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平成 28 年度 

長野県水泳連盟 医科学委員会 

 

日時 平成 29 年 2 月 4日 13 時から 

場所 長野市 大政 

参加者（13 名）： 

倉石、小池、小島、名執、岩原、能見、後藤、飯島、

杉本、小林、 

堀内（会議のみ）、島田（会議のみ）岡田（会議のみ） 

 

1.委員について 

2.医科学員会内の組織配置（水泳連盟 Hpに記載） 

3.昨年の活動報告 

2-1．昨年の各大会での活動報告 

2-2．学会発表および報告 

4．来年度の活動予定： 

5.各部門からの報告、課題など 

5-1.財務部 会計報告 ；名執  

5-2.トレーナー部門；小池 

5-3.薬剤部；岡田 

5-4.栄養部；堀内 

5-5.身体障害；半田 

5-6.学術部；杉本 

6.そのほかの議題。 

●3月 20日 MC；事前打ち合わせ 

●学会報告 3演題 

●OWS報告 

●チームウェアの検討 

●メディカルチェックや各種活動の金銭的負担 
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1  委員について：（35名；医師 3、看護師 1、薬剤師 11、トレーナー17、栄養士 3） 

医師；信州大学 倉石修吾 

長野医療技術専門学校付属リハビリテーションクリニック 金物壽久 

長野日赤 加藤光朗  

看護師：大谷美果 

薬剤師：長 野 県 薬 剤 師 会  副会長  長谷部 優 

長野県薬剤師会 医薬品情報室  荒井 典子 

ＮＴＴ東日本関東病院 大塚 祥子 

長野薬局（長野市）   中山 智子 

アイリス薬局（須坂市） 大倉菜穂美 

いせや薬局（千曲市）  飯島 美雪 

湖北堂薬局（岡谷市）  高橋 克典 

おおがや薬局（伊那市） 平澤 武志 

飯田病院（飯田市）   岡田 梢 

アサヒ薬局（飯田市）  細田ひとみ 

旭化成薬剤情報管理   倉石 恵里 

トレーナー：長野日赤 PT     小池  聴 

信州大学医学部保健学科理学療法学専攻教授 木村貞治 

長野日赤 PT     高橋 俊也 

長野日赤 PT     荒井 康祐 

長野日赤 PT     井沢 恵里 

長野医療技術専門学校付属リハビリテーションクリニック 半田 貴子 

相澤病院 PT     倉石 能見 

安曇野日赤     名執 康二 

なかごえ接骨院  小島 弘光 

ひなた整骨院   守屋 真美 

丸の内病院   杉本 穂高 

きしだ整骨院   岸田 俊也 

東御市民病院 PT  後藤 智 

御代田中央記念病院 磯田 秀馬 

三才山病院 岩原 健二 

健和会病院 永瀬 希 

北信総合病院 小林 新 

栄養士：いでうら内科クリニック 管理栄養士・公認スポーツ栄養士  堀内真由美 

児童発達支援センターにじいろキッズライフ管理栄養士 島田まゆみ 

松川中央小学校で栄養教諭 大平 佳奈 

※ 

小口美知子 薬剤師会の役員を退任された際長谷部先生にバトンタッチ 

小島樹里 藤田保健衛生 PT 連絡とれないので削除 
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2.医科学員会内の組織配置（水泳連盟 Hpに記載） 

●部門の発足 

 財務部   名執 

 企画・運営 小池 

 事務局     大谷 

 学術部     杉本 

 障害者サポート部 半田    

 広報部      小島 守屋 

●地区担当の整備 

 ★トレーナー 

 部門長 小池 

 北信地区 主）小池 小島 半田 高橋 井沢 小林  

 南信地区 主）守屋 岸田 永瀬 

東信地区 主）後藤 岩原 磯田 荒井 

 中信地区 主）倉石、名執、杉本 木村 

★薬剤部 

 部門長 荒井 

 北信地区 中山、大塚、倉石、大倉 

 南信地区 細田 岡田 平澤 高橋 長谷部 

東信地区 飯島 

 中信地区 荒井 
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3．  昨年の活動報告 

3-1． 昨年の各大会での活動報告 

競技シーズンの会場救護  

日時 大会 場所   

4 月 10日 全国マスターズ アクアウイング 倉石,小島,名執,倉石,守屋 

5月 29日 信毎杯アクアウィング記録会 アクアウイング 倉石,名執,後藤,小島 

中山,大倉,荒井 

6月 5日 県マスターズ アクアウイング 倉石,半田（PM）,能見 

6月 18日 中南信高等学校 すわっこらんど 能見,名執,杉本  

6月 25日 中南信地区中学校 すわっこらんど 杉本 

6月 26日 北東信地区中学校 アクアウイング 後藤,小島 

7月 2-3日 県高校 アクアウイング 能見,杉本,名執,倉石,小島 

7月 9-10日 北信越国体シンクロ アクアウイング 倉石,加藤 

7月 16-17日 県中学校 アクアウイング 杉本,名執,倉石,小島,半田

（PM）,磯田,岩原 

7月 30-31日 県選手権 国体予選 アクアウイング 能見,小島,半田（PM）,倉石 

能見,小島,岸田 

8月 6日 夏合宿メディカルチェック 飯田 13 名(医師 2,PT8,薬剤 3,)  

