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◆第2日　11月6日（日）　第3会場

14 :20～15 :20
一般演題（口演）24：スポーツ外傷・障害調査　1（コンタクトスポーツ）

座長：高澤　祐治（順天堂大学整形外科）

2-3-O24-1　ラグビートップリーグチームにおける3シーズンの外傷・障害調査 
－発生機転の分析による外傷予防策の効果検討－ .............................................267

トヨタ自動車ヴェルブリッツ　濱野　武彦
2-3-O24-2　ラグビーワールドカップ2015イングランド大会における外傷 ―視聴者からみた― ....267

とやま整形外科クリニック　外山　幸正
2-3-O24-3　脳振盪やバーナーの受傷シーンからみたタックル不良肢位の考察 ............................267

慶應義塾大学ラグビー部　太田　千尋
2-3-O24-4　ラグビーの逆ヘッドタックルは回避可能か ―頭頚部外傷予防の試み ........................267

順天堂大学　整形外科　祖父江省吾
2-3-O24-5　高校アメリカンフットボール部におけるポジション別傷害発生状況 

－3年間の傷害調査から－ ............................................................................268
早稲田大学大学院　スポーツ科学研究科　周藤　滉平

2-3-O24-6　大学アメリカンフットボールチームにおける傷害調査報告 ～レベルによる比較～ .....268
日本大学病院　整形外科　小松　太一

2-3-O24-7　社会人アメリカンフットボール選手に対する外傷・障害調査 －熱中症と体脂肪率との関係－ ...268
江戸川病院　リハビリテーション科　スポーツリハビリテーション　榊原　加奈

◆第2日　11月6日（日）　第4会場

14 :20～15 :20
一般演題（口演）25：スポーツ外傷・障害調査　2（小・中学生）

座長：山際　哲夫（やまぎわ整形外科）

2-4-O25-1　小学生と中学生におけるスポーツ障害・外傷の調査、受診者を比較して ..................268
博由会くさかクリニック　日下　昌浩

2-4-O25-2　運動器検診におけるマークシートを用いた問診票（T-CLOSS）の有用性 .................269
筑波大学　整形外科　都丸　洋平

2-4-O25-3　学校運動器検診におけるスポーツ傷害の特徴と事後措置 .........................................269
島根大学　整形外科　門脇　　俊

2-4-O25-4　しゃがみ込み動作の可否とオスグッドシュラッター病及び足関節靭帯損傷の関連性 ...269
愛媛大学医学部附属病院　地域医療支援センター　高橋　敏明

2-4-O25-5　小・中学生および高校スキーヤーに対する外傷意識調査（第1報） ...........................269
ＮＴＴ東日本札幌病院　リハビリテーションセンター　木田　貴英

2-4-O25-6　突き指にて来院し、骨折と診断された小児症例の検討 
―ドッジボールによる突き指症例を中心にー ...................................................270

辻村外科病院　辻村　　享
2-4-O25-7　富士市中学校運動会種目「むかで競走」の外傷調査： 

「大むかで」における2015年までの5年間の解析 ..........................................270
北里大学　医学部　整形外科　東山　礼治
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◆第2日　11月6日（日）　第5会場

14 :20～15 :20
一般演題（口演）26：足関節・アキレス腱

座長：内山　英司（稲波脊椎・関節病院）

2-5-O26-1　高校バスケットボール選手における動的バランストレーニングの足関節捻挫予防効果 
－6ヶ月間の前向き調査による検証－ .............................................................270

西川整形外科　リハビリテーション部　高田　彰人
2-5-O26-2　高校大学男女バレーボール選手における足関節機能改善ソックスが 

足関節機能とパフォーマンスに及ぼす効果：無作為化対照試験 ..........................270
医療法人慧明会貞松病院　リハビリテーション科　三浦　遼平

2-5-O26-3　外傷後足関節不安定性を有する大学男子サッカー選手に対する足底板の効果 
－筋活動と重心動揺による検討－ ...................................................................271

竜操整形外科病院　リハビリテーション科　田邊　直也
2-5-O26-4　足関節内反捻挫好発者のバランス課題時における荷重圧分布とその要因の検討 .........271

