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2021 年 第 29回学術大会 WEB 開催 

  

 

令和 3年 1月 30 日(土)・31日(日）の 2 日間にわたり、第 29回学術大会が開

催された。今回は新型コロナウィルスの感染拡大状況などを鑑みて、初の全面

WEB 形式での開催となった。配信会場となった東京都千代田区の帝京大学 霞ヶ

関キャンパスの屋上からは国会議事堂や皇居を望み、大会会長講演、特別講演、

教育講演、パネルディスカッション 2 演題、分科会フォーラムの登壇者とスタ

ッフのみが参集する形をとり、さまざまな感染対策を講じた中で配信が行われ

た。 

一般発表、ポスター発表に関しては事前に発表の模様を録画したものを公開

する形がとられた。また、初の試みとなったために配信を一時止めて調整したの

ち、再び配信を行う場面も時折見られた。例年行っている初日の懇親会や表彰な

どは行われず、配信終了後は速やかに散会となり、いつも顔を合わせる人に会え

ないという、一抹の寂しさを感じる大会となった。なお、次回の第 30回学術大

会は 11月 13日(土)・14日(日)の日程で、帝京平成大学 池袋キャンパスにおい

て対面と WEBのハイブリッド開催を予定している。 

Japanese Society of Judo Therapy 

(一 社)日 本 柔 道 整 復 接 骨 医 学 会 
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□大会会長講演 

新型コロナウイルス(COVID-19)感染症に伴う 

柔道整復学科における学生教育の現況と課題 

一般社団法人 日本柔道整復接骨医学会 会長 

帝京平成大学 医療スポーツ学部長 

安田 秀喜 

 

本日はコロナ感

染症以前における

柔道整復学科の学

生教育、コロナ感

染症時代における

学生教育、今後の

課題についてお話

させていただきたい。帝京平成大学 

健康医療スポーツ学部 柔道整復学科

では 2019 年度の資格取得者は新卒で

柔道整復師 合格者 50 名(合格率

96.2％)、日本スポーツ協会認定 AT(一

次) 合格者 9名(合格率 100％)、中学・

高校教員免許取得(保健体育)2 名であ

った。本学の生徒には接骨医学会で発

表させており、それがとても良い経験

となっている。その時に発表したもの

を４年生は卒業論文として完成させ

るため、研究をすることを勧めており、

卒業研究論文集として発刊している。

そこには発表メンバーに加えて、指導

教員の名前も掲載するようにしてい

る。 

2019 年度の合格率は良い結果だっ

たが、初めからそうであった訳ではな

く、2014年度では新卒で 58％(全国平

均 81％)という数字に非常に驚き、改

善すべくチューター制の導入(寺子屋

制導入)、Manaba教材導入、OSCE導入

を行ったところ、翌 2015 年度には

97％と劇的に改善された。 

 チューター制度は成績不良者下位

約 50％を 1 グループ 4～5 名ずつに分

け、各グループに教員を配置、責任を

持って国家試験終了まで生活面も含

め指導する。また成績優秀者 1名も配

属させ、勉強でわからない箇所を教え

させたところ、学生同士の良いコミュ

ニケーションにもつながり、全体的に

学力が上がってくる結果となった。ま

た、国家試験終了直後に学生を集め、

その場で自己採点させたデータを収

集し、不合格者はどこが難しかったの
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かなどの分析にあてている。また、本

学の生徒は基礎医学用語があまり理

解できていないということがわかっ

たため、漢字・カタカナ・略語を網羅

した医療系基本用語集を作成し、柔整

のみならず PT・OT・看護の学生まで使

用し、覚えるように指導している。 

 本学の OSCEは 3年次に行っており、

特徴として ①評価項目は学生が作成

し教員がチェックする ②模擬患者も

学生が行い、評価の対象 ③実際の臨

床に即して外傷以外の内科的疾患も

学習する が上げられる。もとになる

資料に関しても学生が作成、内容を教

員がチェックし試験を行っている。 

 合格率アップのために冬期講習を

重要視しており、特に国家試験の時間

帯に照準を合わせて 1限目と 4限目に

講習を行っている。そのほかに成績順

で座る席を決めており、成績不良者は

成績の良い者の間に座るサンドイッ

チ方式を取っている。 

これらの結果を 3年生時と 4年生時

で業者模試の点数を比較すると、成績

不良者は 10 点ほどの底上げがなされ

た。全国模試の結果を見てみると、

2018 年度の第 1 回では全国平均より

低かったが、第 6 回では全国平均＋

14.9 点となり、2019 年度には第 1 回

の時点で全国平均＋13.2 点からスタ

ートし、第 6回では＋23.3 点までアッ

プし、これらの対策で国家試験の合格

率が上がっていくことの証明ができ

た。 

このように運営していた最中、コロ

ナウイルスの登場によって学生教育

がガラッと変わってしまった。2020年

2 月 28日に文科省高等教育局・厚労省

医政局から「新型コロナウイルス感染

症の発生に伴う医療関係職種等の各

学校、養成所および養成施設等の対応

について」の通達があったのち、4 月

7 日の緊急事態宣言の発出を経て、本

学では前期の授業を対面からオンラ

イン授業としてオンデマンド方式と

ライブ方式へと変更し、ここで Manaba

の導入がなされ、オンライン授業を開

始。そののち 5 月 25 日に緊急事態宣

言が解除され、6 月からは分散登校授

業(セミナー科目)が全学科で始まっ

た。また、定期試験に関しては 1週間

の予定を 2週間に延長し、対面で実施

した。9 月からの後期授業では対面、

オンライン、あるいは双方を組み合わ
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せた授業を開始した。オンライン授業

ではドリルで繰り返し学習させ、満点

で出席扱いという定石通りにした。こ

のドリルの結果も集計でき、何回目で

満点を取ったのか一目瞭然となり、今

後の授業計画や指導方針も定めるこ

とができた。 

2019 年の対面授業と 2020 年のオン

ライン授業の比較では、オンライン授

業の方が有意に成績が悪かった。学生

アンケートではオンライン授業は集

中できない、理解ができないという学

生が多かった。教員からは通信環境や

実技を行うにあたっての問題点、学生

の反応や理解度がわからないという

意見があり、これらのことから講義は

対面授業を優先すべきであると考え

られた。 

オンラインでの実技実習では、実習

以前に包帯などの材料・授業資料を学

生に郵送した。授業の動画をもとに学

生が実技を行った写真をレポート提

出させ、それを評価する形をとった。

また Microsoft の Teams のチャット

や、ネット掲示板で学生の個別対応を

行った。オンラインでは学生は何度も

動画を見て復習ができる点が良かっ

たようだが、デメリットとしては真面

目な生徒とそうではない生徒の差が

さらに広がる感じがした。対面での実

技授業では、難易度が高いところは何

度も指導ができるので指導がしやす

く、学生も楽しんでいる様子がうかが

える。また、些細なことでも質問にく

るため、理解度が上がるようであった。 

オンライン授業の今後の課題とし

ては、教員の負担となる教材作成、学

生の本人確認（なりすまし対策）のほ

か、実技・実習科目の実施の難しさが

あげられた。実技・実習科目に関して

は、十分な感染予防対策を行いながら

学習効果の高い対面方式を導入する

ことが望ましい。 

学生へのアンケートで満足してい

る点として、通学が不要、感染リスク

の減少の回答が、不満な点として友人

に会えない・友達ができない、授業等

での課題が多いという回答が多く見

られた。 
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【略歴】 

昭和 43年 3月  石川県立金沢泉丘高校 卒業 

昭和 43年 4月  国立金沢大学 医学部医学科 入学 

昭和 49年 3月  国立金沢大学 医学部医学科 卒業 

昭和 49年 4月  東京女子医科大学 消化器外科 入局 

昭和 56年 8月  帝京大学医学部 第 1外科 助手 

昭和 57年 4月  医学博士（東京女子医科大学） 

昭和 57年 10月  帝京大学 医学部第 1外科 講師 

平成 16年 7月  帝京大学 医学部市原病院 外科 教授 

（現：帝京大学ちば総合医療センター外科） 

平成 24年 4月～ 帝京平成大学 地域医療学部長 

（現：健康医療スポーツ学部長） 

柔道整復学科長・教授（兼任） 

 

