セミナー・講 座 紹 介

健康管理士インタビュー「活動の現場」 ………………………………湯上谷 宏さん（大分県）

第11回

プロ野球選手からアスリートの育成へ
技術、経験、そして健康管理の重要性を伝えたい！
いたところ、健康管理における幅広い知識
が学べる健康管理士の情報が目に留まりま
した。厚生労働大臣指定講座という所も魅
力的でした。東京の会場で合格対策講座と
認定試験を受けたのですが、若い人から年
配の人まで数百人もの方が真剣に勉強し
ている姿を見て、今の時代、健康管理のニ
ーズがとても高いことを実感しました。

Ｑ．健康管理士の資格を取得されて、
どの
ように活用していますか？ また、
どのような
手応えがありましたか？
今年の春から、大分にある
「九州総合ス
ポーツカレッジ」
という専門学校に勤務して
います。
ここは、野球を始め様々なスポーツ
アスリートを養成するコースがあり、私は野
球のコーチと教務の仕事をしています。
学生には、私が長年のプロ生活で得た
経験や心構え、技術的
な指導ももちろんするの
ですが、試 合で結 果を
出したり活躍するために
体 づくりは 必 須 であり、
健康管理の重要性を常
に話しています。その際
には、健 康 管 理 士のテ
〈プロ野球選手として16年間活躍〉
キストで学んだ栄 養 学
の知 識や体のしくみに
Ｑ．健康管理士の資格に興味を持ったきっ
関することをベースにし
かけ、選んだ理由を教えて下さい。
て、
トレーニング方 法な
現役時代を振り返ると、入団当時は74㎏
どと併せてポイントを伝
あった体重がひと夏の練習にて64㎏まで落
えています。
ち、体力的な厳しさを味わいました。
この世
また、ほすぴの情報も様々な角度から体
界は技術だけではやっていけないと痛感し、
のしくみや健康管理について学ぶことがで
食事や栄養についても考えるようになりまし
きるので、課題も必ず提出し活用させてもら
た。20代には毎日の試合と練習、そして全
っています。学生からは野球の技術指導を
国にまたがる遠征が続いても、体力的にも
求められることが当然多いのですが、指導
落ち着いてきてついていくことはできていま
者として私が技術的なことだけでなく健康
した。でも30歳を超えた頃から疲労の蓄積
管理についても常に学んでいるというスタン
を常に自覚するようになり、健康なコンディシ
スを見せていることも、学生達には良い刺
ョンで試合に臨むための意識が少しずつ高
激を与えているようです。
まっていったことを記憶しています。
現役を引退後も、
コーチや球団スタッフと
してホークスにお世話になっていましたが、
2013年のシーズン終了後に退団しました。
第二の人生で何にチャレンジしようかと思い
を巡らせていた頃、
まずは色々な勉強をして
知識を身に付けなければいけないと感じ、
資格の取得を目指そうと思いました。
スポー
ツや健康の分野に興味があったので探して
〈バッティング指導の様子〉
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日本の食育セミナー

「健美を守る食医の知恵」

今回ご紹介するのは、
プロ野球選手として16年間プレーし、現在はプロのアスリートを育成する専門学校「九州総合
スポーツカレッジ」
で学生の指導に携わっていらっしゃる湯上谷宏さんです。

Ｑ．プロ野球選手としての実績をご紹介し
ていただけますか。
私は、幼少の頃からプロ野球選手になる
ことを夢見ていましたが、石川県の星稜高
校時代4度の甲子園出場を経験し、1984年
に南海ホークス
（現ソフトバンクホークス）か
らドラフト2位指名をいただくことができ、念
願のプロ野球選手になりました。
プロの選手としては体が小柄だった私は、
足の速さと守備範囲の広さを持ち味にしな
がら二塁手を中心に内野も外野も守れるユ
ーティリティープレーヤーとして、現役16年
間に渡り通算1242試合に出場、通算打率
は2割5分8厘、
ホームランも42本ですが打っ
ています。1990年からは、3年連続して全試
合に出場しました。

参加無料

Ｑ．今年から
「文部科学省後援 健康管理能
力検定2級3級」
を導入していただくことにな
りましたが、
その経緯について教えてください。
プロのアスリートを目指す上でもトレーナー
などの指導者になるためにも、
やはり健康管
理や体のしくみを知るということは必須事項
だと思っています。健康管理能力検定の学
習は、体内時計をテーマにした生活のリズ
ム、体内のリズムという視点から編集されて
いるので、
日々の体調管理にすぐに使える
内容が多く、
とても実用的な知識が得られま
す。当初は私と同じく1級（健康管理士）
を
学生達に取得してもらおうかとも考えました
が、
まずは取り組みやすい2級3級を学んで
もらって健康知識の土台をつくってほしいと
考え、学校に推薦し了承を得ました。
しっか
り勉強して全員に合格してほしいと願って
います。

来る平成28年11月23日
（水・祝）、国立
オリンピック記念青少年総合センターに於
いて、
『 健美を守る食医の知恵』
をテーマ
に
「第11回日本の食育セミナー」
を開催致
します。
第一部は、
メディア・テレビでもお馴染み
のRサイエンスクリニック広尾院長で医学
博士の日比野佐和子先生をお迎えし、
「健
美を守る食医の知恵」
と題してご講演いた
だきます。
年齢を重ねるとともに身体に起こってくる
様々な変 化に対 応し管 理するためには、
食生活をはじめとした規則正しい生活習
慣が不可欠です。
「アンチエイジング」
と

