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　2019年10月27日 「第18回 INDIBAⓇ Convention」を開催いたします。今年も多彩な演題を用意し
ておりますので、インディバⓇ・ファミリー及び関係各位の多くのご参加をお待ちいたしております。
　さて、24年目を迎えた昨年から、はや一年が経ち、弊社は今年5月で創業25周年を迎えることができ
ました。改めて御礼申し上げます。
　ここ数年、「市場の変動」及び「それに対応できる戦略」という言葉を発信してまいりましたが、危機
感を感じる社会的変動は、ますますその速度を増してきたように感じています。
　昨年からの1年間で次のような変化を示しています。

 「 健康寿命の延伸」 ⇒ 変わらず
 「 平均寿命」の状況 ⤴ 延命
 健康長寿国化 ⇒ 変わらず
 少子化 ⤴ 拡大
 ＱＯＬの向上 ⇒ 変わらず
 健康と美容 ⇒ 変わらず

　100歳代の高齢者は65,000人を超え、その80％は女性が占めています。対して健康寿命の延伸は
進んでいるとは言えず、このままでは「健康長寿国」化は不可能な状態にあります。ここまでの説明だけ
でも、今後の戦略法の参考になるかと思います。

　なおインディバ・ジャパンは、この10年、インディバⓇ・ファミリーを中心に「教育システム」の強化を
推進しています。

＊基礎講習（全国）
＊応用講習（全国）
＊定例講習（全国）
＊名誉クラブ（東京）　　 インディバⓇ・ファン・クラブ
＊勉強会（14カ所）　　　インディバⓇ・ゴールデン・クラブ　
＊情報交換会（10カ所）　インディバⓇ・インテリジェンス・クラブ　

　今後も、インディバⓇの最大の特徴である細胞の活性化（ＤＮＡとの関連についての研究も進んで
います）と同じように、これらのシステムをフルに活性化させていきましょう。
　東京オリンピック開催までも、あと一年を切りました。「インディバⓇ」は、このオリンピックに貢献
できるように頑張っています。何に貢献できると思いますか？

「選手のコンディショニング」！！

株式会社インディバ・ジャパン
代表取締役会長　山口　祐司

ご挨拶

INDIBA®変調信号に対する細胞応答 : 予備データ
ラモン・イ・カハル医学研究所　上級研究員　アレハンドロ・ウベダ  先生

株式会社インディバ・ジャパン　代表取締役会長　山口　祐司

さらなる技術力、ネットワーク力向上へ。
インディバ・ジャパンが考える教育システム強化
株式会社インディバ・ジャパン　代表取締役会長　山口　祐司

株式会社インディバ・ジャパン医療顧問　東海大学名誉教授　谷野　隆三郎  先生

睡眠と脳内疲労ケア　～自律神経アプローチ～
ゴールデンクラブ岐阜 

不妊治療に対するインディバ®でのアプローチ
HARI’s鍼灸サロン　秋山 敏幸  氏　 和田 奈美  氏

プロアスリートが喜ぶ最新コンディショニング
Infinity Conditioning Lab　代表　安宅 優輔  氏 & 株式会社インディバ・ジャパン  インストラクター

動きの要（かなめ）「股関節と肩甲骨」のコンディショニング
株式会社テイクフィジカルコンディショニング　代表　長谷川 聡  氏

プログラム

受付開始

会長挨拶

顧問代表挨拶

インディバ・スペイン挨拶

特別講演Ⅰ

脂肪吸引後の現状。術後の経過内容とINDIBA®の有用性（共同制作：THE CLINIC）
Medical Indiba Salon KMK　代表　高木 久美子  氏

ユーザー発表Ⅱ

昼食準備＆出展企業紹介:5

昼食〈ランチョン・セミナー〉

休憩 ＆ 出展企業ブース見学

ユーザー発表Ⅰ

ユーザー発表Ⅲ

ユーザー発表Ⅳ

ユーザー発表Ⅴ

コーヒーブレイク

ユーザー発表Ⅵ

特別講演Ⅱ

記念表彰

閉会挨拶

懇親パーティー

インストラクター発表 最新機種「セルブースト機能」
株式会社インディバ・ジャパン  インストラクター

【静→動】/INDIBA®とフレックスムーヴメントによる
可動域獲得から始まる、姿勢改善と体型改善
株式会社BIGBEAR　代表　大隈 重信  氏

～快眠のために～深い呼吸へと導く上肢へのアプローチとロングストローク
インディバ® TOUKAI 名古屋

1



　2019年10月27日 「第18回 INDIBAⓇ Convention」を開催いたします。今年も多彩な演題を用意し
ておりますので、インディバⓇ・ファミリー及び関係各位の多くのご参加をお待ちいたしております。
　さて、24年目を迎えた昨年から、はや一年が経ち、弊社は今年5月で創業25周年を迎えることができ
ました。改めて御礼申し上げます。
　ここ数年、「市場の変動」及び「それに対応できる戦略」という言葉を発信してまいりましたが、危機
感を感じる社会的変動は、ますますその速度を増してきたように感じています。
　昨年からの1年間で次のような変化を示しています。

