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公演ヘルスケアサポート2020

〇目的
日本の芸術家の活動環境において、自己管理（責任）となっている芸術家の体調やケ

ガの管理を、芸術活動の現場にケアやコンディショニングの専門家を配置して、サポ
ートを行います。
場当たり的な疲労回復やケガの対処のみならず、コンディションの維持・向上や活動

によるケガの軽減、不調の適切な処置をおこなうことは、芸術家がもてる力を存分に
発揮して活躍を続ける一助となります。

芸術家と医療者・トレーナーが、公演の成功を共通目標とし団体と連携して実施しつ
つ、個々人が自身に必要なセルフケアの知識を得たり、状態に応じた専門職との関わ
り方などを体感することで、芸術活動を続けていくうえで活きる知見を得られる場と
なることも目指します。
また、団体の協力のもと、本プログラムの内容等を可能な範囲で公開することで、実

施する対象のみならず、同様の活動を行う芸術家や団体への啓発、およびアーティス
トの治療・コンディショニングにあたる専門家への知見の共有を促します。
今期は、コロナ禍の感染防止対策や、いざというときの対応の情報共有を図り、安全

配慮に関しても注力しました。

〇対象は公募で選出した3団体
「公演ヘルスケアサポート」は、上記目的のとおり、当事者のみで完結するものでは
なく、業界の環境整備の一環として実施するものです。
この目的をご理解のうえ、利用する芸術家だけでなく団体としてのご協力体制のも

と活用いただける団体を公募しています。
2019年度から、ジャンルを問わずに募集をおこない、バレエ、コンテンポラリーダ

ンスに加え、演劇分野から3団体を選出しました。
コロナ禍に見舞われることとなり、2020年度は2019年度の対象3団体を継続してプ

ログラムを提供することで、信頼関係を築きながら、ヘルスケア体制の効率的、効果
的な実施を図っています。

芸術家の治療やコンディショニングを実践している専門家を配置しつつも、団体や
芸術家個人の当事者が利用しやすいよう、金銭的な負担をおさえるため、本目的に合
致する助成金やご協賛、ご寄付によって実現しています。

〇プログラムの基本構成
◎下記3つのプログラムを基本構成として、各団体と相談しセットします

※2020年度は、感染症の拡大の状況によって、一部を省略・延期しています

1.フィジカルチェック
2.グループワークショップor講義
3.個別ケア・トレーニング

◎公演でのベストパフォーマンスを目標にしつつ、今後にいかすべく、講義やアンケー
ト結果での情報共有も重用。
◎1団体につき、2-5名の医療職がチームを組んで治療やトレーニングを提供。
便宜上、医療職であっても本プログラムでは「トレーナー」と総称。

◎新型コロナ感染予防、感染拡大防止策、罹患者の対応（シュミレーション）は、随時
最新情報の収集と共有を図るべく、事務局が中心となって対応。



A．青年劇場（演劇）

対象公演 『星をかすめる風』

2020年9月12日～20日 紀伊國屋サザンシアターTAKASHIMAYA（東京）

実施プログラム

対象：出演者18＋希望のあったスタッフ1名）

プログラム（1)稽古場・劇場でのトレーナーのケア （8/18-9/20 38時間）

（2）ワークショップ・講座

「肩・首の凝り対策～ほぐし・トレーニング・呼吸～」（8/22 ）

担当トレーナー：2名

B．zer〇（コンテンポラリーダンス）

対象公演 『偏向する傾斜』

2020年12月26、27日 武蔵野芸能劇場（東京）

実施プログラム

対象： 出演者6名と所属ダンサー2名

プログラム：(1)フィジカルチェック 11月11日

担当：トレーナー3名、事務局1名

(2)ワークショップ/講座

「治療家からみるダンサーのカラダとコンディショニング 腰痛を中心に」(11/16)

