玉県下の競技団体、学校及びスポー

ツ選手の競技力向上に寄与し監督、コーチとの連携

及び顧問医と連携、協力し、より一層の活動をお願

いいたします。

また、平成２２年度も新たに「登録トレーナー」を

認定していきますので、競技力向上にご協力いただ

き埼玉県下においてますますご活躍ください。

この他、スポーツ指導者連絡会議・関東ブロック

会議が、平成２１年６月２６日（金）・２７日（土）に、

埼玉県スポーツ指導者協議会が主管となり「さいた

ま共済会館」で開催されました。

日本体育協会より副会長の監物永三氏をお招きし、

埼玉県体育協会専務理事で埼玉県スポーツ指導者協

議会会長の三戸一嘉氏の歓迎のご挨拶に始まり２日

間にわたり会議や研修会が開催され、活発な意見交

換がおこなわれました。

日本体育協会公認アスレティックトレーナー（以

下AT）も各県 AT代表者により会議が開催され、

各都道府県のATや AT協議会での活動状況等につ

いて報告がありました。

埼玉県での、トレーナー小委員会の活動や登録ト

レーナー制度、埼玉県AT協議会の活動について、

報告いたしました。

日本体育協会公認アスレティックトレーナーも平

成２２年４月現在、全国で１，３５６名、その内、埼玉県

では９０名が登録されており、東京都２６１名、神奈川

県１７０名、千葉県１１０名、大阪府１００名に次ぐ登録数

となっております。

今後共、医学専門部会トレーナー小委員会、埼玉

県アスレティックトレーナー協議会の活動に対し、

埼玉県体育協会、スポーツ科学委員会、各競技団体、

高等学校体育連盟等、各関係機関の皆様方のご指導、

ご鞭撻、ご協力の程よろしくお願い申し上げます。

平成２１年度認定された「登録トレーナー」

長畑 芳仁、樺沢 圭一、畑中 仁堂、長瀬エリカ、

遠藤 浩士、安藤 心兵、廻谷 滋、

岩下淳一郎、加藤 徳也、走尾 潤、金井 英樹、

岡田 眞弘、塩� 広慈、山本 清次、溝口 秀雪

（順不同、敬称略）

今後ますますのご活躍を祈念いたしております。
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ドーピング禁止薬に関する問い合わせ一覧
平成２１年４月１日～平成２２年３月３１日

●水泳：少年女子（８／４） オノンカプセル…………………………………○

アプラチン錠……………………………………○

●水泳：少年男子（８／１１） キプレス錠………………………………………○

リノコート………………………………………○

●水泳：少年女子（８／１１） オノンカプセル…………………………………○

アプラチン錠……………………………………○

●水泳：少年女子（８／１１） オパイリン錠……………………………………○

ビブラマイシン錠………………………………○

●体操：少年男子（８／１２） アミノバイタル…………………………………○

●空手：成年女子（８／１７） キプレス錠………………………………………○

アレルオフ錠……………………………………○

レスプレン錠……………………………………○

アントブロン錠…………………………………○

●水泳：少年女子（８／１８） アレジオン錠……………………………………○

●ソフトテニス：少年男子（８／２０） アミノバイタルプロ……………………………○

●ソフトテニス：少年男子（８／２０） スットノーズ……………………………………○

●水泳：少年男子（８／２５） サルタノールインヘラー………………………×

フルタイド吸入…………………………………○

●サッカー：成年男子（８／２８） ツムラ小柴胡湯加桔梗石膏……………………○

●クレー射撃：成年男子（９／３） カルネート錠……………………………………○

ベザスター SR錠 ………………………………○

アロリン錠………………………………………○
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●水泳：少年男子（９／１１）

カロナール錠……………………………………○

タミフルカプセル………………………………○

マーズレン S顆粒 ……………………………○

トクレススパンスールカプセル………………○

フロモックス錠…………………………………○

集計結果

問い合わせ件数…………１３件 ８月…………１１件

９月…………２件

延べ薬剤数………………２７剤 医家向医薬品………２４剤

OTC………………１剤

サプリメント……２剤

禁止薬物…………………１剤

過去の実績

回 件 数 剤 数 禁止薬物

第５９回埼玉 １０８ １８４ ４１

第６０回岡山 ８ ２０ ２

第６１回兵庫 ７ ３１ ７

第６２回秋田 ８ ２０ ０

第６３回大分 ２１ ６５ ８

第６４回新潟 １３ ２７ １

禁止薬物名

サルタノールインヘラー……β２作用薬の吸入剤。β２作用薬は禁止薬物となっているため。

以上、報告

アンチ・ドーピング小委員会 大山 昭

－ 11 －



平成２１年度 フィットネスチェック

スポーツ医学専門部会

スポーツ科学専門部会

体力測定小委員会

今年度の対象は、体操選手（男子２０名）、アーチ

ェリー選手（男子１２名、女子２名）およびバスケッ

ト選手（男子１０名）であった。体操選手は４年目、

アーチェリー選手は３年目、バスケット選手は２年

目の測定であった。体操選手は、２００９年１２月２０日、

アーチェリー選手は、２０１０年１月２４日、バスケット

選手は、２０１０年３月７日に実施した。

昨年度よりスポーツ科学専門部会において体力測

定の測定項目の見直しを検討してきたが、当面継続

して実施している競技団体に対しては、例年通りの

項目で実施し、今後新たに始まる競技団体に対して

は、新しい項目で実施することとなった。従って、

今年度対象の団体は、全て例年通りの項目で実施し

た。バスケット選手が、学校行事により急きょ参加

できない者が数名いた。また、アーチェリー競技は

指導者からの要望により握力と背筋力を追加して実

施した。測定当日に選手や指導者から本活動に対す

る意見および要望を聞くことも重要な活動であろう。

測定したデータは、選手がそのデータに興味を示

している時にフィードバックすることが望ましい。

そのため、測定当日に手書きの測定用紙のコピーを

渡して、選手から質問があった場合には、その都度

答えるようにした。後日、下記に示すフィードバッ

ク資料を作成し、まとめてコーチに郵送した。フィ

ードバック資料には、参照値として自身の前回値（前

回測定した者）とその競技に相当するナショナルチ

ームの平均値を載せた。一覧表には、今回の埼玉県

選手と比較し、顕著に違いのある項目に網掛けをし

た。体操選手は、全く同様の機器で測定しているに

も関わらず、ナショナルチームと比較し、跳躍能力

に１０cmほどの差があった（昨年同様）。体操のナ

ショナルチームの選手たちが、いつこの跳躍能力を

身につけたのか、そもそも高い跳躍能力をもった選

手たちが、ナショナルチームに入っているのか、埼

玉県選手たちは、どうすればこの高い跳躍能力を身

につけることが出来るのか、興味深いところである。

この点に関しては、コーチとも直接ディスカッショ

ンすることができた。コーチも日々の指導の中で同

様のことを感じており、データとして示されたこと

に共感していた。競技力向上のためには、このよう

なデータが得られた後にどのようにしてトレーニン

グプログラムへ落としこむか思考することが重要で

あることは言うまでもない。そのためには、コーチ

と良好な関係を継続して築いていくことが重要であ

ろう。

フィードバック資料
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スポーツ科学専門部会が実施しているフィットネスチェックは、一般に競技選手として必要であろう項目

を実施している。アーチェリー競技から、握力、背筋力の測定依頼があったように、競技によってはもっと

適した項目があろう。この点に関しては、競技にとって重要な項目を精査し、実施し得る項目を洗い出すこ

とも必要である。また、昨年の報告書にも書いたが、フィットネスチェックを競技力向上に役立てるために

は、少なくとも年に数回は実施すべきである。その点からすると、所属先での実施も視野に入れたフィール

ドテストも併用した方法を模索すべきであり、このことは現在のスポーツ科学専門部会での課題でもある。

氏名 身長 体重 前腕右 前腕左 上腕右 上腕左 大腿右 大腿左 下腿右 下腿左 腹囲 体脂肪率

単位 cm kg cm cm cm cm cm cm cm cm cm ％

埼玉体操 １６３．９ ５６．８ ２６．２ ２５．９ ２９．４ ２９．２ ４９．０ ４８．９ ３４．８ ３４．９ ６８．９ ９．７

日本代表 １６６．０ ６１．９ ２６．４ ２６．７ ３２．３ ３２．６ ４８．７ ４８．８ ３４．９ ３５．１ ７１．８ ４．９

埼玉アーチェリー男子 １６７．２ ５７．８ ２５．０ ２４．３ ２５．８ ２５．１ ５１．４ ５０．７ ３６．０ ３５．７ ７０．０ １２．１

埼玉アーチェリー女子 １５８．７ ５０．４ ２２．１ ２１．５ ２３．４ ２３．７ ５３．１ ５２．９ ３３．８ ３３．７ ６７．３ １７．１

日本代表男子 １７２．９ ６４．４ ２５．１ ２５．０ ２７．２ ２７．９ ５１．８ ５２．０ ３６．６ ３６．９ ７７．１ １４．４

日本代表女子 １６５．１ ６０．２ ２２．９ ２２．９ ２７．０ ２７．８ ５２．９ ５２．５ ３７．３ ３７．４ ７９．９ ２３．７

埼玉バスケ男子 １８２．８ ７３．０ ２６．５ ２６．１ ２８．３ ２８．５ ５６．８ ５６．５ ３８．６ ３８．６ ７５．９ ９．６

日本代表 １９２．２ ８６．３ ２７．１ ２７．０ ３１．４ ３１．６ ５８．９ ５８．９ ４１．８ ４２．１ ８７．３ １０．６

氏名 ピークVo２ 自転車パワー SJ CMJ 長座体前屈 全身反応 等速脚６０伸展（右） 等速脚６０伸展（左） 等速脚６０屈曲（右） 等速脚６０屈曲（左）

単位 ml/min/kg w/kg cm cm cm ms Nm Nm Nm Nm

埼玉体操 ５２．０ １２．９ ３２．４ ３７．０ ５５．７ ３１８．５ １４６．４ １４３．７ ８０．１ ７６．６

日本代表 １３．７ ４６．０ １８６．１ １８６．１ １０２．２ １０２．２

埼玉アーチェリー男子 ５５．８ １２．５ ３２．７ ３７．１ ３８．８ ３３９．１ １３３．６ １３０．７ ６７．２ ５８．２

埼玉アーチェリー女子 ３８．２ ８．９ ２３．０ ２４．８ ４１．２ ２９６．２ １２０．６ １１６．５ ５２．６ ４９．６

日本代表男子

日本代表女子

埼玉バスケ男子 ６１．４ １３．０ ３７．６ ４０．７ ４３．８ ３７３．５ １７８．０ １５９．１ ９８．４ ８４．６

日本代表 ５６．１ ６４．１

表１ 形態および体脂肪率の結果

表２ 運動機能に関する測定結果

SJ：スクワットジャンプ CMJ：カウンタームブメントジャンプ
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平成２１年度メディカルチェック

寄居町 清水クリニック 清水 和彦

平成２１年度メディカルチェックは、①国体候補選

手の問診票チェックと②３競技団体を対象の体力測

定とともに実施された。

① 国体候補選手の問診票チェック

候補選手本人の申告から既往歴・記載時の体調・

常用薬・サプリメント等の現況の確認をした。

競技に影響を及ぼしそうな深刻な体調不良の選手

はいなかった。しかしドーピングが厳しくなった気

管支喘息の治療薬 β刺激薬吸入とステロイド吸入

薬使用中の選手が数名いた。事前申告と使用の厳重

な管理が求められる。

問診票チェックは各競技団体と選手個人にフィー

ドバックされた。

②３競技団体メディカルチェック

１２月２０日、体操（２１名）、１月２４日、アーチェリ

ー（１４名）、３月７日、バスケットボール（１０名）

の３競技団体に対し埼玉県立スポーツ研修センター

（上尾市）において実施された。

整形外科検診では選手の骨格・関節・筋肉の理学

的検診が行われ、問診票や選手からの質問にも応じ

た。体操選手のうち１名は腰痛のためトレッドミル

を回避した。

内科検診は血液・尿検・胸部レントゲン・呼吸機

能・安静時心電図・および負荷心電図を実施した。

［体操］ 整形外科検診は萎沢利行先生が担当され

た。膝オスグッド２名・腰椎分離症２名・シンスプ

リント２名であった。内科検診で貧血３名・al-p 高

値４名・CPK高値５名であり筋肉や骨に対して打

撲等の負荷がかなり大きい競技であることが示唆さ

れた。休養と身体の回復が必要である。負荷心電図

は、１名が運動負荷終了直後に突然高度洞性徐脈を

呈し、上室性期外収縮頻発となった。原因としては、

副交感神経の過剰反応が示唆された。自覚症状は軽

微であったが、日ごろの練習や大会時におけるウォ

ーミングアップとクーリングダウンが重要であろう。

［アーチェリー］ 整形外科検診は関純先生が担当

された。軽度の柔軟性低下を８名が呈した。内科検

診でCPK高値１名・尿酸高値２名いた。貧血や al-

p 高値・安静時心電図に異常を認めなかった。問診

にて普段のランニング時に胸部不快感を訴えた選手

が１名いた。この選手の負荷心電図では、負荷量増

加とともに上室性期外収縮が出現し頻発となり普段

と同じ胸部不快症状を呈した。負荷後安静２分程度

で不整脈は消失し症状も消えた。負荷陽性で、今後

のトレーニングの方法につき指導者と綿密な検討を

要す。

［まとめ］ 競技内容の違いによる採決データの相

違は極めて大きい。そのため、各競技種目別に身体

に対する負荷の過剰状態を細かくフォローする必要

がある。（体操競技における al-p 値・CPK値が示

す筋肉や骨に対する打撲等の負荷の回復のチェッ

ク。）アーチェリーは、普段ランニングを必要とし

ない競技内容のためか、運動負荷はかなり辛そうで

あった。同一運動負荷プログラムで違いが鮮明とな

る。ランニング能力と柔軟性の向上が求められる。
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平成２１年度 埼玉県代表高校生選手の栄養・食生活調査結果概要
― アーチェリー選手 ―

