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第３回生涯研修講座 アスリートのコンディショニング 

 

第３回生涯教育講座 開催 

「アスリートのコンディショニングづくり」  

～高校野球トレーナー活動で学んだこと～ 
 

 

 

 



  

9 月２２日（日）京都府鍼灸マッサージ師会会館において『アスリートのコンディショニング』「～高校

野球トレーナー活動で学んだこと～」と題し石川県星稜高校野球部チームトレーナーとして高校野球選手権

試合に帯同されている石川県師会副会長の田中良和先生のご講演と実技による研修が行われました。講義は

トレーナーとはから始まり、スポーツ現場

での応急処置、スポーツ傷害の予防、治療、

そのリハビリテーションを含む再発予防な

どが主な役割であること、選手自身の体調

管理（コンディショニング）を認識し、実

践するようにサポートすることであり、ま

た、選手がベストコンディションで競技に

挑め、パフォーマンスが十分に発揮できる

よう習得した知識や技術、能力を駆使して

対応。日頃よりスキルアップが求められる

というものでした。. 

東洋医学は身体のあらゆる場所からの情

報によって処方、施術するものでスポーツ動作においても肩や肘だけで運動しているわけでなく運動連鎖に

よって打ったり、投げたり、飛んだりしている。身体全体を捉え理解することは、運動を理解する面におい

ても、施術を行う面においても重要であると熱弁。実技

では、野球選手に多い肘や肩関節周囲の傷害に対するテ

ストとチェックを行った後の処置を鍼灸治療で実践。投

球動作から来す腰下肢の傷害に対してはマッサージの実

技を行っていただきました。 

スポーツ系の学習会は初めてという受講者から「日頃、

高齢者の施術を主に行っていましたが各部のテストとチ

ェック、そして、

問題点の把握と

施術など大変勉

強になりまし

た。」との感想があり、また、専門学校の学生は先生の施術を体験

し「スポーツ系の鍼灸を体験でき、いい勉強が出来ました。」と大

変喜んでおられ研修に誘っていただいたことへも感謝を述べられ

ていました。           【 学術部 江田元一 】 

 

 

 

 

１．指導要請 

京都市医務衛生課へ４件 

  内訳）国家免許者による違法業務、違法広告 １件 

     国家免許者による違法広告 ３件 

肘関節の鍼灸治療を体験する参加者 

▼△今月の法制部報告▼△ 



  

２．啓発活動 

  啓発チラシ、及び、啓発グッズの配布 

  ９月１４日（土） 

府市民健康教室 

開催場所 左京区  担当 洛北ブロック 

９月１５日（日） 

  丹後ウルトラマラソン 

開催場所 京丹後市  担当 北京都ブロック  参加者の皆様、お疲れ様でした。 

【法制部長 山﨑宣彦】 

お知らせ・ご案内    information 
 

令和元年度 中央学術大会参加者募集 継続中 

日 時  １１月１７日（日）１０：００～１６：１５ 

              受付 ９：３０～ 開講式 １０：００～ 

場 所  京都社会福祉会館 第５会議室         

テーマ  現代社会における鍼灸マッサージ師の役割       

定 員  １００名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

午前の部 公開講座１０：３０～ 

    今話題の筋膜リリースについて！！ 某ＴＶ局の～ガッテンにも出演 

講 演１．府市民公開講座  （医学教養２単位）無料 

     「たった3分で肩こり＆腰痛が 

劇的に解消される筋膜リリースのやり方」 

    講 師  首都大学東京 健康福祉学部 理学療法科 教授 

  竹井 仁 先生 

 



  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生涯研修講座開催のお知らせ 

第４回生涯研修講座 １２月８日（日） 10：30～１６：10 
開催場所 京都府鍼灸マッサージ師会会館２階（臨床２単位・医学教養４単位） 

第４回生涯研修講座、第１講は鍼灸治療の原点であるお灸の効果と理論、実技も行っていただきます。第

２講では今日の情勢における鍼灸マッサージ院の開業から経営について、どのように安定した経営と患者増

を図って行くか。第３講では来院される患者の中には様々な方がおられます。セクハラと訴えられることも、

モンスター化することもあります。モラルハザード「道徳観の欠如」や「倫理観の欠如」から来る起こりう

午後の部 教育講座１３：００～ 

    講 演２．「不妊症の鍼灸治療」（臨床２単位） 

      今年５月全日本鍼灸学会愛知大会「女性医学と鍼灸の役割」でも話題!! 