早稲田大学　スポーツ科学研究科　峯田晋史郎
2-5-O26-5　新鮮アキレス腱皮下断裂保存療法での初期固定肢位と画像（MRI/エコー） 

そして臨床所見の経過について ......................................................................271
米田病院　米田　　實

2-5-O26-6　当院におけるアキレス腱断裂手術患者の検討 .........................................................271
自衛隊中央病院　整形外科　中山　大輔

2-5-O26-7　生涯スポーツレベルのアスリートにおけるアキレス腱断裂に対する 
Half-mini-bunnell法の術後短期成績 ...........................................................272

熊本赤十字病院　整形外科　井本光次郎

◆第2日　11月6日（日）　第6会場

9 :30～10 :10
一般演題（口演）27：スポーツ外傷・障害調査　3

座長：加藤　公（鈴鹿回生病院）

2-6-O27-1　スポーツ患者に特化したデータベース管理システムを用いた傷害調査 ......................272
帯広協会病院　スポーツ医学センター　神谷　智昭

2-6-O27-2　空手道試合中に於ける外傷 ..................................................................................272
総合病院南生協病院　関節リウマチセンター(愛知県空手道連盟ドクター）　今井　俊一

2-6-O27-3　フェンシング競技における外傷・障害調査 －種目による検討－ ..............................272
国立スポーツ科学センター　メディカルセンター　水谷　有里

2-6-O27-4　陸上競技ジュニア選手のスポーツ外傷・障害調査 
－第3報：全国高校駅伝出場選手－ ................................................................273

筑波大学　整形外科　鎌田　浩史
2-6-O27-5　大学生棒高跳選手における傷害調査 .....................................................................273

中京大学大学院　体育学研究科　体育学専攻　健康科学系　榎　　将太
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10 :15～11 :15
一般演題（口演）28：メディカルサポート

座長：大久保　衞（医療法人貴島会　ダイナミックスポーツ医学研究所）

2-6-O28-1　S県の競泳競技会における疾病発生状況調査 .........................................................273
伊勢赤十字病院　呼吸器内科　黒木　崇子

2-6-O28-2　ジュニアエリートレベルのテニスプレイヤーにおけるスポーツ障害 
～2015年度高校総体出場者の疫学的調査～ ..................................................273

大阪府立成人病センター　整形外科　岡村　元佑
2-6-O28-3　本邦におけるバレエ団メディカルサポートシステムの試み .....................................274

横浜市スポーツ医科学センター　整形外科　瀬尾理利子
2-6-O28-4　スポーツ系大学におけるスポーツ傷害相談の役割 ..................................................274

びわこ成蹊スポーツ大学　スポーツ学部　スポーツ学科　小松　　猛
2-6-O28-5　中学校・高等学校男子サッカー部に対する熱中症に関する意識調査 .........................274

奈良教育大学　大学院　松尾　浩希
2-6-O28-6　組織横断的スポーツ医科学サポートの最適化・効率化に関する検討 .........................274

帝京大学　スポーツ医科学センター　伊東　　克
2-6-O28-7　大分県スポーツ学会認定スポーツ救護派遣・実績について .....................................275

社会医療法人　敬和会　大分岡病院　栗秋　良子

14 :20～15 :10
一般演題（口演）29：メディカルチェック　1

座長：奥平　修三（京都大学整形外科）

2-6-O29-1　学童少年軟式野球における上腕骨小頭の離断性骨軟骨炎と練習時間の関係 ...............275
かつしか江戸川病院　我妻　浩二

2-6-O29-2　学童少年野球選手における上腕骨小頭の離断性骨軟骨炎と全力投球数の関係について 275
江戸川病院　リハビリテーション科　スポーツリハビリテーション　石渕　重充

2-6-O29-3　少年野球指導者の投球数制限に対する意識と肘痛発生との関係性 ............................275
松井整形外科クリニック　リハビリテーション科　芝　　俊紀

2-6-O29-4　投球時肘関節痛発生に関わる因子についての検討 
―野球肘検診2年連続参加者のデータから― ...................................................276

金沢大学附属病院リハビリテーション部　多田　宗生
2-6-O29-5　少年野球における四肢・体幹の筋緊張の相関性 ―野球検診を通して― .....................276

