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開催概要 1 

■名 称 ：第14回 医療オリンピックC-1 

■主 催 ：整骨院振興協同組合 

■後 援 ：(一社)全国柔道整復師連合会 

 

■医療オリンピックC-1地区大会について 

第14回 医療オリンピックC-1は、7月から 9月にかけ全国9地区で開催される「地区大会」と 

10月に東京・東京国際フォーラムにて開催される「決勝大会」からなります。 

本大会で行われる競技のうち「包帯王」「刺鍼王」の2種目については、全国の地区大会を 

勝ち抜いた参加者によって決勝大会の優勝が競われます。 

医療オリンピックＣ－１とは 

整骨院や鍼灸院を真の国民医療にするには、もっと高い医療知識を学びたい。
もっと優れた医療技術を身につけたい。
もっと魅力的な医療マインドを自分のものにしたい。
医療オリンピックC-1は多くの医療家の皆さんと知識や技術を競います。
競い合うことで医療知識技術を高めていきます。向上する喜びを知ります。
上には上がいることを知ります。業界の質を上げていきます。

医療家の世界に入りし者 求めよ日本一を。
知識で日本一を。技術で日本一を。マインドで日本一を。

地区大会 
（7～9月・全国 9 地区） 

決勝大会 
（10月・東京国際フォーラム） 

包帯王 

包帯巻きの技術を競う

刺鍼王 

刺鍼の技術を競う

包帯王 

包帯巻きの技術を競う

刺鍼王 

刺鍼の技術を競う

矯正王 

身体の歪みを矯正する技術を競う

診断王 

総合的な診断力を競う

医識王 

各種医療や医療保険の知識を競う

 



モデルプログラム 2 

進行順 時間 内容 説明 

1 開会・開会挨拶 司会からご紹介、ご挨拶者は壇上でスピーチ 

2 審査員紹介 包帯王・刺鍼王 

3 競技ルール説明 包帯王・刺鍼王。各担当審査員より説明 

4 競技実施 
包帯王・刺鍼王に分かれて競技実施 
時間は競技参加者の人数による 

5 結果発表・表彰 壇上にて結果発表。表彰、写真撮影も行う 

6 閉会挨拶 司会からご紹介、ご挨拶者は壇上でスピーチ 

7 閉会 司会者にて締め 

●上記はプログラムの一例です。開催内容に合わせ適宜ご調整ください。 

役割分担表 

役割 説明 人数 氏 名 備考 

運営責任者 
運営全体を管理・ 
進行する 

1 

運営スタッフ 
実施責任者の 
補助を行う 

任意 

司会者 司会進行を行う 1 

包帯王 
 審判員 

包帯王競技の 
競技進行、審判、 
およびルールの 
説明を行う 

任意 
（同時に競技する 
組数分必要） 

刺鍼王 
審査員 

刺鍼王競技の 
競技進行、審判、 
およびルールの 
説明を行う 

任意 
（同時に競技する 
組数分必要） 

記録カメラ 
競技風景および 
優勝者の撮影 

1 



ペアを組み、
交代して行ってください。

会場設営について 3 

■包帯王 

■刺鍼王 

実施例（2013年決勝大会）

実施例（2013年決勝大会）

椅子

椅子・スツールもしくは下肢台
（足置きとして使用）

競技者

モデル

● 一組あたり2脚の椅子、もしくは1脚の椅子と1台のスツールか下肢台が必要です。 
● 配置については下図をご参照ください。 

● 長机の上に刺鍼カウンターを設置してください。1セットのカウンターで同時に4名まで 
計測が可能です。 

● 配置については下図をご参照ください。 
 

競 技 者

長机

刺鍼カウンター
子機

刺鍼カウンター



運営用備品リスト 4 

返
送 

内容 数量 担当 競技 備考 

 