「美」の視点から
「食」
を中心として、健康
寿命の延伸や美しさ、美しい肌を保つた
めの方法について学びませんか。
第二部は、
「発酵食と健康」
と題し、発酵
学の専門家をパネリストにお迎えして参加
型ディスカッションを行います。今、話題の
発酵食 をテーマに、発酵食はなぜ健康
や美容によいのか、いつまでも若々しく過
ごすための発酵食のヒミツに迫ります。
当協会の食育活動展示や、健康管理
士一般指導員、文部科学省後援健康管
理能力検定のご案内ブースもあります。参
加無料ですので、
ご友人、知人の方なども
お誘い合わせの上、是非ご参加ください。

「健美を守る食医の知恵」

参加型ディスカッション
「発酵食と健康」

パネリスト：●
（株）
日本発酵文化会取締役、
（財）
日本発酵文化協会代表講師、
（財）
さかなの学校 理事長／是友 麻希 氏
●健康管理士一般指導員、
文部科学省後援健康管理能力検定1級、
タレント／和田 奈美佳 氏
ファシリテーター：日本成人病予防協会 専務理事／佐野 虎
〈昨年度・食育
セミナーの様子〉

13：00〜16：00（受付開始12：30）

Ｑ．健康管理士としての今後の方向性や展
望をお聞かせください。
私は高校卒業後すぐにプロ野球選手と
なり、何の資格もないまま引退し、苦労しまし
た。学生達には若いうちに資格を得て、社
会に役立つ人になってもらいたいと願って
います。指導者として、
また健康管理士とし
てもまだまだ経験が浅い私は、学ばなくては
いけない事項がたくさんあります。ハイレベ
ル講座やセミナーなどにも参加してきました
が、
これからも多方面にアンテナを張って積
極的に知識を吸収していきたいと考えてい
ます。
「 元プロ野球選手」の肩書きは私にと
っての大切な財産ですが、
「健康管理士」
と
しての認知度や信頼度も高めていく努力を
して、心技体の充実した若手の育成を応援
していきたいと思っています。

大阪大学医学部大学院医学系研究科卒
業・博士課程修了。同志社大学アンチエイジ
ングリサーチセンター講師、森ノ宮医療大学
保健医療学部准教授、ルイ・パストゥール医
学研究センター基礎研究部アンチエイジング
医科学研究室室長を経て、平成25年よりR
サイエンスクリニック広尾院長に就任。現在、
大阪大学医学部大学院医学系研究科臨床
遺伝子治療学講座特任准教授を兼任。
専門分野は欧米のアンチエイジング医学に
加え、中医学、ホルモン療法、
プラセンタ療
法、植物療法（フィ
トテラピー）、
アフェレーシス
療法など多岐にわたる。
その真摯なカウンセリングと診療で、多くの患
者から信頼されると共に、研究分野において
も国際的に活躍している。
テレビ・メディアに
も多数出演中。

講演

平成28年11月23日
（水・祝）

〈健康管理指導の様子〉

医学博士。内科医、皮膚科医、眼科医、
アン
チエイジングドクター
（日本抗加齢医学会専
門医）。Rサイエンスクリニック広尾院長

講師：Rサイエンスクリニック広尾院長 医学博士／日比野佐和子 先生
第2部

健康番組でも
お馴染み！

日比野佐和子先生
プロフィール

〈プログラム〉
第1部

1単位

〈是友 麻希 氏〉

主 催：日本成人病予防協会
共 催：東京都
後 援：厚生労働省、文部科学省、農林水産省
会 場：国立オリンピック記念青少年総合センター 大ホール
参加費：無料
定 員：700名（希望者多数の場合は抽選）
締 切：平成28年10月31日
（月）

お申込方法

目指せ！

〈和田 奈美佳 氏〉

この講座で学べること！
●美しい肌や健康なカラダを保つための食習慣
●アンチエイジングに関する最新情報
●今注目！発酵食と健康のヒミツ

お電話、
ホームページまたは5頁の申込書を郵送・FAXにてお申込み下さい。

TEL：03-3661-0175

文部科学省後援

FAX：03-3669-4733

URL：http://www.japa.org/

健康管理能力検定1級

●健康管理士の皆様は、
レポートを提出することで検定1級が取得でき、新たな資格
（※）
証・認定証に併記されます。
（※）
●5単位取得！の特典もあります！
（※）平成27年以降に
「健康管理士一般指導員」
の資格を取得した方は、
「健康管理能力検定1級」
を同時に取得したことになり
ますので、対象外となります。

〈お申込み方法〉

●検定審査登録料：8,000円

お電話、
ホームページまたは5頁の申込書を郵送またFAX
下さい。
また、右記へのお振込み手続きをお願い致します。 下記の金融機関のいずれかにお振込みください。
〈金融機関〉A.みずほ銀行 横山町支店 普通預金
2282657
TEL：03-3661-0175 FAX：03-3669-4733
B.ゆうちょ銀行 総合口座
記号10070 番号65513341
URL：www.healthcare.or.jp/
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