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【はじめに】

　第85回記念選抜高等学校野球大会が平成25年

3月22日（金）～4月3日(水)の間、阪神甲子園

球場にて開催されました。今大会は、記念大会

でもあり出場校が36校と例年よりも多かったで

すが、奇跡的に順延もなく予定通りの日程で進

むことができました。決勝戦は、浦和学院（埼

玉）が済美（愛媛）を17対1で下し初優勝を果

たしました。

　今大会も主催者の要請をうけ当法人がメディ

カルサポート（大会前検診及び大会中メディカ

ルサポート）を実施しましたのでここに報告さ

せて頂きます。

【投手検診】

□大会前検診　　

　大会前投手検診は平成25年3月17日～19日の3

日間で行われました。対象者は本大会に投手登

録された選手123名に対して行いました。検診

内容は医師による診察、理学療法士による関節

可動域測定（肩関節2nd外旋・2nd内旋・3rd内

旋、肘関節屈曲・伸展、前腕回内・回外の７項

目）とストレッチ指導を行いました（表1）。ま

た医師の診察の結果、指示により必要なコンデ

ィショニングを実施しました。また、熱中症ア

ンケートを行い大会前に症状が認められた選手

をピックアップしました。この結果を活かし既

往歴のある選手に対しては、スタッフが情報を

共有し熱中症の発症に注意しました。

□大会中検診

　準々決勝、準決勝の試合後に医師による診察

が行われました。対象投手はのべ15名で連投、

連戦が続く中で疲労が蓄積した選手もいました

が、投球禁止となる選手はいませんでした。検

診後は検診の結果と投手の疲労部位にあわせて

理学療法士がストレッチをおこないました。

【大会中メディカルサポート】

　大会中のサポート参加スタッフ人数はのべ

153名で、大会期間中は１日9～12名体制で臨み

ました。メディカルサポート件数は94件、コン

ディショニングの件数が今年度は0 件という結

果でした。受傷部位は上肢47件、下肢34件、体

幹10件、頭部3件でした。以下にサポート記録

の内容について報告致します（表2）。

　試合前処置（25件）では例年同様、テーピン

グを希望する選手が最も多い結果でした。試合

中処置（19件）はデッドボールや自打球、交錯

プレーなどによるアクシデントに対してアイシ

ング、テーピングが多くみられました。中には

試合中に医師の診察を要するケースも数例見ら

れ、大会役員や医師との顔合わせの重要性を痛

感しました。試合後処置（50件）は処置件数の

中でも一番多く、特に死球による打撲に対する

冷却、圧迫処置が多いという結果でした。

　熱中症様症状（筋痙攣）を呈した件数は、大

会中16件でしたが、そのうち処置を要したもの

は5件でした。

【おわりに】

　今大会も、会員の皆様のご協力により無事メ

ディカルサポート業務を遂行することができま

した。

　今大会は大会中の処置の件数が大幅に減少す

る結果でした。これらの結果が得られたのも、

長年のメディカルサポート会員の啓発活動が実

を結んだものと思います。今後も、会員の皆様

のご意見をいただきよりよい事業を目指してい

く所存であります。

　最後になりましたが、われわれの活動に多大

なるご理解とご協力をいただきました毎日新聞

社ならびに日本高校学校野球連盟の皆様と会員

各位に深くお礼申し上げます。

（〒670-8540　兵庫県姫路市下手野1-12-1）
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第85回記念選抜高等学校野球大会メディカルサポート報告
藤本智久

投球側 非投球側

2nd ER 132.0±11.8 ° 125.8±9.2°
2nd IR 38.2±9.2 ° 51.9±10.7 °
3rd IR* 19.9±4.2cm 16.4±4.8cm

Elbow Flex 144.8 ±7.1° 150.4 ±5.3°
Elbow Ext 0.78±8.1 ° 6.5±5.7 °
Pronation 84.6±7.8 ° 86.1±8.6°
Supination 93.9±8.7 ° 97.7±10.3 °