 「 健康寿命の延伸」 ⇒ 変わらず
 「 平均寿命」の状況 ⤴ 延命
 健康長寿国化 ⇒ 変わらず
 少子化 ⤴ 拡大
 ＱＯＬの向上 ⇒ 変わらず
 健康と美容 ⇒ 変わらず

　100歳代の高齢者は65,000人を超え、その80％は女性が占めています。対して健康寿命の延伸は
進んでいるとは言えず、このままでは「健康長寿国」化は不可能な状態にあります。ここまでの説明だけ
でも、今後の戦略法の参考になるかと思います。

　なおインディバ・ジャパンは、この10年、インディバⓇ・ファミリーを中心に「教育システム」の強化を
推進しています。

＊基礎講習（全国）
＊応用講習（全国）
＊定例講習（全国）
＊名誉クラブ（東京）　　 インディバⓇ・ファン・クラブ
＊勉強会（14カ所）　　　インディバⓇ・ゴールデン・クラブ　
＊情報交換会（10カ所）　インディバⓇ・インテリジェンス・クラブ　

　今後も、インディバⓇの最大の特徴である細胞の活性化（ＤＮＡとの関連についての研究も進んで
います）と同じように、これらのシステムをフルに活性化させていきましょう。
　東京オリンピック開催までも、あと一年を切りました。「インディバⓇ」は、このオリンピックに貢献
できるように頑張っています。何に貢献できると思いますか？

「選手のコンディショニング」！！

株式会社インディバ・ジャパン
代表取締役会長　山口　祐司

ご挨拶

INDIBA®変調信号に対する細胞応答 : 予備データ
ラモン・イ・カハル医学研究所　上級研究員　アレハンドロ・ウベダ  先生

株式会社インディバ・ジャパン　代表取締役会長　山口　祐司

さらなる技術力、ネットワーク力向上へ。
インディバ・ジャパンが考える教育システム強化
株式会社インディバ・ジャパン　代表取締役会長　山口　祐司

株式会社インディバ・ジャパン医療顧問　東海大学名誉教授　谷野　隆三郎  先生

睡眠と脳内疲労ケア　～自律神経アプローチ～
ゴールデンクラブ岐阜 

不妊治療に対するインディバ®でのアプローチ
HARI’s鍼灸サロン　秋山 敏幸  氏　 和田 奈美  氏

プロアスリートが喜ぶ最新コンディショニング
Infinity Conditioning Lab　代表　安宅 優輔  氏 & 株式会社インディバ・ジャパン  インストラクター

動きの要（かなめ）「股関節と肩甲骨」のコンディショニング
株式会社テイクフィジカルコンディショニング　代表　長谷川 聡  氏

プログラム

受付開始9:00

会長挨拶10:00

顧問代表挨拶10:15

インディバ・スペイン挨拶10:30

特別講演Ⅰ10:50

脂肪吸引後の現状。術後の経過内容とINDIBA®の有用性（共同制作：THE CLINIC）
Medical Indiba Salon KMK　代表　高木 久美子  氏