○ 刺鍼カウンター 1個 CMC 刺鍼王 

○ 刺鍼カウンター用予備電池（単三） 2本 CMC 刺鍼王 

ディスポ鍼3番1寸3分 １箱 CMC 刺鍼王 出場人数×３本あればＯＫ 

ディスポ鍼3番1寸6分 1箱 CMC 刺鍼王 出場人数×３本あればＯＫ 

○ 廃鍼容器 １箱 CMC 刺鍼王 フタつきの容器 

巻軸包帯4裂1/2（新帯） 1式 CMC 包帯王 参加人数×３本 

包帯止め 1箱 CMC 包帯王 

審査シート 
（全競技の審査シート） 

1式 CMC 全競技 出場者分（予備含め） 

○ ストップウォッチ 2個 CMC 全競技 

○ 審査員用バインダー 1式 CMC 全競技 審査員分 

賞状（※名前なし） 
※入賞者の情報を頂いた後、記名された 
賞状を後日改めてお送りします。 

1式 CMC 2競技×各優勝者分 

運営マニュアル 2部   運営用 

○ 決勝大会競技出場者プロフィールシート 1式  
連絡先・プロフィールなど 
本紙にてご連絡ください 

決勝大会出場要項 1式 CMC 決勝大会進出者向けご案内 

決勝大会チケット（選手用） 1式 CMC 決勝大会進出者用 

○ デジタルカメラ 1台 CMC 記録用、優勝者写真撮影用 

○ 備品返送用トランクケース 1個 CMC 返送伝票貼付済 

宅急便伝票など 1式 CMC 

【送付備品】 ※終了後、○の付いた備品は同送のトランクケースにて当組合までご返送ください。 

内容 数量 担当 競技 備考 
 

【競技関係】 

長机 1 貴社 刺鍼王 刺鍼カウンター設置用 

イス 1式 貴社 包帯王 
※１回戦出場人数分 
※１対戦につき２脚必要 
下肢台+イス１脚でも可 

参加者リスト 1式 貴社 全競技 審査員分+５部程度 

【その他】 

マイク 1式 貴社 司会者用、ご挨拶用 

演台 1式 貴社 必要あれば 

筆記用具 1式 貴社 審査用紙記入用 

【その他必要備品】 

CMC

CMC



進行例① 開会前・開会挨拶 5 

進行内容 アナウンス 

    

●開会前 ◆必要に応じて、下記のご案内を行ってください。 

   ・携帯電話OFFまたはマナーモードへの設定のお願い 

   ・お手洗いの場所 

   ・喫煙所の場所 

    

●開会 【司会者】 

 （   時   分）  「本日は、『第14回医療オリンピックC-1 2016 （    ）地区大会』に 

   ご参加いただきまして、誠にありがとうございます。 

   私は司会の（※ご所属・ご役職・お名前                    ）と申します。 

   よろしくお願いいたします。 

   はじめに、主催者を代表いたしまして 

   （※ご所属・ご役職・お名前                          ）より 

   ご挨拶を申し上げます。」 

    

●開会挨拶 

    

    

●審査員紹介 【司会者】 

   「続きまして、各競技の審査員をご紹介いたします。 

   最初に、包帯巻きの技術を競う包帯王の審査員を務めていただきます 

   （※ご所属・ご役職・お名前                          ）様、 

   （※ご所属・ご役職・お名前                          ）様、・・・ 

 （※全員紹介し終えるまで続ける） 

    

   続きまして、刺鍼の技術を競う指針王の審査員を務めていただきます 

   （※ご所属・ご役職・お名前                          ）様、 

   （※ご所属・ご役職・お名前                          ）様、・・・ 

 （※全員紹介し終えるまで続ける） 

●大会概要説明  （※審査委員の紹介終了後、続けて） 

【司会者】 

   「医療オリンピックC-1は、医療技術と医療知識を競う場として 

   2003年に誕生いたしました。 

   14回目を迎えた今年の（     ）地区大会では、 

   ただいま紹介しました2つの種目について予選を行います。 

   各種目の優勝者1名は、10月23日に 

   東京国際フォーラムにて行なわれます、 

   全国一を決める決勝大会に進むことができます。 

   選手の皆様は、決勝大会への出場を目指し、 

   是非頑張っていただければと思います。」 

■開会挨拶 
貴社より開会のご挨拶をお願いいたします。 



進行例② ルール紹介 6 

進行内容 アナウンス 

    