    講 師   明治国際医療大学 講師 

            田口 玲奈 先生 

 

 午後の部 教育講座 14：45～ 

講 演３．「体幹と骨盤の評価と運動療法」（臨床２単位） 

なかなか聞けない鈴木先生の講義と実技が研修できます!! 

    講 師   関西医療大学 保健医療学部 臨床理学療法学教室 

          神経病研究センター 教授 鈴木 俊明 先生 

 

  ※午前の部は無料一般公開講座です。患者様、府市民への呼びかけをお願いいたします。 

※日程の都合で講師・テーマの変更が生じる場合がありますのでご了承下さい。 

※お申込み 

※問い合わせ先 同封の案内チラシ裏面にご記入の上FAXください。 

  〒602－8155 京都市上京区千本通り二条下る東入主税町１０３１番地３ 

師会事務所  ０７５-８０３-６０７８ ＦＡＸ０７５-８２１-２３９０  

 

 



  

る最悪な事態から免れる為にも是非この機会に本講座で対策と対応を学びましょう。  

会員のみなさまの参加をお待ちしております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 時：20２０年2月1６日(日) 10：30～17：00 

会 場：みやこメッセ（左京区岡崎公園内） 

京都マラソン２０２０ 

ケアスタッフ＆サポートスタッフ募集 

 

１．テーマ 「お灸のお話」１０：３０～１２：００ 

講 師 京都府鍼灸マッサージ師会 理事 

北川 忠史 先生 

    ※ 当日は実技もあります。前腕と下腿が出るような準備でお願い致します。  

 

２．テーマ 「鍼灸マッサージの経営セミナー 」 

１３：００ ～ １４：３０ 

講 師  千寿鍼灸整骨院 院長 

     山中 勇 先生 

 

３．テーマ 「モラハラ・セクハラ・わいせつ行為を 

起こさないための対策」１４：４５～  

講 師  イリス法律事務所 澤田 孝 弁護士 

 

   参  加  費  会員 １０００円 会員外２000円 学生 ５００円 

申  込  先   本会事務所  定 員 ３０名 

電  話   ０７５-８０３-６０７８   

申込み締切   11月28日（木）まで 

日程・演題は、講師の都合で変更する場合がございます。ご了承ください。 

 



  