(平均±標準偏差)

表1　大会前投手検診　関節可動域

*；床と前腕の距離を計測

処置 件数

アイシング 58件
テーピング 25件
創処置 12件

ストレッチング 6件
水分補給 5件

表2　処置内容
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新聞記事その①
2013.3.27　毎日新聞(京都地域版)

新聞記事その②

2013.4.26　朝日新聞

　選手が活躍する裏側には、必ずその選手を支える人間がいます。
スポーツ現場と病院の橋渡し役として存在する理学療法士。当会の
福田先生の記事が掲載されました。家族やコーチに加え、選手を支
える一人です。

　選手の傷害予防に関してさら
に大きな一歩が踏み出されまし
た。甲子園から地方へ傷害予防
が一層広がることを願います。
全力でプレーする球児たちの活
躍を早く見たくなりました。
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「私の立場で考える改善点の提案」

藤田整形外科・スポーツクリニック       福岡　ゆかり

　メディカルサポート（以下、MS）に関わり8年

目となり、少しずつながらできる仕事が増えてき

たと実感しています。今回この機会をいただきま

したので、私が過去8年間MSで経験してきたこと

を元に、改善案として以下の2点を提案させてい

ただきます。参考にしていただけると幸いです。

【課題①】

ベテランと若手の仕事量の偏りが大きい。

【原因】作業が分担できておらず、実施状況が不

明確である。

【提案】定常作業についての「何を・誰が・い

つ・実施状況」を目につく所に一覧にする。例え

ば、ホワイトボードに以下のような表を作成し、

マグネットなどで簡便にチェックできるようにす

る。「何を（氷嚢の個数確認）」

「誰が（福岡）」「いつ（第1試合終了直後）」

「実施状況（○）」

【メリット】二度手間をなくし、効率が上がる。

ベテランの負担が減り、重要業務に集中できる。

若手が早く経験を積み、達成感が得られることで

継続率の向上も期待できる。

【課題②】メンバーの経験等の情報共有。

【提案】MS終了後、当日の情報を次回の班長に伝

達する。次回班長は、それをもとに配置予定など

をメンバーに事前に周知する。例えば「8月8日。

福岡（5回目）本日、野手メイン経験。自己評

価：大きい声が出せなかった」

【メリット】若手メンバー間の認知ができ、指

示、情報伝達がしやすくなる。自己の課題が明確

になり具体的に準備ができ、早いレベルアップが

期待できる。

　野球部のマネージャーだった私が理学療法士を

目指したきっかけは、この甲子園MSでした。先

日、班長副班長会議にも参加させていただき、現

在まで先生方がいろんな意見を交わしながら発展

させてこられたことを実感しました。今こうして

MSに携われていることを幸せに思い、よりよいサ

ポートを提供するために、私も活発な意見交換に

参加していきたいと思います。

(〒654-0048　兵庫県神戸市須磨区衣掛町4-1-9)