 

学会活動 

日本外科学会  特別会員 

日本臨床外科学会 特別会員 

日本消化器外科学会 特別会員 

日本膵臓学会     特別会員 

日本胆道学会    特別会員 

日本外科感染症学会  特別会員 

日本肝胆膵外科学会 名誉会員 

日本腹部救急医学会  名誉会員 

日本消化器病学会 専門医、指導医 

日本超音波医学会 専門医、指導医

 

 

主な著書・論文（１：教科書  ２：ガイドライン  ３：原著） 

１．安田秀喜：術後感染症の基礎知識．新臨床外科学第 4版（監修：武藤徹一郎，

幕内雅俊），医学書院，東京，2006年 7月発行，107-114頁 

２．Hideki YASUDA, et al: Tokyo guide lines; Unusual cases of acute 

cholangitis and cholecystitis. Journal of Hepato-Biliary-Pancreatic 

Surgery 14: 98-113, 2006 

３．安田秀喜，他：MDCT最新治療戦略；CO2 MDCT cholangio-pancreatography

の可能性．日本外科系連合学会雑誌 30(6): 916-919, 2005 
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□特別講演 

これからのスポーツ医療 

帝京平成大学 現代ライフ学部  増島 篤 

 

帝京平成大

学樽本修和先

生の増島先生

のご紹介で始

まった。 

増島先生は、

１.スポーツ整形外科とオリンピック

２.超高齢社会と骨粗鬆症３.子供の

運動をスポーツ医学の立場から考え

る４.これからのスポーツ医療の４つ

のテーマを話された。 

１.スポーツ整形外科とオリンピッ

クでは、我が国のオリンピックの歴史

に触れられ、1985年中嶋寛之先生がス

ポーツ整形外科的メディカルチェッ

クを提唱され、1988 年よりスポーツ外

傷・障害を予防する目的でオリンピッ

ク候補選手に対する経時的なスポー

ツ整形外科的メディカルチェックが

導入された。 

 

増島先生ご自身もソウルオリンピ

ックから北京オリンピックまで帯同

されたご経験を元にオリンピックで

のメディカルスタッフの位置付けや

メディカルスタッフ業務について述

べられた。 

２．超高齢社会と骨粗鬆症の項目で

は、超高齢者社会の日本は 65 歳以上

の人口が全体の 28.7％（2020年）、2030

年には女性では 60 歳～75 歳、男性で

は 50 歳～65 歳の人口が一番多くなる

現状の中で、運動器の障害が介護の必

要となる大きな要因の一つである。 

骨折、関節疾患の原因である女性に多

い骨粗鬆症では 50 歳代は 10 人に１

人、60 歳代３人に１人、70 歳代２人

に１人と有病率が年齢とともに上が

る。骨粗鬆症が原因での大腿骨近位部

骨折後は、50％の人は骨折前の機能ま

で回復せず、25％の人は施設に入所、

20％５人に１人は１年以内に死亡と

いう統計が出ている。(E.A Chrischil

les 1991,N.Imai2016） 

骨折をしないためにも骨粗鬆症を予

防することが重要で、それには思春期

に最大骨量の値を獲得することが望

ましいと述べられた。 

３．子供の運動をスポーツ医学の立

場から考えるでは、骨粗鬆症の予防の

観点からお話しされ、初経前に運動を

介入すると骨の周り全体の強度が増
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すが、初経後の運動介入では骨の中の

強度が増す（B.specker2008）ことが言

われている。骨量ということを考える

と、初経前に運動することが、骨粗鬆

症予防としては望ましい。 

しかし、運動する子供としない子供

の二極化が現状としてある。そこで、

日本臨床スポーツ医学会学術委員会

整形外科部会では、１）運動嫌いを作

らないために、スポーツなどで身体を

動かすことが「楽しかった」と感じら

れる「子供目線」体育指導。２）小学

生１～３年では基礎体力を向上させ

ること（跳ぶ動作を含める）目的とし

た体育授業、小学生４～中学１年生で

は体育の時間数を増やし、「ハイイン

パクト・エクササイズ」を追加する。

３）小・中学生対する学校教育（体育

および保健体育）の重要性を科学的根

拠に基づいて指導する。この３つを 10

年に一度の学習指導要領改訂（2018年）

に合わせて提言したと述べられた。 

 

４.これからのスポーツ医療では、

我が国の第２期スポーツ基本計画

（2017年）においてスポーツの価値を

高め、「一億総スポーツ社会」実現に取

り組むことを基本方針とし、また、子

供のスポーツでは、スポーツ機会の充

実による運動習慣の確立と体力の向

上を基本方針とすることが示された。 

 

世界では、１）運動不足が原因で毎

年 320万人が早死にしており世界の死

亡率の６％を占めている。２）世界中

の 13～15 歳の 80.3％の運動量は１日

60 分未満である。３）運動不足は喫煙

より多くの死の原因になっている。

（QUALTY PHYSICAL EDUCATION UNESCO 

2015）と言われており、深刻な状況に

なっている。これに輪をかけて、昨年

から続いているコロナ禍での運動不

足が人類に大きな影響を与えること

を危惧している。スポーツの素晴らし

さを「私」から「公」に具体的な形と

して国の政策で行い、そのきっかけが

オリンピックであることが望ましい

と話された。最後に身体を動かすこと

の重要性を医療職である一人ひとり

が見直すことが必要であるという言

葉で締めくくられた。 

 講演終了後の質問では、沢山の質問

が寄せられた。その中で、これからの

スポーツ医療について柔道整復師の

素質についてどのようにお考えかと

いう質問に対して、柔道整復師に限ら
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ず医療職全体がケガを治すだけでは

なく、運動しない人に身体を動かす大

切さを、身を持って示し、１歩前に進

めて場を広げていくことが重要では

ないかとお話しされ、特別講演は終了

した。 

 

 

【略歴】 

1978年 北海道大学医学部医学科 卒業 

1978年 東京大学医学部整形外科 入局 

1986年 東京大学教養学部保健体育科 講師 

1989年 東芝中央病院スポーツ整形外科 医長 

1999年 東芝病院スポーツ整形外科 部長 

2018年 セントマリアフューチャークリニック 院長 

2020年 帝京平成大学 現代ライフ学部 経営学科 教授 

 

【現職】 

帝京平成大学 現代ライフ学部 経営学科 教授 

日本臨床スポーツ医学会 理事 

日本整形外科スポーツ医学会 代議員 

日本レスリング協会 理事 

東京オリンピック・パラリンピック組織委員会 レスリング選手用医療統括者 

 

【スポーツ関連活動】 

1988年 ソウルオリンピック日本選手団本部ドクター 

1992年 バルセロナオリンピック日本選手団（野球チーム）ドクター 

1996年 アトランタオリンピック日本選手団本部ドクター 

2000年 シドニーオリンピック日本選手団本部ドクター 

2004年 アテネオリンピック日本選手団本部役員（医務担当） 

2006年 WBC日本代表チームドクター 

2008年 北京オリンピック日本選手団本部ドクター 

2009年 WBC日本代表チームドクター 

2013年 WBC日本代表チームドクター 

2018年 第 29回日本臨床スポーツ医学会学術集会会長 

 

2013年 第 15回秩父宮記念スポーツ医・科学賞受賞 

（日本レスリング協会スポーツ医科学委員会）
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□教育講演 

学会発表等における著作権等の注意事項と対策 

平沼高明法律事務所 弁護士  星野 知大 

 