募集人数：はり師１5名、 マッサージ師5０名 

その他受付・誘導等 若干名 

第１回より８年連続で、マラソン終了後のランナー向けに鍼とマッサージの無料体験コーナーを設置してお

ります。京都マラソンランナーケアは日本でも有数の大規模なケアスペースで、毎年約1000人のランナーに

疲労回復のための施術を行い、例年好評を得ております。一緒にランナーの喜びの声を聞いてみませんか？ 

12月25日(水) 迄 期日厳守願います。 
お申し込み 同封の申込用紙に必要事項をご記入いただき、会館宛にFAXしてください。 

詳細は申込用紙に記載しております！     【 スポーツケア部 】 

△▼洛東ブロック「ふれあい山科区民まつり」参加協力者の募集△▼ 

日 時：11月２3日（土 祝）１０：００～１５：００ 

場 所：山科中央公園（山科中央郵便局、向かい側）皆様のご参加お待ち致しております。 

申込み先：本会事務所 ０７５-８０３-６０７８ 

    【洛東ブロック長 大杉芳正】 

◇個別治療院ホームぺージ作成後のインタビュー◇ 

《黄檗鍼灸院 新井 茂 先生》ホームページアドレス・・・https://ksmk.jp/map/189.html 

この度、本会ホームページ内検索ページ「お近くの治療院」掲載の治療院名から見ることの出来る個別ホ

ームページを作成された先生のご紹介です。完成後1か月に満たないので閲覧はまだまだですが、完成まで

の経緯を聞かせていただきました。 

Ｑ１．今回、本会のホームページを作ろうと思われた理由をお聞かせください。 

Ａ．めまいの患者様から東洋医学の治療ではやく効果が出ることに大変喜んで頂き、

自分と同じようにめまいで苦しんでいる多くの方に知ってもらいたいと言われホー

ムページの作成を考えました。 

Ｑ２．普段、パソコンやスマートフォン、インターネットなどはよく使われますか？ 

Ａ．使っていませんでしたが、今回のことで始めました。 

Ｑ３．ホームページの原稿を作成するのは難しかったですか？ 

Ａ．初めての事で大変でしたが、担当理事の丁寧なアドバイスで無

事に作成することができました。 

Ｑ４．完成したホームページをご覧になって作成料（2 万円+消費

税）は適正価格だと思われますか？ 

Ａ．破格の値段だと思います。 

Ｑ５．完成後、1か月ほどですが何か反響はありましたか？ 

Ａ．ホームページを見ての患者様は０です。お世話になっている患者様からは反響があります。師会のホー

ムページの中の1ページなので、当院のホームページが出てこないと多く聞かれます。 

以上です。是非、新井先生のホームページを覗いていただき、会員の先生方の治療院をアピールする手段の

一つとしてご検討されてはいかがですか！？詳しくは事務局までお問い合わせください。 

【ＩＴ委員 戸中照之】 

https://ksmk.jp/map/189.html


  

格安でホームページ作成のお手伝い!! 
 

近くの治療院検索にあなたの治療院情報を提供できるホームページ作りませんか？ 

ホームページミニ版作成のお手伝いをします。 

費用は、格安の２００００円程度（消費税別） 詳細は本会 広報部 ＩＴ委員会まで 

                      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

学術・技術   Academic & Technical skill 

◆臨床相談室 ～教えて下さい！！～ 
質問がありました。 

ボランティアで参加した丹後ウルトラマラソンでのランナーの体調悪化への対応について 

Ｑ：私の担当した選手（おそらく20から30歳代女性）が施術中に体調が悪化。 

経過と状況 

一週間前から下肢に疲労感。レース終了後来場、仰臥位の状態で下肢

の堅い部分にクリームを塗り軽くマッサージ。塗り始めて２～３分ぐら

いだったと思います。レース直後のためか呼吸の乱れ、脈は早い脈では

ありましたが施術を継続しました。 

施術を終える位になっても状態は変わらず手を触ると冷たくなってお

り、状況報告と救護要請をするに至りました。何故あのような状態にな

られたのか？血圧の異常と状況の関係。また、施術に問題は無かったの

か。今後参加される若い先生方への参考になるように今後の対応など教えて頂きたいです。自分自身の知識

と技術の向上につなげていきたい。選手も施術者側も安全に向き合えるように、責任の所在についてもお願

いいたします。学術部では、スポーツケアの先生やマラソンボランティア活動に精通されている先生方にも

助言、ご協力頂き回答させて頂きます。 

Ａ１：スポケア担当理事から 

状況判断：施術の状況、選手のコンディションについて 

①選手の体調に問題は無かったのか。②薬（サプリメント含む）の服用 ③血圧、体温、血糖値等に問題は

無かったのか。事前の状況把握（問診も重要です。）  

責任問題について 

 主催者であれ、施術者であれ損害賠償保険の確認は必要ではないでしょうか。施術の前に施術への同意書、

状況確認、記録用のカルテの準備も大事です。 

Ａ２：全鍼スポーツ鍼灸マッサージ指導者育成研修会に参加され、ご自身もトレーナーとしてご活躍の中西

智子先生からの助言 

ランナーの状況把握について、手先のしびれや冷感は脱水症状かと思う。しばらく休まれた後、ご自分で水

分補給し復活され帰られました。 

気になる点として 

①声をかけながら施術されていたのか？黙々と施術していると情報が乏しくなる。特に視覚に障害の術者は



  