●ルール紹介 ◆各競技の審査員、あるいは司会の方から競技ルールをご説明ください。 

（続けて次頁へ） 

■包帯王 競技ルール 

大会 包帯を巻く部位 使用包帯 制限時間 

地区大会 

１回戦～ 
準決勝 

片側足関節 
  １回戦→左足関節 
  ２回戦→右足関節 
  ３回戦→左足関節… 

巻軸（綿）包帯4裂   1/2本 30秒 

決勝戦 右足関節 巻軸（綿）包帯4裂   1/2本 30秒 

包帯王巻き方規定_概要 

目的 前距腓靭帯内反捻挫に対しての包帯巻き 
（足関節を外反させるように包帯を巻く） 

①見栄え 

①環行で終えている 
②包帯止めの位置が適切か 

※アキレス腱にかからないよう、足関節の環行部に留める 
③包帯にしわがないか 
④踵を中心に扇状に巻いているか 

②きつさ 

①中足部の包帯に指を入れ、きつさを確認 
②下腿部の包帯に指を入れ、きつさを確認 
③巻かれたモデルの感覚を確認する 

・圧が全体的に均一である 
・きつすぎず、緩すぎない 

③実用性 

①包帯の範囲 
 下腿内外果上方7～8cm、中足骨部1/2以上 
②包帯が均一に巻かれている 
③包帯に浮いている箇所がない 
④内反の矯正が出来ている 
⑤踵が露出していない 



進行例③ ルール紹介・競技開始 7 

進行内容 アナウンス 

    

●ルール紹介 ◆各競技の審査員、あるいは司会の方から競技ルールをご説明ください。 

●競技開始  （※ルールの説明後、続けて） 

【司会者】 

「それでは、早速競技を開始したいと思います。」 

（※競技に応じて場所が分かれる場合はその旨のアナウンス） 

 （※終了後は適宜休憩など挟み、結果発表および授賞式へ） 

■刺鍼王 競技ルール 

大会 競技順序 進出規定 制限時間 

地区大会 

予選 

１回目：３番１寸３分の鍼 
２回目：３番１寸６分の鍼 
※ 人数が多いようであれば、どち

らか一方の鍼のみを使用して
競技を行う（使用する長さはそ
れぞれ出場者に選択させる） 

上位4名 
※ 同数の場合はサドンデス 
※ サドンデスの際は使用する

鍼を出場者にそれぞれ選
択させ、１分間で競う 

各1分 
（計２分） 

決勝戦 １回目：３番１寸３分の鍼 
２回目：３番１寸６分の鍼 

優勝者が決勝大会進出 
※ 同数の場合は予選と同様

に、サドンデスで競う 

各1分 
（計２分） 

【刺鍼王規定_刺鍼ルール】 

①競技開始時の姿勢は立位であること 

②刺鍼は直刺であること（斜刺は合計カウントから差し引く） 

③必ず弾入をすること（弾入をせずに鍼を押し込んだ場合は合計カウントから差し引く） 

④弾入時は一度鍼管から押手でない方の手を離すこと 

■「包帯王」競技実施 
■「刺鍼王」競技実施 
 
※ 各競技は同時並行でも、順次実施でも可。 

（参加人数等に合わせ、ご調整ください） 
※ 実施順は問いません。 
※ 必要に応じ、終了次第、休憩等を入れてください。 

■競技風景 写真撮影のお願い 
大会Webサイトでの広報、および本大会で使用するVTRの制作のため、実

施風景の写真撮影についてご協力をお願いいたします。運営備品に同梱
のデジタルカメラで撮影いただき、そのまま備品に同封いただいてご返送く
ださい。 



進行例④ 結果発表・表彰 8 

進行内容 アナウンス 

  

●結果発表・表彰 【司会者】 

 「お待たせいたしました。それではこれより、 

 『第14回医療オリンピックC-1 2016 （     ）地区大会』 

 結果発表に移ります。 

  

（①包帯王）  最初は、包帯王の結果発表です。 

 優勝者1名が、決勝大会進出となります。 

 ここからの結果発表およびプレゼンターは 

 包帯王審査員の 

 （※ご所属・ご役職・お名前                          ）様に 

 お願いしたいと存じます。第3位から発表いたしますので、 

 お名前を呼ばれた方はご起立ください。 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 それではここで、優勝者より 
 決勝大会に向けての抱負を述べていただきたいと思います。 

 ありがとうございました。 
 改めて大きな拍手をお願いいたします。 
 （優勝者に）どうぞお席にお戻りください。 

  