第85回記念選抜高等学校野球大会メディカルサポート参加報告

「メディカルサポート参加報告」
医療法人早石会　早石病院 福村　亮介

  第85回記念選抜高等学校野球大会にメディカル
サポートスタッフとして参加しましたので、ご報
告させていただきます。
　メディカルサポートには大会9日目と準決勝に参
加しました。今回の大会が初参加であったことも
あり、メディカルサポートに参加できる期待感と
緊張感が入り混じった気持ちで初日を迎えまし
た。
　サポートは試合前からドリンク作製や処置など
があり、試合中・試合後と気が抜けない状況が続
きました。試合後に行う野手のクーリングダウン
では、ストレッチの順番を指示するメインの役割
を経験させていただきました。緊張と焦りのため
に上手くいかないこともありましたが、他の先生
方の助けをいただきながら無事に終えることがで
きました。今回の反省点として、選手をはじめ周
りの状況を良く確認しながら実施するということ
が挙げられました。
　また、試合中の怪我に対する処置を見学する機
会がありました。試合中のアクシデントはいつ起
こるか分からないので、冷静な判断力や迅速な対
応力が問われると思います。今回はバントの際に
バットとボールの間に指を挟み、指先の血豆が潰
れて出血した選手への対応でした。救急処置は事
前の研修会などで勉強していましたが、実際の場
面に立ち会ってみるとどのように行動すれば良い
のか分からなくなってしまいました。経験豊富な
先生による適切な対応を見学して良い経験ができ
たとともに、次からの課題も見つかった経験でし
た。このメディカルサポートには、高校球児が甲
子園で最高のプレーができるように最大限のサポ
ートをしようという気持ちの熱い先生方が集まっ
ています。テーピングなどの処置やクーリングダ
ウン、サポートに取り組む姿勢など多くのことを
勉強させていただきました。今回は初参加で与え
られた役割をこなすことで精一杯でしたが、次回
以降は少しでも自分から行動できるようにしてい
きたいと思いました。最後になりましたが、ご指
導いただいた先生方、またこのような機会を与え
て頂きました（社）アスリートケアに感謝申し上
げます。

(〒543-0027　大阪市天王寺区筆ケ崎町2-75)