8月７日 野尻湖遠泳大会(体温測定) 野尻湖 倉石修、加藤 倉石恵 

8月 6.7日 北信越国体水球 アクアウイング 金物 

8月 21-25日 ＪＯシンクロ アクアウイング 金物、加藤、倉石  

8月 21日 上田市民水泳大会 上田自然公園 後藤 

8月 21日 松本市民水泳大会 松本市民プール 杉本 

8月 28日 飯伊地区水泳競技大会 アクアリーナ IIDA 倉石,能見 

8月 28日 長野市民水泳大会 アクアウイング 小島 

9月 4日 北信地区中学校学年別 須坂サマーランド 小島 

9月 4-11日  国体 岩手県 岩手県 杉本,名執,能見,岸田 

9月 22日 身体障害者 MC ゆめひろば庄内 12名 

10月 23日 第 1回スプリント選手権 アクアウイング 倉石,能見,小島,守屋,半田 

10月 30日 三県対抗水泳 アクアウイング 能見,小島,半田 

1月 11-12日 新年フェスティバル アクアウイング 倉石,能見,小島,杉本,半田, 

岩原 

2月 13-14日 県春季室内選手権 アクアウイング 守屋,能見,小島,岩原,半田 

3月 12日 県身障者選手権 長野サンアップル 倉石 半田 

3月 20日 競泳 MC 信州大学 15名 

3月 26日 身体障害者 MC ゆめひろば 11名 
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ブース受診者数 

 

 

シンクロ；トレーナーが参加、指導 

 バレーの練習が中心で現在は 4回/年の介入となっている。 

 

3-2．学会発表および報告 

●学会報告 

 臨床スポーツ 11月 5-6日 幕張 2演題 

・ジュニア競泳強化選手における異なるストリームラインの腰椎角変化 小池 

・ジュニア競泳強化選手の世代別身体的特徴  名執 
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4.来年度の活動予定： 

★シンクロ；月 2回 長野日赤 PT（小池 高橋 井沢） チェック 

★各種水泳大会 救護係としての参加 

 薬剤 

★メディカルチェック 

競泳；3月 8月（国体前のチェックに必要性） 10月 

 シンクロ：5月 

 身体障害者：3.9月  

 

★9月 国体トレーナーの派遣 愛媛県 3-4名派遣 

★4月 9日全国短水路マスターズ アクアウイング 

現在参加予定者確認（5名）；  

水泳トレーナー会議 と 日本マスターズ協会 が連携 

集団指導；選手のドライトレーニングの指導 

個別指導：昨年 44名受診。 

腱板のエコー調査を行う予定。 

 

★中信地区競泳強化選手のメディカル・サポート 

 倉石（能）より報告 

 月に 1回 穂高スイミングで開催 

      会場が確保できないときは出張で行っている。 

 対象；強化指定選手 3000円 コーチが選抜した選手 2000円 

 トレーナーの評価と指導 

データ化＝客観的な評価 → 学会発表 

 

【新企画】 

★メディカルチェック 

 目的；これまで MCは強化選手を中心に行っていた。 

強化選手以外のチェックを行い、強化選手との身体特性の違いを評価し障害予防及

びパフォーマンス向上 

 対象；小学校 5年から中学生の希望者 

 内容；強化選手と同様の内容で比較 

    薬剤指導、栄養指導も講義形式で行う 

まずはニーズの判断 現場の要望があるかどうか？ 

トレーニング内容が個々やチームによって違うので、比較することに意義があるのか？ 

こういう階級の選手にはこういう特徴がある。 

お薬教育は必要ではないか？ 

 



7 

 

2月 11日春季室内選手権での監督者会議でのアンケート結果 

54名に配布 32名から回収 必要であるが 19名 どちらともいえない 13名でした。 

 

希望の開催月日 

 

5.各部門からの報告、課題など 

5-1.財務部 会計報告 ；名執 

5-2.トレーナー部門；小池 

●長野県水泳トレーナー会議 

 統一した 選手のサポート 

 中信地区のモデル事業 ほかの地区へも広げていきたい 

 チェックの制度をあげる 

 

5-3.薬剤部；岡田 

★ドーピングに関する相談窓口のアピールと強化 

 ●県水泳連盟における薬剤師との連携のあり方 

原則平日昼間は薬剤師会のホットラインをご利用 

緊急時には倉石先生が窓口となり、荒井がフォロー  

●プログラムの後ろに広告を記載 

●水泳連盟の HPに記載 
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●大会での活動 

  

5-4.栄養部；堀内 

  3人体制。 

島田 障害者 MC 11名 1人 10分 

リーフレットの作成の提案 → 広報部で検討していく。 

 

5-5.障害者；半田 

5-6.学術部；杉本 

・ブース受診者の身体特徴；小島 

・身体障害者の MCの状況報告：半田 

・遠泳大会での体温測定の結果：倉石 

・胸郭の評価？ 

・薬剤 

・栄養 チームでの研究 

 

6.そのほかの議題。 

●3月 20日 MC；事前打ち合わせ 

●学会報告 

●OWS報告 

●メディカルチェックや各種活動の金銭的負担 

 ・メディカルチェック費用を徴収する 

●チームウェアの検討 

 Nagano Swimming Medical Science Committee NSMSC 

長野 水泳医科学委員会 
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