（3）稽古場・劇場でのトレーナーのケア （10月19日-12月27日 48時間+2日）

担当トレーナー：2名

C．東京シティ・バレエ団(バレエカンパニー）

対象公演 『ウヴェ・ショルツ・セレクションⅡ』

2021年1月23日～24日 ティアラこうとう（東京）

実施プログラム

対象：フィジカルチェックは、若手を中心に15名をカンパニーが選出。

個別ケアは出演者(アンダー含む）38人。

プログラム：（1)フィジカルチェック 12月26日

担当：トレーナー5名、事務局1名

（2）稽古場・劇場でのトレーナーのケア (12/16-1/24 79.5時間＋2日）。

担当トレーナー：4名

※オンライン予約を実施

※オリエンテーションもオンラインにて実施

〇対象団体・公演と実施プログラム



A～C共通

・オリエンテーションは、コロナ禍をふまえ、各団体の可能な方法を相談し実施。

A.青年劇場＝案内用紙配布 B．Zer〇＝事前に案内用紙配布＆対面説明 C.ＴＣＢ＝動画配信

・稽古場、劇場チェックリスト作成・共有 （事務局間）

近隣の医療機関、施設内設備（AED、アイシング用氷など）の確認と整備。

・実施後のアンケート調査（アーティスト版、スタッフ版）およびフィードバック。

フィードバック時には、ケアの利用人数や主訴部位等のデータとトレーナー陣からのコメントをレポー

トにまとめて提供。

・新型コロナウィルスに関する情報の収集と共有。感染予防といざというときの対応の検討。

稽古場帯同トレーナーは、PCR検査実施。

〇関連プログラム

１．「バレエ指導のための解剖学とコンディショニング」講座 全4日

2021年2月1.8.15.22日 オンライン講座

講師：杉本亮子

２. 個別セッション 各施設及びオンライン

稽古場や劇場を離れても、アーティストならではのケア、指導を受けられる場(機会）

希望者が指定のトレーナーに予約をとり個別の指導・コンディショニングを実施。

担当：藤原和朗、岩井隆浩、杉本亮子

３. トレーニング動画「Dancers Training」作成、頒布

フィジカルチェック後など、公演ヘルスケアサポートの現場で活用

セルフケアの提案と医療者・トレーナー間の知見の共有。

４. トレーナー研修会「トレーナーミーティング2020 劇場・稽古場での実践から」

2021年3月20日 オンラインイベント

登壇：藤原和朗、鈴木恭平、岩井隆浩

※上記プログラムは、『ヘルスケアピット』と銘打ち、稽古場・劇場以外でも、プロフェショナ

ルな芸術家のヘルスケアへの実践を促すべく、対象範囲を限定せず行うものです。



Ⅰ．ダンサー・俳優
1. フィジカルチェックは役立ちましたか？（n=22 受けている回答者のみ（zer◯、TCB）)

〇公演ヘルスケアサポート アンケート結果

（Ⅰ．ダンサー・俳優 Ⅱ．スタッフ・指導者 ／ 自由記述は一部抜粋）

2. フィジカルチェック時に渡したトレーニング動画（リスト）は利用しましたか？(n=22)

＊zer◯、TCBのフィジカルチェック参加者のみ回答



3. 稽古場劇場での個別ケアは役にたちましたか？(n=19)

＊zer◯、青年劇場のみ回答

4. 稽古場劇場での個別ケアでよかった点は何ですか？(n=52・複数回答可)

5. 稽古場劇場での個別ケアでよくなかった点は何ですか？(複数回答・n=52)

※1 TCB、zer◯のみ（n=39）※2 zer◯のみ（n=6）



6. ワークショップは役立ちましたか？(n=19)

