
第第第第２２２２２２２２回回回回    関西臨床スポーツ医・科学研究会関西臨床スポーツ医・科学研究会関西臨床スポーツ医・科学研究会関西臨床スポーツ医・科学研究会    プログラムプログラムプログラムプログラム    

 

日 時 平成２４年 6 月１６日（土）  9：00～18：00 

場 所 薬業年金会館  大阪市中央区谷町 6-5-4 (地下鉄谷町線「谷町六丁目」下車Ｃ階段 4番出口すぐ) ℡ 06-6768-4451 

会 費 参加費 3,000 円  年会費 3,000 円 

    

テーマテーマテーマテーマ    「「「「コンタクトスポーツに対するスポーツ医科学的アプローチコンタクトスポーツに対するスポーツ医科学的アプローチコンタクトスポーツに対するスポーツ医科学的アプローチコンタクトスポーツに対するスポーツ医科学的アプローチ」」」」    

9:09:09:09:00000～～～～ 9:05 9:05 9:05 9:05    開会の辞開会の辞開会の辞開会の辞                    第第第第２２２２２２２２回回回回会長会長会長会長    中川中川中川中川    泰彰泰彰泰彰泰彰    

    

9:059:059:059:05～～～～ 9:29 9:29 9:29 9:29    スポーツ種目Ⅰスポーツ種目Ⅰスポーツ種目Ⅰスポーツ種目Ⅰ    座長座長座長座長        笠次笠次笠次笠次    良爾良爾良爾良爾    

 １ 大学アメリカンフットボールチームにおけるスポーツ傷害の検討  近畿大学医学部堺病院 整形外科 春日 浩聡 

 ２ 大学ラグビー選手におけるスポーツ外傷の後遺症調査  大阪体育大学   粟谷 健礼 

 ３ アマチュアボクシングにおける勝敗と身体的因子の関連  むこがわスポーツクリニック  藤本 敬章 

    

9:9:9:9:29292929～～～～10:0110:0110:0110:01    スポーツ種目Ⅱスポーツ種目Ⅱスポーツ種目Ⅱスポーツ種目Ⅱ    座長座長座長座長        細井細井細井細井    雅之雅之雅之雅之    

 ４ 中学・高校女子サッカー選手の身体能力とその特性  神戸国際大学   井上 由里 

 ５ バスケットボール大会におけるトレーナーブース設置の経験    大阪社会体育専門学校  有本 久美 

 ６ 高校バレーボールでのスポーツ傷害に関するアンケート調査  医療法人社団 村上整形外科クリニック 塚本 晃基 

 ７ 高校駅伝選手の体力と障害について    大阪産業大学 人間環境学部スポーツ健康学科  濱口 幹太 

    

10:10:10:10:0000１１１１～～～～10101010:33:33:33:33    脊椎脊椎脊椎脊椎                    座長座長座長座長        大久保大久保大久保大久保    衛衛衛衛    

 ８ 大学アメリカンフットボール新入部員の頚椎弯曲アライメント形態 神戸大学大学院   岸本 恵一 

 ９ コンタクトスポーツ選手の腰椎椎間板ヘルニア手術例の検討  兵庫医科大学 整形外科  森山 徳秀 

 １０ クラウス・ウェーバーテスト変法と体幹深部筋エクササイズにおける腹横筋の筋活動量について 

       ダイナミックスポーツ医学研究所  杉本 拓也 

 １１ デジタルカメラによる体幹可動域の測定法の一検討  野崎徳洲会病院 リハビリテーション科 福本 貴典 

 

10:3310:3310:3310:33～～～～10:4510:4510:4510:45    休憩休憩休憩休憩    

    

10:4510:4510:4510:45～～～～11:0911:0911:0911:09    上肢上肢上肢上肢     座長座長座長座長        小竹小竹小竹小竹    俊郎俊郎俊郎俊郎    

 １２ 上腕骨内側上顆骨化核の裂離を呈する野球肘の骨化核修復に関与する因子の検討 

       西川整形外科リハビリクリニック リハビリテーション科 小山 智士 

 １３ ドッジボールにより発症した肘関節離断性骨軟骨炎に対する一考察 国立病院機構京都医療センター 整形外科 樽見 映里 

 １４ 肩関節前方脱臼と亜脱臼での肩関節周囲筋力の違いの検討 武庫川女子大学 健康スポーツ科学部 佐野 香代子 

    

11:0911:0911:0911:09～～～～11111:411:411:411:41    下肢Ⅰ下肢Ⅰ下肢Ⅰ下肢Ⅰ     座長座長座長座長        中田中田中田中田    研研研研    