状態の変化に気づきにくくなる声かけをしながら。ウルトラマラソンの場合何も無いことが少ない。 

②最初に医療班とコンタクトを取っておくこと。琵琶湖トライアスロン等では毎回開始前に「異常があれば

連絡しますので・・・。」と連絡先の確認を行う。救急班と携帯番号を。 

③万が一心停止があった時、心臓マッサージのできるスキルを持った先生方が何人おられたのかと思うとこ

ろがあった。心肺蘇生は習っていると思いますが履修すべき。 

④カルテをつけること。施術に当たっては簡単なメモ書きでもいいので書き留めるべきです。問題発生、質

問、施術内容などが明確になれば信頼もアップする。無資格、整体業者もつけている。 

若いマッサージの先生にはもっともっと勉強していただきたいです。現場での仕事も勉強ですし、研修会も

懇親会（情報交換の場所）も全て勉強です。今回のような特異な状況は自分を高めるチャンスだと思います。

更なるレベルアップにより患者さんから信頼を得て施術されることを望みます。 

A3：マラソンランナーの体験記から（なぜ意識が薄くなり朦朧となり体調不良となったか・・・。） 

体調から：脱水なのか否か。水分は十分取っているし汗はたくさん出る。水分は足りていると思うが意識が

薄れる。回復しない。脱水ではないと思う。水分でなければ塩分不足かと塩タブレットを友人からもらい１

錠ずつゆっくり摂取。徐々に眼の前の物がはっきりと見えるようになり回復に繋がった。ランニング後に意

識が遠くなる症状のまとめ。①体調の問題。前日の睡眠不足（眠れなかったこと）。②脱水によるもの。水

分補給が大切です。走っている最中は血液が巡っていますがゴール後運動を止めた瞬間から血液の流れは急

激に変化し悪くもなります。ゴール後は早めの水分補給を。③塩分不足により身体の水分と塩分濃度のバラ

ンスが狂う。水分を取っても塩分不足で汗を出してバランスを取ろうとして脱水に陥る。「水中毒」ともいう。

④起立性低血圧（脳貧血）運動を停止することと重力によって血液が下半身に偏る。その他⑤気候（暑い、

寒い、乾燥、湿度など）。⑥自律神経の失調を来す。総合的に末梢血管の拡張、収縮、心拍数に不調和手指

の厥冷を来す流れが起きる。 

ケアボランティアで大切なこと 

 ランナーの状態把握のため問診を兼ねた会話を・・黙々と施術するのはダメ。会話のスタートはねぎらい

から・・「お疲れ様でした。よく頑張りましたね。」は魔法の言葉。そこから前日の睡眠や体調を伺う。その

ことを記録する。バイタルチェックも必要に応じて行うこと。事前の医療班とのコンタクトと術者と責任者

との連絡が迅速にできることも大切です。日頃より術者もスキルアップに心がけより信頼を得るよう努力し

ましょう。今回の質問では、コメントをたくさんの先生方から頂きました。ご教授頂きました先生方に心よ

り御礼申し上げます。                              【 学術部 】 

会員掲示板  

災害医療研修会参加報告書 

９月１５日（日）よく晴れた日曜日、福井県福井市地域交流プラザにて北陸三県で初めての合同災害研修会

が開催されました。福井県師会吉中会長が全鍼スポーツ災害対策委員会に働きかけ実現したものです。京都

府師会としては同日第１９回丹後100kmウルトラマラソンケアに参加すべきところ、迂闊にも今年早目に

締め切られたケア参加申し込みに間に合いませんでした。吉中会長からのお誘いもあり、この講習会に参加

させて頂きました。  １３時開演で１２時４５分に到着しました。８０名ほど収容可能な会場はほぼ満席と

