
第 25 回 関西臨床スポーツ医・科学研究会 プログラム 

 

日 時 平成 27 年 6 月 13 日（土）  8：45～17：00 

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：「スポーツ現場におけるメディカルサポート」 

8：45～ 9:50 開会の辞     第 25 回会長 中山 正一郎 

8:50～ 9:30 足・足関節           座長  安田 稔人 

 １ 足関節内果疲労骨折の小経験                                               なか整形外科医院  中 康匡 

 ２ 骨軟骨腫に合併した距骨外側突起疲労骨折に対して関節鏡視下手術を施行した 1 例  

奈良県総合医療センター 整形外科 塚田 直紀 

 ３ 思春期における外脛骨障害に対して手術治療を施行したスポーツ選手の術後成績       

奈良県立医科大学附属病院 整形外科 黒川 紘章 

 ４ Lisfranc 靱帯損傷に対して Mini TightRope®を使用した 1 例             阪奈中央病院 スポーツ・関節鏡センター 松井 智裕 

 ５ 高校生バスケットボール選手における超音波足関節傷害評価の検討               関西医大健康科学センター 福島 八枝子 

 

 

9:30～10：02 膝関節           座長  上松 耕太 

 ６ スポーツ選手における外側半月板切除後の外反変形膝に対する手術治療の経験           兵庫医科大学 整形外科 中山 寛 

 ７ 膝離断性骨軟骨炎に関する疫学調査                                  西川整形外科リハビリクリニック 長田 光生 

 ８ ACL 再建術後患者における術後早期の患肢体組成変化                         正風病院 リハビリテーション科 永田 武豊 

 ９ スポーツ活動の有無における変形性膝関節症患者の検討           ダイナミックツ医学研究所 リハビリテーション室 林 慈晃 

 

10：02～10:34 脊椎・その他           座長  松本  學 

 １０ 野球選手の有鉤骨鉤骨折の治療経験                                  済生会御所病院 整形外科 三浦 公郎 

 １１ 手術的治療により軽快した弾発股の１例                                 済生会御所病院 整形外科 竹村 和生 

 １２ 曲線定規を用いた脊柱ｱﾗｲﾒﾝﾄ評価の検者間および検者内信頼性の検討   大阪産業大学大学院 人間環境学研究科 石川 大輔 

 １３ 当院における成長期腰椎疲労骨折の治療に対する取り組み          村上整形外科クリニック リハビリテーション科 中西 雄稔 

 

10:34～10:44 休憩 

 

10:44～11:16     メディカルサポート      座長  高橋 正行 

 １４ 奈良県における高校野球メディカルサポート                              奈良県立医科大学附属病院 井上 良太 

 １５ 高校部活動に対するフィジカルサポート                           野崎徳洲会病院 リハビリテーション科 田頭 悟志 

 １６ 一般市民マラソンにおけるサポートの取り組みに関して            大阪ハイテクノロジー専門学校 スポーツ科学科 織田 修輔 

 １７ 奈良マラソンにおけるメディカルサポート-理学療法士の立場から-              平成記念病院 リハビリテーション科  唄 大輔 

 

11:16～11:56 内科関連                   座長  吉川 貴仁 

 １８ 市民ランナーの推定最大酸素摂取量と関連する要因について                        株式会社ブルーミング 高尾 憲司 

 １９ 男性一般市民ランナーと貧血                                          株式会社ブルーミング  濱口 幹太 

 ２０ 夏季の高等学校野球選手権奈良大会の熱中症発生の実態                      宇陀市立病院 整形外科 江川 琢也 

  



２１ 登山当日の喫煙が若年成人男性の生駒山登山時における呼吸機能指標の変化に及ぼす影響        

帝塚山大学 全学教育開発センター 高木 祐介         

 ２２ 健常者における一過性の有酸素運動が血管内皮機能に及ぼす影響                 関西医科大学健康科学科 鈴木 國大            

 

11：56～12:20 環境・トレーニング    座長  相澤  徹 

 ２３ 小学生軟式野球選手の成長期スポーツ障害発症とポジションの関連に関する検討 ～メディカルチェックの結果から～ 

むこがわスポーツクリニック 木村 公一 

 ２４ 表面筋電図を用いた加圧トレーニング効果の検討                            関西医科大学健康科学科 齊川 詩織 

 ２５ 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 -人工芝グラウンドに対するゴムチップ補充の影響-          

                                                              貴島病院本院付属クリニック 藤高 紘平 

12:30～ 13:30  ランチョンセミナー               座長       杉本 和也 

演題 見落としやすい疲労骨折の診断と治療  

医療法人承継会 井戸田整形外科 名駅スポーツクリニック院長 亀山 泰先生 

13:30～13:40   総会 

１３:40～ 14:40 特別講演                     座長       中山 正一郎 

演題 オリンピック日本代表選手の医科学サポート 

国立スポーツ科学センター メディカルセンター 副主任研究員 奥脇 透先生 

14:50～ 16:50 シンポジウム                     

座長       吉矢 晋一、藤本 繁夫 

テーマ：「スポーツ中の重症外傷および重症事故対策」 

１ コンタクトスポーツにおける頚椎外傷の病態と初期対応    宝塚市立病院 整形外科 部長 森山 徳秀先生 

２ スポーツの場における頭部外傷と安全対策         隷三方原病院 脳神経外科 部長 佐藤 晴彦先生 

３ スポーツ中の重症外傷および重症事故対策       関西医科大学 健康科学センター 教授 木村 穣先生 

４ スポーツ現場における熱中症予防戦略  国立大学法人奈良教育大学保健体育講座 教授 笠次 良爾先生 

 

※ランチョンセミナー  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 1,000 円） 

   （02 外傷性疾患、12 膝・足関節・足疾患） 

※特別講演       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 1,000 円） 

   （02 外傷性疾患、13 リハビリテーション） 

※シンポジウム  

            １．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 1,000 円） 

   （01 整形外科基礎科学、02 外傷性疾患） 

            ２． 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 1,000 円） 

   （01 整形外科基礎科学、07 脊椎・脊髄疾患） 

         ※午後完全受講 日医健康スポーツ医再研修会４単位 （受講料 1,000 円）  

         ※日本リハビリテーション医学会専門医・認定臨床医生涯教育５単位（受講料 1,000 円） 

  

16：50～17:00 閉会の辞       第 26 回会長   堀部 秀二 

 

 