まず初めに、問題

意識についてご紹

介させていただく。

昨今、新型コロナウ

イルスの影響でオ

ンラインでの対応

が進んでいる。便利な側面もあるが一

方で多くの人の目に触れる機会が増

えるため、著作権の問題も多く出てく

ることが想定され、今後はより注意を

要する時代になってくるのではと思

う。こういった意識を持つことが重要

で、改めて学会発表での著作権侵害に

ついて考えて頂ければと思う。 

1．著作権とは 

独創性・創作性のある表現物を作成し

た場合に、作成者に対して当該表現物

に関して、一定の独占的使用権を与え

るものである。簡単に言えば、個性的

なものを作れば、そのものを使う権利

は作った人が独占できるというもの

である。逆の見方をすれば、作成者に

許可なく使うことはできないという

ことになるもので、例として出版社が

本を製本して売るときに、本の作者に

著作権の対価として支払うものが印

税である。 

著作権には 21 条～28 条があり、こ

れらを総称して著作権と呼ぶが、基本

として 21 条の複製権、23 条の公衆送

信権・伝達権の二つを押さえていただ

ければと思う。21条の複製権とはその

まま複製する権利である。紙媒体のプ

リントアウトやハードウェアのイン

ストールは複製に当たるもの。23条の

公衆送信権・伝達権とは、ネット配信

などは配信する人に著作権があると

いうもの。今日のオンライン学術大会

の模様などを録画し、それを学会が知

らないところで外部に配信する行為

は公衆送信権の侵害にあたるものに

なる。この 2つが著作権の主に問題と

なる点となっている。 

著作権を侵害された場合、侵害者に

対して民事上として差し止め請求、損

害賠償請求を行うことができる。また、

場合によっては刑事罰が課されるこ

ともあるため、著作権侵害を軽んじて

はいけない。そのため、著作権が発生

するものを利用する際の手順は、しっ

かり理解しておいていただきたい。 

著作物とは、①思想又は感情を ②

創作的に ③表現したもの であって、



一般社団人 日本柔道整復接骨医学会  広報 NEWS vol.36 

 

12 

 

④文芸、学術、美術又は音楽の範囲に

属するもの となっている。そして著

作権は著作物(客体)に発生し、当該著

作物を創作した者が著作者(主体)と

なり、著作権の権利者となる。

 

①「思想又は感情を」について 

事実そのものは「思想又は感情」には

当たらないため、単純に事実を集積し

た客観的なものであれば、著作物には

該当しない。しかし、法に照らして著

作権に抵触しない場合でも、所属機関

や学会のガイドライン・規則に違反す

れば、懲戒解雇等の内部措置が課され

ることもある。こういった事案につい

て、文部科学省のホームページに纏め

て記載されている。その中の事例とし

て、学会発表において他の研究成果か

ら解析データが盗用されたことを指

摘する情報提供がなされ、調査を行っ

たところ盗用などが認められたもの

がある。その結果、ペナルティとして

調査対象を全論文・学会発表にするこ

と、競争的資金および学内個人研究費

を一時的に執行停止。また、授業担当・

研究業務の停止ののち、本調査と別に

確認された不正とあわせて懲戒解雇

処分となった。そのほかにも論文の取

り下げ勧告などが行われた。このよう

に著作権侵害に当たらないとしても、

研究結果やデータを盗用することは

重大なペナルティを招くことになる。 

②「創作的に」について 

伝統的な見解としては、高い独創性ま

では要求されておらず、何らかの個性

が表れていればよいとされている一

方で、ありふれた表現か、他の表現方

法の選択の幅があるかといった別の

判断基準も存在している。学術論文に

ついては、基本的に執筆者の独創的主

張が前提となっているため、学会発表

に利用する論文については著作物で

あることを前提とすべきである。 

③「表現したものであって」について 

思想やアイディアそのものは著作権

法上では保護されないが、それらを表

現したものが保護されることになる。 

基本的には他者が作ったものには、著

作権があるものとして対応すればよ

い。 

著作権は無制限に独占的な使用権

を与えるものではなく、私的な利用や

教科書用図書への掲載、学校教育の場

といった一定の使用累計においては

著作物を使用できる。著作権の制限に

ついては 30 条～50 条で規定されてお

り、学会発表において特に留意すべき

は 32 条の引用についてである。32 条

1 項における要件として、①引用され

た著作物が公表されたものであるこ

と ②引用に該当すること ③公正な

慣行に合致すること ④引用の目的上

正当な範囲内で行われるもの 4つがあ

る。 

②引用に該当すること 

引用とは紹介、参照、論評その他の目
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的で自己の著作物中に他人の著作物

の原則として一部を採録することで

あり、他人の著作物のみを集めた編集

物を作成する行為は、引用に該当しな

い。 

③公正な慣行に合致すること、および 

④引用の目的上正当な範囲内で行わ

れるものについて 

・引用する側の作品(著作物に限らな

い)と、される側の著作物とが明瞭に

区別できること。 

・引用される側の著作物が「従」であ

り、する側の作品が「主」であること。

（分量と質で判断される） 

・出典の明示がなされていること。 

・正確な引用がなされていること。 

・他人の著作物を引用するだけの必然

性があること。 等がこれにあたる。 

これらをまとめると、学会発表での

引用時の主な注意点と対策として 

・引用箇所と非引用箇所を明確にする。

(明瞭区分性) 

・引用箇所ごとに出典または注釈を明

示する。 

・引用は必要最低限にとどめる。(主従

性) 

・引用するだけの理由があることの確

認。(他の学説の批判等) 

・引用は正確かつ原文の趣旨を損なわ

ないように(要約した引用も許容され

るが、原文の趣旨を忠実に要約引用し

なければならない)といった点があげ

られる。 

その他の補足としては、オンライン

上の講演・講義などを録画、録音して

これを WEB上にアップし一般に見られ

るようにした場合、著作権侵害が成立

する。こういったことを未然に防ぐた

めに「講演・講座の録画、録音はしな

い」という誓約書を取ることも一般に

行われている。 

また、発表に患者の個人情報が含ま

れる場合には、事前に患者の承認を得

なければならない。承認がない場合に

は、個人の特定ができない形(例：50代

女性等)で、必要なものだけ抽出する

形あれば発表にあたって問題はない

と思われるが、詳細は各学会のガイド

ラインなどにならっていただきたい。 

 

学会発表において著作権について

最大限の注意が必要となるのは、第三

者の著作物(特に学術論文・データ)の

利用においてである。第三者の学術論

文は研究データも含めて、著作物に該

当するという前提で対応するべきで

ある。 

また、仮に該当せずとも無断引用は

内規違反となる危険性を秘めている



一般社団人 日本柔道整復接骨医学会  広報 NEWS vol.36 

 

14 

 

ため、適法な引用を心がけることが重

要である。著作権についてトラブル等

があった場合には、早い段階で弁護士

のほうにご相談頂きたい。 

 

 

 

【略歴】 

平成 27年 一橋大学法学部卒業、一橋大学法科大学院入学 

同年    司法試験予備試験 合格、同法科大学院中途退学 

平成 29年 司法試験 合格 

平成 30年 弁護士 登録 

 

弁護士登録後、平沼高明法律事務所に勤務。主に医療機関側の代理人として，医

療訴訟を中心とした医療機関に関係する法律対応に従事。その他，オンライン授

業に伴う著作権の取り扱いに関する法律相談についても対応するなど，さまざ

まな業務に従事。 

 

所属委員会等 

第一東京弁護士会仲裁センター 運営委員会 

弁護士会の裁判外紛争解決手続きであるＡＤＲの運営業務に従事。 
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□パネルディスカッション① 

臨床に役立つ Foot & Ankle の伝統技術と最新技術 

座長 帝京大学  北澤 正人 先生 

 

１．超音波を用いた足関節捻挫診療 

帝京大学スポーツ医科学センター  笹原 潤 

 

