スポーツ傷害フォーラム（特別講演・シンポジウム一覧）
開催日

特別講演

第１回 Ｈ8.3.16
（代表世話人

「スポーツ障害予防への取り組み」
史野

根生）

第２回 Ｈ9.3.15
（代表世話人

「スポーツ傷害予防
そしてワールドカップへ」
田中

寿一）

第３回 Ｈ10.1.24
（代表世話人

「スポーツ傷害への取り組み」
黒坂

第４回 Ｈ11.1.23
（代表世話人
岡村

第５回 Ｈ12.1.22
（代表世話人
古賀

昌弘）

「サッカー傷害とその医学管理」
１.河野照茂（慈恵医大）
２.深谷 茂（Ｊリーグスポーツ医学委員長）
釜本邦茂（参議院議員） ３.藤本吉範（広島大学）
４.仁賀定雄（川口工業総合病院）
５.史野根生（大阪大学）
６.黒坂昌弘（神戸大学）
７.山下文治（京都下鴨病院） ８.原 邦夫（京都学際研究所）
「スポーツ傷害－手術室からグランドへ」
平尾誠二（神戸製鋼） １.熊谷 純（東北大学）
３.小室 透（大阪厚生年金病院）
５.塚西茂昭（信原病院）
７.吉矢晋一（明和病院）
９.岡村良久（青森県立中央病院）
11.西岡宗徳（ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙﾄﾚｰﾅｰｽﾞﾁｰﾑ）

２.村上恒二（広島大学）
４.葛原憲治（オリックス）
６.山脇啓司（近鉄）
８.堀部秀二（大阪労災病院）
10.小柳磨毅（大阪府立看護大学）
12.藤井 均（カネカ）

「競技環境 － 日米の違い」
「わが国におけるトレーナー活動の現状」
ヨーコ･ゼッタ－ランド（オレンジアタッカーズ） １.和田 弘（ガンバ大阪） ２.猿木忠男（阪神タイガース）
良生）
３.泉 秀幸
４.山本利春（国際武道大学）
５.福林 徹（東京大学）
「現役生活の中で」
茂昭）

第７回 Ｈ14.1.19
（代表世話人

「投球障害 ～ その予防と治療」
佐藤義則（ｵﾘｯｸｽ･ﾌﾞﾙｰｳｪｰﾌﾞ 投手ｺｰﾁ） １.鳥塚之嘉（大阪大学）
２.福井 薫（兵庫県立姫路工業高校）
３.松元隆司（ｵﾘｯｸｽ･ﾌﾞﾙｰｳｪｰﾌﾞ） ４.田中寿一（兵庫医科大学）
５.橋本 淳（信原病院）
６.米田 稔（大阪厚生年金病院）

「野球選手の傷害管理」
林

２.中川滋人（大阪厚生年金病院）
４.米田 稔（大阪厚生年金病院）

「野球と私
「高校生のスポーツ傷害－いつ、どのような治療をすべきか？」
－スポーツ障害と取り組みながら－」
１.岡村良久（青森県立中央病院） ２.津村暢宏（兵庫県ﾘﾊﾋﾞﾘｾﾝﾀｰ）
良久）
中村順司（前ＰＬ学園野球部監督） ３.松本 学（宝塚市立病院）
４.伊藤淳二（北秋中央病院）
５.堀部秀二（大阪労災病院）
６.吉矢晋一（明和病院）
７.原 邦夫（京都学際病院）
８.筒井廣明（昭和大学藤が丘病院）
９.米田 稔（大阪厚生年金病院） 10.柏口新二（徳島大学）
11.藤
哲（弘前大学）

第６回 Ｈ13.1.20
（代表世話人
塚西

シンポ・パネル
「野球（投球）傷害」
江本孟紀（参議院議員） １.松尾知之（大阪大学）
３.塚西茂昭（信原病院）
５.柏口新二（徳島大学）

義孝）

「アスレチックリハビリテーション ～現状と将来への展望～」
中村勝広
１.福林 徹（東京大学）
２.小柳磨毅（四条畷学園短期大学）
（毎日放送野球解説者・元阪神タイガース監督） ３.鶴池政明（大阪体育大学）
４.山田優香（明治製菓株式会社）
５.堤 俊彦（近畿福祉大学）
６.盛田幸妃（大阪近鉄バファローズ）

スポーツ傷害フォーラム（特別講演・シンポジウム一覧）
開催日
第８回 Ｈ15.1.18
（代表世話人
筒井

特別講演
シンポ・パネル
「障害肩の予防と勝つための投球術」
「投球傷害肩 －治療に対する考え方－」
牛島和彦（TBS解説員・元中日･ロッテ投手） １．筒井廣明（昭和大学藤が丘） ２．山口光國（昭和大学藤が丘）
廣明）
３．橋本 淳（信原病院）
４．西川仁史（信原病院）
５．米田 稔（大阪厚生年金病院）

