
 

第２１回 関西臨床スポーツ医・科学研究会 プログラム 

 

日 時 平成 23 年 6 月 25 日（土） 9：00～18：00 

場 所 薬業年金会館 大阪市中央区谷町 6-5-4 (地下鉄谷町線「谷町六丁目」下車Ｃ階段 4番出口すぐ) ℡ 06-6768-4451 

会 費 参加費 3,000 円  年会費 3,000 円 

 

 テーマ 「スポーツ障害・発症のメカニズムと予防法」 

9:00～ 9:10 開会の辞     第 21 回会長 田中 康仁 

 

9:10～ 9:34 肘    座長 脇谷 滋之 

 １ 奈良県における野球肘検診の試み ～検診の実現から今後の課題～       田北病院 リハビリテーション科  和田 哲宏 

 ２ 奈良県における野球肘検診の試み ～診察と超音波所見の結果から～   済生会御所病院 整形外科  江川 琢也 

 ３ 内側障害を有する野球肘患者に対する投球動作指導の試み  

         （医）貴島会クリニック ダイナミックスポーツ医学研究所 整形外科  柳田 育久 

 

9:34～10:06 野球    座長 中川 泰彰 

 ４ 少年野球チームのメディカルチェックの経験       くさかクリニック  中西 智哉 

 ５ 1 大学野球部投手部門に対するメディカルチェックの経験      大阪産業大学  片山 真志 

 ６ 片脚立位安定性と投球障害の関係性  

         （医）貴島会クリニック ダイナミックスポーツ医学研究所  リハビリテーション科  池内 誠 

 ７ 投球動作におけるステップ側足部の動きが球速に及ぼす影響        四條畷学園大学 リハビリテーション学部  三谷 保弘 

 

10:06～10:38 脊椎・その他   座長 松本 學 

 ８ 大学アメリカンフットボール選手における頚椎矢状面上アライメントの短期変化   神戸大学大学院  岸本 恵一 

 ９ 高校生男子サッカー選手に対するコンディショニングサポートが運動時腰痛に与える影響  

           洛和会音羽病院 リハビリテーションセンター  古川 博章 

 １０ 大学サッカー選手の人工芝グラウンドにおけるスポーツ傷害の経時的変化  貴島病院本院付属クリニック  藤高 紘平 

 １１ 動的バランス評価方法の検討：片脚 drop jump 着地動作における重心動揺軌跡長の再現性と有用性 

          大阪大学医学部附属病院 リハビリテーション部 杉山 恭二 

10:38～10:53 休憩 

10:53～11:33 スポーツ傷害・症例   座長 吉矢 晋一 

 １２ ソフトボールバットスイングによって生じた第１肋骨骨折の１例         社会保険滋賀病院 整形外科  坂井田 稔 

 １３ 機能回復に難渋した肩腱板不全断裂と後上方関節唇損傷術後の一例 

行岡リハビリテーション専門学校 理学療法学科  武富 由雄 

 １４ 有痛性分裂膝蓋骨(Saupe 分類Ⅱ型)に対し、DTJ screw を用いて固定した 4 膝     兵庫医科大学 整形外科  中山 寛 

 １５ 前十字靱帯損傷を合併した半月板損傷の治療成績について       清恵会病院 整形外科  寺岡 貴徳 

 １６ 足関節脛骨関節面に生じた離断性骨軟骨炎の 1 例    独行政法人国立病院機構 京都医療センター 整形外科  松岡 将之 

 

11:33～11:57 足部    座長 奥田 龍三 

 １７ 大学男子スポーツ選手における足部捻挫の特徴   ウエルハウス西宮 リハビリテーション科 整形外科  多田 周平 

 １８ ノンコンタクトスポーツにおける足関節捻挫の発生要因について   医療法人仁寿会石川病院 リハビリテーション室  高路 陽人 

 １９ バレーボール選手の足趾把持筋力について      パンジョスポーツ クリニック  樋口 美和 

 



 

11:57～12:29 内科    座長 木村 穣 

 ２０ 若年運動選手の動脈伸展性に及ぼす持久性およびレジスタンストレーニングの影響  

            大阪教育大学大学院 教育学研究科保健体育専攻  福田 拓矢 

 ２１ 国体レベルのスポーツが及ぼす循環・脂質代謝・糖代謝機能などの影響     和歌山県立医科大学 保健看護学部  中原 梓 

 ２２ 高強度運動における Human-β-defensin-2 の変動と唾液抗菌活性の検討      大阪市立大学大学院  臼井 達矢 

 ２３ 筋電図周波数解析による運動代謝評価        関西医科大学大学院 健康科学科  山中 裕 

 

12:29～13:25 昼休憩 

 

13:25～13:30 総会 

 

教育研修講演Ⅰ 13:30～14:30 

「脊椎のスポーツ障害・発症のメカニズムと予防法」  座長 大久保 衞 

腰椎分離症 「腰椎分離症偽関節化予防への取り組み」    帝京大学医学部附属 溝口病院 准教授 西良 浩一 

椎間板障害 「腰椎椎体後方終板障害と椎間板ヘルニア」      角谷整形外科病院 整形外科 部長 野村 和教 

 

教育研修講演Ⅱ 14:30～15:30 

「内科的なスポーツ障害・発症のメカニズムと予防法」  座長 藤本 繁夫 

熱中症 「熱中症予防に関する＜知＞と＜実践＞のギャップ」 

大阪市立大学大学院医学研究科 運動生体医学分野 准教授 吉川 貴仁 

心臓震盪 「スポーツに関連した突然死とその予防」         和歌山県立医科大学 保健看護学部 教授 有田 幹雄 

 

15:30～15:50 休憩 

 

教育研修講演Ⅲ 15:50～16:50 

「上肢のスポーツ障害・発症のメカニズムと予防法」  座長 米田 稔 

肩関節障害 「投球障害肩に対する保存療法」    愛知医科大学医学部 整形外科 准教授 岩堀 裕介 

肘関節障害 「肘関節の障害」          大阪厚生年金病院 整形外科 部長 島田 幸造 

 

教育研修講演Ⅳ 16:50～17:50 

「下肢のスポーツ障害・発症のメカニズムと予防法」  座長 田中 康仁 

膝関節障害 「下肢のスポーツ傷害と予防に対する取り組み」       大阪大学大学院医学系研究科 整形外科 講師 中田 研 

足部・足関節障害 「スポーツ障害発症のメカニズムと予防法－アキレス腱障害について－」  

              奈良県立医科大学 整形外科 講師 熊井 司 

 

  教育講演Ⅰ～Ⅳ  日整会専門医資格継続単位・スポーツ医資格継続単位認定 （受講料各 1,000 円） 

 各分野  （02 外傷性疾患、07 脊椎・脊髄疾患） Ⅱ（14 医療倫理・医療安全・医療制度等） 

   Ⅲ（02 外傷性疾患、09 肩甲骨・肩・肘関節疾患） Ⅳ（02 外傷性疾患，12 膝・足関節・足疾患） 

  教育講演Ⅰ  日本リハビリテーション医学会 5 単位認定 （受講料 1,000 円） 

  教育講演Ⅰ～Ⅳ  （完全受講）日医健康スポーツ医再研修会 4 単位 （受講料 1,000 円） 

 

17:50～18:00 閉会の辞     第 22 回会長 中川 泰彰 

 