財団法人埼玉県体育協会 スポーツ科学委員会 スポーツ科学専門部会

井上久美子１），亀井明子２），富松理恵子３），稲山貴代４）

所属 １）十文字学園女子大学，２）国立スポーツ科学センター，３）女子栄養大学，４）首都大学東京

緒言

スポーツ選手にとって、健康や体力の維持・増進

のみならず、競技特性にみあった体づくり、スタミ

ナづくり、日々のトレーニングやパフォーマンスの

発揮をささえるうえでも栄養・食生活が重要である

ことは言うまでもない。

埼玉県スポーツ科学委員会スポーツ科学専門部会

では、スポーツ医学専門部会と合同で、国民体育大

会埼玉県代表選手（候補含む）を対象に、メディカ

ルチェック、体力測定、栄養調査を実施している。

これは、県内有力選手として選出された高校生（各

種目１５名程度）を対象に、メディカルチェック、体

力測定、栄養状態および食生活状況に関する実態を

把握し、心理面でのサポートを含め、これらを指導

者および選手個々にフィードバックし、競技力向上

の一助とすることを目的としたものである。さらに、

数年時にわたり継続して行うことで、複数種目選手

のデータを収集することと合わせて、スポーツ競技

力向上の基礎データとして、埼玉県ひいては全国の

スポーツ選手の競技力向上に貢献することをめざし

ている。

平成２１年度、スポーツ科学専門部会の栄養担当者

が実施した栄養支援の内容は、以下の通りである。

・体操選手（４年次）：１年次の個別食事記録調

査とそのフィードバックに基づく２年次での栄

養教育の実施を受け、３年次に引き続き４年次

は、栄養教育効果の確認を含めた栄養・食生活

調査と栄養指導の実施

・アーチェリー選手（３年次）：１年次の栄養・

食生活調査をうけ、２年次には約１時間のコン

ビニでのバランスのとれた食品選択スキルの獲

得を目的とした学習支援型の栄養指導の実施。

３年次として、栄養教育効果の確認を含めた栄

養・食生活調査と、食事バランスガイドを用い

た栄養教育の実施

・バスケットボール男子選手（２年次）：２年次

という位置づけではあったが、実際の参加選手

の内１名以外は、今回が支援を受ける初回であ

ったため、食事バランスとスタミナに関する学

習型の栄養教育を４０分間実施

本報告では、アーチェリー代表選手を対象とした、

栄養・食生活の質問紙調査結果の概要を述べる。

方法

１．調査対象者と手続き

埼玉県高校アーチェリー選手１５名を対象と設定し

たが、平成２２年１月２４日（日）当日に、体調不良で

あった１名を除き、男子選手１２名（１年生６名、２

年生５名、３年生１名）、女子選手２名（２年生２

名）を最終対象者とした。「メディカルチェック、

体力測定、栄養調査」時に、質問紙を用いて栄養・

食生活調査を実施し、その後、全員を対象とした栄

養教育を実施した。調査の実施にあたっては、埼玉

県スポーツ科学委員会スポーツ科学専門部会にてそ

の内容や方法などの議論、承認を経て、メディカル

チェック、体力測定、栄養調査を含めた研究計画を

たて、財団法人埼玉県体育協会の倫理委員会にて審

議・了承を経て行った。なお、予め対象者には、本

調査の目的、内容、方法、社会的意義や有用性、得

られる成果について、研究参加離脱の自由も含め、

埼玉県体育協会事務局から文書／口頭にて説明を行

い、研究に対する十分な理解と参加の同意を得て、
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保護者の承認を含む同意書の提出を得られた者を対

象としている。

２．質問項目

調査方法は記名式の自記式質問紙調査である。調

査票の枠組みは、武見らによる「行動科学に基づく

栄養教育と支援的環境づくりによる地域住民の望ま

しい食習慣形成に関する研究」（研究班代表：武見

ゆかり、２００３年厚生労働省報告書）で用いられた理

論枠組みを参考に、健康観、食関連QOL、食行動

（食事づくり行動、食べる行動）、健康行動、生活

行動、食スキル、食態度、食知識、周囲からの支援

と食環境として作成した。調査の枠組みを表１に、

質問票の概要を付表に示した。

結果ならびに考察

対象者の基本属性を表２に示す。身長１６６．０±６．７

cm（男子のみ：１６７．２±６．５cm、平均±標準偏差）、

体重５６．１±８．９kg（男子のみ：５７．０±９．１kg）、BMI

２０．３±２．９kg／�（男子のみ：２０．４±３．０kg／�）、

平均の練習時間は平日２．８±０．８時間、休日４．５±１．７

時間であった。

QOLならびに不定愁訴を表３に示す。不定愁訴

は、疲労とストレスのいずれも、少々感じていると

いう回答比率が高かったものの、主観的な健康観な

らびに食関連QOLの高い集団であった。

生活行動や食に関わる行動を表４に示す。毎日体

重を測定する習慣のある選手はおらず、食情報交換

・活用行動も低かった。食生活に対して気をつける

ことに対する準備性も無関心期（気をつけるつもり

がない）が３６％、関心期（気をつけようとは思う）

が１４％、準備期（時々気をつけることはあるが継続

していない）が５０％で、準備性が低い集団であった。

選手として競技力向上をめざすためにも、体重管理

は体調管理の基本であり、毎日の体重測定は選手と

して当然実施すべき事項であることを教育する必要

がある。また、食行動を意識することの重要性を知

識として理解させ、明確な動機づけを伴った行動変

容を導くことが重要である。

食態度を表５に示す。栄養や食生活に対する配慮

は大切であると考えているのに対して、「栄養のバ

ランスを考えて食事をすること」「主食・主菜・副

菜のそろった食事をとること」「副菜を１日に２回

以上食べること」の３点、すなわち、量と質のバラ

ンスを整えた食事を自分でとれる自信は高くないこ

とがわかった。

食スキルならびに食知識を表６に示す。栄養成分

表示の活用スキルや食事内容の判断スキルがあると

考えている者は、半数もいなかった。また、高校２

年生を主体とする対象者であったにも関わらず、分

岐鎖アミノ酸やグリコーゲンローディングといった、

栄養とスポーツに関わる基本的な言葉を知っている

者がわずかで、基礎的な知識の習得が必要な集団で

あると考えられた。

食環境を表７に示す。家族、部活の先生や仲間、

学校や地域は健康づくりに関心があると考えている

が、スポーツ栄養に関する学習の機会があると受け

とめている者、学習に参加の意欲を示す者はいずれ

も大変に少なかった。

まとめ

アーチェリーというスポーツに求められる身体組

成に関する知識や、身体・運動機能の改善のために

必要な栄養や食の知識が少なく、さらにニーズが高

まっていない状態であった。それゆえ、それらが強

く関連しあって競技能力に影響を与えるという気づ

きを早くもたらすことが、最優先課題であると考え

られる。また、定期的な体重測定などによる自己管

理意識を持たせることも大切であり、当該集団にお

いては、体調管理の基本、スポーツと栄養との関わ

り、バランスのとれた適切な食生活のあり方といっ

た基本的な知識の習得を目的とした栄養教育の実施

から支援をすすめる必要があると考える。
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大項目 中 項 目 質 問
属性 個人的属性 性別／学年／年齢

競技特性 競技種目
QOL 主観的健康観 あなたは現在の自分を健康だと思いますか

食関連QOL あなたは現在の食生活に満足していますか
健康・
栄養状態

健康診断 身長、体重、BMI
鉄の栄養状態 これまでに貧血と診断されたことがありますか

貧血と診断された場合、�いつ、�対応法、�その時点での改善の有無
不定愁訴 日頃、あなたは疲労を感じていますか

日頃、あなたはストレスを感じていますか
食物摂取
状況

１料理摂取頻度状況
（平均した週の摂取頻度）

朝食で主食のある食事は週に何回くらいありますか
朝食で主菜のある食事は週に何回くらいありますか
朝食で副菜のある食事は週に何回くらいありますか
昼食で主食のある食事は週に何回くらいありますか
昼食で主菜のある食事は週に何回くらいありますか
昼食で副菜のある食事は週に何回くらいありますか
夕食で主食のある食事は週に何回くらいありますか
夕食で主菜のある食事は週に何回くらいありますか
夕食で副菜のある食事は週に何回くらいありますか

生活行動 生活行動 あなたのふだんの睡眠時間は何時間ですか（平日／休日）
あなたのふだんの起床時刻は（平日／休日）
あなたのふだんの就寝時刻は（平日／休日）
あなたのふだんの練習時間は何時間ですか（平日／休日）
あなたのふだんの練習時刻は（平日／休日）

健康行動 あなたは毎日体重をはかっていますか
行動 食べる行動 あなたはふだん朝食を食べていますか

あなたはふだん間食（補食）を食べていますか
ふだん間食（補食）を食べている場合、�いつ、�何を食べていますか

食事づくり行動 あなたは食事づくり（調理だけでなく配膳や後片付けなども含みます）をすることがありますか
食情報交換・活用行動 食卓で家族と食事や料理、栄養のことなどについて話をすることがありますか

あなたはふだん食品の購入や外食の際にカロリー表示等の栄養成分表示を参考にしますか
中間要因 行動変容段階 現在、食生活に気をつけることについて、あなたの状態にもっとも当てはまるものはどれですか（無

関心期、関心期、準備期、実行期、維持期）
食生活に気をつけている具体的なこと

準備要因 食スキル 外食する時や食品を購入する時に、栄養成分の表示を見て、自分に役立つよう理解して使うことが
できますか
あなたは、自分の食事内容に問題があるか無いかを、適切に判断することができますか
あなたは、自分にとってよりよい方向に食事内容を決めることができますか

態度 ふだん自分の健康のために、栄養や食事について考えていますか
健康を保ちトレーニン
グ効果を発揮するうえ
で大切だと思うことの
結果期待

１）栄養のバランスを考えて食事をすること
２）トレーニングのあとに栄養補給をすること
３）ご飯（めし、米料理）をしっかり食べること
４）主食、主菜、副菜のそろった食事を１日に２回以上とること
５）副菜（野菜やいもを主原料とした料理）を１日に２回以上食べること
６）お菓子や菓子パンを食事の代わりにしないこと

健康を保ちトレーニン
グ効果を発揮するうえ
で大切だと思うことの
セルフエフィカシー

１）栄養のバランスを考えて食事をすること
２）トレーニングのあとに栄養補給をすること
３）ご飯（めし、米料理）をしっかり食べること
４）主食、主菜、副菜のそろった食事を１日に２回以上とること
５）副菜（野菜やいもを主原料とした料理）を１日に２回以上食べること
６）お菓子や菓子パンを食事の代わりにしないこと

意志・意欲 あなたはスポーツと栄養・食生活について学習する機会があったら参加しますか
知識 あなたは次の語句を知っていますか。�補食、�サプリメント、�主食、主菜、副菜、�特定保健

用食品、�BMI、�分岐鎖アミノ酸、�（コマ型の）食事バランスガイド、	グリコーゲンローデ
ィング（カーボローディング）

体型に対する態度 あなたは現在の自分の体型についてどう思っていますか
あなたは競技力を発揮するためには、自分の体重はどのくらいがよいと思いますか
自分の体型や体組成について考えていることがあれば教えてください

食環境 周囲からの支援 あなたの家族はあなたの健康づくりに関心があると思いますか
あなたの部活、スポーツクラブ、学校や地域はあなたの健康づくりに関心があると思いますか

食情報提供 あなたはスポーツと栄養・食生活について学習する機会はありますか
その他 サプリメント摂取状況 サプリメント（プロテイン、アミノ酸、ビタミン剤等）を使用していますか

サプリメントを使用している場合、いつ、何を、どのくらいとっていますか

表１ 埼玉県代表高校生選手を対象とした栄養・食生活の実態調査の枠組み
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男子 n＝１２ 女子 n＝２
平均 SD Min Max

年齢 歳 １６．３ ± ０．７ １５ １７
身長 cm １６６．０ ± ６．７ １５５．０ １７９．０
（男子のみ） （１６７．２ ± ６．５）（１５５．０）（１７９．０）
体重 kg ５６．１ ± ８．９ ４５．０ ７５．５
（男子のみ） （５７．０ ± ９．１）（４５．０）（７５．５）
BMI kg/� ２０．３ ± ２．９ １７．１ ２６．４
（男子のみ） （２０．４ ± ３．０）（１７．１）（２６．４）
平日の練習時間 時 ２．８ ± ０．８ ０．０ ３．５
休日の練習時間 時 ４．５ ± １．７ ０．０ ７．０

男子 n＝１２ 女子 n＝２
質問 回答 人数 ％

健康観 現在の自分を健康だと思いま
すか

健康だ ４ ２９
まあまあ健康だ ９ ６４
あまり健康ではない １ ７
健康ではない ０ ０

食関連QOL あなたは現在の食生活に満足
していますか

とても満足 ３ ２１
まあまあ満足 １０ ７１
どちらともいえない １ ７
あまり満足していない ０ ０
ぜんぜん満足していない ０ ０

不定愁訴 あなたは日頃、疲労を感じて
いますか

感じていない ０ ０
あまり感じていない ３ ２２
少々感じている ９ ６４
感じている ２ １４

あなたは日頃、ストレスを感
じていますか

感じていない ０ ０
あまり感じていない ６ ４３
少々感じている ７ ５０
感じている １ ７

表２ アーチェリー代表高校生選手の基本属性

表３ アーチェリー代表高校生選手のQOLならびに不定愁訴
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男子 n＝１２ 女子 n＝２
質問 回答 人数 ％

健康行動 あなたは毎日体重をはかって
いますか

毎日はかっている ０ ０
週に何回かはかっている ０ ０
時々はかっている ２ １４
ほとんどはからない １２ ８６

食べる行動 あなたはふだん朝食を食べて
いますか

ほぼ毎日 １１ ７９
週に４，５日 ３ ２１
週に２，３日 ０ ０
週に１日程度 ０ ０
ほとんど食べない ０ ０

あなたはふだん間食（補食）
を食べていますか

ほぼ毎日 ３ ２１
週に４，５日 ３ ２１
週に２，３日 ３ ２１
週に１日程度 ３ ２１
ほとんど食べない ２ １４

食事づくり行動 あなたは、食事づくり（調理
だけでなく配膳や後片付けな
ども含みます）をすることが
ありますか

ほぼ毎日 ５ ３６
週に４，５日 ３ ２１
週に２，３日 ２ １４
週に１日程度 １ ７
ほとんどない ３ ２１

食情報交換・活用行動 食卓で家族と食事や料理、栄
養のことなどについて話をす
ることがありますか

よくある ０ ０
ときどきある ３ ２１
どちらともいえない ３ ２１
あまりない ２ １４
まったくない ６ ４３

あなたはふだん食品の購入や
外食の際に、カロリー表示等
の栄養成分表示を参考にしま
すか

いつも参考にする ０ ０
ときどき参考にする １ ７
あまり参考にしない ３ ２１
まったく参考にしない １０ ７１

行動変容段階 現在、食生活に気をつけてい
ますか

現在も、今後も気をつけるつ
もりはない

５ ３６

今後６ヶ月以内には何か気を
つけようと思う

２ １４

時々気をつけることはあるが、
継続していない

７ ５０

気をつけているが、６ヶ月以
上継続していない

０ ０

気をつけていることがあり、
６ヶ月以上継続している

０ ０

表４ アーチェリー代表高校生選手の生活行動・食関連行動
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男子 n＝１２ 女子 n＝２
質問 回答 人数 ％