　今年度は基礎編ということで、講義、実技とも

に前年の応用編よりも非常にわかりやすい内容で

した。

　講義では、テーピングの種類や特性、テープの

持ち方といった扱い方を含めた基本的な内容か

ら、解剖学的、運動学的知識を考えるうえで重要

となる関節運動軸について学びました。

　実技では、主に足関節と膝関節の制動や固定の

テーピングを教えて頂きました。ポイントを踏ま

えたデモストレーションで非常にわかりやすく、

練習時には講師やアシスタントの先生方が各グル

ープを見て回って下さった為、練習を行う中で分

かりづらい点はその場で質問でき、理解を深めや

すい実技内容でした。

　今回のワークショップに参加させて頂き、改め

てテーピングを行う難しさを実感しました。関節

運動軸を考え、軸に垂直にかかるようテープの走

行を調整すること。テープがシワにならないよ

う、また目的によって張力を調整しながらテーピ

ングを行うには、数回練習しただけで実践出来る

ような簡単なものではないこと。巻き方だけを覚

えるだけでは多種多様な選手のニーズには応えら

れないこと。そして、しっかりと基礎的な知識を

覚え、技術に関しては多くの経験を踏まなければ

現場で求められる素早く正確に巻くといった対応

は出来ないことを実感しました。

　今まで普段職場ではテーピングを扱う機会がな

かった為、練習は健常者同士で行っていました。

しかし今後は今回学んだ足関節の制動テープ等を

歩行時の評価方法の1つとして取り入れ、少しで

も利用者様のニーズに応えられるよう、またスポ

ーツ現場でも対応が出来るよう知識も技術も養っ

ていきたいと思っています。

　最後になりましたが、ご指導いただきました講

師の先生ならびに、貴重な機会を提供して頂いた

(社)アスリートケアに心より感謝致します。

（〒535-0004　大阪市旭区生江2丁目15番14号）

　今回の講習では、まずテーピングの効果や目

的、効果的なテーピングを行うためには解剖学的

知識や疾患の特性、競技特性などの情報も必要で

あるということを講義していただきました。ま

た、テープの種類別による効果や目的の違い、テ

ープの扱い方なども実技を交えて教えていただき

ました。テープの持ち方やテンションの与え方が

テープの効果に大きく影響することを実感しまし

た。

　症例を用いてのグループワークでは、投球時に

肩関節後面の痛みを訴える症例に対して、テーピ

ング方法の選択から実施までを行いました。アク

セレレーションのポジションでの抵抗運動や肩関

節2nd外旋強制、肩関節水平外転角度の増強で疼

痛がある症例に対して、肩関節外旋や水平外転動

作を制動するテーピングを選択しました。しか

し、この症例の問題点である投球時の痛みに対す

る効果的なテーピングは行うことができていませ

んでした。今回の症例であれば、肩関節外転と肩

甲骨内転、下制が不十分であり、投球時に肩関節

の負担が増加していると考えられるため、肩関節

外転と肩甲骨内転、下制を誘導するテープを追加

するといいということを教えていただきました。

テーピングにより動きを制動するだけでなく、評

価から問題点を抽出することの大切さを学びまし

た。

　今回の講習を通じて、適切な評価から、目的、

効果を考慮したテーピング選択、テーピングの実

施から効果判定まで全てが重要にであることを改

めて学ばせていただき大変有意義な講習会であり

ました。今回の経験を活かして日々の業務やスポ

ーツ現場でテーピング技術を向上させ、今後のサ

ポート活動に繋げていきたいと思います。

　最後になりましたが、ご指導いただきました講

師の先生方、このような機会を与えて下さいまし

た（社）アスリートケアに心から感謝致します。

（〒720－2123　広島県福山市神辺町川北1544－1）
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平成25年度第1回ワークショップ　　　　　　

　　参加報告① 　　

特定医療法人清翠会　牧老人保健施設 野村　夏実 医療法人社団　飛翔会　福山整形外科クリニック　関本　淳希

平成25年度第1回ワークショップ　　　　　　

　　参加報告② 　　
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　2013年１月末から３月末まで週１回月曜日に、行岡病院で受け入れている（社）アスリートケア

研修生として研修をさせていただきました。研修では主にACL再建術後のリハビリテーションや投球

障害について実習させて頂きました。

　ACL再建術後のリハビリテーションにおいては、膝関節の伸展・屈曲制限に対するアプローチを指

導して頂きました。膝関節伸展の制限因子としては、まず膝後面の問題を思いつきます。しかし、

背臥位で膝伸展していれば大腿直筋、膝最終伸展域では膝蓋下脂肪体が問題になることがありま

す。膝屈曲の制限因子は伸展の制限因子とは逆で、膝前面の問題が考えられますが、ハムストリン

グスや下腿三頭筋が問題となることもあります。これらの問題点の抽出方法は、姿勢や他関節の肢

位を変え問題となる箇所を特定し、その問題点にアプローチをしてみて再評価する。当たり前のよ

うなことですが、仮説の立て方や多彩な評価の方法は、机上の勉強だけではなく実習でしか得られ

ないことであると感じました。

　投球障害のリハビリテーションでは、主に評価の方法について指導して頂きました。ROMや筋力の

測定についても計測方法を細かいことまで統一しておかないと、正確な効果判定ができないことを

教えて頂きました。特に肩関節の回旋のROM測定は、肩甲骨の固定や肩甲上腕関節の動きを考慮して

他動的にROMの最終域まで誘導することが重要であることを学びました。

　私は、日々臨床でACL損傷や投球障害のリハビリテーションを実施しておりますが、評価の方法や

アプローチの方法について次々に疑問点が出てきます。勉強会に参加したり、文献を読んだりしま

すがやはり実際に患者さんを目の前にすると上手くいかないことが多いと感じていました。そう考

えていた私に、今回の研修は本当に有意義なものとなりました。直接患者さんに触れながら、経験

豊富な先生方に実際のアプローチ方法やその治療に至るまでの過程を指導して頂き、考え方の幅が

広がりました。

　最後に、熱心に指導して頂いた行岡病院のスタッフの皆様と、今回このような貴重な体験をさせ

て頂いた（社）アスリートケアに深謝いたします。

（〒612-8555京都府京都市伏見区深草向畑町1-1）

スポーツ関連学会の紹介

（社）アスリートケア研修報告

独立行政法人国立病院機構　京都医療センター　スポーツ医学センター 井上　直人 

第25回日本運動器科学会　2013.7.6（土）神戸
　http://www2.convention.co.jp/25jsmm/index.html

第21回日本運動生理学大会 2013.7.27（土）-28（日）東京
　http://jsespam.jp

第39回日本整形外科スポーツ医学会学術集会2013.9.13（土）-9.14（日）愛知
　http://www.congre.co.jp/jossm2013/

第68回日本体力医学会大会2013.9.21（土）-9.23（月）東京
　http://gakkai.co.jp/tairyoku68/

第40回日本肩関節学会・肩の運動機能研究会2013.9.27（金）-28日（土）京都
　http://www.congre.co.jp/40jss/index.html