埼玉医科大学　整形外科　坂口　勝信
2-6-O29-6　学童期ソフトボール選手の肩・肘関節障害 －学童期野球選手との比較－ .................276

ながおさ整形外科　今野　裕樹
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15 :15～16 :05
一般演題（口演）30：メディカルチェック　2

座長：渡邊　幹彦（東京明日佳病院）

2-6-O30-1　学童期少年野球選手における体力テストと投球障害肘の関連について ......................276
国立病院機構　京都医療センター　伊藤　盛春

2-6-O30-2　横浜市青葉区少年野球選手を対象とした野球肘検診の問題点 
～3年間の二次検診受診率の推移～ ................................................................277

横浜総合病院　リハビリテーション科　蓬田　浩典
2-6-O30-3　中高生野球選手における投球障害と関節可動域・筋力・質問紙の関係 ......................277

京都橘大学　健康科学部理学療法学科　幸田　仁志
2-6-O30-4　野球検診におけるTOSのセルフチェックの実施 －立位と座位の差－ ......................277

名越整形外科医院　岩田　芳典
2-6-O30-5　運動器メディカルチェックの効果検証（第2報）高校野球の障害と身体機能の関係 ....277

相澤病院　スポーツ障害予防治療センター　岩谷　友倫
2-6-O30-6　青少年期の肩痛・肘痛による投球支障度　年代別の検討 .........................................278

福島県立医科大学　整形外科　増子　遼介

16 :10～17 :00
一般演題（口演）31：メディカルチェック　3

座長：田島　卓也（宮崎大学医学部整形外科）

2-6-O31-1　ジュニア競泳選手の身体的特徴 ............................................................................278
IPU環太平洋大学　体育学部健康科学科　三瀬　貴生

2-6-O31-2　ジュニア競泳強化選手の世代別身体的特徴 ............................................................278
安曇野赤十字病院　リハビリテーション科　名執　康二

2-6-O31-3　ジュニアクライミング選手の手指の特徴 ...............................................................278
鶴田整形外科　岡　　光徳

2-6-O31-4　スポーツ外傷・障害歴のある小中学生の身体的特徴 －運動器検診の集計－ ..............279
筑波大学　整形外科　塚越　祐太

2-6-O31-5　ウインターカップ2015高校バスケットボール大会における足関節障害調査の報告 ...279
一般財団法人大阪府バスケットボール協会　医科学委員会　有本　久美

2-6-O31-6　平成27年度国民体育大会宮崎県選手団に対するアンケート調査 
―ドーピングの意識と女性アスリートの月経異常に着目して― ..........................279

宮崎大学　整形外科　吉留　　綾
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◆第2日　11月6日（日）　第7会場

9 :30～10 :30
一般演題（口演）32：骨盤・股関節・大腿

座長：池田　浩（順天堂大学医学部整形外科）

2-7-O32-1　FAI症例に対する理学療法の違いが臨床成績に与える影響の検討 ............................279
大阪市立大学　整形外科　橋本　祐介

2-7-O32-2　FAI患者と寛骨臼形成不全患者に対する保存的治療効果の検討 ...............................280
長野整形外科クリニック　スポーツ関節鏡センター リハビリテーション科　多田　智顕

2-7-O32-3　スポーツクリニックにおける鼠径周辺部痛の発生状況 ............................................280
静岡みらいスポーツ・整形外科　杉山　貴哉

2-7-O32-4　鼠径周辺部痛における自覚症状の部位と恥骨浮腫の部位の関連について ..................280
JIN整形外科スポーツクリニック　大町　　聡

2-7-O32-5　小学生野球選手の股関節の可動性と周囲筋タイトネスの性差 ..................................280
京都医療センター　スポーツ医学センター　廣瀬　ちえ

2-7-O32-6　長内転筋の受動的な弾性に及ぼす股関節角度の影響 ―筋内部位差に着目して― ........281
札幌医科大学大学院　保健医療学研究科　加藤　拓也

2-7-O32-7　足部外傷に対する治療中の大腿における各筋の経時的変化 .....................................281
秋田病院　放射線科　鈴木茂登司