態度 ふだん自分の健康のために、
栄養や食事について考えてい
ますか

いつも考えている ０ ０
ときどき考えている ７ ５０
あまり考えていない ５ ３６
まったく考えていない ２ １４

健康を保ち、
トレーニング
効果を発揮す
るうえで大切
だと思う結果
期待

栄養のバランスを考えて食事
をすること

非常に大切 ６ ４３
まあ大切 ７ ５０
どちらともいえない １ ７
あまり大切でない ０ ０
大切でない ０ ０

トレーニングのあとに栄養補
給をすること

非常に大切 ３ ２１
まあ大切 １０ ７１
どちらともいえない １ ７
あまり大切でない ０ ０
大切でない ０ ０

ご飯（めし、米料理）をしっ
かり食べること

非常に大切 １１ ７９
まあ大切 ３ ２１
どちらともいえない ０ ０
あまり大切でない ０ ０
大切でない ０ ０

主食、主菜、副菜のそろった
食事を１日に２回以上とるこ
と

非常に大切 ３ ２１
まあ大切 ９ ６４
どちらともいえない ２ １４
あまり大切でない ０ ０
大切でない ０ ０

副菜（野菜やいもを主原料と
した料理）を１日に２回以上
食べること

非常に大切 １ ７
まあ大切 １０ ７１
どちらともいえない ２ １４
あまり大切でない １ ７
大切でない ０ ０

お菓子や菓子パンを食事の代
わりにしないこと

非常に大切 ７ ５０
まあ大切 ４ ２９
どちらともいえない ２ １４
あまり大切でない １ ７
大切でない ０ ０

健康のために、
次のことにつ
いて自信をも
って自分はで
きると思うセ
ルフエフィカ
シー

栄養のバランスを考えて食事
をすること

かなりできる １ ７
少しできる ４ ２９
どちらともいえない １ ７
あまりできない ５ ３６
まったくできない ３ ２１

トレーニングのあとに栄養補
給をすること

かなりできる ２ １４
少しできる ７ ５０
どちらともいえない ３ ２１
あまりできない ２ １４
まったくできない ０ ０

ご飯（めし、米料理）をしっ
かり食べること

かなりできる １１ ７９
少しできる ３ ２１
どちらともいえない ０ ０
あまりできない ０ ０
まったくできない ０ ０

主食、主菜、副菜のそろった
食事を１日に２回以上とるこ
と

かなりできる ３ ２１
少しできる ７ ５０
どちらともいえない ２ １４
あまりできない ２ １４
まったくできない ０ ０

副菜（野菜やいもを主原料と
した料理）を１日に２回以上
食べること

かなりできる ５ ３６
少しできる ４ ２９
どちらともいえない ３ ２１
あまりできない ２ １４
まったくできない ０ ０

お菓子や菓子パンを食事の代
わりにしないこと

かなりできる ３ ２１
少しできる ７ ５０
どちらともいえない ３ ２１
あまりできない １ ７
まったくできない ０ ０

表５ アーチェリー代表高校生選手の食態度
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男子 n＝１２ 女子 n＝２
質問 回答 人数 ％

食スキル 外食する時や食品を購入する
時に、栄養成分の表示を見て、
自分に役立つよう理解して使
うことができますか

かなりできる ０ ０
少しできる ２ １４
どちらともいえない ４ ２９
あまりできない ４ ２９
まったくできない ４ ２９

あなたは、自分の食事内容に
問題があるか無いかを、適切
に判断することができますか

かなりできる １ ７
少しできる ７ ５０
どちらともいえない ５ ３６
あまりできない １ ７
まったくできない ０ ０

あなたは、自分にとってより
よい方向に食事内容を決める
ことができますか

かなりできる ０ ０
少しできる ４ ２９
どちらともいえない ６ ４３
あまりできない ４ ２９
まったくできない ０ ０

食知識 あなたは次の語句を知ってい
ますか

補食 ９ ６４
サプリメント １２ ８６
主食・主菜・副菜 １２ ８６
特定保健用食品 ７ ５０
BMI ５ ３６
分岐鎖アミノ酸 ０ ０
食事バランスガイド ５ ３６
グリコーゲンローディング ０ ０

男子 n＝１２ 女子 n＝２
質問 回答 人数 ％

周囲からの支援 あなたの家族はあなたの健康
づくりに関心があると思いま
すか

非常に関心がある ２ １４
まあ関心がある ６ ４３
あまり関心はない ２ １４
全く関心はない １ ７
わからない ３ ２２

あなたの部活、スポーツクラ
ブ、学校や地域はあなたの健
康づくりに関心があると思い
ますか

非常に関心がある ０ ０
まあ関心がある １１ ７９
あまり関心はない １ ７
全く関心はない ０ ０
わからない ２ １４

学習の機会と意欲 あなたはスポーツと栄養・食
生活について学習する機会は
ありますか

ある ０ ０
ない １０ ７１
わからない ４ ２９

あなたはスポーツと栄養・食
生活について学習する機会が
あったら参加しますか

参加すると思う ３ ２１
参加しないと思う ５ ３６
わからない ６ ４３

表６ アーチェリー代表高校生選手の食スキルならびに食知識

表７ アーチェリー代表高校生選手の食環境
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埼玉県代表高校生選手を対象とした栄養・食生活の実態調査の質問票

大項目 中項目 質問番号 質問文 回答肢

属性 個人的属性 性別 男性・女性
年齢 学年／年齢 歳（年）

健康・
栄養状態

健康診断 身長 cm

体重 kg
BMI kg/�

競技特性 競技種目
QOL 健康観 問１ あなたは現在の自分を健康だと思います

か
１．健康だ ２．まあまあ健康だ ３．あまり健康ではない
４．健康ではない

体型に対す
る態度

問２ あなたは現在の自分の体型についてどう
思っていますか

１．太りすぎ ２．太り気味 ３．ちょうどいい ４．やせ気
味 ５．やせすぎ

体型に対す
る態度

問３ あなたは競技力を発揮するためには、自
分の体重はどのくらいがよいと思います
か

kg（２．わからない）

不定愁訴 問４ 日頃、あなたは疲労を感じていますか １．感じていない ２．あまり感じていない ３．少々感じ
ている ４．感じている

不定愁訴 問５ 日頃、あなたはストレスを感じています
か

１．感じていない ２．あまり感じていない ３．少々感じ
ている ４．感じている

生活行動 問６ あなたのふだんの睡眠時間は何時間です
か（平日）

時間／日

あなたのふだんの睡眠時間は何時間です
か（休日）

時間／日

生活行動 問６ あなたのふだんの起床時刻は（平日） 時 分頃
あなたのふだんの起床時刻は（休日） 時 分頃
あなたのふだんの就寝時刻は（平日） 時 分頃
あなたのふだんの就寝時刻は（休日） 時 分頃

健康行動 問７ あなたのふだんの練習時間は何時間です
か（平日）

時間／日

あなたのふだんの練習時間は何時間です
か（休日）

時間／日

健康行動 問７ あなたのふだんの練習時刻は（平日） 時 分頃
あなたのふだんの練習時刻は（休日） 時 分頃

健康行動 問８ あなたは毎日体重をはかっていますか １．毎日はかっている ２．週に何回かはかっている
３．時々はかっている ４．ほとんどはからない

食関連QOL 問９ あなたは現在の食生活に満足しています
か

１．とても満足 ２．まあまあ満足 ３．どちらともいえな
い
４．あまり満足していない ５．ぜんぜん満足していない

食べる行動 問１０ あなたはふだん朝食を食べていますか １．ほぼ毎日 ２．週に４， ５日 ３．週に２，３日 ４．週に１
日程度 ５．ほとんど食べない

食べる行動 問１１－１ あなたはふだん間食（補食）を食べてい
ますか

１．ほぼ毎日 ２．週に４，５日 ３．週に２，３日 ４．週に１日程
度 ５．ほとんど食べない

間食（補食）
の摂取状況

問１１－２ ふだん間食（補食）を食べている場合、
いつ食べていますか

いつ

ふだん間食（補食）を食べている場合、
何を食べていますか

何を

食事づくり
行動

問１２ あなたは、食事づくり（調理だけでなく
配膳や後片付けなども含みます）をする
ことがありますか

１．ほぼ毎日 ２．週に４，５日 ３．週に２，３日
４．週に１日程度 ５．ほとんどない

中間要因 行動変容段階 問１３ 次のうち、あなたの状態にもっとも当て
はまるものはどれですか

１．現在、食生活で特に気をつけていることはないし、
今後も気をつけるつもりはない

２．現在、食生活で特に気をつけていることはないが、
今後６ヶ月以内には何か気をつけようと思う

３．時々食生活に気をつけることはあるが、特に継続的
にしていることはない

４．現在、食生活で気をつけていることがあるが、６ヶ
月以上継続はしていない

５．現在、食生活で気をつけていることがあり、既に６
ヶ月以上継続している

気をつけている場合、具体的に
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問１４ あなたはふだん食品の購入や外食の際に、
カロリー表示等の栄養成分表示を参考に
しますか

１．いつも参考にする ２．ときどき参考にする ３．あま
り参考にしない ４．まったく参考にしない

食スキル 問１５ 外食する時や食品を購入する時に、栄養
成分の表示を見て、自分に役立つよう理
解して使うことができますか

１．かなりできる ２．少しできる ３．どちらともいえな
い ４．あまりできない ５．まったくできない

食情報交換
・活用行動

問１６ 食卓で家族と食事や料理、栄養のことな
どについて話をすることがありますか

１．よくある ２．ときどきある ３．どちらともいえない
４．あまりない ５．まったくない

態度 問１７ ふだん自分の健康のために、栄養や食事
について考えていますか

１．いつも考えている ２．ときどき考えている ３．あま
り考えていない ４．まったく考えていない

食物摂
取状況

料理摂取状
況

問１８ 朝食、昼食、夕食それぞれについて、主
食、主菜、副菜のある食事は週に何回く
らいありますか
朝食で主食のある食事は週に何回くらい
ありますか

１．週に５～７回
２．週に２～４回
３．週に１回以下

朝食で主菜のある食事は週に何回くらい
ありますか

１．週に５～７回
２．週に２～４回
３．週に１回以下

朝食で副菜のある食事は週に何回くらい
ありますか

１．週に５～７回
２．週に２～４回
３．週に１回以下

昼食で主食のある食事は週に何回くらい
ありますか

１．週に５～７回
２．週に２～４回
３．週に１回以下

昼食で主菜のある食事は週に何回くらい
ありますか

１．週に５～７回
２．週に２～４回
３．週に１回以下

昼食で副菜のある食事は週に何回くらい
ありますか

１．週に５～７回
２．週に２～４回
３．週に１回以下

夕食で主食のある食事は週に何回くらい
ありますか

１．週に５～７回
２．週に２～４回
３．週に１回以下

夕食で主菜のある食事は週に何回くらい
ありますか

１．週に５～７回
２．週に２～４回
３．週に１回以下

夕食で副菜のある食事は週に何回くらい
ありますか

１．週に５～７回
２．週に２～４回
３．週に１回以下

結果期待 問１９－１
問１９－２
問１９－３
問１９－４
問１９－５

次のことは、あなたが健康を保ち、トレ
ーニング効果を発揮するうえでも、大切
なことだと思いますか
１）栄養のバランスを考えて食事をする
こと

１．非常に大切 ２．まあ大切 ３．どちらともいえない
４．あまり大切でない ５．大切でない

次のことは、あなたが健康を保ち、ト
レーニング効果を発揮するうえでも、
大切なことだと思いますか

２）トレーニングのあとに栄養補給をす
ること

１．非常に大切 ２．まあ大切 ３．どちらともいえない
４．あまり大切でない ５．大切でない

次のことは、あなたが健康を保ち、ト
レーニング効果を発揮するうえでも、
大切なことだと思いますか

３）ご飯（めし、米料理）をしっかり食
べること

１．非常に大切 ２．まあ大切 ３．どちらともいえない
４．あまり大切でない ５．大切でない

次のことは、あなたが健康を保ち、ト
レーニング効果を発揮するうえでも、
大切なことだと思いますか

４）主食、主菜、副菜のそろった食事を
１日に２回以上とること

１．非常に大切 ２．まあ大切 ３．どちらともいえない
４．あまり大切でない ５．大切でない

次のことは、あなたが健康を保ち、ト
レーニング効果を発揮するうえでも、
大切なことだと思いますか

５）副菜（野菜やいもを主原料とした料
理）を１日に２回以上食べること

１．非常に大切 ２．まあ大切 ３．どちらともいえない
４．あまり大切でない ５．大切でない
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次のことは、あなたが健康を保ち、トレ
ーニング効果を発揮するうえでも、大切
なことだと思いますか
６）お菓子や菓子パンを食事の代わりに
しないこと