＊zer◯、青年劇場のみ回答

６-２.ワークショップはどんな点が役立ちそうですか？初めて知ったことやもっと知りた

いことがあればご記入ください（自由記述＊zer◯、青年劇場のみ n=19) 抜粋

・呼吸法

・チューブ＋バンザイ四股踏みは、大いに役立ちます。いつもやっているヒンズー・スクワ

ットを割愛してでもやりたいと思います。一番重要な首・肩の解緊を短時間（稽古直前、本

番前など）で筋肉の解放を得られるのがよい。

・トレーニングが何に効果があるのかを説明してもらえたのがよかった。

・ゴムチューブスクワットは背中全体に刺激があり、ストレッチにも筋トレにもなる。体幹

にも良さそう。俳優にとって背中が覚醒することは値千金。背中で感じ背中で表現できるこ

とは極めて重要だと思うので、私は毎日やりたいです。

・今までこういうものをやった事が無いのでとても新鮮でした。あんな短時間で姿勢が治っ

たのはおどろきでした。全部良かったと思います。これからも続けていきたいです。

・ストレッチとトレーニングを、時や場所に合わせて手軽にできそうだと思いました。

・コンディショニングという言葉や、理学療法師という職業、職種について理解する事で、

相談の仕方や頼り方などが明確になりました。また一般に知られるスポーツの現場での身体

のケアを知る事で、舞台芸術や劇場でのケアの重要性を再確認した。専門的な神経系の話は

とても興味深く、（中略）身体管理のみならず、クリエーションに大きな影響を与えまし

た。

・具体的にマッサージの仕方など教えていただけたことが役に立った。

・とにかくケアが大切なことがわかった。

・まず、ケアで身体に触れて頂いているトレーナーから、WSというかたちで身体の話を聞

けたことが良かったと思います。知識としては知っていると思っていた内容であっても、よ

り詳細な要素を聞くことができたり、ダンサーの方から聞いた時や解剖図を写真で見た時と

は受け取り方の浸透度が異なっているように感じました。

7. ケアスペース・スタッフの感染予防対策はいかがでしたか？(n=52)



8. 今後もヘルスケアサポートを希望しますか？（芸術家のくすり箱のプログラムに限らない）(n=39)

＊zer◯、TCBのみ回答

9. コロナ禍での稽古・公演は、体調やパフォーマンスに変化や異変はありましたか？「その他」

は自由にご記入ください。（複数選択可）(n=52)