■包帯王 表彰 

 プレゼンターより受賞者名発表。 
第3位、第2位はその場で起立していただき、拍手ののち着席。 
第1位はステージまで来ていただき、 

 ●賞状（記名なし） 

 ●決勝大会チケット 

 ●案内資料一式（クリアファイル入り） 

 をプレゼンターからお渡しください。（資料一式は降壇後でも可） 

■優勝者 写真撮影のお願い 
大会Webサイトおよび決勝大会での配付資料に掲載するため、デジタル
カメラで決勝大会に進出される優勝者の顔写真撮影をお願いいたします。 
事務局での整理のため、1名につき下記2カットを撮影ください。 
① 表彰状を持って頂きながら正面ポーズ・上半身 
② 何も持たずに正面ポーズ・上半身 

■優勝者コメント 
優勝者から一言コメントをお願いいたします。 



進行例⑤ 結果発表・表彰 9 

進行内容 アナウンス 

  

●結果発表・表彰 【司会者】 
（②刺鍼王）  続きまして、刺鍼王の結果発表です。 

 同じく、優勝者1名が、決勝大会進出となります。 

 ここからの結果発表およびプレゼンターは 

 刺鍼王審査員の 
 （※ご所属・ご役職・お名前                          ）様に 

 お願いしたいと存じます。第3位から発表いたしますので、 

 お名前を呼ばれた方はご起立ください。 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 それではここで、優勝者より 
 決勝大会に向けての抱負を述べていただきたいと思います。 

 ありがとうございました。 
 改めて大きな拍手をお願いいたします。 
 （優勝者に）どうぞお席にお戻りください。 

 ありがとうございました。 
 以上をもちまして、表彰式を終了とさせていただきます。 

  （続けて次頁へ） 

■刺鍼王 表彰 

 プレゼンターより受賞者名発表。 
第3位、第2位はその場で起立していただき、拍手ののち着席。 
第1位はステージまで来ていただき、 

 ●賞状（記名なし） 

 ●決勝大会チケット 

 ●案内資料一式（クリアファイル入り） 

 をプレゼンターからお渡しください。（資料一式は降壇後でも可） 

■優勝者 写真撮影のお願い 
大会Webサイトおよび決勝大会での配付資料に掲載するため、デジタル
カメラで決勝大会に進出される優勝者の顔写真撮影をお願いいたします。 
事務局での整理のため、1名につき下記2カットを撮影ください。 
① 表彰状を持って頂きながら正面ポーズ・上半身 
② 何も持たずに正面ポーズ・上半身 

■優勝者コメント 
優勝者から一言コメントをお願いいたします。 



進行例⑥ 閉会挨拶・終了 10 

進行内容 アナウンス 

  

●閉会挨拶 【司会者】 
 それではここで、主催者を代表し 

 （※ご所属・ご役職・お名前                          ）より 

 ご挨拶を申し上げます。 
  

  

【司会者】 

 「以上をもちまして、 

 『第14回医療オリンピックC-1 2016 （     ）地区大会』を 

 閉会とさせていただきます。 

  

 決勝大会は10月23日に東京国際フォーラムにて行なわれます。 

 詳しいプログラムや、観覧の申込方法につきましては 

 医療オリンピックC-1 公式ホームページをご覧ください。 

  

 本日は長時間にわたり、ありがとうございました。 

 お忘れ物のございませんよう、お気をつけてお帰りください。」 

  

■終了後のご対応について 

①決勝大会競技出場者プロフィールシート記入のお願い 
優勝者への案内資料一式の中に、Webサイトに掲載するプロフィールな

どの情報を記入する「決勝大会競技出場者プロフィールシート」が同封さ
れています。出場者の方にシートへご記入いただき、回収した用紙は備
品と一緒に当組合までご返送ください。 

②送付備品ご返送のお願い 
当組合よりお送りした運営備品のうち一部（P.4「運営用備品リスト」ご参

照）については、同送のトランクケースに入れてご返送ください。返送用
の宅急便伝票は予めトランクケースに貼付しております。 

■閉会挨拶 
貴社より開会のご挨拶をお願いいたします。 

■お問い合わせ先・荷物のご返送先 〒103-0027 東京都中央区日本橋3-1-15 東京ＫＭＣビル 
整骨院振興協同組合内 医療オリンピックＣ－１事務担当 
株式会社シー・エム・シー 志田 惠一 
TEL：0120-50-9311 
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