１．非常に大切 ２．まあ大切 ３．どちらともいえない
４．あまり大切でない ５．大切でない

セルフエフ
ィカシー

問２０－１
問２０－２
問２０－３
問２０－４
問２０－５

あなたは健康のために、次のことにつ
いて自信をもって自分はできると思い
ますか

１）栄養のバランスを考えて食事をする
こと

１．かなりできる ２．少しできる ３．どちらともいえない
４．あまりできない ５．まったくできない

あなたは健康のために、次のことにつ
いて自信をもって自分はできると思い
ますか

２）トレーニングのあとに栄養補給をす
ること

１．かなりできる ２．少しできる ３．どちらともいえない
４．あまりできない ５．まったくできない

あなたは健康のために、次のことにつ
いて自信をもって自分はできると思い
ますか

３）ご飯（めし、米料理）をしっかり食
べること

１．かなりできる ２．少しできる ３．どちらともいえない
４．あまりできない ５．まったくできない

あなたは健康のために、次のことにつ
いて自信をもって自分はできると思い
ますか

４）主食、主菜、副菜のそろった食事を
１日に２回以上とること

１．かなりできる ２．少しできる ３．どちらともいえない
４．あまりできない ５．まったくできない

あなたは健康のために、次のことにつ
いて自信をもって自分はできると思い
ますか

５）副菜（野菜やいもを主原料とした料
理）を１日に２回以上食べること

１．かなりできる ２．少しできる ３．どちらともいえない
４．あまりできない ５．まったくできない

あなたは健康のために、次のことにつ
いて自信をもって自分はできると思い
ますか

６）お菓子や菓子パンを食事の代わりに
しないこと

１．かなりできる ２．少しできる ３．どちらともいえない
４．あまりできない ５．まったくできない

食環境 周囲からの
支援

問２１ あなたの家族はあなたの健康づくりに関
心があると思いますか

１．非常に関心がある ２．まあ関心がある ３．あまり関
心はない ４．全く関心はない ５．わからない

問２２ あなたの部活、スポーツクラブ、学校や
地域はあなたの健康づくりに関心がある
と思いますか

１．非常に関心がある ２．まあ関心がある ３．あまり関
心はない ４．全く関心はない ５．わからない

食スキル 問２３ あなたは、自分の食事内容に問題がある
か無いかを、適切に判断することができ
ますか

１．かなりできる ２．少しできる ３．どちらともいえな
い ４．あまりできない ５．まったくできない

食スキル 問２４ あなたは、自分にとってよりよい方向に
食事内容を決めることができますか

１．かなりできる ２．少しできる ３．どちらともいえな
い ４．あまりできない ５．まったくできない

食情報提供面 問２５ あなたはスポーツと栄養・食生活につい
て学習する機会はありますか

１．ある ２．ない ３．わからない

意志・意欲 問２６ あなたはスポーツと栄養・食生活につい
て学習する機会があったら参加しますか

１．参加すると思う ２．参加しないと思う ３．わからな
い

準備要因 知識 問２７ あなたは次の語句を知っていますか １．補食

２．サプリメント
３．主食、主菜、副菜
４．特定保健用食品
５．BMI
６．分岐鎖アミノ酸
７．（コマ型の）食事バランスガイド
８．グリコーゲンローディング（カーボローディング）

健康状態 問２８－１ これまでに貧血と診断されたことがあり
ますか

１．はい ２．いいえ

健康状態 問２８－２ 貧血と診断された場合、いつ、対応法、
その時点での改善の有無

� いつ頃、貧血と診断されたか

� その時はどのように対応したか
� その結果、貧血は改善したか（１．はい ２．いいえ）
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態度 問２９ 自分の体型や体組成について考えている
ことがあれば教えてください

サプリメン
ト摂取状況

問３０－１ サプリメント（プロテイン、アミノ酸、
ビタミン剤等）を使用していますか

１．している ２．していない

問３０－２ サプリメントを使用している場合、いつ、
何を、どのくらいとっていますか

１．いつ

１．種類
１．頻度
２．いつ
２．種類
２．頻度
３．いつ
３．種類
３．頻度
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平成２１年度埼玉県体育協会スポーツ心理サポート
－体操、アーチェリー、バスケットボール－

心理担当：須田 和也・平田 大輔

１．体操、アーチェリー

１）講習会実施の意図

競技のパフォーマンス特性からみると、体操競

技はダイナミックな動き、また、アーチェリー競

技は静的な動きという相違はあるものの、両競技

ともに繊細な身体コントロールが要求されるとい

う競技特性がある。このことはプレーする時の心

理状態がダイレクトに競技成績に影響を及ぼすこ

とを意味している。

また、個人種目としての体操競技およびアーチ

ェリー競技は、集団競技とは異なり選手の実力発

揮の程度が直接的に試合結果に反映する。この実

力発揮の程度は心理状態に大きく依存する。した

がって、選手が如何に適切な心理状態をつくり、

試合に望むことができるかが、実力発揮のための

大きなトレーニング課題となる。また、個人種目

ではあるが、試合進行中も自己のパフォーマンス

はもとより、試合中に直接的に競い合う相手選手、

あるいはすでに演技を終えた他の選手のパフォー

マンス、またチームメイトのパフォーマンスも、

良くも悪くも選手の心理状態を揺さぶる要因とな

りうる。

以上のように、体操競技およびアーチェリー競

技の共通するパフォーマンス特性、および実力発

揮に及ぼす心理状態の影響力という観点から、両

競技においてスポーツ心理学という立場からは、

メンタルコンディショニングがトレーニングでの

重要課題ということができる。

２）講習会の概要

以上講習会実施の意図を踏まえて、今年度の体

操競技およびアーチェリー競技のサポートは、そ

れぞれ「体操競技選手のメンタルマネジメント～

リラクセーション（リラックスの方法）」、「アー

チェリー競技選手のメンタルマネジメント～（リ

ラックスの方法）～」として講習会を行った。

・体操

（１）日程 平成２１年１２月２０日（日）講習時間６０分

（２）対象 埼玉県高校体操競技選手２０名

（３）会場 埼玉県立スポーツ研修センター研修室

・アーチェリー

（１）日程 平成２２年１月２４日（日）講習時間６０分

（２）対象 埼玉県高校アーチェリー競技選手１５名

（３）会場 埼玉県立スポーツ研修センター研修室

競技特性を考慮して、具体的な例を体操競技およ

びアーチェリー競技それぞれ競技に特化したものを

挙げて行った。パワーポイントを使用して、以下の

項目の講習を行った。

a．試合での心理状態について

リラクセーショントレーニングに対する動機づけ

をするために、試合前の心理状態について具体的な

例を交えて提示し選手の反応をみた。試合でプレッ

シャーのかかる事態については概ねどの参加選手も

経験があり、試合前や試合中に緊張したり不安感を

持つことは特別なことではないというコンセンサス

を得ることができ、スムーズな講習会の導入ができ

たと思われる。

b．リラクセーションの姿勢

仰向け姿勢、立位姿勢、椅座位姿勢の説明をした。

いつ、どのような姿勢をとってリラクセーションを

するかの事例を示した。

c．リラクセーション方法

以下の４つの技法について図を交えて説明を行っ
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た。その後、シンセサイザーによるBGMを流し、

椅座位姿勢で筆者が他者誘導的に技法の体験を図っ

た。

・セルフマッサージ

選手が自分の体を手のひらで、さする・軽くマッ

サージすることにより筋の緊張感を除去することに

より心理的なリラクセーション効果をもたらす技法

である。手順としては上肢→頭部→顔→体幹→下肢

の順序で行う。

・筋弛緩法

筋を意図的に緊張させその後弛緩させることによ

り筋弛緩を体感する技法。筋緊張をほぐすことによ

り心理的な緊張感を除去する方法。右手→左手→右

足→左足→全身の順序で行う。

・腹式呼吸法

横隔膜の上下を重視した呼吸法。交感神経から副

交感神経への神経支配の移行を意図する。呼吸数を

調整することにより心拍数や血圧などの低下を意図

する。

・自律訓練法（重感のみ）

基本的な公式「気もちが落ち着いている」と第一

公式としての「手が重たい」を繰り返し心の中で唱

える。心拍数の低下や呼吸数の減少など、その他副

交感神経優位の状態へ心身を導く技法。

d．その他のリラクセーションの技法

その他のリラクセーション技法の紹介を行った。

ウォーミングアップやストレッチ体操のリラクセー

ション効果、チームメイトとの会話、笑顔の効果、

音楽の活用、暗示放尿（放尿時に「不安・迷いが出

て行く」と唱える心身調整法）などの説明を行った。

２．バスケットボール

１）講習会実施の意図

バスケットボールはオープンスキル系の競技で

あり、コート上に敵味方が入り乱れプレーをする。

バレーボールのようにネット等で敵見方が分離さ

れていない中で、状況を判断しプレーしなければ

ならない競技である。このようなプレー特性を持

つバスケットボールは、相手とのせめぎ合いや駆

け引きの中で、味方の位置などの状況を判断し、

どこにパスを出すのか、シュートを打つのかとい

った「状況判断」が必要になる。このような場面

が多数あり、その中でプレーヤーは「やれること

・やるべきこと」をプレーや自身が判断しなけれ

ばならないという競技特性を持つ。

また、一つのミスに対していつまでも悔やんで

いたり、「後何分を守り切れば」といった未来を

思考の対象とすることは、よいプレーの妨げとな

る。つまり、今しなければならないことに注意を

向けることができないため、その結果単純ミスや、

ボンミスを起こしてしまうのである。このように

バスケットボール競技は、「今」「何に」「どのよ

うに」注意を集中するかが重要な心理的課題であ

り、そして自分が今「できること」「できないこ

と」、そして「すること」の優先順位を明確にす

ることが重要な心理的課題である競技といえる。

２）講習会の概要

以上、講習会実施の意図を踏まえて、本年度は

「バスケットボール競技選手のメンタルマネジメ

ント～ものの見方・考え方について～」として講

習を行った。状況をどう受け止めたら気持ちが前

向きになれるかが重要な競技であるため、本年度

の講習では「ものの見方・考え方」からやるべき

ことに集中する大切さについて講話を行った。講

習全体としては、選手自らが競技を続けて行く意

味を考えるきっかけになることを心がけて講習を

行った。概要は以下の通りである。

（１）日程 平成２２年３月７日（日）講習時間 ６０分

（２）対象 埼玉県高校バスケットボール選手１０名

（３）会場 埼玉県立スポーツ研修センター研修室

パワーポイントを使用して、以下の項目の講習を

行った。

a．リフレーミング（ものの見方、考え方について）

の重要性
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試合で練習と同じようにプレーすることが出来な

くなる原因としては、選手が試合やプレーに対する

見る角度、受け取る角度を「自らが不利になるよう

に」変えてしまうことが原因としてあげられる。例

えば「もう半分も時間が過ぎてしまった」と考える

より「まだ半分も時間が残っている」と考えるほう

が気持ちに余裕が出てよいプレーができる。偏った

ものの見方をすると、不必要なプレッシャーを自ら

が作ってしまうことになり、本来のプレーができな

くなってしまう。自分に有利になるように見方・考

え方を変えることを「認知の変容（リフレーミング）」

といい、これの重要性の理解を深めた。

人のものの見方・考え方には一定の法則があり、

それを認知構造という。試合の時は容易に認知構造

は壊れやすくなる。強い選手の認知構造の特徴とし

て強靭な認知構造、いうなれば“ぶれないこころ”

を持っていることがあげられる。ぶれない強い精神

力には信念や自信の裏打ちが必要であることを説い

た。

b．一流選手になるために

トップアスリートの考え方、行動、態度、姿勢に

ついての特徴についての講話をした。トップアスリ

ートは、「その競技が好きである」「何事にも貪欲

で素直である」「感謝する心を忘れない」「発言が変

わり、行動に移す」「努力を怠らない」「自分の能力

を信じている」といった態度、行動、姿勢を持って、

常日頃からトレーニングや試合に望んでいる。参加

選手に以上の強い選手の特徴の確認を行った。

c．強くなるため、うまくなるためには何が必要か？

競技選手として成長し、強い選手になるためには、

長期にわたる身体的に厳しい練習に耐えていかなけ

ればならない。そのためには強い、そして継続的な

「やる気」「動機づけ」が必要である。

しかし、それぞれの選手の育成の過程は異なるた

め、ひとつの回答があるわけではないし、例えば、

ただ試合に勝ちたいというような単純なものでは継

続的な動機づけにはつながらない。勝ったらそこに

は何があるのか、その結果どのように自分と周囲は

変わるのかというような目標達成による“心理的な

報酬の検討”つまり「目標の掘り下げ」という心理

的な作業が強い動機づけには必要な過程である。こ

のようにして目標を掘り下げることにより「目標が

明確化」して、その結果“情熱”や“やる気”が生

じてくる。はっきり見えない、不明確なものには、

誰でも情熱ややる気は持つことができないことは明

白である。

また、選手の自己責任における目標設定が必要で

ある。“プレーの責任は自分にある”という「選手

の心構え」が“自分の目標である”という「目標へ

の自己責任感」あるいは自己と目標の一体感を生む。

たとえ指導者から目標を設定されたとしても、選手

が自分で噛み砕いて、自分のことばとして目標を抱

いていなければ、「希薄な動機づけ」となってしま

う。

そして、競技力の向上に伴い、あるいは自らが設

定した目標に動機づけられながら選手としての時間

は過ぎていく。そのような時間経過の中で目標を設

定し、検証を繰り返す過程つまり“自問自答し続け

るスタンス”が、「継続的な動機づけ」となりうる。

このようなスタンスを選手が持つためにも「日ごろ

からの目的意識」ある行動・練習をするべきである。

以上の趣旨の講話を行った。
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埼玉県スポーツ科学委員会
第１７回コーチングセミナー開催報告

【テーマ】シンポジュウム「小中学校バレーボール人口の現状と今後を考える」

コーチング専門部会 松永 敏

セミナーは平成２２年２月７日（日）平成国際大学

キャンパスにおいて、教室でのシンポジュウム９：

００～１０：２０と体育館での実技指導１０：３０～１２：３０の

２部門に分かれて行われ、参加者は、埼玉県中体連

からの指導者２５名、小中学生クラブチーム指導者お

よび大学生の３０名でした。シンポジュウムでは、最

初に埼玉県中体連バレーボール指導普及委員長・小

林正英先生により「小中学生のバレーボール離れの

現状と今後予想される指導者不足」と題して講演が

行われ、埼玉県はもとより全国的に小中学生のバレ

ーボール部員が激減している具体例を説明され、特

に男子においてそれが顕著であり、この状況が続い

た場合には、将来指導者不足に陥ることは明白であ

るとの話があった。次に埼玉県バレーボール協会指

導普及委員・岩川泰巳先生により「埼玉県西部地区

のバレーボールクラブと学校部活の現状」と題して

講演が行われ、現状は小林先生のお話されたとおり

であり学校の部活と地域のクラブの共存が難しい状

態で、今後はクラブの比重が大きくなるだろうと予

想されることと、小中学校の授業にバレーボールを

入れる等の対策をはじめ、JVA（日本バレーボール

協会）の今後の対策に期待したいとの話があった。

これを受けて、松永（司会）は、山形市小中学生の

バレーボール部活やクラブ員数の経年変化、またア

メリカにおけるクラブと学校の関係について紹介し、

現在の小学生時から“ひとつ”のスポーツに専念さ

せようとする考えを改めるべきであり、数多くのス

ポーツや文化活動にチャレンジさせるべきであると

纏めた。

実技部門は松永が担当し、ジュニア期に発生しや

すい膝故障の予防方法について、また「ジュニアに

おける体力とは、自分の身体を自由に動かすちか

ら」と説明し、そのトレーニングの実際を中学４校

の男女バレーボール部員をモデルに紹介した。その

ほか実技指導についての要点を説明したが、時間不

足は否めなかった。

受講者の皆さんには、セミナーを通して興味ある

内容であったため、熱心に聴き入り活発な質疑応答

を行う等「大変ためになるセミナーでした」との感

想を持って頂いた。
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埼玉県スポーツ指導者研修会シンポジュウム
トップアスリートへの道 －松尾薫氏（ライフル射撃）－