ユーザー発表Ⅱ13:20

昼食準備＆出展企業紹介11:55

昼食〈ランチョン・セミナー〉12:05

休憩 ＆ 出展企業ブース見学12:25

ユーザー発表Ⅰ12:55

ユーザー発表Ⅲ13:55

ユーザー発表Ⅳ14:20

ユーザー発表Ⅴ14:45

コーヒーブレイク15:15

ユーザー発表Ⅵ15:45

特別講演Ⅱ16:20

記念表彰16:55

閉会挨拶17:15

懇親パーティー17:35

インストラクター発表11:35 最新機種「セルブースト機能」
株式会社インディバ・ジャパン  インストラクター

【静→動】/INDIBA®とフレックスムーヴメントによる
可動域獲得から始まる、姿勢改善と体型改善
株式会社BIGBEAR　代表　大隈 重信  氏

～快眠のために～深い呼吸へと導く上肢へのアプローチとロングストローク
インディバ® TOUKAI 名古屋

1Convention18th



　電気・温熱療法を最適化するために、INDIBA®は
標準的な0.448MHzの信号に20kHzの振幅を適用
する振幅変調技術※に基づく補完的な治療プロトコー
ルを開発した。一方で、いくつかのインビトロ（生体外）
研究は、INDIBA®の標準的な（0.448MHzの）信号を
用いた非温熱による施術が多数のヒト細胞において
好ましい作用があることを報告している。これらの研究
はINDIBA®に特化した周波数（0.448MHz）が細胞
応答の誘導にとって重要であることを示しているが、
振幅変調は信号パラメータにおける実質的な変化
（周波数および振幅における追加要素）を生じさせる
ので、それらの変化が非温熱での細胞応答に影響を
与える可能性があるかどうかを分析する必要がある。
　本件に対する予備的なアプローチでは、幹細胞と
線維芽細胞という2つのヒト細胞を0.448MHzの標準

信号と20kHzで変調した0.448MHzの信号という
2種類の信号で通電し、細胞増殖、細胞外マトリックス
の合成および構造、創傷の修復および／または再生に
関与する熱ショックタンパク質の合成および／または
活性化を含む、細胞応答のいくつかの側面を分析した。
　予備結果は期待できるもので、分析された細胞応答
によっては、非温熱での作用の誘発に関する変調信号
の有効性は、標準信号のものと同等または高いことを
示している。今後の研究結果の確認を通して、これらの
データは特定の治療的施術においてINDIBA®の変調
信号を適用することの利点を裏付けるものとなるだろう。

※振幅変調（＝セルブースト）技術：INDIBA®が特許を取得した
新技術で、本技術により、眼の周囲等の敏感な部位に対しても
施術部位の温度上昇を抑制しながら電気的作用を高め、高パワー
での施術が行えることで、最大の効果を得ることができます。

Alejandro Úbeda Maeso先生
（生物学博士、US.Environmental Protection Agency（NC, USA）
（＝アメリカ合衆国環境保護庁）にて生物物理学博士課程修了後研究）は、
マドリードのラモン・イ・カハル医学研究所の上級研究員で、
生体電磁気学研究部門（the Service BEM-Investigacion）の部門長である。
1982年以降、一般市民および労働者の放射線防護、また非電離放射線の医療診断および治療用途という二つの側面で、
生体内および生体外における非電離放射線（NIR）の効果について、異なる視点からの研究を行ってきた。
Úbeda先生は非電離放射線防護のための様々な国際委員会のメンバーであり、国内外数々の機関の顧問を務めている。
ヨーロッパ生体電磁気学会（European Bioelectromagnetics Association (EBEA)）の理事を12年間務め、
スペインの放射線防護学会（Spanish Society for Radiation Protection (SEPR)）の役員も務める。
現在Úbeda先生は、静的な場（静電場、静磁場）、商用周波数、電気通信用高周波、マイクロ波レーダーや電磁パルス、
また新たな電気温熱療法で使用される高周波を網羅する領域での非電離放射線に対する
生体反応を研究する数多くのプロジェクトのリーダーとして、また協力者として活躍している。

ラモン・イ・カハル医学研究所　上級研究員

アレハンドロ・ウベダ先生

株式会社インディバ・ジャパン

代表取締役会長　山口祐司

　創業から25年。弊社は「教育あっての販売」をポリ
シーに掲げ、他社にない半永久的な無料講習制度を
構築し、継続的セミナーの強化を図り、皆さまの技術
力向上に努めてまいりました。この体制をさらにゆる
ぎないものとするため、今後さらに教育システムの強化
を図り、インディバ®・ファミリーの皆さまとの情報共有
も強固なものにしていきます。そのために何を行ってい
くべきか　　今、考えていることをお話しいたします。

特別講演Ⅰ10:50

さらなる技術力、ネットワーク力向上へ。
インディバ・ジャパンが考える教育システム強化

ランチョン・セミナー

INDIBA®変調信号に対する細胞応答 : 予備データ

休憩＆ブース見学

「インディバⓇ」の開発者、故カルベット氏とともに

株式会社インディバ・ジャパン インストラクター

インストラクター発表

最新機種「セルブースト機能」

　ERシリーズにおいて11年ぶりの最新機種について
発表致します。
　今回ご紹介する最新機種の最大の特徴は「セルブー
スト機能」です。

　この機能は「インディバ®」の施術による電流作用の向
上および施術効果をより向上させます。
　スタイリッシュに使いやすくなった新機種の詳しい
説明を、実際に機械操作をお見せしながら発表させて
頂きます。
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を図り、インディバ®・ファミリーの皆さまとの情報共有
も強固なものにしていきます。そのために何を行ってい
くべきか　　今、考えていることをお話しいたします。