日常診療で遭遇する頻度の高い足

関節捻挫について、超音波検査を有効

に活用することで診療成果をあげる

ことができます。 

足関節捻挫のほとんどは良好な予

後をたどることが一般的ではありま

すが、20～40%の症例に症状が遺残す

るとの報告があります。ただ、これは

X 線検査が画像診断の中心であった

2000年前半までの成績です。これから

の足関節捻挫の診療においては、まず

は超音波検査で的確な診断をし、適切

な保存療法を行うことで、20～40%も

あった症状遺残を減少させることが

できると考えています。 

足関節捻挫診療のポイントとして

は、超音波検査をする前にもあります。

歩容・現病歴・既往歴・身体所見をと

る際に、患者の思い込みなどに気をつ

け、正確な問診をすることは大変重要

です。また強い荷重時痛がある場合は、

距骨下関節などの関節血腫を念頭に

おいておくことも重要です。 

問診後に超音波検査を行います。超

音波検査の最大の利点は動画観察が

可能なことです。静止画だけでなく、

動画で観察することができるという

利点は、靭帯損傷の評価の際にとても

重要だと考えます。 

足関節捻挫の中で最も頻度の高い

疾患が、前距腓靭帯損傷です。不安定

性を伴う前距腓靭帯損傷に対する一

般的な治療方針は、半硬性装具を 3週

間(3 週間は底屈禁止)使用し、荷重制

限はせず、走行は 3週以降、切り返し

動作は 6～8 週以降に許可します。も

ちろん学年や大会に応じて随時調整

を行います。 

超音波検査は低侵襲で実施できる

ので、保存治療の経過で随時検査を行

うことができることも大きなメリッ

トです。 

踵腓靭帯損傷の超音波検査では、踵

腓靭帯の腓骨付着部である外果前下

方にプローブを押し込むようにあて

ることで、踵腓靭帯の短軸像が抽出で

きます。対象組織を的確に描出するた

めには、正しい解剖学的知識が必要で

す。 

足関節捻挫の受傷直後は歩行が可

能であったものの、徐々に痛みが増悪

し、荷重できなくなる症例をしばしば

経験します。このような症例では、距

骨下関節損傷による関節血腫をきた
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していることがしばしばあります。距

骨下関節損傷を圧痛などの身体所見

と X線検査で診断することは不可能で

す。超音波検査では、距骨下関節によ

る関節血腫を観察することが可能で

す。 

自験例では、足関節捻挫後に疼痛の

ため全荷重できなかった症例の約 80%

に距骨下関節血種があり、距骨下関節

損傷の存在が示唆されました。 

足関節捻挫のほとんどは良好な予

後をたどることが一般的ではありま

すが、20～40%の症例に症状が遺残す

るとの報告があり、患者さんは困って

いるのが現実です。足関節捻挫におい

ては、超音波検査で正確な診断をおこ

なうことが、これからの常識になると

考えています。 

 

 

 

２．足部内在筋の姿勢制御における役割 

文京学院大学  福井 勉 

 

姿勢制御の考え方で代表的なもの

は、Hip strategy(COG 制御)と Ankle 

strategy(COP 制御)端的に言えば、身

体の重心。身体のバランス。身体の重

心を大きく動かすためには、様々なベ

クトルが発生するわけですが、足圧中

心の制御になっていることが実際で

す。身体と足部の関係は最も重要なも

のです。 

人間は身体の重心を保つために足

関節の背屈モーメントを出して体の

重心を保っています。背屈モーメント

を出している筋肉は前脛骨筋、足趾の

背屈筋。足趾の MP 屈曲、IP 伸展での

床への押し込みの力をもって踏力と

いいますが、虫様筋などの内在筋の賦

活の必要性があります。また、内在筋

と外在筋のバランスも足部のバラン

スに関係しています。足底内在筋は 4

層構造になっており、 

第 1層(表層)には母趾外転筋・小趾外

転筋、短趾屈筋 

第 2層には足底方形筋・虫様筋 

第 3層には母趾内転筋・短母趾屈筋・

短小趾屈筋 

第 4層(深層)には背側骨間筋・底側骨

間筋 

足部の屈曲に係わる中足趾節関節屈

曲筋 

歩行や運動には前足部の反力が重

要になるわけですが、中足趾節関節屈

曲筋の存在が注目されます。足部の前

方の安定性は重要となります。伸縮性
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のテープで足趾 MP 屈曲、IP 伸展をさ

せやすいように固定させ運動させる

ことで内在筋の賦活を得ることがで

きました。足部内在筋は姿勢制御に関

係するという先行研究もあります。伸

縮性のテーピングを貼布することで

立位での体重が前方にかかりやすく

なるという結果が得られました。また

歩行時での「toe-off」が遅くなり、指

先まで体重負荷が可能となりました。

内在筋賦活により立位前方安定性が

向上します。また副次的効果として股

関節の可動域が大きくなることも実

証されました。これは中枢神経的な関

与かもしれませんが、こうした副次的

効果も得られました。 

また、皮膚テーピングにより立脚期

の踵離れのスピードを変化させるこ

とができるとの実験効果も得られま

した。皮膚への機械的刺激による変化

と考えています。 

アキレス腱炎の方は踵離れが遅く、

立脚中期が長く、立脚終期が短くなり

ます。そんな方に皮膚テーピングをす

ることで踵離れを速くする、遅くする

ことができます。 

前足部の体重負荷を変化させるこ

とで姿勢制御、足圧制御をすることも

可能になると考えます。 

 

 

 

 

３．足関節捻挫の治療法について 

帝京平成大学  樽本 修和 

 

足関節捻挫は柔道整復師が最も多

く遭遇する外傷のひとつである。まず

は、正確な診断が大切である。柔道整

復師は古くから足関節捻挫に対し、整

復・手技を行っています。しかし、そ

れは理論的根拠が乏しく経験術とし

て伝承されてきているのが現状です。

整復・手技に対して理論的効果を実証

する必要があります。 

足関節捻挫の治療の原則は RICE 処

置。固定については捻挫の損傷の程度

を考え、固定具を使用したり、テーピ

ングを使用しています。 

また、足関節捻挫に対する早期運動

療法ですが固定期間が短ければ関節

不安定性が残存し、長期に及べば関節

軟骨の萎縮や関節可動性の低下が生

じます。ただ、早期に運動療法を開始

することにより、早期復帰が可能であ

るとの報告があります。(新鮮例足関

節捻挫に早期運動療法を適応した報

告として 2004Collins・2001Green・
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1994Dettori) 

これらの方法は関節モビライゼー

ションとも呼ばれることがあり、代表

的なものにメイトランド式、マリガン

式があります。柔道整復師の多くがそ

れらの手技を用いて、また応用して施

術をしています。 

ただ、この早期運動療法ですが、2点

の問題があります。それは運動療法の

方法が異なること。また対象となる損

傷の程度が異なる、ということです。

これは再現性に乏しいということに

も繋がります。柔道整復師の最も得意

な分野でありますが、再現性に乏しい

ということは大きな問題でもありま

す。この大きな問題を解決するために、

早期運動療法の方法を統一できない

かということで検討をしてみました。 

エビデンスが求められる昨今、施術者

により効果の差異がでないことが求

められています。 

柔道整復師が行う早期運動療法の

新しい手技療法を、術者により差異の

でない手技、損傷程度は捻挫のⅠ度、

Ⅱ度に限定するという 2点を重点に考

慮し検討してみました。 

方法は、患者を伏臥位にて膝関節屈

曲９０度、足底は床面と平行という肢

位から膝関節屈曲、伸展を並進運動さ

れることを１セットとして１０セッ

ト繰り返す。その際、疼痛に対する配

慮は行います。この手技療法の特徴は

足底面とベッドを平行に保つため運

動範囲を規定しやすい。また、術者が

意識的に副運動を起こさせる必要が

ないので術者の技術による差異が生

じにくい。ということが特徴です。 

結果は、長期経験者と短期経験者で大

きな差は見られませんでした。 

よって、この手技療法は施術経験の有

無にかかわらず、効果が得られるとい

うことになりました。この実験をもと

に臨床での有効性も検証してみまし

た。 

臨床での検証成果も良好であると

の結果が得られました。マリガン式や

メイトランド式では術者により差異

が生じてしまう可能性がありますが

この手技では動作を規定することで

技術や経験による差異が生じにくい

という結果となりました。 

この検証の意義は、1.患者の疼痛が

最も強い初回治療時における疼痛軽

減は臨床上きわめて意義深い。2.関節

可動域制限の改善により歩行機能も

改善された。3.経時的変化については

差が見られたことから、後遺症として

関節可動域制限の発生を抑止できる

可能性がある。と考えています。 

結論といたしまして、1.術者の技術

や経験による差異が生じにくいとい

うことが明らかとなった。2.疼痛が増

強した例はなく、安全性においても問

題がない。3.疼痛が最も強い初回治療

時における疼痛軽減が認められたこ

とは臨床上きわめて意義深い。4.後遺
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症としての関節可動域制限の発生を