第24回日本臨床スポーツ医学会学術集会2013.10.25（金）-26（土）熊本
　http://www.congre.co.jp/24rinspo/

第40回日本臨床バイオメカニクス学会2013.11.22（金）-23（土）神戸
　http://www2.convention.co.jp/40jscb/

平成25年7月～平成25年11月に国内で行なわれる
スポーツ関連の学会を挙げてみました

※URLをクリックすると各学会HPが開きます



高校生男子サッカー選手の股関節可動域と筋の伸張性に対するトレーニング効果が
運動時腰痛に及ぼす影響

助成研究報告①

医療法人徳洲会　野崎徳洲会病院　福本　貴典
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(〒574-0074　大阪府大東市谷川2丁目10番50号)

【はじめに】

　我々は、高校サッカー選手における運動時腰痛の軽減を目的にメディカルチェック、トレーニン

グ・コンディショニング指導を行っている。今回、運動時腰痛保有者の股関節可動域（以下、

ROM）、筋の伸張性（以下、タイトネス）の変化と運動時腰痛の関係性について調査した。

【対象・方法】

　某高校男子サッカー部員に対して、平成20～23年に4回のメディカルチェックを実施し、メディカ

ルチェック1～2回目、2～3回目、3～4回目のそれぞれを一期間とした。各期間において、少なくと

もいずれかの回に腰痛を有するものを腰痛保有者とし、調査の対象とした。腰痛保有者の各期間に

おける運動時腰痛の程度とROM、タイトネスの変化を比較検討した。運動時腰痛は、森田らの分類

（1993）を参考に4つのステージに分類した。各期間において、腰痛のステージが、改善した改善

群、悪化した悪化群、変化しなかった非変化群の3群に群分けした。ROMは股関節屈曲、伸展、外

転、屈曲90°位での内・外転、屈曲90°位での内・外旋、中間位での内・外旋とし、タイトネステ

ストはFFD、SLR、HBDを行い、利き脚・非利き脚に分け、比較検討した。統計には、statview

（ver.5.0）を使用した。各群におけるROM、タイトネス各項目測定値の変化量の平均値に対し、3群

間で分散分析にKruskal-Wallis法を用いた後、多重比較検定にTurkey-Kramer法を用いた。いずれも

危険率5％未満をもって有意とした。

　尚、責任教師、選手には事前に十分な説明を行い、良好な理解が得られた上で実施した。

【結果】

　腰痛保有者は延べ33名であった。このうち、改善群は12名、悪化群は11名、非変化群は10名であ

った。悪化群のHBDに、他群と比べ利き脚、非利き脚両側ともに有意な増加が認められた（p<0.01、

p<0.05）。悪化群の屈曲に非利き脚において、非変化群と比べ有意な低下が認められた

（p<0.05）。その他の項目においては、有意な差は認められなかった。

【考察】

　今回の結果から、腰痛悪化群では殿筋群や大腿四頭筋、特に大腿直筋の伸張性低下が生じている

と考えられた。筋の伸張性低下の結果、股関節の矢状面上の運動性低下が生じる。この運動方向は

走行やキック動作に影響を及ぼし、その代償動作として骨盤や腰椎の過剰な運動に連鎖することが

考えられ、腰痛悪化の一因になると考えられた。

図1　3群間の比較



～第9回肩の運動機能研究会発表～

水平面画像を用いた投球動作時の肩甲帯と骨盤回旋の定量的評価

助成研究報告②

社会医療法人純幸会　豊中渡辺病院 来田晃幸,他６名
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(〒561-0858 豊中市服部西町3-1-8)