特別講演Ⅰ

さらなる技術力、ネットワーク力向上へ。
インディバ・ジャパンが考える教育システム強化

ランチョン・セミナー12:05

INDIBA®変調信号に対する細胞応答 : 予備データ

休憩＆ブース見学12:25

「インディバⓇ」の開発者、故カルベット氏とともに

株式会社インディバ・ジャパン インストラクター

インストラクター発表11:35

最新機種「セルブースト機能」

　ERシリーズにおいて11年ぶりの最新機種について
発表致します。
　今回ご紹介する最新機種の最大の特徴は「セルブー
スト機能」です。

　この機能は「インディバ®」の施術による電流作用の向
上および施術効果をより向上させます。
　スタイリッシュに使いやすくなった新機種の詳しい
説明を、実際に機械操作をお見せしながら発表させて
頂きます。
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HARI’s鍼灸サロン

秋山 敏幸氏　　和田 奈美氏

　当院ではあらゆる症状、患者様の悩みに応えられる
ように、東洋医学と最先端の医療と美容機器を使用し
『あなたの理想を現実に』をテーマに美容施術、治療施術
を行っております。
　その中で今回は不妊症に対しての当院の治療法と考え
方を発表させて頂きます。
　以前は鍼灸のみで不妊治療をしておりましたが、

１人の患者さまをきっかけにインディバ®が不妊治療に
効果的だとわかり、それ以来、鍼灸、インディバ®、漢方の
併用で６人の患者さんに対して妊娠成功率100％という
成果を出せております。
　今回の発表内容で治療院、エステサロンをされている
方々に１つでも施術のヒント、新たな施術メニュー作りの
お役に立てればと考えております。

ラ・シエスタ

瀬野尾 京子氏
エスバイエス株式会社

林 あさみ氏

Salon de Leo

島田 優子氏
Blancheur

石坂 直美氏

PULIR

清田 惠子氏

BodyHealing亜玖亜

遠山 英里氏

インディバ ® TOUKAI 名古屋

　質の良い睡眠を得るためには、自律神
経のバランスを整えることが大切ですが、
そのために重要な呼吸、特に「呼気」の
浅い方が増えています。そこで、肋間の
弾力性、腹圧、肩甲骨周りや手先までの
強張りを緩め、リラクゼーション作用が
高いロングストロークを取り入れた施術
をご提案。
　ボディメイキングや美しい姿勢、バスト
アップ、リフトアップなど、エステらしい
満足度の高いプラスαの効果を得ること
ができます。定期的なお手入れと、お客様
が自宅でできる簡単なストレッチにより、
自身の体への意識を高めるとともに効果
も持続します。

～快眠のために～
深い呼吸へと導く上肢へのアプローチとロングストローク

ユーザー発表Ⅲ

不妊治療に対する
インディバ®でのアプローチ

ユーザー発表Ⅳ

株式会社BIGBEAR 代表取締役
Jリーグ大宮ALDIJA　コンディショニングアドバイザー
2008～2018アメリカンフットボール富士通FRONTIERS　ヘッドトレーナー
アメリカンフットボール日本代表ヘッドトレーナー
その他、バスケットボール・野球・空手道・自転車・レスリング・陸上・パラ競技・
トライアスロン・モトクロス選手などのコンディショニング指導を行っている。

株式会社BIGBEAR

代表  大隈 重信氏

ユーザー発表Ⅰ12:55

【静→動】/INDIBA®とフレックスムーヴメントによる
可動域獲得から始まる、姿勢改善と体型改善

　トップクラスのスポーツ選手であれば、関節可動域の
獲得は重要な要素と言うよりは、日常のコンディショニング
の一環となっています。その理由は、いつも最高の状態
を望んでいるからです。
　その結果、5年・10年・15年と衰えるどころか、パフォー
マンスを上げていくことも可能となっています。それは
私たちも例外ではありません。可動域の獲得・維持は関
節を動かすための筋活動の範囲を広げ、代謝を上げる
ことができる為、脂肪燃焼はもちろんのこと、広範囲で

筋収縮を行うことで無駄のない筋肉の形を作り出す
ことができます。
　今回は、INDIBA®の効果を十分に生かした上で、スト
レッチ手技を組み合わせ、無理のない効果的なフレッ
クスムーヴメントをご紹介いたします。
　やはり、動くことは多くの事を解決してくれます。エス
テティックも静→動へ変化することで多くの可能性を見
いだせるように思います。

2000年　茅ヶ崎看護福祉専門学校卒業
2011年　渋谷美容外科　入職
2012年　THE CLINIC　入職

2014年　Cosmedical Clinic CYNTHIA 銀座院 入職
2016年　Mods Clinic　入職
2019年　Medical Indiba Salon KMK　代表就任