【その他】マスクが苦しい

マスクをしながらのリハは難儀です

特に変化はない

メンバー間との会食や雑談が減ることで、削がれる意識共有が気になりました。無駄
話が意外と無駄ではない、といったような意識、感覚を覚えました。

ひどい便秘になった

マスクでのレッスンによって、呼吸がしにくかったり、バランスや回転がしにくくな
った。

【青年劇場のみの設問】「声が出にくくなった」 6名/13名（31.6%）

【TCBのみの設問】 「集中力が落ちた」 2名/33名（6.1%）

「眠れない、眠りが浅くなった」 4名/33名（12.1%）

「マスクで肌荒れした」 15名/33名（45.5%）

「特になし」 11名/33名（33.3%）



10. 「公演ヘルスケアサポート」全体についてのご感想をご自由にお聞かせください。ま

た、今回、2年目のサポートを受けた方は、1年目との違いや変化があれば、ご記入くださ

い。（自由記述）

・1年目はただただ恐縮した思いが先立ちましたが、2年目ということで、気後れせずにサ

ポートを有意義に受けれたと感じています。また、今回はコロナ禍に入り、メンバー、スタ

ッフ共々、不安な気持ちが常にありましたが、その面でも大きく支えていただいたと思いま

す。劇場に入ってからのケアは大変ありがたく、楽屋から、袖裏、ステージまでの道のりを

軽快な足取りで移動することができました。同時に、この恵まれた環境を生かし、期待値を

上回るパフォーマンスがしたい！という意欲につながりました

・1年目の身体の変化を知っていてくださる皆さんに、少し期間を置いてまた身体を観て貰

えたのが嬉しかったです。

1年目で教えて頂いた身体の伸び代の先に、まだまだ伸び代が幾らでもあることを教えて頂

けた2年目でした。

2年目のサポートを受けている期間も身体はさらに変化したのですが、まださらに変えてい

けることが今はわかります。

身体をケアするためにトレーナーさんに観てもらうこと以上に、定期的・継続的に同じトレ

ーナーさんに観てもらう意味と価値を学ぶことができた2年目でした。

・今回のヘルスケアサポートはすごく助けられました。 もしこのサポートがなかったらと

思うととても怖かったので是非このまま継続していただけると嬉しいです。

・スタジオですぐに診てもらえることで、安心して踊ることができました。仕方のないこと

ですが、スタジオ内でだとスペースが限られること、ベットがあることで、治療を受けてい

ないダンサーたちの待ちスペースがなくなることは少し不自由を感じました。

・かかりつけの整体では得られないことが多かった。ツボの箇所など。話も上手く優しく対

応してもらって安心感がある。

・演劇人は低収入がほとんどなので、公的助成を受けてのヘルスケアは大変ありがたいし、

需要もあると思います。

・製作やスタッフも、ハードな作業で心身ともに疲労が見えます（スタッフにも対応できる

とよい）。

・現行のスタイルに加えてフィジカルメンテナンスをメインにした常設のサポートセンター

ができたら嬉しい。外国の俳優がトレーナーやコーチと契約して実施しているのをヒントに

できないだろうかと思います。



・サポートをしていただいたのは2年目ですが、1年目に引き続き大きな効果を感じまし

た。マッサージで体をほぐしていただいて疲労が取れる、というのも嬉しいのですが、や

はり私は今の体の状態とそれに対するアプローチ方法を具体的に知れる、ことが大きいで

す。

作品を踊ると、どうしても体の使い方に偏りが出るので、疲れている部分を自分でケアす

る方法や、どの程度まで無理出来るかの加減など、専門家とお話しできることで安心でき

ました。2年目はより、そう感じました。

・自分でケアする習慣がついたので、利用回数が減りました。

11．今回のトレーナーが、プログラムの延長で個別オンラインセッションを提供する場合、

受けたいと思いますか？（状態のチェックやセルフトレーニングの指導など）

（TCBのみ n=33）



Ⅱ．スタッフ・指導者（回答９名・制作者、指導者）

1. 公演ヘルスケアサポートは、公演の実施に役立ちましたか？

2. どんな面で役立ちましたか？(複数回答可）



3. 実施にあたり苦労された点は？(複数回答可）

4. また、公演ヘルスケアサポートの利用を希望しますか？



5. 今回のサポートの実施について、よかった点、ご自由にご記入ください。2回目、3回目

の方は、1回目との違いや変化についてもご記入ください。

・1回目と引き続き、同じトレーナーの方に入っていただいたことで、メンバー個々の中長

期的な身体能力にアップにつながっていると感じています。さらにコロナ禍という中で、精