抑止できる可能性があると考えられ

る。

今回検証した新しい手技療法は安全

性に問題がなく、安定した治療効果が

期待できることから多くの治療施設

で用いることが可能であり、足関節捻

挫の治療の一方法として有用である

と考えます。 

 

 

 

 

４．柔道整復師に必要な足と靴の診かたについて －足関節捻挫（内反）への対

応－ 

帝京平成大学  佐藤 義裕 

 

足関節捻挫の外傷に関しては治療

もさることながら足部環境の適応性

が悪いために治療中、また治療後の予

後においても様々な影響をうけると

いわれております。その点を鑑み、足

側、靴側、そして内反捻挫の後療につ

いてという視点で検討してみました。 

まずは、足。足にはつま先、土踏ま

ず、かかと、足首周り、甲、足幅周り

というチェックポイントがあります。

また、靴ですが、二足歩行をしている

限り、人間にとってなくてはならない

ものです。靴にはヒールカウンター、

ミッドソール、アウトソール、トウボ

ックス、ミドルフットバンド、アッパ

ーと各部名称があります。靴の構成に

ついても知識として必要です。 

足部環境を構成する要因ですが、靴

タイプ、靴の形状、締め具形状、アッ

パー、ヒールカウンター、足部形状、

インソール形状、シューズ内形状、ミ

ッドソール、アウトソール、サーフェ

イスです。一般的には足部形状、イン

ソール形状、シューズ内形状の 3つで

足部環境を構成すると考えられがち

ですが、これらのすべてを総合して足

部環境を構成しています。 

患者さんの靴の変形の特徴から

様々なことがわかります。ルーズな履

き方、片減り、紐の緩み。足関節捻挫

でこられた患者さんの靴ですが、罹患

側の靴形状だけではなく、健常側の靴

の形状にも注意を払わなければいけ

ません。また、靴紐の正しい結び方に

も注意を払う必要があります。 

足の計測についてですが、通常は裸

足で計測をします。項目は、足長(荷重

位)、足囲(荷重位・非荷重位)、足幅(荷

重位・非荷重位)、フットプリント。 

靴幅と足幅が同義と思われがちで

すが、実際は足の甲なども考慮しなけ

ればいけないので、靴幅は足囲と同義

となります。 
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最近では若者の足の形状に変化が

見られ、今までの JIS  S5037の規格

内に適合しない足も多く診られてき

ています。靴メーカーも対応しており

ますが、その対応以上に変化をしてい

るとも考えられます。今現在、進行形

ではありますが、「成長終了後の年代

層における足形態の特徴と足部環境

について～足囲を中心に～」と題して

スクリーニング実習をしております。 

また、以前報告もしておりますが、

DSIS 処方を行った母趾種子骨障害ラ

ンナーに対する足底分圧の検討とい

うことも行ったことがあります。足底

層板を入れて足底分圧を図るという

ものです。踵荷重圧が高い側は仮性脚

長差に起因しています。インソールを

入れることで踵荷重圧の分散を図る

ことができます。また、靴紐の緩みが

あるものと緩みがないものでの比較

も行っております。足部環境において

足底部のコントロールを行う。足の運

動方向性を考え、競技によりどの動き

が要求されているかを検討します。 

足底部のコントロールですが、中足

部の安定なくしてコントロールはで

きないということから、まずは、後足

部・中足部のコントロールを行います。

そして必要であれば前足部のコント

ロールを追加します。これらの考えを

柔道整復師が日常遭遇する足関節捻

挫でどう応用していくか。 

足関節のポリキャストなどを使用

して固定をする際、足底枕子を入れて

足底の安定を図ります。U 字シーネを

使用する場合は足底枕子、アンクルブ

ーツ型キャストの場合は、足底パッド、

パッドを入れ足関節の安定を図りま

す。それぞれの特徴を利用し、足底枕

子についても工夫し施行する必要が

あると考えます。腫脹の消失があれば、

随時対応することは柔道整復師にと

っていうまでもありません。 
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4つの講演後、パネルディスカッションが予定されていましたが、時間の都合

上、会員からの質疑に応えるという形となった。 

 

 

 

 

<笹原先生への質問> 

Q.外果下端裂離骨折を押圧にて整復することは可能でしょうか？ 

  また、このような症例に骨片に対して、アプローチされてますでしょうか？ 

A. 整復は行っておりません。現状のまま固定します。 

 

Q.柔道整復師は腓骨下関節損傷に対して血腫を吸引することができませんが、

免荷以外に柔道整復師ができる有用なことはありますでしょうか？ 

 

A. 距骨下の関節血腫は、関節内圧があがっているから疼痛が強いのだと考えて

います。血腫除去という方法が一番よいと考えますが、柔道整復師において行う

モビライゼーションでの疼痛緩和については経験がないのでわからないのです

が、手技をして単純によかった。ということではなく、今後治験が集まってくれ

ばよいと考えます。 
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Q.前距腓靭帯損傷の前方引き出しテストをしながら超音波検査をする際のポイ

ントをご教授ください。 

 

A. 新鮮例の不安定性は比較的鮮明に見られると思いますが、陳旧例は見ること

が難しいかと思います。新鮮例を見る場合ですが、まずは患者さんと正対し、患

者さんとの間に固定できる椅子や下肢台を置きます。患者さんの踵を椅子や下

肢台の上に載せた状態で前距腓靭帯損傷を描出します。そのまま患者さんの下

腿部を持ち上げるとストレスは解除できますし、下腿を押し下げるとストレス

がかかります。 

 

 

<樽本先生への質問> 

Q.早期運動療法についての「早期」とは、具体的にどの時期とされていますか？ 

 

A. 臨床ではケガ直後のものもありますし、ケガをした 1日後というのもありま

す。 

今回提示した早期運動療法については、概ね受傷後 3 日までのものを早期とし

ております。 

 

 

<福井先生への質問> 

Q.一般の方の靴が自分に合っているか？という判断基準はありますか? 

 

A.一般的にはヒールカウンターをしっかりさせる。後足部をしっかりさせる。 

捻挫の患者さんにおいては同側部を繰り返し捻挫する場合、身体全体の重心が

関係している場合があるので、インソール等で調整をする。 

 

Q.講演で紹介された足背のテープは伸縮性のものですか？また、貼り方での工

夫はありますか？ 

 

A.伸縮性のものを使用しており、方向性が重要です。また、機械的な受容器の刺

激を念頭に貼布しています。症例により方向や伸ばし方を決めます。 

皮膚との剪断力などを考慮して貼布します。 
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Q.皮膚のテーピングをした場合、運動療法は足指の変形(外反母趾等)にも有効

でしょうか？ 

 

A.有効だと考えます。テーピングによって運動を行いやすくする。環境を整えて

運動療法をすることは大切だと思います。 

 

Q.内在筋の機能訓練方法が外にもあればご教授ください。 

 

A.様々ありますが、各筋肉の特性を生かし、使い方の分技を促すように行うこと

がよいと考えます。 

 

 

<佐藤先生への質問> 

Q.靴の交換時期という目安があればご教授ください。 

 

A.日常で一番長く履く靴形状を見ます。それが実際に合っているか、合っていな

いのか。 

足関節捻挫の場合など固定具を使用したりすると、患者さんがどんな靴を履い

て帰るのか？以後、どんな日常を送るかという確認は必要だと思います。治療後

ということでブラインドになっていることがありますので注意が必要です。 

 

Q.アスリートの場合、日常生活と運動時でインソールを変えた方がよいでしょ

うか？ 

 