Medical Indiba Salon KMK

代表　高木久美子氏

　現在脂肪吸引手術は美容外科とつくほとんどのクリ
ニックで行われているのではないかと思います。韓国で
される方も多く術後はそのままになっている方も多くお
ります。
　術後は、ダウンタイムといって疼痛・内出血・むくみ・
硬縮などの症状がみられます。

　術後日数によって症状が変化していく中INDIBA®は
その術後シーンに的確にアプローチすることで、ダウン
タイムの早期回復を導きます。当サロンには脂肪吸引
術後のお客様のみがINDIBA®を受けに来ていますので、
術後の経過とINDIBA®の有用性について紹介させて
いただきます。

脂肪吸引後の現状。術後の経過内容と
INDIBA®の有用性（共同制作：THE CLINIC）

ユーザー発表Ⅱ13:20
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HARI’s鍼灸サロン

秋山 敏幸氏　　和田 奈美氏

　当院ではあらゆる症状、患者様の悩みに応えられる
ように、東洋医学と最先端の医療と美容機器を使用し
『あなたの理想を現実に』をテーマに美容施術、治療施術
を行っております。
　その中で今回は不妊症に対しての当院の治療法と考え
方を発表させて頂きます。
　以前は鍼灸のみで不妊治療をしておりましたが、

１人の患者さまをきっかけにインディバ®が不妊治療に
効果的だとわかり、それ以来、鍼灸、インディバ®、漢方の
併用で６人の患者さんに対して妊娠成功率100％という
成果を出せております。
　今回の発表内容で治療院、エステサロンをされている
方々に１つでも施術のヒント、新たな施術メニュー作りの
お役に立てればと考えております。

ラ・シエスタ

瀬野尾 京子氏
エスバイエス株式会社

林 あさみ氏

Salon de Leo

島田 優子氏
Blancheur

石坂 直美氏

PULIR

清田 惠子氏

BodyHealing亜玖亜

遠山 英里氏

インディバ ® TOUKAI 名古屋

　質の良い睡眠を得るためには、自律神
経のバランスを整えることが大切ですが、
そのために重要な呼吸、特に「呼気」の
浅い方が増えています。そこで、肋間の
弾力性、腹圧、肩甲骨周りや手先までの
強張りを緩め、リラクゼーション作用が
高いロングストロークを取り入れた施術
をご提案。
　ボディメイキングや美しい姿勢、バスト
アップ、リフトアップなど、エステらしい
満足度の高いプラスαの効果を得ること
ができます。定期的なお手入れと、お客様
が自宅でできる簡単なストレッチにより、
自身の体への意識を高めるとともに効果
も持続します。

～快眠のために～
深い呼吸へと導く上肢へのアプローチとロングストローク

ユーザー発表Ⅲ13:55

不妊治療に対する
インディバ®でのアプローチ

ユーザー発表Ⅳ14:20

株式会社BIGBEAR 代表取締役
Jリーグ大宮ALDIJA　コンディショニングアドバイザー
2008～2018アメリカンフットボール富士通FRONTIERS　ヘッドトレーナー
アメリカンフットボール日本代表ヘッドトレーナー
その他、バスケットボール・野球・空手道・自転車・レスリング・陸上・パラ競技・
トライアスロン・モトクロス選手などのコンディショニング指導を行っている。

株式会社BIGBEAR

代表  大隈 重信氏

ユーザー発表Ⅰ

【静→動】/INDIBA®とフレックスムーヴメントによる
可動域獲得から始まる、姿勢改善と体型改善

　トップクラスのスポーツ選手であれば、関節可動域の
獲得は重要な要素と言うよりは、日常のコンディショニング
の一環となっています。その理由は、いつも最高の状態
を望んでいるからです。
　その結果、5年・10年・15年と衰えるどころか、パフォー
マンスを上げていくことも可能となっています。それは
私たちも例外ではありません。可動域の獲得・維持は関
節を動かすための筋活動の範囲を広げ、代謝を上げる
ことができる為、脂肪燃焼はもちろんのこと、広範囲で

筋収縮を行うことで無駄のない筋肉の形を作り出す
ことができます。
　今回は、INDIBA®の効果を十分に生かした上で、スト
レッチ手技を組み合わせ、無理のない効果的なフレッ
クスムーヴメントをご紹介いたします。
　やはり、動くことは多くの事を解決してくれます。エス
テティックも静→動へ変化することで多くの可能性を見
いだせるように思います。

