第 25 回スポーツ傷害フォーラム

プログラム

17． Bankart&Bristow 変法術後の肩関節内外旋筋力推移の検討
―鏡視下 Bankart 法との比較―− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 31
第二大阪警察病院 リハビリテーション技術科 藤井 貴広 他
18． 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
―早期理学療法介入の検討―− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 32
第二大阪警察病院 リハビリテーション技術科 上谷 祥紘 他

代表世話人挨拶（9：00 〜 9：02）−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 副島 崇
▪ 一般演題
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 座長：津田 英一
Ⅰ．膝・靭帯（9：02 〜 9：50）

19． タックルにおける head down が肩関節および肩甲骨の運動にあたえる影響− −−−−−−−−−−− 33
新潟医療福祉大学 理学療法学科 伊藤 渉 他

1． 膝後十字靭帯損傷に対する MRI 二重位置決めスキャン法の検討−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 7
札幌スポーツクリニック 放射線科 勝沼 瑞貴 他
2． 前十字靭帯脛骨付着部裂離骨折に対する観血的整復固定術の術後成績− −−−−−−−−−−−−−−−−−− 8
大阪労災病院 整形外科 衣笠 和孝 他
3． 解剖学的 2 重束膝前十字靭帯再建術における骨孔位置と
術後 1 年における移植腱の MRI 信号変化の関連−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 9
弘前記念病院 整形外科 千葉 大輔 他

20． ラグビークラブチームにおける 1 シーズンの傷害調査−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 34
西宮回生病院 スポーツ整形外科センター リハビリテーション科 山下 明宏 他

昼食休憩（12：25 〜 12：45）
総

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 座長：米田 稔
▪ ランチョンセミナー（12：55 〜 13：55）

4． 前十字靭帯再建術後膝の片脚着地動作の kinematics と臨床成績について−−−−−−−−−−−−−−− 10
久留米大学医療センター リハビリテーションセンター 佐藤 孝二 他
5． Single leg standing test の床反力解析− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 11
まえだ整形外科 博多ひざスポーツクリニック リハビリテーション科 森田 正輝 他
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 座長：佐藤 卓
Ⅱ．膝・動作解析（9：50 〜 10：40）
6． 筋力発生率と動的な膝関節外反角度との関連性の検討−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 15
阪奈中央病院 スポーツ関節鏡センター 杉岡 辰哉 他

「コリジョンアスリートにおける肩関節前方不安定症」− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 37
行岡病院 スポーツ整形外科

休

21． スポーツ選手における半月板単独損傷に対する半月板縫合術の治療成績−−−−−−−−−−−−−−−− 41
神戸大学大学院 医学研究科 整形外科 中西 雄太 他
＊
22．
内側半月板後角剥離骨折の 1 例−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 42
JCHO 星ヶ丘医療センター 整形外科 板倉 巧 他

23． 外側半月後節部横断裂の縫合術後 MRI 上の逸脱−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 43
久留米大学医療センター 整形外科 田渕 幸祐 他

8． Drop vertical jump における下肢関節貢献度タイプが
運動学・運動力学パラメータに与える影響− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 17
弘前大学医学部附属病院 リハビリテーション部 横山 寛子 他

10． ウェアラブルセンサーデバイスを用いた膝関節疾患患者の身体活動量定量評価− −−−−−−− 19
大阪大学大学院 医学系研究科 スポーツ医学 稲葉 龍一郎 他

休

憩（10：40 〜 10：45）

中川 滋人

憩（13：55 〜 14：00）

▪ 一般演題
Ⅴ．膝・半月（14：00 〜 14：40）−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 座長：前 達雄

7． ACL 損傷予防に向けて開発した Elastomeric Strap の Knee-in 抑制効果
―S.E.R.F. Strap との比較―−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 16
とよかわ整形外科リハビリクリニック リハビリテーション科 三浦 大祐 他

9． Backward half sitting training の荷重量が運動力学に及ぼす影響−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 18
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

会（12：45 〜 12：55）

24． 膝前十字靭帯損傷に合併した外側半月板損傷と同靭帯再建術後に残存する
pivot shift の関連：コホート研究− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 44
つがる総合病院 整形外科 山内 翔平 他

休

憩（14：40 〜 14：45）

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 座長：濱田 雅之・副島 崇
▪ シンポジウム（14：45 〜 15：55）

「半月板損傷治療の最前線」

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 座長：山村 俊昭
Ⅲ．足部・体幹（10：45 〜 11：25）

Ⅰ．半月板治療のオーバービュー−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 47
久留米大学人間健康学部スポーツ医科学科 副島 崇

＊

11． 受傷から 2 カ月半経過した両側アキレス腱断裂の 1 例−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 23
済生会奈良病院 整形外科 岡本 公一 他

Ⅱ．内側半月板損傷−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 48
神戸大学大学院 医学研究科 整形外科 松下 雄彦 他

12． アスリートにおける足関節外側靭帯損傷後の足根洞症候群発症の要因− −−−−−−−−−−−−−−−−− 24
西宮回生病院 整形外科 森尾 太志 他

Ⅲ．外側半月板損傷−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 49
行岡病院 整形外科 内田 良平 他

13． 足関節遠位脛腓靭帯損傷に対するストレス X 線撮影
および MRI ダブルオブリーク法の検討−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 25
札幌スポーツクリニック 放射線科 増田 陽 他

Ⅳ．円板状半月板損傷− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 50
大阪市立大学大学院医学研究科 整形外科 橋本 祐介

14． 腰椎分離症患者における大腿四頭筋の筋緊張について−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 26
新潟医療センター リハビリテーション科 梨本 智史 他
− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 座長：岩堀 裕介
Ⅳ．上肢・ラグビー（11：25 〜 12：25）
15． 投球時の反復する肘外反ストレスに対する野球肘予防装具の制動効果− −−−−−−−−−−−−−−−−− 29
行岡病院 リハビリテーション部 今高 康詞 他
16． Bankart&Bristow 変法術前後の可動域と筋力の経過および
術後経過に影響する因子について− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 30
第二大阪警察病院 リハビリテーション技術科 渡邉 健登 他
−2−

Ⅴ．半月板縫合術後早期における half sitting exercise を用いた筋力トレーニング−−−−−−−−−− 51
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

休

憩（15：55 〜 16：00）

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 座長：史野 根生
▪ イブニングセミナー（16：00 〜 17：00）

「ラグビーワールドカップ 2019 日本大会を振り返って」− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 55
まえだ整形外科 博多ひざスポーツクリニック
久留米大学人間健康学部スポーツ医科学科

前田 朗

閉会の辞（17：00 〜 17：02）− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 副島 崇
−3−