A.靴はタイプにより内形状が違います。形状が違うということはインソールを

入れても狙いの効果が全く違ってくるということになります。よって同じイン

ソールを複数の靴で使用するのではなく、一足ずつインソールを持つことがベ

ストと考えます。 
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□パネルディスカッション２ 

オンライン教育の現状と課題 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．短期大学におけるオンライン授業の実施と課題について 

帝京短期大学ライフケア学科 柔道整復専攻  甲斐 範光 

 

コロナ禍において帝京短期大学で

①オンデマンド授業を実施した経緯， 

②オンデマンド授業への対応， ③実

施により生じた大学側の問題 ，④オ

ンデマンド実施による学生の学習効

果等について論じられた。 

オンデマンド授業実施にあたり，学

生が使用する通信機器，利用可能デー

タ量等が事前に聴取された。学生自身

の PC 所有割合が約半数、スマートフ

ォンのみが約半数、Wi-Fi 設置、デー

タ量無制限の通信機器を所有してい

る学生が 1/5程度，という結果であっ

た。経済的な負担を考え、通信量の負

担が軽いとされる資料提示型のオン

デマンド授業形式が選択された。 

Microsoft 社 Office365 を使用し、

Teams 機能を使用して①開講講義の管

理、②資料課題の提示，③解説質問等
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の受付などを行い、Forms 機能を利用

して①出席管理，②レポート提出管理，

③試験管理等が行われた。 

その結果，大学側の課題として教員

が通信機器や PC の不適合により自宅

からの配信ができない，教員の不慣れ

により単独での授業配信ができない，

などの課題があった。 

2019 年度と 2020 年度前期に開講さ

れた講義の成績比較では、同一担当者

の科目試験において昼間部 1年生の成

績が 2019 年度に比べて低いという結

果であった。 

今後の課題として、①新入生への PC

および関連機器購入の推奨，②学生の

自宅通信環境の整備，③学生、教員の

双方へのオンライン授業について徹

底した説明会の実施，④同時配信型や

オンデマンド型の混合型の，授業ごと

の実施方式の選択，⑤対面、接触を基

本とする実技実習への対応，などを考

えていく必要性が提示された。 

 

 

２．オンライン教育の成果 

東京有明医療大学 保健医療学部 柔道整復学科  小山 浩司 

 

 コロナ禍にあって対面授業が行え

ないことにより、４月から対面授業に

近い形の同時双方向型（リアルタイム）

を選択され、Microsoft teamsを使用

し、２年生の柔道整復理論の授業を行

った。 

実施した結果、オンライン授業での

同時双方向型（リアルタイム）の授業

では、講義資料を提示しやすいメリッ

トがあり、デメリットしては、学生の

様子が感じ取れない、コミュニケーシ

ョンが取れないということがあった。 

そこで、９月からの１年生の包帯実

技の授業では、事前にオンデマンドを

用いて予習させ、対面授業では包帯の

実技を練習する方法の授業を行った。 

メリットとして動画により理解度

が上がった。デメリットとして時間が

足りないなどのことがあった。 

オンライン授業を受講した大学生

183 名に対してアンケート調査を行っ

た。好きな授業スタイルでは、オンデ

マンド型 45％、対面授業 39％、リア

ルタイム 16％の結果となった。オンデ

マンド型が多かった理由として、何度

でも視聴でき、自分のスケジュールに

合わせて受講できるという点からで

あった。 

また、苦手な授業スタイルというアン

ケートでは、1、２年生はリアルタイム

授業、オンデマンド授業の順であった。

一方、3、4 年生はオンデマンド授業、

リアルタイム授業の順であった。 
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苦手な理由としてオンデマンド授

業では、視聴を後回しにしてしまう、

緊張感（集中力）がないなどが挙がり、

リアルタイム授業では、スピードにつ

いていけない、聞き逃してしまうなど

が挙げられた。 

今後は対面授業が増えると予想さ

れるが、学生のアンケート結果から何

度でも視聴できる、見直しができると

いう点から、副教材としてオンデマン

ド型を使用していく予定である。 

 

このような事が分かったことで、オ

ンライン授業の成果が得られたので

はないかと思うと話された。 

 

 

３．緊急事宣言から現在までの授業における問題点 

帝京平成大学 ヒューマン学部 柔道整復学科  佐藤 裕二 

 

 

帝京平成大学では、①前期授業をオン

ライン（オンデマンド型）授業で行い、

６月には分散時差登校を導入し、②前

期試験オンライン（オンデマンド型）

＋対面③後期授業オンライン（オンデ

マンド型）授業＋対面授業④後期授業

オンライン（オンデマンド型）授業を

行った。 

また、対面授業での教室では最も大

きい 300人席の教室を使用し、間隔を

あけ、消毒なども行い実施した。 

学生とのコミュニケーション手段

として、manaba：クラウド型教育支援

サービス、UNIPA：学生ポータブルシス

テム、OneDrive：オンラインストレー

ジ、電話などを使用した。 

オンライン授業での問題点として、

オンデマンド用資料の作成に関して、
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学生に理解しやすいようにするため、

パワーポイントの動画作成に時間が

掛かった。 

学生側の問題として、授業動画が再

生できないという問題点があった。授

業内容を理解できているのかについ

ては実技事業では小テストやレポー

ト提出を実施し、確認を行った。実技

授業は前期オンライン授業であった

が、学生が実際に実技練習を行うこと

は難しかったので、後期は対面授業と

オンライン授業を併用して行なった。

学生は順応が早かったが、学生間で習

得の格差があった。 

まとめとして、オンライン授業では

準備期間が必要であり、良い面と悪い

面を理解することが必要であると話

された。 

 

 

 

 

４．オンライン教育下でのコミュケーション 

名古屋ショーケース      三溝 拓 

 

オンライン教育下のコミュケーシ

ョンとして、受信側（学生側）と配信

側について話された。受信側では①端

末は何を使用しているのか②通信環

境は何を使用しているのか、画面解像

度はどのようなのか③通信費用はど

のくらいか。④配信システム（対面式）

に対して学生は対応できているのか

⑤配信システム（非対面式）は何を使

用するのか。⑥視聴場所はどこか等を

調査する必要がある。 

中でも③通信環境では動画を受信

する場合は望ましいのは有線である。 

また、⑥視聴場所では学生が授業を聴

く体勢が整っているのかどうかを知

り、コミュケーションを取ることが重

要である。配信側では、殆どの先生方

がパワーポイントを使用しているが、

作成するにあたりフォント、文字数は

ある程度マニュアル化することが望

ましい。 

①画面構成は簡潔にする。②文字は

見やすく大きくする。③視聴を意識し

た構成を作成する。講義をチャプター
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化し、今日は何を受講するのかを学生

に理解させ、集中と振り返りを繰り返

すことが必要である。例えば、チャプ

ター毎に理解できたかをその場で確

認し、授業に参加している意識を持た

せる。 

④LIVE配信、オンデマンドのメリッ

ト・デメリットがあるが、工夫と使い

方による。今後はデジタル教材の検討、

検証をし、環境が変わっていく中で、

少し先を見ながら計画することが重

要であると話された。 
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□画像解析分科会フォーラム 

 