【背景】

 投球障害肩の治療や予防には、肩甲帯や骨盤における回旋運動量とそのタイミングが重要とされ

る。投球動作の分析には三次元動作解析装置が広く用いられるが、特殊な測定環境が必要であり、

臨床場面での治療効果の判定や患者教育に用いることは困難である。そこで我々はデジタルカメラ

で撮影した水平面画像を用いて肩甲帯と骨盤の回旋運動を分析しているが、その精度は不明であ

る。

【目的】

 本測定方法の精度を三次元動作解析装置(Vicon MX)による計測結果と比較し、検証すること。

【方法】

 野球経験者14名の投球動作をVicon MXで計測し、同時にデジタルカメラを用いて水平面画像を頭上

から撮影した。Vicon MXの身体指標は両肩峰と両上前腸骨棘（ASIS）に貼布し、デジタルカメラの

画像では肩甲骨上角とASISのレベルに装着した棒の両端にマーカーを設置した。動作解析ソフトは

VICON NEXUS とToMoCo-Liteを用い、各位相における肩甲帯と骨盤の回旋角度を各々算出し、解析ソ

フト間の角度差を求めた(図1)。統計学的分析はピアソン相関係数検定（r）を有意水準5%未満で行

った。

【結果】

 測定方法間の角度差（Vicon NEXUSの値を基準）は、肩甲帯回旋が最大外旋時（MER）-9.5±9.3°、

ボールリリース時(BR)4.9±6.5°であり、骨盤回旋ではMER -10.5±4.7°、BR -8.3±5.0°であっ

た(図2)。肩甲帯回旋角度のrはMER 0.73、BR 0.85であり、骨盤回旋角度のrは、MER 0.85、BR 0.84

であった（すべてp＜0.01）。

【結語】両測定方法におけるMER～BRでの角度差はいずれも11°未満であり、相関係数は0.7を超え

ていた。水平面撮影による投球動作分析は、投球フォームの効率化に必要な肩甲帯と骨盤の回旋運

動の評価や患者教育に有用であると考えられた。  

図１.各位相における水平面画像 図２.各位相における肩甲帯と骨盤回旋の角度



～第18回スポーツ傷害フォーラム発表～

体幹後傾テストのACL不全評価に対する有用性の検討

助成研究報告③

医療法人行岡医学研究会　行岡病院　小川　卓也,他13名 
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(〒530-0021 大阪市北区浮田2丁目2番3号)

【はじめに】

　本研究の目的は、下腿前傾を抑制した片脚起立位での体幹後傾姿勢（以下、体幹後傾テスト）の定

量測定を行い、ACL不全による自覚的な膝不安定性の評価法としての有用性を検討することである。

【対象および方法】

　片側ACL不全膝症例 15名（ACL不全膝群）と下肢に既往のない健常大学生18名（対照群）を対象と

し体幹後傾テストを実施した。二次元ビデオ動作解析システムを用いて体幹後傾角度と体幹後傾距

離、下腿前傾角度を算出し(図)、自覚的膝不安定感はVASで調査した。各指標の健側と患側、対照群

のボールを蹴る利き足と非利き足との比較にはpaired-t testを行い、各指標と予め計測した最大等

尺性膝伸展トルクとのピアソンの相関係数（r）を求めた。また、級内相関係数を用いて各計測値の

再現性を求め、有意水準はいずれも5％未満とした。

【結果】

　対照群の各指標には、いずれも利き足と非利き足に有意な差はなかった。ACL不全膝群の下腿前傾

角度にも有意な健患差はなかったが、患側は健側と比較して、体幹後傾角度、体幹後傾距離が有意に

減少した(表)。 ACL不全膝群の膝不安定感（VAS）は患側が健側に対して有意に高値を示した。各計

測値と膝伸展トルクの相関は低かった（r＝-0.09～0.2、p＝0.4～0.1）。体幹後傾角度、体幹後傾距

離の級内相関係数は、いずれも0.9以上の高い再現性を示した。

【考察】

　本テストでは、脛骨高原上を大腿骨が後方に移動する力（前方剪断力）が作用し、患側では不安定

感が高まり、体幹後傾角度が減少したと考えられた。患側の体幹後傾角度、体幹後傾距離、大腿四頭

筋筋力との相関は低かったことから、これらの指標は自覚的な膝関節の不安定性を反映していること

が示唆された。また各計測値は高い再現性を示したことから、体幹後傾テストはACL不全による自覚

的な膝不安定性の評価法として有用であると考えられた。　(スポーツ傷害へ投稿中)