 １５ 母趾基節骨疲労骨折に観血的治療を行った一例   貴島病院 整形外科   中村 信之 

 １６ 第 5 中足骨疲労骨折受傷者におけるターン動作時の足部圧力解析 大阪産業大学大学院 人間環境学研究科 藤高 紘平 

 １７ 大学バスケットボール選手の足アーチ高率と障害について  大阪産業大学 人間環境学部スポーツ健康学科  露口 亮太 

 １８ サッカー選手に対する足関節テーピングの効果 ～バランス能力に着眼して～ 

       関西医療大学大学院   貞方 勇祐 

    

    



    

11111111::::41414141～～～～11112:052:052:052:05    下肢Ⅱ下肢Ⅱ下肢Ⅱ下肢Ⅱ     座長座長座長座長        脇谷脇谷脇谷脇谷    滋之滋之滋之滋之    

 １９ 骨軟骨柱移植術を施行した変形性膝関節症患者の術前膝関節機能の検討 

国立病院機構京都医療センター スポーツ医学センター  井上 直人 

 ２０ 体幹傾斜角度変化によるランジスクワットにおける前脚下肢への影響 協和会第二協立病院   谷川 九十九 

 ２１ ジュニアユースチームにおける成長と筋柔軟性の関係  医療法人仁寿会石川病院  高路 陽人 

    

12121212：：：：05050505～～～～11112:292:292:292:29    内科内科内科内科     座長座長座長座長        木村木村木村木村    穣穣穣穣    

 ２２ 軽運動が高齢者の血圧に及ぼす影響 -第２報-   岸和田市立福祉総合センター健康管理室 徳久 貴男 

 ２３ 暑熱環境下運動で上昇した体温の効果的な冷却方法の検討 奈良教育大学 保健体育講座  笠次 良爾 

 ２４ 上肢加圧トレーニングと有酸素運動併用の短期継続が血管スティフネスに及ぼす効果の検討  

       関西医科大学 健康科学  米光 健 

    

12:12:12:12:29292929～～～～13:3013:3013:3013:30    昼昼昼昼休憩休憩休憩休憩    

    

13:3013:3013:3013:30～～～～13:4013:4013:4013:40    総会総会総会総会    

    

13:4013:4013:4013:40～～～～14141414：：：：40404040    会長会長会長会長講演講演講演講演                    座長座長座長座長        田中田中田中田中    康仁康仁康仁康仁    

 「コリジョンスポーツがもたらす体幹四肢への影響」 

      国立病院機構京都医療センター 整形外科 診療部長 中川 泰彰 

    

14:414:414:414:40000～～～～15:15:15:15:44440000    特別講演特別講演特別講演特別講演                    座長座長座長座長        中川中川中川中川    泰彰泰彰泰彰泰彰    

 「私のスポーツ人生」    東海学園大学 教授  相撲部監督  服部 祐児 

    

15:15:15:15:44440000～～～～11115555：：：：55555555    休憩休憩休憩休憩    

    

15151515：：：：55555555～～～～17171717：：：：55555555    シンポジウムシンポジウムシンポジウムシンポジウム                座長座長座長座長        中川中川中川中川    泰彰泰彰泰彰泰彰        辻本辻本辻本辻本    晴俊晴俊晴俊晴俊    

 「アメリカンフットボールにおける肩関節脱臼に対する治療と再発予防の取り組み」 

      国立病院機構京都医療センター 整形外科  向井 章悟    

 「ラグビー選手に対するスポーツ医科学的アプローチ」 横浜南共済病院 整形外科 部長  山崎 哲也 

 「相撲におけるスポーツ医科学的アプローチ」 日本医大千葉北総病院 整形外科 部長  南 和文 

 「柔道選手に対するスポーツ医科学的アプローチ」 東海大学医学部外科学系 整形外科 准教授 内山 善康 

 「重量級選手の内科的諸問題」   和歌山県立医科大学附属病院 紀北分院長 有田 幹雄 

 

 ※会長講演 日整会専門医資格継続単位・スポーツ医資格継続単位認定 （受講料 1,000 円） 

   （02 外傷性疾患、14 医療倫理・医療安全・医療制度等） 

 ※特別講演 日整会専門医資格継続単位・スポーツ医資格継続単位認定 （受講料 1,000 円） 

   （13 リハビリテーション、14 医療倫理・医療安全・医療制度等） 

 ※午後完全受講 日医健康スポーツ医再研修会 4 単位 （受講料 1,000 円） 申請予定 

    

    

11117777：：：：55555555～～～～18181818:00:00:00:00    閉会の辞閉会の辞閉会の辞閉会の辞     第第第第 23232323 回回回回会長会長会長会長 中田中田中田中田    研研研研    