司会 戸苅 晴彦

本年度の標記行事は２０１０．２．６．に国立女性教育会

館において、約５００名の出席者をもとに開催された。

本企画は今回で１６回を数えるが、県下の熱心なスポ

ーツ指導者の方々を対象に、講師は埼玉県在勤在住

で、しかも国内外で選手・指導者として輝かしい経

歴をお持ちの方を招聘し、成功するに至った道程や

苦労話など、今後の選手育成に役立つ話を戴こうと

いう主旨のものである。

ちなみに、これまで１６回の登壇者の中には、オリ

ンピックのメダリストも４名の方にお願いしている。

サッカーの横山謙三氏はメキシコシティ（１９６８）で

銅メダル、柔道の野瀬清喜氏はロスアンジェルス

（１９８４）で銀メダル、アーチェリーの山本博氏（ご

講演当時）はロスアンジェルス（１９８４）で銀メダル、

そしてスピードスケートの井上純一氏はアルベール

ビル（１９９２）で５００m銅メダルに輝くといった埼玉

県が誇るアスリートたちである。

一方、指導者としても多くの方々に登壇をお願い

してきたが、総てにわたって拝聴したわけではない

が、中でも関和雄氏（スケート１９９６）、青葉昌幸氏

（陸上競技長距離１９９８）、茂木進一氏（バレーボー

ル２００２）などの講話はその道一筋に尽くされた心に

残る内容であったことが思い出される。

さて、今回にお招きした松尾薫氏は、長らく朝霞

の自衛隊体育学校に所属され、数々の輝かしい成果

を挙げてきた方である。ライフル射撃は数多くのス

ポーツの中でも比較的地味な種目であり、華やかに

話題になることも少ない。しかし、松尾氏のキャリ

アを知り、講演を伺えば、一流を極めたスポーツ選

手のポリシー（方向性）、キャラクター（性格）な

ど、他の種目の指導者にとっても大いに参考になる

ものである。

まず、松尾氏の競技歴は、国内においては全日本

選手権、国民体育大会などで１８回の優勝、うち日本

記録を７回も樹立された第一人者である。この種目

の普及度は競技人口からいっても日本ではさほど多

いものではないといえる。しかし、個人競技の中で

これだけの成績を残したことはライフル射撃（エア

ーライフル、スモールボアライフル）の世界では図

抜けた選手であったといえる。しかもアジアレベル

ではアジア選手権、アジア大会で優勝、準優勝の経

験をもち、世界選手権、オリンピックには合計７回

も出場され、最高位が１５位という成績をお持ちであ

る。

筆者はこの種目に精通してはいないが、おそらく

各国の軍隊、警察などでの普及はかなりのものであ

ろうし、他国の普及度から競技人口を推測してもワ

ールドレベルを考えれば相当なものであると思われ

る。その中で、このような結果を残すということは

ワールドクラスでも世界の１σ（シグマ）に間違い

なく位置づけられる競技力を持っている選手であっ

たといえる。

このようなレベルに達するためには、松尾氏の話

の内容は１．富士山と目標 ２．プラス思考 ３．補強の

原則という３つの柱を大切にしてきたというしっか

りしたポリシーを持っての筋書きで講演された。

つまり、富士山という日本一の素晴らしい山を征

服するということを考えるには、幾つもの登山ルー

トを、綿密な計画をもとに、自分の能力をわきまえ、

己を知って立ち向かうことが重要である。ライフル

射撃を極めるためにも同様に、綿密な計画のもとに、

達成するための具体的方策を立てて進めたことを、

スライドを駆使し、例をあげながら述べられた。

二つ目のプラス思考は、自分の置かれている状況

を悪く考えないで、上を見れば切りがないし、恵ま

れない現状を常にポジティブシンキングに置き換え
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て、何ごとにもチャレンジャー精神を持って成功に

結び付けるべきだという。この考え方は指導にも結

び付けるべきで、選手を褒めることによって自信を

持たせ、それに加えて解決策も与えながらパワーア

ップを図るべきだという。

それに加えて三つ目は、補強（reinforcement）

の原則を取り入れ、自分自身を必ず成功に導くため

にメンタルトレーニングを導入して、すべてに成功

に結び付けることを習慣化することも重要であった

と述べられた。

余談だが、筆者が長年勤務し、これからの人生に

向かい活力を持って生き抜こうとしている若い人た

ち、つまり大学生にも聞かせたい内容の講演であっ

た。

これまでも、「トップアスリートへの道」として

何人もの成功者の道程を伺ったが、スポーツの世界

でもメジャーなスポーツ（失礼！）とは言えないラ

イフル射撃という種目にのめり込みながら成功した

スポーツ選手として、或いは指導者として、大いに

示唆に富んだ講演会であったと思う。全体にもパワ

ーポイントを用いて分かりやすく、出席者の気持ち

を捉え、しかも決められた時間にぴたりと終わらせ、

質問にも対応されたメリハリの利いたものであった。

出席者の多くの方々もトップアスリートの半生記と

して心に残るものであったと確信のいく講演である。

（文責：戸苅晴彦）

－ 31 －



天皇陛下御在位２０年記念第６４回国民体育大会に帯同して

岡田 奈緒子

平成２１年９月９日から１３日までの５日間、新潟県

長岡市のダイエープロビスフェニックスプール（競

泳・飛込・シンクロナイズドスイミング）と同県柏

崎市の新潟県立柏崎アクアパーク（水球）で開催さ

れた「トキめき新潟国体」水泳競技会に、スポーツ

ドクターとして帯同したので報告します。

新潟県で国民体育大会が開催されるのは、昭和３９

年の第１９回以来４５年ぶりです。水泳競技会におきま

しては、新潟地震により中止となったため、今回が

初の開催となります。ここに至るまで「中越地震」

や「中越沖地震」など度重なる災害にも見舞われ、

地元の方々にとっては険しい道を乗り越えての開催

となったと思います。それを反映して、メイン競技

場（長岡市）と水球競技場（柏崎市）どちらの会場

でも大勢の地元の応援団の熱い声援が会場いっぱい

に響き渡っていました。

今回の帯同で一番気になっていたことは、新型イ

ンフルエンザの集団感染です。新聞やテレビ等でも

流行が騒がれていたので、それぞれ選手各自で対策

をとっていたと思いますが、会期中はずっとそのこ

とが心配でした。

幸い当県の選手や関係者には感染者が発生しなか

ったので本当に良かったです。両会場とも会場入口

に手の洗浄のための消毒液が設置されていました。

やはり普段から手洗いやうがいの習慣を、選手にき

ちんと心掛けてもらうことが、予防策としてとても

大切だと再認識しました。

この大会に参加した本県の水泳競技監督・選手団

は総勢６４名（監督６名、選手男子３４名、選手女子２４

名）です。「トキはなて 君の力を 大空へ」のス

ローガンのもと日頃の練習の成果を発揮し成年男子

第６位、成年女子第４位、少年男子第２位、少年女

子第５位の成績を収め、総合成績で天皇杯、皇后杯

それぞれ第４位の入賞を果たしました。今回は残念

ながらベスト３には入れませんでしたが、ぜひ来年

の第６５回千葉国体では天皇杯、皇后杯それぞれベス

ト３を目指して頑張ってもらいたいと思います。

今大会では少年女子の高校生４人組が大活躍して

くれました。少年女子４００mメドレーリレーでは、

中森千亜紀選手（第１水泳者、背泳ぎ）、杉崎可奈

選手（第２水泳者、平泳ぎ）、田村美優選手（第３

水泳者、バタフライ）、雨宮未侑選手（第４水泳者、

自由形）が、ハイレベルな戦いを制し、他県の強豪

チームの猛チャージを押し退けて、大会新記録（４

分１１秒０４秒）で見事第１位の栄冠を獲得しました。

この時、私は会場の応援席で本部役員や監督、選手

らとともに「行け行け埼玉」コールで熱い声援を送

り、優勝を皆で喜び合いました。

また、個人競技でも世界水泳ローマ大会（２００９年

開催）で、金メダルを獲得した成年男子背泳ぎの古

賀淳也選手と、北京オリンピック（２００８年開催）の

代表に選出された、成年女子バタフライの星奈津美

選手の両名が迫力ある泳ぎで大声援を集めていまし

た。

残念ながら、今回の試合ではそれぞれ第２位と１

番上の表彰台は逃してしまいましたが「水泳王国埼

玉」のこれからを担う中心的なリーダーとして、チ

ームの大黒柱となり来年の国体では大活躍してもら

いたいと願っています。

そして、本県選手団も更なる飛躍を遂げてもらい

たいと思います。

競泳競技と重なり柏崎市の会場で決勝戦の応援が

できなかった少年男子水球団体も、東京都と最後ま

で熱い戦いを繰り広げてくれました。結果は６対７

で惜しくも優勝は逃しましたが、準優勝で来年の大

会に大きく繋がる見事な結果を残しました。ぜひ、

来年の大会で今回の悔しさをバネにして第１位を勝

ち取ってもらいたいと思います。
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全体を通して今回の帯同では、大きな病気やケガ

等の発生はありませんでした。少年女子の選手で試

合前日に、頭痛が認められたため監督より連絡が入

り状態確認をしました。発熱もなく何らかの感染を

疑うような所見もなかったので、一晩経過観察にて

様子をみることにしました。結果的には、試合当日

の朝にはすでに症状が改善されていたため処方は行

いませんでした。

今回の帯同でもスポーツドクターとして多くのこ

とを学ぶことができました。新潟のきれいな空気と

多くの自然に囲まれ、地元の方々の人情味あふれる

歓迎を受け心温まる帯同でした。
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新潟国体ドクターズミーティング報告