図.姿勢の評価

表．計測結果

①体幹後傾角度：（基本軸：支持脚大転子を通る床への垂直線）

　　　　　　　 （移動軸：支持脚大転子と肩峰を結ぶ線）

②体幹後傾距離：（肩峰から床への垂直線と支持脚外果の距離）

③下腿前傾角度：（基本軸：支持脚外果を通る床への垂直線）

　　　　　　　 （移動軸：支持脚外果と膝関節裂隙中央を結ぶ線）

体幹後傾角度(deg)

体幹後傾距離(cm)

下腿前傾角度(deg)

膝不安定感：VAS

ACL不全膝群（n=15） 比較対照群（n=18）

健側 患側 非利き足 利き足

17.0±5.0 8.4±7.7

13.3±6.3 5.8±7.7

5.2±2.8 5.7±2.9

0.4±0.8 5.9±2.3

15.7±7.0

13.6±4.7

2.8±5.7

0

13.1±5.7

4.3±4.2

0

＊

＊

＊

15.6±6.7
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2013.5.19　朝日新聞

新聞記事その③

2013.5.18　朝日新聞

　最近よく話題にあがる投手の球数制限。選手の
ケガを防ぐのであれば、投げなければいい。もち
ろんそれでは何の解決にもなりません。選手の今
と将来を考えた上での最適なルール作りが必要と
されています。
　選手の将来を見据え、投球制限の前に「投球」
を考えると、まずは日頃のコンディショニングを
大切にできるかが鍵となります。本法人の地域支
援事業の裾野が広がり、傷害予防の礎となれば、
スクールトレーナー制度として確立される日は近
いと思われます。

SAC広報部
長方形
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　一般財団法人運動器の10年・日本協会より、運動器の健康増進を目指す「運動器の10年」世界運動、　一般財団法人運動器の10年・日本協会より、運動器の健康増進を目指す「運動器の10年」世界運動、

"Keep people moving"及び運動器の10年・日本協会の標語"動く喜び　動ける幸せ"の基本理念を広く一"Keep people moving"及び運動器の10年・日本協会の標語"動く喜び　動ける幸せ"の基本理念を広く一

般社会に普及啓発するため、各団体、機関、個人等が平成24年1月から全国各地で行った独創的かつ優般社会に普及啓発するため、各団体、機関、個人等が平成24年1月から全国各地で行った独創的かつ優

れた事業・活動に対して、(社)アスリートケアの「高校における学校保健の支援事業」が奨励賞に選定れた事業・活動に対して、(社)アスリートケアの「高校における学校保健の支援事業」が奨励賞に選定

されました。その授賞式が平成25年1月25日に東京の明治記念館で行われ、当会を代表して吉田一也氏されました。その授賞式が平成25年1月25日に東京の明治記念館で行われ、当会を代表して吉田一也氏

（人間総合科学大学）と僭越ながら筆者が出席しましたので、ご報告申し上げます。（人間総合科学大学）と僭越ながら筆者が出席しましたので、ご報告申し上げます。

　授賞式にはご高名な先生が多く出席されていて、初めは挨拶回りもできないくらい緊張していました　授賞式にはご高名な先生が多く出席されていて、初めは挨拶回りもできないくらい緊張していました

が、周囲の先生が代わる代わる気さくに話しかけて下さり緊張をほぐしてくれましたので、ほぼ全てのが、周囲の先生が代わる代わる気さくに話しかけて下さり緊張をほぐしてくれましたので、ほぼ全ての