2000年　茅ヶ崎看護福祉専門学校卒業
2011年　渋谷美容外科　入職
2012年　THE CLINIC　入職

2014年　Cosmedical Clinic CYNTHIA 銀座院 入職
2016年　Mods Clinic　入職
2019年　Medical Indiba Salon KMK　代表就任

Medical Indiba Salon KMK

代表　高木久美子氏

　現在脂肪吸引手術は美容外科とつくほとんどのクリ
ニックで行われているのではないかと思います。韓国で
される方も多く術後はそのままになっている方も多くお
ります。
　術後は、ダウンタイムといって疼痛・内出血・むくみ・
硬縮などの症状がみられます。

　術後日数によって症状が変化していく中INDIBA®は
その術後シーンに的確にアプローチすることで、ダウン
タイムの早期回復を導きます。当サロンには脂肪吸引
術後のお客様のみがINDIBA®を受けに来ていますので、
術後の経過とINDIBA®の有用性について紹介させて
いただきます。

脂肪吸引後の現状。術後の経過内容と
INDIBA®の有用性（共同制作：THE CLINIC）

ユーザー発表Ⅱ
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動きの要（かなめ）「股関節と肩甲骨」の
コンディショニング

ユーザー発表Ⅴ14:45 特別講演Ⅱ

記念表彰

閉会挨拶

懇親パーティー

コーヒーブレイク15:15

ユーザー発表Ⅳ15:45

プロアスリートが喜ぶ
最新コンディショニング

Infinity Conditioning Lab

代表  安宅 優輔氏
& 株式会社インディバ・ジャパン
　インストラクター

プロアスリートが実践しているコンディショニングとは？
　カラダは『整えてから鍛える』時代。整えるだけでは
根本の問題が解決されず、鍛えるだけでは柔軟性が
低下する。どちらか一方だけでは不十分なことが考え
られる。
　カラダにとって必要なこの2つを同時に取り入れ
『整えてから鍛える』がプロアスリートにとっては新
常識となっている。
　さらに、単純に『筋肉を鍛える』だけではなく『動きを
鍛える』として自分の意志でカラダをうまくコントロー
ルできるようにならなければ、競技パフォーマンスが向
上することに直結しない場合や、ケガをする原因となる
ことも考えられる。
　アスリートのパフォーマンスや一般の方の健康・生活
の質の向上として『動きを鍛える』ことが重要である。
　今回はプロアスリートが実践しているコンディショ
ニング『整えてから鍛える』と、パフォーマンスに直結す
る『動きを鍛える』を紹介する。

2000年理学療法士国家資格取得。貴和会生野中央病院、洛和会音羽病院での勤務を経て、
2003年京都大学医学部附属病院入職。2011年京都大学人間・環境学博士号取得し、
京都大学大学院医学研究科にて5年間教鞭をとる。2016年株式会社テイクフィジカルコンディショニングを開設。
現在に至る。
JRA騎手クラブ公式メディカルスタッフ代表、日本骨格筋電気刺激研究会（理事）、
日本理学療法士協会、日本臨床スポーツ医学会所属。
騎手、競輪選手、競艇選手、プロ野球選手、
プロゴルファーなどのプロアスリートのフィジカルコンディショニングに従事している。

株式会社テイクフィジカルコンディショニング

代表  長谷川 聡氏

　あらゆるスポーツ競技において、また日常の生活活動
においても、股関節の動きや体幹の機能が重要である
ことはよく知られていますが、私たちは、上肢の機能、
使い方も同じぐらい重要であると考えています。自転車
競技やサッカー、騎手のように下肢・体幹の機能に着目さ
れがちな競技においても、股関節だけでなく、上肢、特に

肩甲骨のコンディションのチェックを重要視しています。
　本発表では、JRA開催サポート現場や当施設での騎手、
競輪選手を中心としたコンディショニングの実際を
紹介しながら、ヒトの運動の要となる股関節と肩甲骨の
コンディショニングについてお話ししたいと思います。

中学校の卒業アルバムに『スポーツのトレー
ナーになる』と志す。関西医療大学で鍼灸と
アスレティックトレーナーについて学び、卒
業後は大阪体育大学のATルームにてアスレ
ティックリハビリテーションをおこなう臨床職員として勤務。
その後は、Jリーグ セレッソ大阪、プロ野球　オリックス・バファローズでアスレ
ティックトレーナーを歴任。
2018年3月プロスポーツ界で得た知識・技術・ノウハウを一般の皆様へ広め
たい！ としてInfinity Conditioning Labをオープン。
今春のプロ野球選手自主トレにも帯同。