10 :40～11 :30
一般演題（口演）33：腰部　1

座長：金岡　恒治（早稲田大学スポーツ科学学術院）

2-7-O33-1　腰椎疲労骨折の発症時期についての月別調査 .........................................................281
えだクリニックリハビリテーション科　蔦川　和希

2-7-O33-2　腰椎分離症の偽関節化に関連する患者背景因子の検討 ............................................281
千葉こどもとおとなの整形外科　リハビリテーション科　中嶋　康之

2-7-O33-3　成長期腰椎分離症を発症した患者の体格に関する考察 ............................................282
千葉こどもとおとなの整形外科　リハビリテーション科　柳沢　竜太

2-7-O33-4　陸上競技における腰椎分離症の傾向について .........................................................282
水戸協同病院　整形外科　平林　　匠

2-7-O33-5　発症から１ヶ月以上経ってから初診となる腰椎分離症患者の特徴 ............................282
千葉こどもとおとなの整形外科　リハビリテーション科　若月　美貴

2-7-O33-6　大学柔道選手の腰椎レントゲン評価 －分離症危険因子の検討－ ..............................282
東海大学　医学部　外科学系　整形外科学　黒岩　真弘
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11 :35～12 :25
一般演題（口演）34：腰部　2

座長：加藤　剛（青梅市立総合病院整形外科）

2-7-O34-1　大学運動選手における腰痛既往と体幹深部筋筋厚の関連 .........................................283
早稲田大学　スポーツ科学研究科　押川　智貴

2-7-O34-2　ドロップジャンプ動作時の体幹筋の筋活動解析 .....................................................283
早稲田大学　スポーツ科学研究科　志村美那己

2-7-O34-3　腰椎分離症における体幹筋厚の収縮率と骨盤アライメント .....................................283
慶友整形外科病院　リハビリテーション科　加藤　啓祐

2-7-O34-4　腰痛患者に対してアライメントを意識した腰痛体操の有効性 ..................................283
(株)OSU Health Support Academy 研究室　石川　大輔

2-7-O34-5　バドミントンのオーバーヘッドストローク時の腰部挙動解析 ..................................284
早稲田大学　スポーツ科学研究科　松永　直人

2-7-O34-6　高校野球選手の腰痛症の体幹・股関節筋力と腰椎アライメントとの関係性 ...............284
大阪河崎リハビリテーション大学　理学療法学専攻　中尾　英俊

14 :20～15 :00
一般演題（口演）35：コンディショニング　1

座長：岩本　潤（慶応義塾大学病院スポーツ医学総合センター）

2-7-O35-1　関節可動域と筋の伸長性および伸長感に対する耐性の関係 .....................................284
新潟医療福祉大学　運動機能医科学研究所　中村　雅俊

2-7-O35-2　MR拡散強調画像を用いた体幹筋エクササイズの筋活動量評価................................284
早稲田大学　スポーツ科学研究科　今井　　厚

2-7-O35-3　大学生陸上長距離選手におけるActive SLR向上プログラムの効果検証 .................285
行岡病院リハビリテーション科　堀田　孝之

2-7-O35-4　競泳スタート動作における体幹深部筋トレーニングの即時効果 ...............................285
早稲田大学スポーツ科学研究科　飯塚　哲司

2-7-O35-5　足関節外側靭帯損傷に対する局所酸素注入療法の治療経験 .....................................285
かみもとスポーツクリニック　上本　宗唯
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15 :10～16 :00
一般演題（口演）36：コンディショニング　2

座長：小林　寛和（日本福祉大学健康科学部）

2-7-O36-1　スポーツクライミングにおけるコンディショニングの実態と傷害との関連 ...............285
三朝温泉病院　リハビリテーション科　富澤隆一郎

2-7-O36-2　体幹トレーニング介入が蹴伸び動作中の腰椎前弯角度に及ぼす即時効果 ..................286
早稲田大学　スポーツ科学研究科　松浦由生子

2-7-O36-3　肩甲骨周囲筋トレーニング時のワイヤ電極による菱形筋筋活動解析 
―肩甲上腕関節回旋位置による差の検証― ......................................................286

早稲田大学　スポーツ科学研究科　安達　　玄
2-7-O36-4　ラグビータックル動作時の体幹筋活動に及ぼす 

スタビライゼーションエクササイズの即時効果 ................................................286
早稲田大学　スポーツ科学研究科　濱田　　麗