医学専門部会員 塩野 潔

第６４回トキめき新潟国体のドクターズミーティン

グは例年のように秋季国体開会式前日の平成２１年９

月２５日（金）１５：００～２０：００に新潟大学医学部有壬

記念館にて開催された。小生と長谷川伸氏とで参加

してきたので簡単に報告する。

ドクターズミーティングは第一部（１５：００～１９：

００）と第二部（１９：００～２０：００）との二部構成から

成り、第一部は（１）国体における医療・救護体制

について、（２）キーノートレクチャー１、（３）

キーノートレクチャー２、第二部は懇親会であった。

第二部は懇親なので詳細は割愛し、第一部について

述べる。「国体における医療・救護体制について」

では前年の大分国体での報告、新潟国体での医療・

救護体制の紹介、新潟県薬剤師会によるドーピング

防止活動、我が国における最近のドーピング防止活

動について論じられた。昨年の大分国体では競技会

場での疾病・外傷は８３８件、競技会場外では９０件、

即ち国体合計では９２８件であった。新潟県での体制

についてはこれ迄の各県での体制に準じているので

大差はなかったが、埼玉県が久しぶりに復活させた

傷害の迅速報告サービス体制はとられなかったのが

残念であった。一方新潟国体では折から猛威をふる

っていた新型インフルエンザに対する対応策が示さ

れた。新潟県薬剤師会ドーピング防止活動としては

従来どうり日本薬剤師会編の“薬剤師のためのアン

チ・ドーピングガイドブック”についての説明と上

述の新型インフルエンザに関しての治療薬とアンチ

・ドーピングとの関係についても言及があった。“我

国における最近のドーピング防止活動”については

JADAの山澤文裕医師からの講演があった。近年の

我が国での陽性検出率は疑わしいものが０．２％程度、

陽性が０．１１％であり、平成１９年では利尿剤、平成２０

年度ではメチルエフェドリン系（所謂うっかりドー

ピング）が多かったという。また平成２２年４月から

公認スポーツファーマシストが認定されるという報

告もあった。更には平成２２年１月１日からの改訂点

についても説明がありサルブタモールの吸入の

TUEは不要となり、申告に変更、酸素投与につい

てはドーピング違反ではないと明確に記載されるこ

とになったとの説明があった。キーノートレクチャ

ー１は“JISS における栄養サポート”として JISS

研究員・管理栄養士の亀井明子氏から JISS で行わ

れている栄養サポートの概略についての報告があっ

た。この中で若年者におけるサプリメント摂取に対

して今後 JISS としても種々検討していかなければ

ならないとしたことが目を引いた。

キーノートレクチャー２では“スポーツドクター

とトレーナーの連携によるメディカルサポート”と

題して新潟大学の大森豪氏による、新潟県における

活動の紹介があった。キーノートレクチャーのもう

一つは“運動喘息とアスリート”という新潟大学第

二内科長谷川隆志氏によるものであった。

以上のように例年に比してかなり濃い内容のプロ

グラムが第一部では組まれていたことが印象的であ

った。
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新潟国体帯同報告

医学専門部会員 塩野 潔

第６４回トキめき新潟国体に帯同してきたので報告

する。

最近は競技団体でもチームドクターやアスレチッ

クトレーナーを帯同させていることも増えてきたこ

と、事前にしっかりケアーしてきていること等の理

由により我々チームドクターが選手の治療にあたる

ことは少なくなってきている。今回も選手が服用す

る鎮痛剤がドーピング禁止物質に相当しないか、と

いう問い合わせが一件あっただけで役員も含め治療

に当ったケースはなかった。

国体も近年では簡素化が言われるようになり、そ

の一環として夏季と秋季が一緒になり回数こそ２回

から１回にはなったものの一連の大会としては却っ

て長丁場となってしまい医師の派遣という面から考

えるとなかなかに難しいことになってきつつある。

大学病院の医師ならともかく開業医が参加するのは

日程的にかなり厳しくなってきている。

昨年の大分国体では久しぶりに開会式の入場行進

に参加したが、今年は簡素化と言う観点から開会式

の時間短縮ということで全県、全員での入場行進は

なくなり、天皇陛下のお言葉もなくなってしまった。

陛下のお言葉というのは格別なものがあり、これは

直接その場に居て聞いた者でないと判らない有難さ

と言うものがある。我々のようなある年令以上の者

には特にそうなのだろう。

競技激励では開会式翌日にジェットフェリーに乗

って佐渡ヶ島へ渡り、軟式野球の激励に長谷川氏と

共に二人で行ってきた。前年埼玉は延長２０回を戦っ

たということを聞き、一瞬イヤーな予感もしたがま

さかの２年続けてということもあるまい、折角新潟

に来たのだからおいしい魚を食べない手はないと、

昼食を遅くして軟式野球が終わってから地元のおい

しい魚を食べようということになり、いろいろと情

報を仕入れ、あとは野球が終わるのを待つばかり…。

しかし軟式野球というものはこんなにボールが飛ば

ないものかと思う程、ボールが外野に飛ばないので

ある。相手ピッチャーが好投手だったこともあるし、

堅守だったこともあるが両チーム共に一向に点が入

らず…、まさかがもしやに変わり、おいおい勘弁し

てくれよ…となりこのままでは新潟市内へのジェッ

トフェリーの最終便にも間に合わなくなってしまう

ということになってしまい、おいしい魚の昼食もあ

きらめ（昼食自体が食べられなくなってしまった）、

試合途中の延長１８回で応援を切り上げそのまま市内

へ帰ってきた。聞けば日も暮れてきたがその野球場

にはナイター設備がないので、両チーム、審判、観

客共々他の球場に移ってナイターで延長２９回迄戦っ

た由。大変な激励の一日であった。２年続けて３試

合以上分の試合で選手、指導者共々ごくろうさまで

したとしか言いようがない結果であった。最終日は

卓球となぎなたの激励に行ったが応援も空しくいず

れも強敵に競り敗けたのが残念であった。
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第６４回国民体育大会「トキめき新潟国体」に帯同して

立花 陽明

第６４回国民体育大会「トキめき新潟国体」に９月

２８日から３０日までの３日間、ドクターとして帯同し

たので報告する。

今回は、いわゆるシルバーウィークの翌週であり、

外来診療および手術の都合上、２週続けての長期休

暇は困難なため３日間の帯同となった。

２８日は、午前中に外来診療、午後から大学で講義

を行い、それから数名の診察をして最寄りの駅に向

かうと、到着したのは乗車時刻の５分前という慌た

だしさであった。

翌２９日は、まず弓道の激励に出掛けた。この競技

ではやはり私の出る幕はなく、女子団体戦を観戦し

次の成年男子ソフトテニス会場へ移動した。

会場では１回戦がすでに始まっていたが、監督に

挨拶をすると、目の前で戦っている選手が数日前に

左足関節のケガをしたので、試合が終わってから診

て欲しいということであった。当の選手は足関節を

ブレースで固定しており、試合にはあまり影響がな

いように思われたが、セットの間の休憩では患側を

かばうような歩き方をしていた。試合が終了し診察

すると、腫脹はほとんどなく、圧痛はあったものの

不安定性を認めずⅠ度の外側靱帯損傷であった。消

炎鎮痛剤を処方し、しっかりアイシングをするよう

に指示した。

午後からはボウリングであった。道中、この競技

もあまり出番はないかと思ったが、会場に着き挨拶

をすると、成年女子の選手が胃腸障害をおこしてい

るということであった。市販の胃腸薬でいく分症状

は軽快しているということであったが、消化薬を処

方した。その甲斐があってか、成年女子は１位で予

選を通過した。

監督の話では、今大会の会場のアプローチの床は

硬くて滑りが悪いので、腰痛やアキレス腱障害を訴

える選手が多いということであった。そして、以前

はインドメタジン含有の軟膏は許可されていなかっ

たが、今大会では使用できるので非常に助かってい

るという話であった。確かに、成年女子の選手の年

齢をみると、２０代が一人で、残りの３人はアラフォ

ーを軽くオーバーしており、監督の話は容易に理解

できた。

最終日の３０日の午前中もボウリングであった。会

場に到着するとすでに競技が開始されていたが、前

日の競技終了が遅くなったので、監督会議で開始時

刻を早めたということであった。コンディションに

ついて直接選手に聞くことはできなかったが、試合

を見ている限りでは問題はなさそうであった。とり

あえず団体戦の３位は確定しているが、成年女子の

活躍によっては天皇杯も狙えるということであった。

しかし、私と入れ替えで帯同する小林先生を迎えに

行く時間になったので、競技の途中で会場を後にし

た。小林先生と申し送りをしつつ昼食をともにし、

午後の新幹線で帰県した。これまで本大会では３泊

の帯同が多かったので、２泊３日の帯同はあっとい

う間に過ぎた感があった。

会場の休憩所にはいつもの様にお土産がいろいろ

並んでいたが、さすがは米所新潟である。こしひか

りや銘酒が各会場に置かれていた。せっかく新米の

時期に新潟に来たので、魚沼産の極上こしひかり５

kgと岩沼産こしひかり２kgを購入した。会場でい

ただいたエコバッグにちょうど入る量だったので、

郵送せずに頑張って自宅まで持ち帰った。埼玉に着

いて妻に駅まで迎えに来てもらい、開口一番、「魚

沼産の新米！」と自慢したが、「我が家にはそんな

いいお米はいりません」と一蹴されてしまった。こ

の一言に私はブチ切れたが、自分用に買った八海山

の焼酎があったので、今回は妻の暴言を聞き流し許

してやった。しかし、５合入りのボトルを買ったも

のの、一升瓶にすればよかったと後悔している。
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第６４回国民体育大会に帯同して

小林 正幸

平成２１年９月６日から１０月６日まで第６４回国民体

育大会（トキめき新潟国体）本大会が新潟県下で開

催された。会期後半９月３０日から最終前日の１０月５

日まで本部帯同医師として参加したので報告する。

９月３０日大宮を０９：１８発の「Max とき１１号」で

出発。定刻通りに新潟駅に到着、その後本日帰埼す

る立花医師と本部長谷川氏と共に昼食。その後ホテ

ルへチェックイン。

本日の本部への連絡で、自転車競技ゴール前１００

mで転倒した事例があり、腰部打撲で救急搬送さ

れたが骨折はなかったとの報告があった。午後改め

て出掛ける競技会場も見あたらないとのことで、荷

を解きドクターズバッグを確認した。

翌１０月１日、新潟駅から８時１０分の高速バスで高

田市へ。そこからタクシーで体操会場リージョンプ

ラザ上越へ。会場へのタクシーの中でバスの中にド

クターズバッグを忘れたことに気づきバス案内所ま

で戻る事態となった。成年男子（団体２位）と成年

女子（団体７位）の応援をしたが、この時成年男子

でドーピングコントロール対象者が出たとの報告を

受け、直接その本人から話を聞けた。帰りは逆コー

スを辿り、夕方６時に新潟駅に到着した。

二日目（１０月２日）８時３９分発快速で新潟駅を出

発、新発田駅へ。その後タクシーで成年男子ラグビ

ー会場へ向かった。選手は試合前のアップ中であっ

た。コーチ、トレーナーに確認したが体調を落とし

ている選手はいないとのことであった。成年男子前

半３０分でタックルに入った選手が左前腕骨骨折。救

急車で近くの病院へ搬送というアクシデントが起き

てしまった。選手自身は帰埼し、県内で治療を受け

たい旨の申し出があったことから、熊谷市内藤間病

院萎澤院長先生に電話で相談し、受け入れを快諾し

てもらい一安心した。１１時３０分少年ラグビー会場へ

移動。対戦チーム長野県に快勝した。１３時２０分頃タ

クシーでセイリング会場へ移動、途中から激しい雨

模様となり、会場で監督に挨拶したが応援出来ない

まま新発田駅へ。新潟へは午後３時３０分定刻到着で

あった。

三日目（１０月３日）は新潟駅を８時少し前に出発、

糸魚川経由で能生駅へ。シャトルバスで少年ソフト

ボール会場へ向かった。シャトルバス出発までに近

くのコンビニで昼ご飯を調達、プレイボールまでの

間に会場内の休息所で食べることになった。会場で

埼玉県から応援に駆けつけた父兄の中に、埼玉医科

大学病院の職員の方とお会いできたことはとても嬉

しいことであった（試合は０－４で負）。

四日目（１０月４日）、８時６分新潟発でフェンシ

ング会場へ。成年女子と少年男子の試合を応援し、

その後にラグビー会場へ出掛けた。皇族のご来場の

直前であり警備が本格的になる直前に会場を後にす

ることが出来、キックオフの時間に間に合った。こ

の日東京都ラグビーチーム内でインフルエンザ患者

が出たとの連絡があった。このためチーム全員の体

温測定がなされ試合開始が遅れる事態となった。本

大会はこのインフルエンザ騒動の真只中で行われた

大会であったが、その他のチームに波及することな

く大会が無事終了できたことは喜ばしい限りであっ

た。試合会場から徒歩で新発田駅へ、１２時５８分発の

白新線で新潟へ帰った。新潟駅で遅い昼食を摂り１４

時１５分のシャトルバスで陸上競技会場のビッグスワ

ンへ。少年女子４００m準決勝で真下まなみ選手が少

年男子４００m準決勝では山崎謙吾選手がそれぞれ一

位通過で決勝進出を決めた。また成年女子８００m決

勝では木村朝美選手が８位、成年男子８００m決勝で

は宮崎輝選手が７位となった。そして成年少女共通

４００mリレー予選では県選抜が一位で準決勝進出を

決めた。

五日目（１０月５日）８時過ぎにホテル前からタク
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シーでフェンシング会場へ。さらには新発田市中央

公園内多目的運動広場での少年男子ラグビー準決勝

対長崎県の応援に向かった。残念ながら１３－２６で敗

退したが３位入賞。成年男子と合わせて天皇杯２位

の記録を残した。翌日最終日の閉会式を待たずに帰

埼の途についた。

今回は後半５泊６日の日程での帯同だった。県ラ

グビー協会の医務委員長の立場である関係からか、

本部役員としてもラグビー会場周辺を中心とした現

地激励の大会であった。残念ながらラグビー成年男

子で前腕骨折という事故が発生したが、現場での対

応から埼玉県内への搬送、治療の段取りはスムーズ

に進んだのではないだろうか。また今回もドーピン

グコントロール対象者とも話をする機会があったが、

臆することなく検査に臨んだと聞くことが出来た。

これも県体協でのドーピングに対する啓発活動の結

果であると考えられ、アンチ・ドーピングコントロ

ール責任者としても嬉しく思った。

以上、第６４回国民体育大会（トキめき新潟国体）

本大会の帯同報告とします。
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第６５回国民体育大会冬季大会に帯同して

立花 陽明

第６５回国民体育大会冬季大会「くしろサッポロ氷

雪国体」に１月２８日から３１日までの４日間、ドクタ

ーとして帯同したので報告する。

今回は、北海道釧路市と札幌市に分かれての開催

で、２７日から３１日までスケートとアイスホッケー競

技が釧路で行われた。釧路での開催は今回で３度目

となるそうである。また、今回から経費削減などを

図るために、新しい試みとして従来の開会式を簡略

化した開始式が行われ、開始式に参加する選手団は

基本的に各都道府県５人以内に制限され、皇族の出

席はなかった。

２８日は、午前中に外来診療を行ってからの出発で

あったが、釧路までの直行便が少ないために、羽田

を出発したのは１８時前で、宿舎に到着したのは２１時

ごろであった。宿泊したホテルはフィッシャーマン

ズワーフ「MOO」というモールにほど近い釧路川

沿いにあるホテルパコ釧路で、何かサンフランシス

コを連想させる場所であった。ホテルは１２階建ての

ビジネスホテルであったが、屋上には露天風呂と寝

湯およびサウナ、さらに１２階に天然温泉大浴場やジ

ャグジーを備えるという何とも贅沢至極の宿泊とな

った。第一日目の夜はホテル近くの寿司屋で一人寂

しく夕食をとり、翌日からの仕事に備え早々に就寝

した。

翌２９日の午前中は春採アイスアリーナで成年女子

フィギュアのフリースタイル、午後からは釧路アイ

スアリーナで行われる少年男子アイスホッケーの激

励に出掛けた。実は、フィギュアの激励に先立ち、

朝一番に丹頂鶴の見学に鶴居村に出掛けた。道中、

釧路湿原を横に見ながら向かったが、残念ながら時

節柄雪一面で、頭の中で湿原をイメージするだけで

その姿を目にすることはできなかった。しかし、途

中で３羽ほど丹頂鶴が飛来し、電線ほどの高さの低

空飛行で、まさに写真で見るような光景に出くわす

ことができた。鶴居村では丹頂鶴を給餌している鶴

見台という場所があり、海外（台湾？中国？）から

の観光客も大勢いた。われわれが到着したのはちょ

うど餌を食べ終わった直後らしく、目の前を飛び立

っていく優雅な姿を何度か見ることができたが、地

元の人でもなかなか見ることができない光景だとい

うことであった。このような滅多にお目にかかれな

い経験をしたためか、午前中に観戦したフィギュア

競技に関しては、申し訳ないがまったく記憶してい

ない。

アイスホッケーは対東京戦で、序盤は両者ほぼ互

角の戦いであったが、最終的に７対３と埼玉が地力

を発揮し勝利した。午前・午後ともにとくに出番は

なかったが、アイスホッケー会場で、成年のチーム

に陳急性の膝内側側副靱帯損傷の選手がいるという

ので監督にロキソニンをわたした。アイスホッケー

は、数年前に初めて冬季国体に帯同した際にベンチ

入りしたこともあり、不調な選手がいたりすると気

軽に相談されるので帯同ドクターとして非常にやり

がいを感じる次第である。

夜は役員団と釧路の繁華街に繰り出したが、途中

でどなたからか焼酎の差し入れがあり、調子に乗っ

てやや飲み過ぎてしまった。ところで、ホテルの浴

場であるが、前日に屋上にある露天風呂に入ったが、

寝湯も屋上の一角にあり、極寒の釧路では寒くて寝

湯などできるものではないだろうと挑戦しなかった。

しかし、三戸専務から、まったく寒いことはなく非

常に気持ちがいいということを聞かされた。

第３日目の３０日は、午前中はスピードスケートと

少年男子アイスホッケー、午後から成年アイスホッ

ケーおよびショートトラックの激励であった。スピ

ードスケートは屋外にある柳町スピードスケート場

で行われたが、午前中にもかかわらず幸いなことに

上着もいらないほどのポカポカ陽気であった。成年
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男子の選手が前日にふくらはぎを痛めたというので

