第 22 回スポーツ傷害フォーラム
プログラム

17． 静的な足部評価方法である Arch height index と動的な中足部機能との関連性− −−−−−−− 31
新潟医療福祉大学 運動機能医科学研究所 高林 知也 他
18． メディカルチェックにおいて効果的に Feed back を行うための取り組み
―全日本バレーボール代表チームにおける足部・足関節部メディカルチェックにおける経験―−−−−−− 32
済生会奈良病院 整形外科 松井 智裕 他

代表世話人挨拶（9：00 〜 9：02）−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 前 達雄

一般演題

19． Functional Movement Screen スコアと Non-Contact Injury の関連
―case-control study による検討―−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 33
東前橋整形外科 リハビリテーションセンター 吉田 亮太 他

Ⅰ．膝関節・下肢（9：02 〜 9：50）− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 座長：佐藤 卓
＊
1．
4 ヶ月の経過にて MRI 上損傷の拡大を認めた外側半月横断裂の 1 例− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 7
大阪大学大学院医学系研究科 器官制御外科学 整形外科 橘 優太 他
＊

2． 女子中学生バレーボール選手に生じた膝蓋骨疲労骨折の 1 例− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 8
八尾市立病院 整形外科 平松 久仁彦 他
＊
3．
繰り返す筋肉内血腫により明らかになった血友病 A のラグビー選手の 2 例− −−−−−−−−−−−− 9
六甲アイランド甲南病院 整形外科 十倉 健男 他

4． 膝蓋大腿関節に発症した離断性骨軟骨炎に対する治療経験−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 10
兵庫医科大学 整形外科学教室 神頭 誠 他
5． All-physeal sparing 法による膝前十字靱帯再建術後に大腿骨側ボタンが関節内に脱落した 3 例− −−−−− 11
弘前大学大学院医学研究科 整形外科学講座 木村 由佳 他
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 座長：前田 朗
Ⅱ．膝関節（9：50 〜 10：40）

休

憩（12：15 〜 12：35）

総

会（12：35 〜 12：45）

ランチョンセミナー（12：45 〜 13：45）− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 座長：史野 根生
「膝前十字靭帯損傷の治療戦略」− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 37
神戸大学大学院医学研究科

休

整形外科学

黒田 良祐

憩（13：45 〜 13：55）

Ⅴ．足関節（13：55 〜 14：35）− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 座長：山村 俊昭
＊
20．
外傷性後脛骨筋腱脱臼の一例− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 41
大阪労災病院 スポーツ整形外科 小谷 悠貴 他

＊
6．
スポーツ復帰後に膝前方痛を再燃した骨付き膝蓋腱を用いた

21． アキレス腱付着部症に対する Suture bridge 法による再建術の短期成績− −−−−−−−−−−−−−−− 42
済生会中和病院 整形外科 宮本 拓馬 他

解剖学的前十字靭帯再建術後の一例−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 15
相原病院 リハビリテーション科 岡本 浩明 他

22． 足関節内反捻挫受傷後における初診時の片脚負荷テストとスポーツ復帰時期の関連性−−−−− 43
藤田整形外科・スポーツクリニック 野田 優希 他

7． 膝屈筋腱を用いた膝前十字靭帯再建術後における膝屈曲筋力の長期経過−−−−−−−−−−−−−−−− 16
JCHO 星ヶ丘医療センター 整形外科 飯森 由紀 他
8． Modified drop squat とジョギングおよび片脚ドロップジャンプ着地の運動力学的比較− −−−−−−−− 17
関西メディカル病院 リハビリテーション科 近藤 さや花 他

23． 前距腓靭帯の線維束数の違いと足関節内反制動との関係− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 44
新潟医療福祉大学 運動機能医科学研究所 江玉 睦明 他

9． 前十字靭帯再建術後男子アスリートの食事摂取の問題点− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 18
大阪府立大学 総合リハビリテーション学研究科 高尾 理樹夫 他

シンポジウム（14：35 〜 15：50）−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 座長：吉矢 晋一・小柳 磨毅
「下肢スポーツ外傷の治療

10． 内側膝蓋大腿靭帯再建術後の主観的評価に影響を及ぼす因子の検討−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 19
神戸大学医学部附属病院 リハビリテーション科 柴田 洋平 他

休

外科系講座

Ⅰ．単独半月型半月損傷とスポーツ復帰− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 47
大阪労災病院 スポーツ整形外科 天野 大 他

憩（10：40 〜 10：45）

Ⅱ．円板状半月損傷の治療とスポーツ復帰−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 48
大阪市立大学大学院医学研究科 整形外科学 橋本 祐介

− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 座長：岩堀 裕介
Ⅲ．上肢（10：45 〜 11：25）

Ⅲ．膝蓋骨不安定症患者における手術治療前後のスポーツ活動− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 49
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 津田 英一 他

＊
11．
成長期体操選手に発生した上腕骨大結節剥離骨折の 2 例− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 23
愛知医科大学医学部 整形外科 梶田 幸宏 他

Ⅳ．後十字靭帯損傷の治療

12． ラグビー選手における反復性肩関節脱臼術後のタックル指導効果− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 24
行岡病院 リハビリテーション科 井上 泰博 他
13． 野球選手における足底・足趾の特性と肩関節・肘関節障害との関連性の検討−−−−−−−−−−− 25
立命館大学大学院 スポーツ健康科学研究科 安田 良子 他
14． 投球動作におけるステップ側下肢筋力と身体重心速度および肩関節内旋トルクの関係−−−−− 26
藤田整形外科・スポーツクリニック 内田 智也 他
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 座長：中田 研
Ⅳ．足部・下腿（11：25 〜 12：15）
＊

15． 陳旧性リスフラン靭帯損傷を有するバレリーナの第二中足骨疲労骨折術後に

―スポーツ復帰と今後の課題―」

現状と課題− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 50
JCOH 星ヶ丘医療センター スポーツ整形外科 濱田 雅之 他

Ⅴ．新鮮足関節外側靭帯損傷の治療

休

病態からみた今後の課題− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 51
奈良県立医科大学 スポーツ医学講座 熊井 司

憩（15：50 〜 16：00）

特別講演（16：00 〜 17：00）− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 座長：前 達雄
「プロスポーツにおけるメディカルサポートの現状と課題」
1．「プロ野球におけるメディカルサポートの現状と課題」− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 55
阪神タイガースチームドクター

正富 隆

新潟医療福祉大学 健康科学部健康スポーツ学科 アルビレックス新潟チームドクター

大森 豪

行岡病院

整形外科

動的アーチ機能に対して理学療法を行った経験− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 29
阪奈中央病院 スポーツ関節鏡センター 佐竹 勇人 他

2．「女子サッカーリーグにおけるメディカルサポートの現状と課題」− −−−−−−−−−−−−−− 56

＊
16．
扁平足に対する介入が有効であったシンスプリント症例− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 30
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

閉会の辞− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 前 達雄

−2−

−3−