コールデンクラブ岐阜

睡眠と脳内疲労ケア
～自律神経アプローチ～

　近年「睡眠負債」「脳疲労」などの著書が多く出版
され、健康のための一つとして注目されている。
　睡眠不足や睡眠障害により自律神経のバランスが
乱れ多くの不定愁訴を生むことが分かってきている中、
脳疲労もまた自律神経バランスの乱れが大きく影響
していることも問題視されてきている。
　今回のゴールデンのテーマ「睡眠」に対し、当メン
バーは睡眠と「脳疲労」を関連させて、より良い脳疲労

軽減と不眠解消につながる効率的な内容を見出すこ
とを目的として追求を行った。エステティシャン、治療
に携わる方にも活用できるオプション施術を披露する
予定である。

　主なクライアント　
リオパラリンピック銀メダリスト　パラ陸上　山本篤選手
阪神タイガース　西勇輝 選手　他

　経歴
元オリックス・バファローズ　アスレティックトレーナー
元セレッソ大阪　トップチーム兼アカデミー　アスレティックトレーナー
大阪体育大学　アスレティックトレーニングルーム　臨床職員

　資格
日本スポーツ協会公認アスレティックトレーナー
鍼灸師
JATI認定トレーニング指導者

日々の活動はアメーバブログにて発信中『あたかゆうすけ』で検索

マーム鍼灸治療院 
齊藤 綾氏

Medical care 
緩和～ゆるわ～

細野 詠子氏

サロン・ド カリーノ
説田 美鈴氏
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動きの要（かなめ）「股関節と肩甲骨」の
コンディショニング

ユーザー発表Ⅴ 特別講演Ⅱ16:20

記念表彰16:55

閉会挨拶17:15

懇親パーティー17:35

コーヒーブレイク

ユーザー発表Ⅳ

プロアスリートが喜ぶ
最新コンディショニング

Infinity Conditioning Lab

代表  安宅 優輔氏
& 株式会社インディバ・ジャパン
　インストラクター

プロアスリートが実践しているコンディショニングとは？
　カラダは『整えてから鍛える』時代。整えるだけでは
根本の問題が解決されず、鍛えるだけでは柔軟性が
低下する。どちらか一方だけでは不十分なことが考え
られる。
　カラダにとって必要なこの2つを同時に取り入れ
『整えてから鍛える』がプロアスリートにとっては新
常識となっている。
　さらに、単純に『筋肉を鍛える』だけではなく『動きを
鍛える』として自分の意志でカラダをうまくコントロー
ルできるようにならなければ、競技パフォーマンスが向
上することに直結しない場合や、ケガをする原因となる
ことも考えられる。
　アスリートのパフォーマンスや一般の方の健康・生活
の質の向上として『動きを鍛える』ことが重要である。
　今回はプロアスリートが実践しているコンディショ
ニング『整えてから鍛える』と、パフォーマンスに直結す
る『動きを鍛える』を紹介する。

2000年理学療法士国家資格取得。貴和会生野中央病院、洛和会音羽病院での勤務を経て、
2003年京都大学医学部附属病院入職。2011年京都大学人間・環境学博士号取得し、
京都大学大学院医学研究科にて5年間教鞭をとる。2016年株式会社テイクフィジカルコンディショニングを開設。
現在に至る。
JRA騎手クラブ公式メディカルスタッフ代表、日本骨格筋電気刺激研究会（理事）、
日本理学療法士協会、日本臨床スポーツ医学会所属。
騎手、競輪選手、競艇選手、プロ野球選手、
プロゴルファーなどのプロアスリートのフィジカルコンディショニングに従事している。

株式会社テイクフィジカルコンディショニング

代表  長谷川 聡氏

　あらゆるスポーツ競技において、また日常の生活活動
においても、股関節の動きや体幹の機能が重要である
ことはよく知られていますが、私たちは、上肢の機能、
使い方も同じぐらい重要であると考えています。自転車
競技やサッカー、騎手のように下肢・体幹の機能に着目さ
れがちな競技においても、股関節だけでなく、上肢、特に

肩甲骨のコンディションのチェックを重要視しています。
　本発表では、JRA開催サポート現場や当施設での騎手、
競輪選手を中心としたコンディショニングの実際を
紹介しながら、ヒトの運動の要となる股関節と肩甲骨の
コンディショニングについてお話ししたいと思います。

中学校の卒業アルバムに『スポーツのトレー
ナーになる』と志す。関西医療大学で鍼灸と
アスレティックトレーナーについて学び、卒
業後は大阪体育大学のATルームにてアスレ
ティックリハビリテーションをおこなう臨床職員として勤務。
その後は、Jリーグ セレッソ大阪、プロ野球　オリックス・バファローズでアスレ
ティックトレーナーを歴任。
2018年3月プロスポーツ界で得た知識・技術・ノウハウを一般の皆様へ広め
たい！ としてInfinity Conditioning Labをオープン。
今春のプロ野球選手自主トレにも帯同。