以下の２演題のパワーポイント音

声録画を公開致しました。 

第 1演題「超音波画像解析の臨床応

用 ～柔道整復師に求められるエコー

知識と技術～ 帝京大学 櫻井庄二」

ではエコー画像の臨床応用としてエ

コー動画による観察法が発表されま

した。症例では、特殊な神経鞘腫のエ

コー動画、アキレス腱断裂オペ後の後

療法における経過観察での長軸・短軸

像のエコー動画、更には足関節内返し

捻挫における前距腓靭帯の損傷の有

無、靭帯のゆるみを確認するエコー動

画を公開し、エコー画像の下に実際の

撮影風景をリンクすることでプロー

ブの位置やエコー動画がイメージし

やすい様工夫されていました。 

第 2演題「膝半月板損傷における超

音波画像解析画像の描出 ～臨床的検

証と対応～ 志保井接骨院 志保井

義忠」では、膝関節捻挫における半月

板損傷（半月板の関節裂隙からの隆

起・脱出）に関するエコー画像での形

態分類とその治療法について発表さ

れました。3 年間での半月板損傷内側

269 症例、外側 21症例と莫大な症例数

に対して超音波画像スクリーニング

を行い、独自に真正脱出・変性脱出と

いう２タイプに分類、更に年齢、脱出

部位によって脱出形態を細分化され

ました。その結果、若年層では真正脱

出、高齢層では変性脱出が多く、どち

らの年齢層でも前節部（関節裂隙前方

部）の脱出が多いことが明らかとなり

ました。この分類法を基に半月板の脱

出部位による異なる３つの整復法を

確立し、その整復法の原理、動作を詳

しく解説した上で、整復動作の動画が

公開されました。 

この発表により膝関節捻挫に潜む

半月板損傷（半月板脱出）の存在が示

唆され、今後の我々柔道整復師の膝関

節捻挫の治療概念に影響を与える大

変興味深い発表となりました。 
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□柔整・接骨史分科会フォーラム 

 

柔整・接骨史分科会の本年度の学会

フォーラムはオンラインでの参加と

なりました。COVID19 による自粛中で

もありましたし、ライブの出演は避け

ることとしました。全国から参集する

会員との触れ合いがないことは寂し

い限りでした。 

私たち会員各自の研究姿勢は変わ

ることがなかったため、接骨医学史研

究会との合同開催される定例会は９

月から開催し、各自持ち寄った研究の

発表で和気藹々と充実した時間を過

ごすことができました。しかし、突然

“オンライン学会開催”の情報が入っ

てからは、暫し悩ましい期間を過ごし

ましたが、各自の研究課題を持ち寄る

事としました。本来なら学会テーマに

沿って分科会フォーラムの課題を振

り分けるべきでしたが、COVID19 によ

る自粛中でできませんでした。今回は

時間も不足し、前期から夏期の期間に

研究踏査をすることもできませんで

したから止むを得ません。さて、録画

は大変でした。全員集まった時には機

器の不足があって未完に終わりまし

た。各自が操作方法を持ち帰っての録

画になりましたが、なんとか乗り切れ

ました。POWER POINT に音声入力の方

法は 30 日当日オンエアーされ、各会

員からまずまずの評価をいただきホ

ッと胸をなでおろしたところです。次

年度は例年通りの大会になることを

祈るばかりです。 

また本分科会では本年度も、それぞ

れが研究した分野を編集して“温故知

新”の冊子を発信することができまし

た。下の写真が表紙となります。次年

度の大会には会場前で希望者にお渡

しする予定です。 

 

 
夏期研修久留米、青木繁生家にて 
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□社会医療分科会フォーラム 

 

社会医療分科会フォーラムの今年

の統一テーマは「医療・研究に必要な

新しい制度を考える」でした。今年は

お二方の先生に講演をいただきまし

た。 

最初に当会の前田先生に「柔整師の

広告規制の新しい問題点を知るーweb

広告のあり方を考える」として講演を

されました。国は医師の広告のあり方

を医療の安全性を高める立場から見

直しを行い施行されています。その後

柔整師等に対しても検討されていま

すがコロナの影響で結果が出ていま

せん。ホームページをはじめ web広告

等について患者さんの立場からのス

タンスで検討されているようです。 

次に岐阜大学大学院の塚田敬義教

授は「新しい研究理念を知る」と題し

ての講演でした。我が国では医学系の

研究に対して「医学系研究に関する倫

理指針」と「ヒトゲノム・遺伝子解析

研究に関する倫理指針（ゲノム指針）」

を統合した「人を対象とする生命科

学・医学系研究に関する倫理指針(統

合指針)」の施行に向けて国では準備

を進めています。結果これまでの指針

にない定義や変更が多く盛り込まれ

ています。その中で柔整師が研究や論

文を書く上で知っておくべき必要な

研究倫理の概要について述べられま

した。 

医学に身を置く医師、看護師を始め

その他の医療職種毎にそれぞれが係

わる医療行為や研究について倫理を

踏み外さない方策を取ることが求め

られる時代に来ているようです。 

私たちの症例発表でも今では患者

〇山△男様などの表記はしません。イ

ンターネットが発達した今ではその

対象者を特定することが可能になっ

たからです。社会の発達に合わせて施

術や研究活動にも気を配る必要を感

じさせられる講演でした。 

当分科会は柔道整復師の技術的進

歩を社会的認識と理解とするために、

柔道整復学のみならず医事法学・生命

倫理学等の多用な学術分野をも研究

対象としております。活動には専門家

を招いて研究会を行う等の学術的研

究も行っております。 

是非、当学会の会員には社会医療分

科会に入会していただき、これからの

医療・介護と柔道整復師をともに考え

ていきたいと思います。 
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□スポーツ柔整分科会フォーラム 

題目：トレーニング指導のための基礎知識 

演者：帝京平成大学 岡野 憲一 

 

【概要】本講演は，トレーニング業界

の現状と，根拠に基づいたトレーニン

グを進めるにあたっての基礎知識お

よび注意点に関する内容であった．講

演内容を３つの内容に分けて記述す

る． 

【内容】 

1. トレーニング指導を受ける側の 

現状について 

近年，指導を受ける側であるクライ

アントの，トレーニングに関する知識

レベルは向上しており，インターネッ

ト媒体を使用することで科学的知見

を入手し，クライアント自らエビデン

スに基づいたトレーニング（Evidence

-based Training：以下 EBT）を行っ

ている．  

２．根拠に基づいたトレーニングにつ

いて 

EBT とは，科学的知見，トレーニン

グ環境，クライアントの目標・課題を

踏まえた上で指導者の技術・経験を含

む専門性を発揮することである．EBT

を進めるにあたって次項の 4つのこと

が重要となる． 

３．根拠に基づいたトレーニングを進

めるにあたって 

１つ目は，目標の設定である．競技

特性の分析（生理学的，バイオメカニ

クス的，スポーツ医学的）を行い，競

技の運動強度や，力の発揮特性，競技

で起こる外傷・障害を明確にすること

で，客観的に競技に必要な能力を明ら

かにする．そして，競技者の現状を把

握するため体力測定や試合分析を行

なった上で，選手のニーズを分析し目

標設定を行っていく． 

２つ目は，トレーニング環境である．

施設，器具の充実度や，必要な器具の

選定を行う．また，環境が不十分な場

合でも，指導者はトレーニングを指導

できる必要がある． 

３つ目は，科学的知見を用いた際の

注意点についてである．科学的知見に

基づいた指導が推奨されているが，科

学的に有効とされる知見を用いても，

効果が現れない選手も存在する．科学

的知見を指導に取り入れる際は，個別

性の原理を考慮し，時期や状況および

方法が，対象とする選手に合っている

のかを考える必要がある． 

４つ目は，指導者の技術・経験であ

る．経験はトレーニング指導において

重要であるが，1 人の指導者から得ら
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れる経験には限りがある．医学の領域

では，事例研究や実践研究を後世に残

すことで経験が補填されており，柔道

整復師の業界にも事例を残すことが

推奨される。 
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□整復治療手技固定分科会フォーラム 

メインテーマ：「下腿～足部外傷についての治療の考え方」 

                                  

