第 24 回スポーツ傷害フォーラム
プログラム

15． 術後に大腿骨外側顆の骨変形を伴う外反型変形性膝関節症を呈した
小児外側円板状半月板の 1 例− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 00
新潟大学医師学総合病院 整形外科 前田 圭祐 他

代表世話人挨拶（9：00 〜 9：02）−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 佐藤 卓
休

一般演題
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 座長：前田 朗
Ⅰ．膝／機能評価（09：03 〜 10：10）
1． 膝硬性装具装着が大腿四頭筋の筋活動に与える影響− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 0
阪奈中央病院 スポーツ関節鏡センター リハビリテーション科 三又 淳生 他
2． 着地衝撃に関与する膝伸展筋機能の検討−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 00
大阪府立大学 総合リハビリテーション学類 杉山 恭二 他
3． 大学生女性サッカー選手における ACL 再建術後の drop vertical jump の
膝外反変位量についての検討 ―対側再損傷例との比較―−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 00
新潟医療福祉大学 理学療法学科 伊藤 渉 他

憩（12：05 〜 12：30）
会（12：30 〜 12：40）

ランチョンセミナー（12：40 〜 13：40）− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 座長：史野 根生
「成長期におけるサッカー傷害」− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 00
新潟医療福祉大学 健康科学部健康スポーツ学科

休

大森 豪

憩（13：40 〜 13：45）

Ⅳ．傷害予防／上肢（13：45 〜 14：30）− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 座長：中田 研

4． 前十字靭帯損傷リスク検出のための着地動作測定時に観測される失敗試技の検討−−−−−− 00
新潟県健康づくり・スポーツ医科学センター 西野 勝敏 他

17． 2018 年ジュニアテニス大会熱中症発生報告（気温と熱中症発生との関連）
−−−−−−−−−−−−−− 00
玉井整形外科内科病院 整形外科 平松 久仁彦 他

5． スポーツ選手における ACL 再建術後の ACL-RSI スコアと膝関節機能との関連−−−−−−−− 00
新潟リハビリテーション病院 リハビリテーション部 竹田 典広 他

18． 腰椎分離症病期別の腰椎前弯角度・仙骨傾斜角度の検討− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 00
新潟医療センター リハビリテーション科 梨本 智史 他

6． 膝前下内側部痛を呈した大学サッカー選手の一例
〜伏在神経の解剖学的特徴に着目して〜−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 00
南草津野村整形外科 理学療法科 竹下 真広 他

19． 新しい素材を用いた野球肘予防装具の制動効果− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 00
行岡病院 リハビリテーション部 今高 康詞 他

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 座長：前 達雄
Ⅱ．ACL ／下肢機能評価（10：10 〜 11：05）
7． Backward half sitting exercise の運動力学的解析− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 00
関西メディカル病院 リハビリテーション科 瀬戸 菜津美 他
8． スクワット動作における下肢荷重量について
〜膝前十字靭帯損傷例と健常例の比較〜−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 00
新潟医療センター リハビリテーション科 與口 貴子 他
9． 膝前十字靭帯再建術後のスクワット動作における下肢荷重量の経時的変化− −−−−−−−−−−−− 00
新潟医療センター リハビリテーション科 阿部 健介 他
10． 膝前十字靭帯再建術後における対称的なスクワット動作の早期獲得
〜 Half sitting exercise の効果〜−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 00
新潟医療センター リハビリテーション科 渡邉 博史 他
11． 当科における初回前十字靱帯損傷から再建までの待機日数と半月板損傷の関連− −−−−−−− 00
弘前大学医学部附属病院 整形外科 飯尾 浩平 他

休

総

16． 若年者における円板状半月板術後の離断性骨軟骨炎発生因子の検討−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 00
大阪市立大学 整形外科 韓 昌勲 他

憩（11：05 〜 11：10）

Ⅲ．小児

20． 体操選手における手関節痛と身体機能の関連−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 00
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

憩（14：30 〜 14：35）

シンポジウム（14：35 〜 16：00）−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 座長：濱田 雅之・佐藤 卓
「成長期の膝スポーツ傷害に対する治療」
Ⅰ．骨端線開存例における前十字靱帯損傷の治療（オーバービュー）− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 00
弘前大学 リハビリテーション医学講座 津田 英一
Ⅱ．前十字靭帯損傷②− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 00
明和病院 整形外科 岡 真也 他
− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 00
Ⅲ．円板状半月板（オーバービュー）
大阪市立大学 整形外科 橋本 祐介
Ⅳ．成長期外側円板状半月板術前・術後の離断性骨軟骨炎発症リスク因子の検討− −−−−−−−−−− 00
新潟大学 整形外科 望月 友晴
Ⅴ．成長期の膝離断性骨軟骨炎に対する治療− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 00
星ヶ丘医療センター 整形外科 米谷 泰一 他

スポーツ傷害（11：10 〜 12：05）−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 座長：石橋 恭之

12． 少年サッカーチームにおけるスポーツ外傷・障害の調査
―保護者アンケートによる調査―− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 00
神戸大学医学部 整形外科 茨木 一行 他
13． バスケットボールプレー中に生じた膝蓋骨内側 sleeve 骨折の 1 例− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 00
兵庫医科大学 整形外科 都井 政和 他
14． 大腿骨遠位骨端線損傷 Salter-Harris Ⅲ型の 3 例− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 00
星ヶ丘医療センター 整形外科 佐々木 うらら 他

−2−

− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 00
Ⅵ．膝蓋骨脱臼（評価／治療法選択）
関西ろうさい病院 スポーツ整形外科 鳥塚 之嘉

イブニングセミナー（16：00 〜 17：00）− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 座長：山村 俊昭
「成長期における投球障害」−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 00
愛知医科大学 整形外科学講座

岩堀 裕介

閉会の辞（17：00 〜 17：02）− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 佐藤 卓
−3−