コールデンクラブ岐阜

睡眠と脳内疲労ケア
～自律神経アプローチ～

　近年「睡眠負債」「脳疲労」などの著書が多く出版
され、健康のための一つとして注目されている。
　睡眠不足や睡眠障害により自律神経のバランスが
乱れ多くの不定愁訴を生むことが分かってきている中、
脳疲労もまた自律神経バランスの乱れが大きく影響
していることも問題視されてきている。
　今回のゴールデンのテーマ「睡眠」に対し、当メン
バーは睡眠と「脳疲労」を関連させて、より良い脳疲労

軽減と不眠解消につながる効率的な内容を見出すこ
とを目的として追求を行った。エステティシャン、治療
に携わる方にも活用できるオプション施術を披露する
予定である。

　主なクライアント　
リオパラリンピック銀メダリスト　パラ陸上　山本篤選手
阪神タイガース　西勇輝 選手　他

　経歴
元オリックス・バファローズ　アスレティックトレーナー
元セレッソ大阪　トップチーム兼アカデミー　アスレティックトレーナー
大阪体育大学　アスレティックトレーニングルーム　臨床職員

　資格
日本スポーツ協会公認アスレティックトレーナー
鍼灸師
JATI認定トレーニング指導者

日々の活動はアメーバブログにて発信中『あたかゆうすけ』で検索

マーム鍼灸治療院 
齊藤 綾氏

Medical care 
緩和～ゆるわ～

細野 詠子氏

サロン・ド カリーノ
説田 美鈴氏
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　日時 ： 2019年10月27日（日）
　　　　10：00～17：20（9：00より受付開始 ・ 17：35より懇親パーティー）
　会場 ： TKPガーデンシティ品川内　1F ボールルームウエスト
　　　　〒108-0074　東京都港区高輪3-13-3
　　　　問い合わせ電話番号：03-5449-7300　　http://g-city.net

　JR品川駅中央改札口（高輪口）・京浜急行品川駅高輪口から徒歩3分
　羽田空港より品川駅まで、京急線エアポート快特で13分
　お車　東京駅から20分、羽田空港から25分
　首都高速環状線芝公園出口7分　首都高速目黒線天現寺出口5分
　首都高速湾岸線大井出口10分

主　催 ： 株式会社インディバ・ジャパン
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参加申込み用紙

〒152-0003　東京都目黒区碑文谷 5-15-1 （株）インディバ・ジャパン
18th  INDIBA®  Convention 事務局宛

ご参加費（INDIBA® 会員、非会員問わずお一人様）

施設名

ご担当者氏名

ご住所 〒

お電話番号 　　　　　（　　　　　　　　）

お名前
（フリガナをご記入ください）

INDIBA®  Convention

懇親パーティー

宛　先

INDIBA®  Convention
いずれかに○をお付けください

懇親パーティー

￥7,700‒

￥8,800‒

参加ご希望の方はこの用紙をコピーして戴き、
ご記入の上 FAXあるいは郵送にてお送りください。

Te l：03-5768-8871
Fax：03-5768-8872

お申込締切

2019年10月18日（金）

※金額は税込です。

※「第18回インディバⓇ・コンベンション」の開催日が10月27日であるため、ご参加費用につきましては
　8、9月のお申込であっても、消費税は10％が適用されます。あらかじめご了承ください。
※ 大会プログラムは予告無く変更する場合がございますのでご了承ください。
※ 会費は事前にお振込み戴きます。後日ご請求書をお送り致しますので、
　 指定期日までにお振込みをお願い致します。
※ お申し込み順に座席を決めさせて戴きます。座席に限りがございますので、
　 お早めにお申し込みください。

Convention

18th

※締切日後のご返金には応じ
　かねますので何卒よろしく
　お願い致します。
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東京本社
〒152-0003　東京都目黒区碑文谷5-15-1   
Tel：03-5768-8871   Fax：03-5768-8872

大阪営業所
〒550-0014　大阪府大阪市西区北堀江2-2-24 10F   
Tel：06-6536-0115   Fax：06-6536-0116

福岡営業所
〒812-0036　福岡県福岡市博多区上呉服町11-16-602  
Tel：092-283-5610   Fax：092-283-5620

http : //www.indiba.co.jp  E-mail : indiba@symphony.plala.or.jp

第 回 インディバ®・コンベンション
年 月 日（日）

TKP ガーデンシティ品川  ボールルームウエスト