診察したが、いわゆる肉離れには至らない程度の腓

腹筋挫傷で、ロキソニンを処方した。アイスホッケ

ーは対宮城戦で両者互角の戦いとなり、第３ピリオ

ドを終了し４対４の同点であった。延長にはいった

ものの勝敗がつかず、ゲーム・ウィニングショット

も２対２で今度はサドン・ヴィクトリー方式による

ゲーム・ウィニングショットとなった。伊香保国体

でも同じ様な試合になり、その時の状況については

以前本会報に記載したが、今回は（主将？の）デニ

ス君が一発で決勝行きとなるゴールを決めてくれた。

午後からのアイスホッケー（成年）も準決勝であ

ったが、ユニバーシアードの選手を多数擁する東京

に試合をさせてもらえなかった。ショートトラック

競技は初めての観戦であった。しかし、以前にオリ

ンピックでもあったが、今回の大会でも先頭グルー

プが転倒し後続の選手が予選を通過するという、い

ささか釈然としない感じもした。

夜は専務（行きつけ？）の寿司屋で釧路の新鮮な

魚介を堪能し、ホテルに帰ってからのんびりと湯に

つかった。この日の夜は寝湯も試してみたが、舞い

上がる湯気がミストサウナのように身体を包み、油

断していると眠ってしまうような心地よさであった。

最終日の３１日は８時から釧路アイスアリーナでア

イスホッケーの少年男子決勝があった。相手は地元

北海道であったが、残念ながらまったく歯が立たず

に敗退したものの、準優勝という立派な成績を残し

た。次いで、十條アイススケートセンターの成人３

位決定戦に向かったが、惜しくも青森に敗れたよう

な気がするものの、心が既に埼玉にあったのか記憶

が定かではない。その後、１６：５５発の飛行機で帰県

の途となった。

出発する１週間ほど前に、釧路で－１７．５℃だった

という話をテレビで知り、想像を絶する寒さを想

像？していた。また釧路に着いてから、２週間ほど

前に開催されたインターハイの際には－２２℃だった

ということを聞き、とんでもない４日間になると考

えていたが、私の滞在した期間は非常に過ごしやす

く、温泉や新鮮な海の幸を堪能でき有意義な帯同で

あった。お土産に買った（本物の）ししゃもも最高

だった。
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第６５回国体冬季国体（札幌スキー競技）帯同報告

医学専門部会員 塩野 潔

第６５回国体冬季大会スキー競技会（サッポロテイ

ネ会場）に平成２２年２月２５日（木）から２８日（日）

迄帯同してきたので報告する。

これまで山梨国体から始まって夏季大会、秋季大

会には度々帯同してきたが冬季大会は初めての参加

であった。これ迄の国体のように各地で繰り広げら

れる競技を視察、激励に開催都道府県下を毎日移動

するわけではなくゴール地点にじっと待っていてタ

イムを見守るというスタイルでの応援であった。以

前と比べて暖冬とはなっているものの、やはり冬の

北海道での大会であるので、発熱下着、発熱靴下等

を買い込み、更にホカロンも身体用、足底用と用意

し、更には昔（二十数年前）サッカー日本代表の中

国遠征の際に買い求めたミンクの防寒帽子（少々小

さくて窮屈だったのはご愛敬）というものを持ち出

してきて準備万端整えて出発した。おまけに浦和レ

ッズの防寒コートも着込んで行ったので、羽田空港

では汗をかく程暑く、脱いでいたマフラーを待ち合

い室に忘れていってしまい、北海道に着いたときに

着用しようとして、忘れ物に気づくという有様だっ

た。

肝心の競技は、というと地元の人も「こんなこと

はめったにないのですがね…」という霧にすっかり

タイムスケジュールが狂い、次々とスタートが繰り

下げられ一部の競技は延期となったり中止になった

りしてしまった。成績面ではもう少し、というとこ

ろ迄タイムを伸ばした選手もいたが、雪のない埼玉

県では致しかたないところもあり、一点の獲得に留

まった。通常と違い１旗門先までしか見えないとい

う濃霧をついての競技の中転倒する選手も多かった

が、幸い我県の選手ではケガ人も出なく、疾病の治

療もなく、医事報告書に記載する例はなく終了した

のは何よりであった。
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落雷事故対策マニュアル

財団法人 埼玉県体育協会

埼玉県スポーツ科学委員会

近年、落雷による死傷者の発生や落雷事故を避けるため、屋外でのスポーツ活動を中止又は中断せざるを

得ない状況が増えております。また、落雷事故の裁判では、主催者や引率監督の責任を指摘した判決が出さ

れております。

一方、落雷のメカニズムは、現在の最新科学でも完全に解明されておらず、関係者も大変憂慮していると

ころです。本会ではこのような状況を鑑み、スポーツ科学委員会の英知を結集し落雷に関する最新の知識・

情報等を基に「落雷事故対策マニュアル」を作成しました。是非、ご一読いただきご活用ください。

１．雷の特性

雷雲（入道雲のような積乱雲や頭上に厚い黒雲が広がる場合）

は、１０分間ぐらいで急成長し（全寿命はおよそ４５分）、４～７km

の背丈のものが時速５～４０kmという高速で移動します。そのた

め、いつ、どこに落雷が起こるか予測は困難です。

どんなに遠くても、かすかにでもゴロッ（雷鳴）またはピカッ

（雷光）を認識したら、すぐにでもグラウンド（屋外プールを含

む：以下同様）に落雷する危険があると考えて対処しなければな

りません。

人体そのものが電気を通すので、金属を身につけているかどう

かということとは無関係に、落雷を受けることが実験的に証明さ

れています。屋外スポーツの場合は、広大なグラウンドの中では

人間が一番落雷を受けやすいので、死亡事故につながる危険性が

高くなります。

２．早めの中断

確率的にはグラウンドに落雷することは少ないと考えられます

が、やはりスポーツはすぐに「中断」して安全を確保すべきです。

試合開催のために多くの人手と時間を費やしたことや、中止し

た試合の再試合のことを考えると、主催者としてはなかなか「中

止」という決断に踏み切れません。最近の落雷は頻発する傾向に

ありますが、それでも試合を「中止」する必要はめったにありま

せん。多くの場合数十分程度の「中断」で済みますので、選手の

安全のために先ず試合を止
�

め
�

る
�

べきです。
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３．落雷の予測

落雷を予測する上で、以下の４つの状況を注意深く観察します。特に、（１）から（３）までの前提があ

り、かすかにでもゴロッ（雷鳴）またはピカッ（雷光）を認識したときには、スポーツをただちに中断して

ください。

（１）入道雲が発達したときや、頭上に厚い雲が広がったとき

（２）AMラジオの雑音が頻繁になったとき（ただし、最近のラジオは雑音が入りにくい設計となっていま

す）

（３）天気予報、気象情報に雷注意報が出ているとき

（４）携帯型雷警報器（ストライクアラート：１２，０００円程度）が雷の電磁波を検知しているとき（検知範囲

は半径６０kmの円）

４．落雷からの避難

（１）安全な空間

a．建物等

コンクリート建造物や自動車等の中に避難します。木造建築物は比較的安全空間ですが、電線などが

通っているので壁から１m以上離れて部屋の中央にしゃがんでいるのが良いでしょう。

b．屋外の高さ４～３０mの物体の保護範囲

高さ４～３０mの物体（樹木や電柱等）の近くで、４５度以上（つまり高さ１５mなら半径１５m）に見上げ

る場所も比較的安全です。ただし、物体の傍にいると側撃を受けるので、必ず４m以上離れて姿勢を低

くしてください（木の幹に近すぎると非常に危険です。コンクリート電柱の場合は２m）。

c．屋外の高さ３０m以上の非常に高い物体の保護範囲

高さ３０m以上の物体（送電線の鉄塔や大型クレ

ーン等）の場合は、その保護範囲は３０m以上には

拡大しないので、物体から４m（送電鉄塔は２m）

以上３０m以内の位置で姿勢を低くします。
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（２）危険な空間

屋外にいて近くに建物や樹木がない場合には、できるだけ姿勢を低くし、安全な時期を見計らって避

難するようにしましょう。テントのポールは落雷を受け易いので、テントの中は地面にひれ伏している

よりも危険です。

（３）避難方法

避雷針や送・配電線の鉄塔の保護範囲内を通って、安全な建物の中に避難します。とにかく、雷が遠

いうちに避難することが大切です。しかし、周囲への落雷が激しく逃げられないときは、その場ででき

るだけ姿勢を低くします。できれば寝そべることです。

５．スポーツの再開

（１）最後の雷鳴から３０分が経過すれば、雷雲は去ったと判断できますので、スポーツを再開してもかまい

ません。２０分でも概ねOKですが、確実性を重視するならば３０分を基準とします。

（２）しかし、最近の地球温暖化、ヒートアイランド現象等による不安定な大気によるものと考えられる雷

雨では、次から次へと雷雲が発生して飛来しますので、必ずしも３０分間の中断で再開にこぎつけられな

いケースも多くなっています。

（３）その場合は、ラジオや電話などで雷注意報の解除を確認してからスポーツを再開してください。

６．落雷事故時の応急処置

（１）電気製品の感電とは違い、雷撃は人体の浅い部分を伝わりやすい性質を持っています（沿面電流）。し

たがって、重大な火傷等は起こしません。

（２）落雷による死亡は、大量の電流が一度に流れることにより、そのショックで呼吸

や心臓が停止することが原因となっています。したがって、ただちに心肺蘇生法（人

工呼吸＋心臓マッサージ；胸部圧迫）を施せば助かる確率が高くなります。

（３）屋外スポーツに関わる指導者・審判・役員は心肺蘇生法の必要性を認識し、習熟

していなければなりません。落雷による心停止にAEDが有効かどうかまだ確認は

されていません。しかし、有用性は考えられますので、心臓マッサージ（胸骨圧迫）

で回復しなければAEDを試みるべきです。

本稿は元埼玉大学理学部北川信一郎教授の御指導と御校正をお願いして作成したもので

す。

参考

１）北川信一郎 他：落雷による死傷と屋外スポーツにおける安全対策の研究．デサントスポーツ科学９：

３２４－３３３，１９８８

２）日本大気電気学会：雷から身を守るには－安全対策Q&A－（改訂版）．２００１

３）北川信一郎：雷博士が教える雷から身を守る秘訣．本の泉社，２００７

４）財団法人埼玉県サッカー協会：落雷に関するマニュアル．SFAニュースNo．４５，２００８

５）気象庁：従来の「雷注意報」に加えて、２０１０年度から危険性を４段階に分け、発生場所の予測も含め、

より詳細な雷情報を１時間前に提供できるように予定している。また民間会社の日本ウェザーニュースは
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既に「ゲリラ雷雨メール」のサービスを開始している。（０４３－２７４－５５０４）

６）熊谷気象台（０４８－５２１－００５８）

７）日本大気電気学会：http : //www 1 a.comm.eng.osaka-u.ac.jp/～saej/（２００９年３月現在）

追記：本マニュアルの内容は１００パーセント安全を保証するものではありません。
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平成２１年度

財団法人 埼玉県体育協会 スポーツ科学委員会 名簿

スポーツ科学専門部会

役職 氏 名 勤 務 先 名 称 役職 氏 名 勤 務 先 名 称

委員長 宮内 孝知 早稲田大学 委 員 立花 陽明 埼玉医科大学

副委員長 吉田 博幸 東京家政学院短期大学 〃 関 純 西大宮病院

〃 小林 正幸 毛呂病院 〃 玉井 朗 拓殖大学

〃 青葉 昌幸 大東文化大学 〃 稲山 貴代 首都大学東京

委 員 萎沢 利行 藤和会藤間病院 〃 羽田 聡 スポーツ振興課

〃 戸苅 晴彦 平成国際大学 〃 関根 友巳 川越市体育協会

〃 塩野 潔 塩野胃腸科医院 相談役 丸山 正董 丸山記念総合病院

〃 林 承弘 林整形外科 担 当
副会長 櫻井 勝利 県体育協会副会長

役職 氏 名 勤 務 先 名 称 役職 氏 名 勤 務 先 名 称

部会長 吉田 博幸 東京家政学院短期大学 部会員 高野 庸夫 県立スポーツ
研修センター

副部会長 稲山 貴代 首都大学東京 〃 小山 克二 県民健康福祉村

部会員 宮内 孝知 早稲田大学 〃 久保潤二郎 平成国際大学

〃 山本 修 埼葛南福祉保健
総合センター 〃 柳田 信也 東京理科大学

〃 須田 和也 共栄大学 〃 森丘 保典 （財）日本体育協会

〃 阿部 昌弘 自衛隊体育学校 〃 富松理恵子 女子栄養大学

〃 玉木 啓一 武蔵丘短期大学 〃 井上久美子 十文字学園女子大学

〃 亀井 明子 国立スポーツ
科学センター 〃 平田 大輔 専修大学
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スポーツ医学専門部会

