第 23 回スポーツ傷害フォーラム
プログラム
代表世話人挨拶（9：00 〜 9：02）−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−津田 英一

休

憩（11：55 〜 12：15）

総

会（12：15 〜 12：25）

ランチョンセミナー（12：25 〜 13：25）− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 座長：史野 根生
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 29
「膝前十字靱帯再建術の成績向上を目指して」

一般演題

弘前大学大学院 医学研究科 整形外科学講座

− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 座長：堀部 秀二
Ⅰ．ACL（09：03 〜 10：00）
1． 前十字靭帯再建術後 2 年までにおける患者主観的評価と客観的評価の関連についての
経時的解析

―東京医科歯科大学多施設共同研究（TMDU MAKS study）
− −−−−−−−−−−−−− 7
東京医科歯科大学 整形外科 大原 敏之 他

2． ACL 再建術後の血液生化学検査の変化

休

16． ジャンプ着地動作における膝関節外反評価の認知に関する検討−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 33
健康科学大学 健康科学部理学療法学科 粕山 達也
17． セラピスト間でのスクワット評価− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 34
弘前大学医学部附属病院 リハビリテーション部 伊藤 郁恵 他

3． Revision ACL 再建術の臨床成績− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 9
神戸大学大学院 医学研究科 整形外科 荒木 大輔 他

18． バレーボールのスパイク動作における打点の違いが肩関節筋活動に及ぼす影響− −−−−−−− 35
弘前大学大学院 医学研究科 リハビリテーション医学講座 三浦 和知 他

4． 膝前十字靭帯再建術後のスポーツ復帰に影響を与える因子の検討− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 10
大阪労災病院 中央リハビリテーション部 北口 拓也 他

19． 成長期バドミントン選手のスマッシュ動作における肩・肘関節への負担−−−−−−−−−−−−−−−− 36
新潟県健康づくり・スポーツ医科学センター 西野 勝敏 他

5． 膝前十字靭帯再建術後早期の膝伸展筋力回復：Half sitting training の効果− −−−−−−−−−−− 11
大阪大学医学部附属病院 リハビリテーション部 木村 佳記 他

20． 母趾外転運動が動的姿勢制御に及ぼす影響について− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 37
医療法人和幸会 阪奈中央病院 スポーツ関節鏡センター 富樫 昌彦 他

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 座長：熊井 司
Ⅱ．体幹・下肢（10：00 〜 11：05）

7． アキレス腱付着部症に対して suture bridge 法に Percutaneous Achilles
Repair System（PARS）を併用して加療した 2 例−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 16
神戸大学大学院 医学研究科 整形外科 茨木 一行 他
8． 野球選手における足部の特性と肩・肘関節障害との関連性の検討− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 17
立命館大学大学院 スポーツ健康科学研究科 安田 良子 他

21． 体操選手における倒立動作時の遠位橈尺関節距離の検討− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 38
弘前大学医学部附属病院 リハビリテーション部 西村 信哉 他

休

「難治性スポーツ傷害の治療」
Ⅰ．反復性肩関節脱臼− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 41
行岡病院 スポーツ整形外科 中川 滋人
Ⅱ．前十字靭帯損傷−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 42
大阪大学大学院 医学系研究科 器官制御外科学 整形外科 前 達雄 他

10． 胸骨骨折後遷延治癒に対して低出力超音波治療（LIPUS）が
有効であった高校レスリング選手の 1 例−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 19
兵庫医科大学 整形外科 中尾 吉考 他

Ⅲ．外側半月板損傷−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 43
東京医科歯科大学大学院 運動器外科学 古賀 英之

11． 女子長距離陸上選手における高骨代謝回転と骨質との関連−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 20
弘前大学大学院 医学研究科 整形外科学講座 佐々木 英嗣 他

Ⅳ．ハムストリング肉離れ− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 44
国立スポーツ科学センター アスリートリハビリテーション 松田 直樹

憩（11：05 〜 11：10）

− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 座長：山村 俊昭
Ⅲ．上肢（11：10 〜 11：55）
12． ラグビー選手の初回肩関節前方脱臼に対する外旋位固定の成績−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 23
大阪警察病院 整形外科 田中 誠人 他
13． 高校野球投手の肘関節滑膜ヒダ障害の治療経験− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 24
青森労災病院 整形外科 前田 周吾 他
14． 高校生ソフトテニス選手に生じた尺骨骨幹部疲労骨折の 1 例− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 25
弘前大学大学院 医学研究科 整形外科学講座 佐々木 静 他
15． 母指 MP 関節陳旧性橈側側副靱帯損傷に対する短母指外転筋を
用いた再建によりゴルフ・オフロードレースに復帰した 1 例− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 26
独立行政法人国立病院機構弘前病院 整形外科 飯尾 浩平 他

−2−

憩（14：35 〜 14：40）

シンポジウム（14：40 〜 15：55）−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 座長：中田 研・津田 英一

9． 鼠径部痛と対側の腰椎分離症を併発した一症例− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 18
JA 新潟厚生連 新潟医療センター リハビリテーション科 梨本 智史 他

休

憩（13：25 〜 13：30）

Ⅳ．動作解析（13：30 〜 14：35）−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 座長：佐藤 卓

―施設間比較―− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 8
正風病院 スポーツ整形外科 永友 志穂 他

6． 日本人大学生における女性の足部アーチモビリティーの基準値−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 15
新潟医療福祉大学 運動機能医科学研究所 高林 知也 他

石橋 恭之

Ⅴ．第 5 中足骨疲労骨折−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 45
順天堂大学大学院 医学研究科 整形外科学講座 齋田 良知

休

憩（15：55 〜 16：00）

特別講演（16：00 〜 17：00）− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 座長：津田 英一
「日本女子ソフトボールの軌跡と未来に向けて
− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 49
―選手，監督そして指導者として―」
日本オリンピック委員会・日本ソフトボール協会

齋藤 春香

閉会の辞− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−津田 英一
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