出席者とお話しすることができ、貴重な体験をすることができました。また、こういうところで周囲へ出席者とお話しすることができ、貴重な体験をすることができました。また、こういうところで周囲へ

の目配り・気配り・思いやりの重要性を再認識致しました。選評は運動器の10年・日本協会理事の武藤の目配り・気配り・思いやりの重要性を再認識致しました。選評は運動器の10年・日本協会理事の武藤

芳照先生（東京大学副学長）から戴き、以下、全文抜粋します。高校学校生徒への理学療法士による学芳照先生（東京大学副学長）から戴き、以下、全文抜粋します。高校学校生徒への理学療法士による学

校保健活動の先進的な取り組みである。運動器疾患・障害の予防という基本目標の下、学校長、学校校保健活動の先進的な取り組みである。運動器疾患・障害の予防という基本目標の下、学校長、学校

医、養護教諭らと連携して、健康相談、予防プログラムの指導、総合的学習の時間を活用した授業、医、養護教諭らと連携して、健康相談、予防プログラムの指導、総合的学習の時間を活用した授業、ト

レーニングレーニングやテーピングテーピング等の指導等、多彩な活動を、系統的にかつ組織的に実践している。今後の「等の指導等、多彩な活動を、系統的にかつ組織的に実践している。今後の「スクスク

ールトレーナーールトレーナー」制度の確立のモデルとなる極めて社会的・教育的意義が高い事業と評価された。武藤」制度の確立のモデルとなる極めて社会的・教育的意義が高い事業と評価された。武藤

先生と直接お話しした中でも、「理学療法士が潤滑油的な役割に徹して、多職種と協働しながらシステ先生と直接お話しした中でも、「理学療法士が潤滑油的な役割に徹して、多職種と協働しながらシステ

ムを構築したことに感心し、本当に制度の確立のモデルである」とお褒めのお言葉を頂戴致しました。ムを構築したことに感心し、本当に制度の確立のモデルである」とお褒めのお言葉を頂戴致しました。

　今回は全国から40の応募があった中で、惜しくも日本賞（大賞）の受賞とはなりませんでしたが、奨　今回は全国から40の応募があった中で、惜しくも日本賞（大賞）の受賞とはなりませんでしたが、奨

励賞を受賞することができたことは非常に名誉なことと思います。これは会員皆様からのご協力により励賞を受賞することができたことは非常に名誉なことと思います。これは会員皆様からのご協力により

「高校における学校保健の支援事業」を新規に立ち上「高校における学校保健の支援事業」を新規に立ち上

げることができたからこそ、受賞できたと感謝していげることができたからこそ、受賞できたと感謝してい

ます。今後とも皆様からのご協力を賜りますよう切にます。今後とも皆様からのご協力を賜りますよう切に

お願い申し上げますとともに、お互い切磋琢磨し、よお願い申し上げますとともに、お互い切磋琢磨し、よ

り質の高いサービスを社会に還元できる団体であり続り質の高いサービスを社会に還元できる団体であり続

けることを、会員一同誓いたいと思います。けることを、会員一同誓いたいと思います。

アスリートケア理事　野谷 優アスリートケア理事　野谷 優

医療法人ガラシア会 ガラシア病院医療法人ガラシア会 ガラシア病院

（〒562-8567　大阪府箕面市粟生間谷西6丁目14-1)（〒562-8567　大阪府箕面市粟生間谷西6丁目14-1)

平成24年度「運動器の10年」

世界運動・普及啓発推進事業 奨励賞受賞

　
編集後記

　きれいだった桜が散り、これから梅雨に向かっていきます。ジメジメとした天気になり、
更に6月は祝日もなくいいことがありません。…なんてことはないですよね？
6月は私（nkt）の誕生日があります（笑）。なので私にとっては最高のシーズンです。
いいことないなぁと思う皆さんもゆっくり探してみたら何かしらのいいことがあるかもで
す。どんな時でもプラス思考。ゆっくりのほほんといいこと探ししてみましょう♪！

（3列目左から筆者、吉田氏）
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