コーチング専門部会

役職 氏 名 勤 務 先 名 称 役職 氏 名 勤 務 先 名 称

部会長 小林 正幸 毛呂病院 部会員 坂本 静男 早稲田大学

副部会長 立花 陽明 埼玉医大・かわごえ
クリニック 〃 池田 浩夫 川口工業総合病院

部会員 萎沢 利行 藤和会藤間病院 〃 仁賀 定雄 浦和レッズ

〃 林 承弘 林整形外科 〃 矢地 孝 （財）健康医学協会
東都クリニック

〃 塩野 潔 塩野胃腸科 〃 岡田奈緒子 山野美容芸術短期大学

〃 関 純 西大宮病院 〃 溝口 秀雪 （学）花田学園

〃 田澤 俊明 新都心たざわ
クリニック 〃 清水 和彦 清水クリニック

〃 石橋 俊郎 伊奈病院 〃 小山 豊 岩槻南病院

〃 船崎 俊一 済生会川口総合病院 〃 藤野 紀之 東邦大学医療
センター大森病院

役職 氏 名 勤 務 先 名 称 役職 氏 名 勤 務 先 名 称

部会長 青葉 昌幸 大東文化大学 部会員 野瀬 清喜 埼玉大学

副部会長 有川 秀之 埼玉大学 〃 亀井 良和 大宮高校

部会員 戸苅 晴彦 平成国際大学 〃 鈴木 若葉 淑徳大学

〃 山本 兼郎 上尾市役所西貝塚
環境センター 〃 岡安 敦 狭山工業高校

〃 鈴木 守 上智大学 〃 秋元 恵美 岩槻商業高校

〃 鶴見 秀海 吹上秋桜高校 〃 山田真由美 川口青陵高校

〃 小川 貴 越谷東高校 〃 玉井 朗 拓殖大学
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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名簿

氏 名 勤 務 先 専 門 担 当 希 望 競 技

浅井 亨 川口市立医療センター 整形外科 ボート

浅沼 孝吉 浅沼医院 内科 スケート

安孫子 征 安孫子医院 産婦人科

新井 久夫 新井整形外科 整形外科・リハビリ 野球

池田 浩夫 川口工業総合病院 整形外科 スキー・サッカー

石井 邦夫 石井医院 内科 柔道・テニス

石橋 俊郎 伊奈病院 整形外科 野球・スキー・サッカー

伊藤 隆夫 伊藤クリニック 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 麻酔・ペイン 水泳・カヌー

宇治 元 宇治医院 外科 サッカー

大滝 栄典 大宮整形外科医院 整形外科 サッカー

荻内 隆司 東京医科歯科大学病院 整形外科 サッカー・水泳

小野 彰一 小野内科クリニック 循環器内科 全競技OK

掛川 淳 掛川医院 内科 卓球・剣道

加藤 幹雄 加藤整形外科 整形外科 バスケット・サッカー

金子 茂 金子医院 外科・ペイン ボート・カヌー

川久保 洋 川久保病院 眼科 野球・バスケット

黒屋 信隆 くろや整形外科医院 整形外科 野球・スキー

桑原 稔 桑原医院 外科・麻酔科 弓道

公平不二雄 公平病院 外科 ラグビー・ボクシング

河野 柳一 河野整形外科 整形外科 サッカー・ゴルフ

小林 督志 小林クリニック 脳神経外科 ボクシング・サッカー

小林 正幸 毛呂病院 外科 ラグビー・ボウリング

小山 豊 岩槻南病院 循環器内科 サッカー

塩野 潔 塩野胃腸科医院 内科・胃腸科 サッカー

紫田 輝明 北本整形外科 整形外科 剣道

萎沢 利行 藤間病院 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 脳神経外科 なぎなた

菅原 誠 菅原整形外科 整形外科 陸上・サッカー

鈴木 忠臣 北本中央クリニック 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 整形外科

諏訪 敏一 深谷赤十字病院 外科 サッカー・テニス
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関 純 西大宮病院 整形外科 サッカー

関 芳衛 県立リハビリテーションセンター 整形外科 サッカー

高木 俊和 練馬総合病院 内科 馬術

高橋 公男 高橋外科医院 整形外科 サッカー

田澤 俊明 新都心たざわクリニック 脳神経外科 水泳・ゴルフ

立花 陽明 埼玉医科大学 整形外科 ホッケー・ハンドボール

鶴岡 明 鶴岡医院 循環器内科 サッカー

得丸 幸夫 得丸医院 神経内科・内科 ラグビー

内藤 毅嗣 内藤クリニック 血液内科 サッカー

中島 俊之 関越クリニック 内科 ラグビー・他可能

永田 明弘 大宮双愛病院 整形外科 スキー・スケート

永田 善之 永田整形外科 整形外科 ゴルフ・ヨット

仁賀 定雄 川口工業総合病院 整形外科 サッカー

西山 秀水 熊谷総合病院 整形外科 野球・ソフトボール

二瀧 方武 二瀧医院 内科 陸上・バイアスロン

丹羽 正幸 丹羽クリニック 消化器外科

野矢久美子 入間ハート病院 循環器内科 ボート・剣道

林 承弘 林整形外科 整形外科 ボウリング・陸上

原口 亨 原口外科医院 外科・整形外科 ソフトボール・野球

平野 裕 平野医院 外科・皮膚科

増淵 和男 野火止クリニック 循環器内科 相撲・馬術

丸山 正董 丸山記念総合病院 外科 サッカー・野球

三浦 信雄 三浦医院 内科・小児科

三須 雅子 みさと団地中央診療所 婦人科・内科

水谷 智彦 日大医学部神経内科 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 整形外科 卓球・サッカー

村田 郁 村田医院 小児科・内科 バレーボール

茂木 條二 真木外科 整形外科・外科 陸上

本橋 政弘 生協戸塚医院 整形外科 ラグビー

八百坂 渉 八百坂整形外科 整形外科

安田 福輝 安田医院 内科 柔道

谷中 誠 臨床病理 ラグビー

吉岡 久 埼玉医科大学 消化器外科

渡辺 芳子 本島総合病院 整形外科・形成外科
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アンチ・ドーピング小委員会

体力測定小委員会

役職 氏 名 所 属 役職 氏 名 所 属

委員長 小林 正幸 毛呂病院 委員 大山 昭 毛呂病院薬局

副委員長 矢地 孝 （財）健康医学協会
東都クリニック 〃 浅見 孝雄 国際医療センター

委 員 坂本 静男 早稲田大学 〃 桜井 勝利 （財）埼玉県体育協会
副会長

〃 塩野 潔 塩野胃腸科 〃 膳亀 昭三 埼玉県薬剤師会

〃 林 承弘 林整形外科 〃 安田 福輝 安田医院

〃 萎沢 利行 藤間病院 〃 島田 篤 むさしの歯科医院

委員 玉木 啓一 武蔵丘短期大学 委員 星 永 埼玉県立大学

〃 吉田 博幸 東京家政学院短期大学 〃 高橋 和之 ひかり整骨院

〃 浅見 真一 県健康づくり事業団 〃 今井 智子 筑波大学院

〃 池垣 功一 〃 曽川 恵子 三枝接骨院

〃 出浦 申二 〃 塩崎 広慈 コウゼン整骨院

〃 久保寺光明 久喜高校（定） 〃 斉藤 俊明 斉藤接骨院

〃 小沼 彰彦 春日部高校 〃 畑中 仁堂 仁堂接骨院

〃 武安 岳史 G&Gサイエンス 〃 小山 克二 県民健康福祉村

〃 �野 庸夫 県立スポーツ研修センター 〃 関口 恵介 県民健康福祉村

〃 久保潤二郎 平成国際大学 〃 藤野 美恵 県民健康福祉村

〃 山本 修 埼葛南福祉保健総合センター 〃 森丘 保典 日本体育協会

〃 柴田 峰行 松葉町はりきゅう整骨院 〃 柳田 信也 東京理科大学総合研究機構
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顧問医名簿

競 技 名 ドクター名 勤 務 地 病 院 名

１ 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

２ 柔道 安田 福輝 三芳町 安田医院

〃 加藤 浩 秩父市 加藤クリニック

３ 水泳 田澤 俊明 さいたま市 新都心たざわクリニック

４ 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

〃 今村恵一郎 上尾市 今村整形外科・外科医院

５ ボクシング 公平不二雄 戸田市 公平病院

〃 大久保利弘 大利根町 大久保病院

６ ホッケー 立花 陽明 鶴ケ島市 埼玉医科大学

〃 今村 巍 さいたま市 与野ハウスクリニック

７ 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

８ 卓球 宮之原 啓 上尾市 宮之原整形外科

９ ラグビー 小林 正幸 毛呂山町 毛呂病院

〃 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

１０ ボート 峰岸 敦子 戸田市 戸田中央総合病院

１１ 剣道 柴田 輝明 北本市 北本整形外科

〃 掛川 淳 妻沼町 掛川医院

１２ 体操 野本 栄 狭山市 石心会狭山病院

１３ ソフトボール 輿水 健治 川越市 埼玉医大川越医療センター

〃 西山 秀木 熊谷市 熊谷総合病院

１４ 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

１５ 自転車 蓮見 悳彦 さいたま市 （蓮見医院）
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２００９登録トレーナー

事務局

長谷川 伸

（財）埼玉県体育協会 〒３３０－００６３ さいたま市浦和区高砂３－１４－１自治会館３F
電 話：０４８－８２２－５１７１
ＦＡＸ：０４８－８２２－５１７４
hasegawa-saitamaken@japan-sports.or.jp

１６ ハンドボール 代田 雅彦 さいたま市 大宮赤十字病院

１７ 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

１８ 空手道 花家 隆之 日高市 花家産婦人科クリニック

１９ ゴルフ 山口 現朗 川越市 山口病医

２０ 山 岳 畑中 浩成 盛岡市 盛岡赤十字病院

２１ ソフトテニス 荻内 隆司 さいたま市

２２ アーチェリー 鮫島 弘武 越谷市 さめしま整形外科

２３ 馬術 高木 俊和 練馬区 練馬総合病院

〃 大滝 栄典 さいたま市 大宮整形外科

２４ ウエイト 渕岡 道行 大井町 渕岡整形外科

２５ ダンス 池田 浩夫 川口市 川口工業総合病院

２６ なぎなた 清水 昭 さいたま市 大宮医師会市民病院

２７ クレー射撃 岡田奈緒子 秩父市 山野美容短期大学

２８ ボウリング 林 承弘 さいたま市 林整形外科

２９ カヌー 塩野 潔 さいたま市 塩野胃腸科

No. 登録ナンバー 氏 名 所 属

１ ２００９００１ 溝口 秀雪 学校法人花田学園

２ ２００９００２ 長畑 芳仁 武蔵丘短期大学

３ ２００９００３ 樺沢 圭一 ふきあげ接骨院

４ ２００９００４ 畑中 仁堂 じんどう接骨院

５ ２００９００５ 長瀬エリカ 上尾中央医療専門学校

６ ２００９００６ 遠藤 浩士 伊奈病院リハビリ科

７ ２００９００７ 安藤 心兵 安藤接骨院

８ ２００９００８ 岩下淳一郎 鵜の木接骨院

No. 登録ナンバー 氏 名 所 属

９ ２００９００９ 加藤 徳也 まきの木接骨院

１０ ２００９０１０ 走尾 潤 はしお接骨院

１１ ２００９０１１ 金井 英樹 金井接骨院

１２ ２００９０１２ 岡田 眞弘 安藤接骨院

１３ ２００９０１３ 塩� 広慈 コウゼン整骨院

１４ ２００９０１４ 廻谷 滋 鍼灸院、早稲田大学

１５ ２００９０１５ 山本 清次 やしお山本接骨院
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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 この規程は、財団法人埼玉県体育協会（以下「本会」という。）寄付行為第２８条の規定に基づいて設

置されたスポーツ科学委員会（以下「委員会」という。）に関する事項を定める。

（目的および事業）

第２条 委員会は、体育・スポーツに関する医学、科学およびコーチングに関する研究事業等を行い、県民

のスポーツ振興に寄与することを目的とする。

（委 員）

第３条 委員は、本会担当理事、行政機関の代表および学識経験者から本会会長が委嘱する。

第４条 委員会に、次の委員を置く。

委員長 １名

副委員長 若干名

第５条 委員長および副委員長は、委員会において選出する。

第６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等のあるときは、その職務を代行する。

（任 期）

第７条 委員の任期は２年とする。ただし、再任は妨げない。

（委員会）

第８条 委員会は、必要に応じて委員長が招集し議長となる。

第９条 委員会は、委員の３分２以上の出席がある場合に開会することができる。ただし、当該議事につき

委任状等を提出した者は出席者とみなす。

第１０条 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

２ 緊急を要するため、委員会に付議することが困難なときには委員長がこれを処理することができる

が、次の委員会にて報告しなければならない。

（専門部会および委託）

第１１条 委員会は、医学および科学的な研究等を進めるため、スポーツ科学専門部会・スポーツ医学専門部

会・コーチング専門部会を設置する。

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。

４ 各専門部会の連絡会議を開催することができる。

第１２条 委員会は、関係機関および専門職員に研究等を委託することができる。
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（補 足）

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。

第１４条 委員会の規程の変更は、委員の３分の２以上の同意を経、かつ、本会理事会の承認を得なければな

らない。

付 則

１、この規程は、昭和６２年１０月１７日から施行する。

２、この規程は、昭和６３年４月１日変更施行する。

３、この規程は、平成２２年３月１６日変更施行する。

申し合わせ事項

１ 委員は、全体で１５名程度とする。

２ 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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スポーツ科学委員会専門部会規程

（総 則）

第１条 この規程は、スポーツ科学委員会（以下「委員会」という。）規程第１１条に基づいて設置された専門

部会（以下「部会」という。）に関することを定める。

（目的および事業）

第２条 部会は、体育・スポーツに関する研究・研修等を行い、県民のスポーツの振興に寄与することを目

的とする。

（部会員および正副部会長）

第３条 部会は、次の部会員をもって構成する。

２ 委員会委員長が、委員会委員の中から指名する若干名の部会員及び部会員が推薦し、部会が承認し、

委員会で認めた者。

３ 委員会委員長が、学識経験者の中から指名する若干名の部会員

第４条 部会長及び副部会長は、各部会でそれぞれ１名を選出する。

（任 期）

第５条 部会員の任期は２年とする。ただし、再任は妨げない。

（部 会）

第６条 部会は、必要に応じて部会長が招集し、議長となる。

第７条 部会は、部会員の３分２以上の出席がある場合に開会することができる。ただし、当該議事につき

委任状等を提出した者は出席者とみなす。

第８条 部会の議事は、出席部会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第９条 部会は研究及び研修等を進めるために、必要に応じ小委員会を設置することができる。

（補 足）

第１０条 その他部会について必要な事項は、各部会で決定し委員会の承認を得なければならない。

第１１条 部会の規程の変更は、部会員の３分の２以上の同意を経、かつ、委員会の承認を得なければならな

い。

付 則

１、この規程は、平成２２年３月１６日から施行する。
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