なっており業団外の福井市防災士協会会長など他職種や一般県民市民の方も参加され、全体の３割強もいら

っしゃいました。最初にDMAT 小早川医師から災害医療総論をお話しくださいました。災害におけるさま

ざまな対応事例や過去の失敗、そこからまた工夫改善されたことなどを分かりやすい口調でお話しになりま

した。午後からは避難所運営ゲーム（HUG）を３班に分かれて行い、次々と起こる事例にどのように対応



  

していくか、慣れないながらもみんなで一生懸命協力し

ていこうと緊張感のあるゲームになりました。全鍼スポ

ーツ担当理事朝日山先生、災害スポーツ委員会委員榎本

先生による災害支援の実際例や富山県・石川県・福井県

師会会長と朝日山先生によるシンポジウムも会場から多

くの意見や感想が出て、北陸三県の先生方が災害医療や

支援の必要性を認識された一日となりました。 

  研修後に昨年の国体バドミントン会場でご一緒した幅

田先生、冨久尾先生とも再会出来、お互いの近況を話し

合え、楽しいひと時を過ごせました。企画運営された吉

中会長はじめスタッフの皆様に感謝致します。 

【洛中ブロック 吉舎定良】 

◇◆兵庫県鍼灸マッサージ師会 スポーツマッサージ講習会参加報告 

 秋晴れながら、まだまだ日差しの厳しい１０月６日(日)１４時～１６時 JR西明石駅から徒歩１０分あま

りの兵庫県鍼灸マッサージ師会館にて兵庫県師会 賀内副会長によるスポーツマッサージ講習会が開催され

ました。姫路マラソン・加古川２デイマーチ(ウォーキング)のケアに参加するためには、この講習受講が必

須です。賀内副会長には過去京都マラソンケアへご参加頂いたことから今年は私が兵庫県の講習会を受講し、

上記２つのケアに参加しようと思いました。兵庫県師会は軽擦→ストレッチを下肢関節中心に行うため、ケ

アを受ける方を背臥位→腹臥位→背臥位と体位変換して行います。目安時間は８分です。メソッドはストレ

ッチが多く取り入れられていて、その都度ケアを受ける方の状態やご要望を伺って取捨選択すべきと感じま

した。参加者２５・６名のうち眼のご不自由な先生方も全体の６割強いらっしゃいましたが、どなたも熱心

に取り組まれていらっしゃいました。近畿の中でも各県師会によっていろいろと配慮されていらっしゃる点

が違うのだと感じられ、良い勉強になりました。            【洛中ブロック 吉舎 定良】 

◆◇点訳について◆◇ 

朝夕の冷え込みで秋を感じられるような季節となり、ふと物思

いにふけって、本会へ入会してからの事を振り返りました。 

理事会や様々な研修会に参加するようになり、当初から疑問だっ

たのは、点字の先生方が会員としていらっしゃるのに資料は墨字

だけという状況を目の当たりにしました。 

私はこの状況に納得がいかず、１０年前ほど前に点訳を覚えよ

うと京都市の点訳奉仕員養成講座を受講しました。週一回の受講

と、期限までに提出する宿題を仕事の合間を見つけて点筆を握り

ながら2年、ようやくパソコン点訳までたどりつきました。 

写真の点字プリンターも活躍してくれました。 

総会資料、理事会や各種研修会の資料、当初は26部プリントアウトしていた部数も現在は16部となり、

IT機器の発達と本会の財務状況も明るくないことから、今回理事会報告の点訳を卒業することになりました。 

10年を振り返る感慨深い卒業となりましたが、引き続き研修会の資料等の点訳は続けていきますので、感

覚が鈍らないようにと思うことと、点訳を志す人が出てきてくれることを切に願うばかりです。 

【洛中ブロック 山内敏司】 