2021 年 1 月 30 日（土曜）帝京大学 

霞が関キャンパスにおいて整復治療

手技固定分科会フォーラムが実施さ

れた。今回のメインテーマは「下腿～

足部外傷についての治療の考え方」で

ある。 

下腿～足部外傷で機能障害を残し

た場合には ADL・QOL のみならず心理

的影響も招くこととなり 2本足歩行で

「動く」ことで、さらに負の連鎖を生

じることになる。現代では上肢・下肢

外傷は医学会データの蓄積により統

計学的にも効果的な治療法を示すこ

とが可能となった。柔道整復師の立場

で足部外傷をみる意義としては初検

時に業務内・外の判断能力と的確な評

価のもと、わかりやすくクリニカルパ

スの説明を行い、適応外ではコンサル

トのタイミングに留意し「患者中心の

医療」に努めることである。 

先ず加藤義之先生の講演は「タナ障

害」・「蜂窩織炎」の症例である。初検

時の鑑別のための臨床徒手検査、タナ

障害誘発検査、インフォームド・コン

セント（インフォームド・アセントを

含む）による関節鏡視下による医接連

携と業務範囲外での転医勧奨を促し

た症例を報告。「蜂窩織炎」は起炎菌と

して溶連菌、黄色ブドウ球菌などがあ

り皮膚損傷（擦過傷）により真皮から

皮下脂肪組織にかけての細菌感染で

皮膚の防御機能低下し化膿するもの

である。治療が遅れると命にかかわる

重篤な疾患であり、早急なコンサルト

を要する。柔道整復師は地域医療の一

端を担う「プライマリ・ケア」的な存

在であり、患者の適切な医療への受診

機会を確保できた症例といえる。次に

アスリートの立場で外傷治療を専門

とする青柳康史先生は「アスリートの

スポーツ復帰を考慮した外傷治療の

考え方」について講演された。柔整の

臨床現場では医接連携が中心となる

がアスリートの場合には他有資格者

（鍼灸師・理学療法士・JSPO-AT 等）

と協同し「痛みが良くなって終わり」

ではない。スポーツ復帰を目指して

「フィジカル強化」や「体の使い方」

にも着目し“なぜ怪我が起きたの

か？”を掘り下げて分析・修正し高い

パフォーマンスを発揮して活躍して

くれる事」を共通目標とする“選手フ

ァースト”の観点からの症例を紹介さ

れた。田口大輔先生の講演では柔整教

育現場での「下肢傷害に対する意識調

査アンケート」を実施し結果について

分析された。スポーツ外傷では上肢の

修学度（履修時間・教科書記載内容：

部位・治療法）が多いにも関わらず、

下肢の情報が少ないと述べている。足

の疾患が軽視されやすい傾向がある

ことから、下肢（特に足部）を苦手と

する学生が多いと推察し、教育者の視

点で学生指導の有り方や高齢者の下
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肢外傷の最近の臨床傾向についての

私見を述べられた。最後に下肢、特に

下腿・足部外傷の臨床の実際について

の症例画像を供覧しディスカッショ

ンを実施した。 

 

 

◆ お願い 

 ここ数年『徒手整復技術』をテーマに全国の先生方から、ご助言を賜り研修会

を関東地域中心に活動しております。ぜひ当分科会への登録をされ、ご一緒に研

究活動をしてみませんか。 

引き続き、整復治療手技固定分科会へご指摘、ご指導を宜しくお願い申し上げま

す。 
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□物理療法分科会フォーラム 

 

私たち物理療法分科会の第２９回

学術大会は、帝京大学霞ヶ関キャンパ

スからのライブ配信として鈴木代表

の新型コロナウイルス感染症の被害

に遭われた全ての方々へのお見舞い

から始まりました。 

第 1席には『物理療法分科会におけ

る活動と今後の展望』と題し、鈴木貴

司代表が、令和 2年度の予定から変更

を余儀なくされ、実際に行った活動と

分科会の方向性について発表を行い

ました。教育制度改革の中に物理療法

の項目があることから、教育機関臨床

実習施設での導入機器の実態を視察

させていただき、柔道整復師養成の最

前線にいらっしゃる先生方に生の声

をうかがっていこうと考えておりま

す。また、物理療法機器製造メーカー

にも機器の現状や最新情報などの情

報共有化のため、まず最初に伊藤超短

波株式会社様に依頼したところ快諾

いただき、さいたま本社へ訪問、意見

交換を行いその様子を報告致しまし

た。 

第 2席は『明日から使える物理療法』

と題し、伊藤超短波株式会社学術部松

澤圭二郎先生に物理療法全般につい

て、特に柔道整復師が急性期から回復

期まで全般的に使用している電流療

法と超音波療法についての基礎から

『フレイル（虚弱）予防』における物

理療法の応用活用についてご講演頂

きました。 

第 3席は『日常施術における物理療

法機器の取り扱い―症例を交えて―』

として分科会顧問の藤原祥了先生で

したが体調不良により欠席されたた

め、概略を記載する。現在流通してい

る物理療法機器の多くはコンピュー

タ制御され、故障等では基板を交換す

るなどの対応がとられている。先達の

先生方は、機器本体はもちろん付属備

品もご自身またはメーカーと共同で

開発し使用していた。藤原先生がロー

ラー導子をメーカーと共同開発・製作

し、その経緯と長年の経験から日常施

術で工夫する活用法についての報告

であった。詳細は今後の分科会研究会

等で改めて発表頂こうと考えており

ます。 

第４席は『物理療法機器の安全管理』

と題し、事務局岸秀和が損保会社の代

理店より提供頂いた物理療法におけ

る柔道整復師賠償責任保険の概要と

事例の詳細、柔道整復師が施術に使用

する機器の薬機法での分類、医療事故

防止のための対応について発表を行

いました。 

当分科会は、今後も会員の先生方の

声に耳を傾けながら、役立つ情報を余

すことなく発信してまいります。是非

学会事務局までご意見等お寄せ下さ

い。お待ちしております。 
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□柔整鑑別診断分科会フォーラム 

Ⅰ.フォーラムテーマ 

 鑑別診断マニュアル(手部編その 1) 

 

２.フォーラム全体の概要 

まず、銭田幸博代表が手部の鑑別診

断を行ううえでの必要なことがら、問

診･視診･触診のポイントなどについ

て解説した後、手部の疾患を分類した。

そして私たちがよく遭遇するものの

うち、「手根管症候群」について解説し

た。次に磯英治委員が「関節リウマチ」、

「突き指」について症例を挙げて説明

した。さらに銭田幸徳委員が「手関節

捻挫」、「弾発指（ばね指）」の鑑別診断

について述べた。 

３.講演内容について 

鑑別診断マニュアル(手部編その 1) 

(銭田幸博) 

•鑑別診断をするためには 

•手部の疾患 

Ⅰ．手部の骨折・脱臼 

Ⅱ．軟部組織損傷 

Ⅲ.手部に生じる代表的な疾患 

今回は 3名の委員が、それぞれ別の

場所からリモートで講演したため、不

慣れで失敗もありました。しかし良い

経験となりました。うまくタイミング

などを合わせていけばリモート参加

も捨てたものではないな、と感じまし

た。 

 柔整鑑別診断分科会では、今後も IT

を活かして行きたいと考えています。

とりあえず、質問の集中した「弾発指」

についてはポイントを Facebookの「鑑

別診断分科会」のページにアップして

ありますので検索してみてください。

皆さんの参加やご意見をいただけま

すことを楽しみにしています。 
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※各分科会への入会希望、その他ご意見等は 

事務局までお問い合わせ下さい。 
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編集後記 

世界中がコロナウィルス感染症により人類の生命が危険にさらされている中、

日本国内でも緊急事態宣言や外出自粛要請が発出され、生活様式が大きく変化

している状況において、社会情勢を鑑み初めての試みとなるオンラインでの Web

学術大会を開催させて頂きました。当初、学術大会の開催自体が危ぶまれており

ましたが、役員を筆頭に多くの会員が今この時期だからこそ学術研鑚が必要で

あるとの熱い思いで開催されたとものと感じております。初めての取り組みの

為、ネット環境の不具合等により少し戸惑う所もありましたが、滞りなく開催で

きたことは素直に喜べる所でもあります。 

柔道整復術は日本の伝統医療であり継承、発展させていかなければなりませ

ん。接骨医学会はその大きな役割を担っております。伝統医療の名の下に胡坐を

かかず、更なる学術研鑚と質の向上の高みを目指し、柔道整復術の新たな分野を

切り拓いて行かなければならないと考えております。全ての柔道整復師が、この

学術団体に参集し英知を結集させ将来に繋げて行く事が重要だと思います。 
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