第９回 Ｈ16.1.17
（代表世話人

「国際スキー競技活動における傷害とコンディショニング」 「スノースポーツの傷害」
岡部哲也（元アルペンスキー日本代表選手） １．岡村健司（札幌医科大学）
２．塩谷英司（日本鋼管病院）
俊昭）
３．栗山節郎（日本鋼管病院）
４．小林 規（北海道教育大学）
５．小柳磨毅（四条畷学園短期大学）６．児玉栄一（SIA常任理事）

山村

第10回 Ｈ17.1.15
（代表世話人

「コーチングの心理学」
吉矢

晋一）

第11回 Ｈ18.2.4
（代表世話人

「コンタクトスポーツにおけるメディカルサポート」
武田 建
１．岩崎安伸（新須磨病院）
２．西岡宗徳（ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙﾄﾚｰﾅｰｽﾞﾁｰﾑ）
（前関西学院理事長･元関西学院大学ｱﾒﾘｶﾝﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ部ﾍｯﾄﾞｺｰﾁ） ３．小柳磨毅（四条畷学園短期大学）４．廣岡 淳（関目病院）
５．阿部 均（北里研究所病院）
６．田中寿一（兵庫医科大学）
７．堀部秀二（大阪労災病院）

「新潟スポーツ医学研究会20年の活動」
古賀 良生(新潟こばり病院
堀部

第12回 Ｈ19.1.20
（代表世話人
中川

秀二）

１．「アマ相撲を中心とした
「スポーツ傷害の予防」
コンタクトスポーツの傷害予防」
１．笠次 良爾（奈良県立医科大学） ２．後藤 匡志（大津赤十字病院）
中川 泰彰（京都大学医学部附属病院 整形外科） ３．岩堀 裕介（愛知医科大学医学部）４. 小柳 磨毅（大阪電気通信大学）
泰彰）
２．「大相撲における内科的，整形外科的傷害予防」
５．石橋 恭之（弘前大学）
土屋 正光（同愛記念病院 整形外科）
「ピッチングコーチの想い」
久保 康生（阪神タイガース

第13回 Ｈ20.1.26
（代表世話人
米田

第14回 Ｈ21.1.24
（代表世話人
濱田

「スポーツ傷害治療に必要な基礎知識‐運動器の治癒過程」
整形外科) １．靭 帯
大阪大学整形外科
中村 憲正
２．半月板
大阪大学整形外科
中田
研
３．軟 骨
京都大学整形外科
中川 泰彰
４．腱付着部
神戸大学整形外科
藤岡 宏幸
５．筋損傷
ヴェルディ・クリニック
福島 一雅

稔）

「ACL 損傷治療 2009」
史野 根生
（大阪府立大学
雅之）

「オーバーハンド・スポーツの傷害予防と治療」
チーフ投手コーチ）１．二宮 裕樹（信原病院）
２．相澤
徹（武庫川女子大学）
３．藤田 健司（藤田整形外科・ｽﾎﾟｰﾂｸﾘﾆｯｸ）４. 別府 諸兄（日本ﾃﾆｽ協会医事委員会）
５．矢内 利政（中京大学）

「膝ACL損傷のマネージメント－予防／再損傷予防に向けて」
１．吉矢 晋一（兵庫医科大学）
２．田中 美成（大阪労災病院）
総合リハビリテーション学部） ３．中前 敦雄（広島大学大学院）
４．小柳 磨毅（大阪電気通信大学）

スポーツ傷害フォーラム（特別講演・シンポジウム・ランチョンセミナー
開催日
第15回 Ｈ22.1.30
（代表世話人
熊井

第16回 Ｈ23.1.29
（代表世話人
中田

第17回 Ｈ24.1.28
（代表世話人
阿部
小柳

特別講演
「スポーツ現場での栄養学
－強い選手を作るために－」
司）
河单 こころ（森永製菓㈱ウイダー事業本部）
「世界最大の自転車レース
－ツール・ド・フランス－ を走る選手達」
今西 尚志（シマノレーシング）

シンポ・パネル
ランチョンセミナー
「持久系スポーツによる膝・下腿の障害」
「持久系スポーツの傷害」
吉矢 晋一（兵庫医科大学 整形外科）
１．大西 純二（田岡病院）
「持久系スポーツによる足部・足関節の障害」
２．八木 茂典（東京医科歯科大学大学院）
熊井 司（奈良県立医科大学 整形外科）
３．高嶋 直美（国立スポーツ科学センター）
４．山田 隆宏（ツール・ド・北海道協会 医療班）
５．阿部 良之（㈱シマノ）
６．笠次 良爾（奈良教育大学）