神的にも「相談できる相手」がいることに大きな安心感があったのではないかと思います。

・制作サイドでは感染予防対策に大きく力添えをいただきました。日々移り変わる社会状況

の変化と、それに関する専門的な情報を、篭りがちなクリエーションの現場に届けていただ

きました。劇場においても、主催側ではない程良い距離感で客観的に安全確認をしていただ

いたことで、安心して作品とパフォーマンスに集中できました。個人的には最も感謝したい

部分です。

・前回同様、コンディションとパフォーマンスの関係について体感する有意義な時間でした

が、今回はより精神面のコンディションに意識が向けられました。それだけ不安定な社会に

なっている表れではないでしょうか。こうした手厚いサポートのある中でステージへ立つ経

験は誰しもができることではありませんが、少しでも多くの関係者にこの経験を伝えていき

たいと思います。

・ダンサーに対してコンディショニングやマッサージの講義をしていただいたことで、ダン

サーのヘルスケアに対しての意識が高まった気がします。

・前と同じ先生にもいらして頂けたので、ダンサーの過去の怪我なども把握しておられます

し、コミュニケーションが取りやすかったです。

・本番直前ではありましたが、皆様と指導者で話す時間を設けた事で、指導者側の不安やダ

ンサーの現状を知る事が出来、その対処法も共有出来たので、大きな安心になりました。

・事務的な事に関しては、皆様にお任せする事の方が多かったため、苦労は全く感じません

でした。

・以前よりも連携を取っていただき、全体として公演をサポートいただける仕組みが以前よ

り進化されているのか素晴らしいと感じました。

・フィジカルチェック以降、サポートへの参加をくすり箱事務局の方が管理してくださった

ため、予定表の作成や周知など、バレエ団事務局の作業が軽減され公演準備に専念すること

ができました。

・今後も積極的にコミュニケーションを取りﾀﾞﾝｻｰの心身の状態を把握し良い舞台作りが出

来ると良いと感じました。

以上



〇実施メンバー （五十音順・所属はサポート参加時点のもの）

［サポートトレーナー］ ※本プログラムでは、医療職種も「トレーナー」と総称

伊藤司（柔道整復師／はる整骨院）

岩井隆浩（柔道整復師・鍼灸あん摩マッサージ指圧師／ループル治療院サロン・㈱ケアくる）

押本理映（理学療法士／ファンクフィジオ東京）

鈴木恭平（理学療法士／Dr.KAKUKOスポーツクリニック.）

田原和幸（柔道整復師・鍼灸師／たばる鍼灸整骨院）

留田すみれ（理学療法士／横浜市立脳卒中・神経脊椎センター）

藤原和朗（鍼灸あん摩マッサージ指圧師・アスレティックトレーナー（日本スポーツ協会）／Sintonia）

森口芽衣（理学療法士／下北沢病院）

［サポートドクター］

瀬尾理利子（リリズスポーツクリニック／横浜市スポーツ医科学センター整形外科）

竹島憲一郎（国際医療福祉大学医学部整形外科）

中村格子（医療法人社団BODHI Dr.KAKUKOスポーツクリニック）

［事務局］

特定非営利活動法人芸術家のくすり箱

小曽根史代／鷲見雄馬／寺田凜（合同会社syuz’gen）／中西みなみ（South Walk㈱）



［賛助会員（芸術家のくすり箱 年間スポンサー）］

ATR半蔵門

医療法人医療法人社団BODHI Dr.KAKUKOスポーツクリニック

からだコンディショニングルームPNF研究所西宮

ループル治療院

［ご寄付］

青木衛様 荒木靖博様 石川紗由佳様 猪原健様 上田由紀子様 大滝祐子様

小城真奈様 亀田まゆ子様 岸昌代様 後藤伊都子様 齋藤明子様 関根尚子様

高野智佳子様 田上潔様 福井恵子様 美山良夫様 湯浅政紀様 横山邦雄様 匿名1名様

書籍『ダンサーのヘルスケア トレーナー・医療者のための基礎知識』を芸術家のくすり箱事務局経
由でご購入いただいた売上金は、全額「公演ヘルスケアサポート事業」に投入しております。

皆様のご支援に心より御礼申し上げます。

［助成］

公益財団法人東京都歴史文化財団アーツカウンシル東京

文化庁令和2年度文化芸術活動の継続支援事業（公演帯同に関するプログラムのみ）

［表紙舞台写真提供］

zer◯

東京シティ・バレエ団

秋田雨雀・土方与志記念青年劇場

〇ご支援 （五十音順・一部敬称略）

本紙のテキスト・画像の無断転載・複製を固く禁じます。2021.5.15作成

事業主体・お問合せ

NPO法人芸術家のくすり箱

東京都新宿区西新宿6-12-30 芸能花伝舎2階 Tel: 03-6302-3048 office@artists-care.com