「テニス選手に必要な
スポーツ医科学チームワーク」
研）
竹内 映二（デ杯監督，
日本テニス協会強化本部GM）
「世界で戦うスポーツ選手と傷害」
沢松（丹羽）奈生子(元プロテニス選手)

「ラケットスポーツの傷害」
１．梅林
薫 （大阪体育大学大学院）
２．岩堀 裕介 （愛知医科大学）
３．濱田 雅之 （星ケ丘厚生年金病院）
４．奥平 修三 （京都けいさつ病院）
５．佐藤 睦美 （大阪保健医療大学）
「スポーツ傷害の予防
～損傷のメカニズムの解明と予防対策の効果～」
１．古賀 英之 (東京医科歯科大学大学院）
２．大見 頼一 （日本鋼管病院）
３．西良 浩一 （帝京大学医学部附属溝口病院）
４．佐藤 正裕 (八王子スポーツ整形外科）
５．佐藤 睦美 （大阪保健医療大学）
「女性アスリートの傷害」
１．中村真理子 (国立スポーツ科学センター）
２．小笠原一生 （武庫川女子大学）
３．津田 英一 （弘前大学大学院）
４．津田 清美 (日本バスケットボール協会）

「スポーツ医学に求められるもの：スポーツ医・

「フットボール（ラグビー・アメフト）の傷害」
１．坂根 正孝 (筑波大学）
２．中川 滋人 （行岡病院）
３．吉矢 晋一 （兵庫医科大学）

「スポーツによる脳震盪」
前田 朗 （成田整形外科病院）
「スポーツによる頸椎・頸髄損傷」
寺井 秀富（大阪市立大学医学部整形外科）

信寛
磨毅）

第18回 Ｈ25.1.26
（代表世話人
大森

豪）

第19回 Ｈ26.1.25
（代表世話人
前田

一覧）

朗）

第20回 Ｈ27.1.24
「スポーツ選手はプラス思考が大事」
（代表世話人
眞鍋 政義（バレーボール）
黒田 良祐）

「ACL再建術
‐競技復帰へ向けた取り組みと問題点」
１．佐藤 卓
(新潟医療センター）
２．小柳 磨毅（大阪電気通信大学）
３．松下 雄彦（神戸大学大学院）
４．津田 英一 (弘前大学大学院)
５．前 達雄 （大阪大学大学院）

堀部

理学療法士・トレーナーに必要な資質」
秀二（大阪労災病院 スポーツ整形外科）

「投球障害のメカニズム」
岩堀 裕介 （愛知医科大学医学部 整形外科）
「縦断的障害予防の成果」
飯田 博己（愛知医科大学病院 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ部）

「スポーツ中の突然死を防ぐために
－最新の心肺蘇生法について－」
岸本 正文 （大阪府立中河内救命救急センター）

「解剖学的ＡＣＬ再建術2015」
史野 根生（行岡病院 スポーツ整形外科・
大阪行岡医療大学）

スポーツ傷害フォーラム（特別講演・シンポジウム・ランチョンセミナー
開催日
第21回 Ｈ28.1.23
（代表世話人
石橋

第22回 Ｈ29.1.21
（代表世話人
前

特別講演
「夢・目標達成への考え方」
古賀 稔彦（古賀塾）
恭之）

「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」
達雄） 「プロ野球におけるメディカルサポートの
現状と課題」
正富 隆（行岡病院）
「女子サッカーリーグにおけるメディカルサポ
－トの現状と課題」
大森 豪（新潟医療福祉大学）

シンポ・パネル
「オーバーユース障害とその対策」
１．金森 章浩（筑波大学）
２．米谷 泰一（星ヶ丘医療センター）
３．津田 英一（弘前大学大学院）
４．篠原 靖司（立命館大学）
５．小柳 磨毅（大阪電気通信大学）
「下肢スポーツ外傷の治療
-スポーツ復帰と今後の課題-」
１．天野 大
(大阪労災病院）
２．橋本 祐介（大阪市立大学大学院）
３．津田 英一（弘前大学大学院）
４．濱田 雅之 (星ヶ丘医療センター)
５．熊井 司 （奈良県立医科大学）

一覧）

ランチョンセミナー
「Enthesisの構造と障害」
2016update病態理解のために
熊井 司（奈良県立医科大学

整形外科）

「膝前十字靭帯損傷の治療戦略」
黒田 良祐（神戸大学大学院）