2-7-O36-5　身体機能面へのアプローチが投球動作に与える影響 ...............................................286
福島県立医科大学附属病院　リハビリテーションセンター　十文字雄一

2-7-O36-6　高校新入生を怪我から救え!!　Functional Movement Screeningから 
傷害の予測と予防は可能か ―第2報― ...........................................................287

一般財団法人弘潤会　野崎東病院アスレティックリハビリテーションセンター　菅原　康史

16 :05～17 :05
一般演題（口演）37：トレーニング

座長：吉田　昌平（京都地域医療学際研究所　がくさい病院　運動器スポーツリハビリテーション科）

2-7-O37-1　スポーツ選手に対するDraw-in訓練が肩関節機能と 
下肢柔軟性に与える効果について ...................................................................287

リハビリテーションセンタースポーツメディカルセンター熊本回生会病院　水田　智史
2-7-O37-2　Heel raise exercise時の後脛骨筋・長腓骨筋筋活動量比較 

―足部内外転角度変化の影響― ......................................................................287
早稲田大学スポーツ科学研究科　阿久澤　弘

2-7-O37-3　中殿筋の有効なトレーニング肢位について 
－股関節回旋、膝関節屈曲が及ぼす影響－ ......................................................287

東京慈恵会医科大学付属病院リハビリテーション科　岡道　　綾
2-7-O37-4　股関節屈曲運動における胸郭運動の関与 ...............................................................288

恒心会おぐら病院　整形外科　前田　昌隆
2-7-O37-5　アスリートの有酸素運動能と乳酸緩衝能に及ぼす因子の検討 ..................................288

関西医大　健康科学センター　大南　博和
2-7-O37-6　競泳の伏し浮き姿勢時における骨格筋の収縮および腹腔内臓器の高位変化 ...............288

湘南鎌倉総合病院　吉田　直記
2-7-O37-7　ギョサンが足趾間のピンチ力に与えるトレーニング効果 .........................................288

長野松代総合病院　スポーツ整形外科　松永　大吾
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◆第2日　11月6日（日）　ポスター会場

9 :55～10 :25
一般演題（ポスター）21：スポーツ外傷・障害調査　1

座長：岡村　良久（村上新町病院整形外科）

2-P21-1　Jリーグ下部組織女子サッカーチームの傷害既往報告 ................................................291
本牧整形外科クリニック　川村　翔大

2-P21-2　プロサッカーチームを対象とした指導者体制の違いによる傷害の検討 .........................291
田原整形外科医院　リハビリテーション科　目良　寛巳

2-P21-3　過去7年間にプロサッカークラブ内に発生したJONES骨折の実態 ............................291
山形徳洲会病院　大沼　　寧

2-P21-4　サッカーのヘデイングで生じた環椎骨折の１例 .........................................................291
山形徳洲会病院　整形外科　塚崎　良豪

2-P21-5　ビーチサッカー傷害、今後の展望 ............................................................................292
ロクト整形外科クリニック　島川　朋享

2-P21-6　ビーチサッカーにおける審判の傷害と筋骨格系症状の報告 .........................................292
ロクト整形外科　知念　由磨

10 :25～10 :55
一般演題（ポスター）22：スポーツ外傷・障害調査　2

座長：川上　照彦（吉備国際大学保健医療福祉学部）

2-P22-1　日本プロサーフィン連盟（JPSA）公認プロサーファーの外傷調査 ..............................292
勝浦整形外科クリニック　松本　悠市

2-P22-2　プロサーファーのパフォーマンスと柔軟性 ―股関節自動回旋可動域の検討― ...............292
勝浦整形外科クリニック　木原　隆徳

2-P22-3　滋賀県スキー指導員に対するスキー傷害調査 ー第２報ー ...........................................293
生田病院　整形外科　田久保興徳

2-P22-4　男子大学体操選手の有鉤骨鉤骨折の発生頻度 －“ソコマメ”との関連性－ ....................293
日本スポーツ振興センター　ハイパフォーマンスサポート事業　小林　直行

2-P22-5　群馬県内の新体操競技選手に対する傷害調査 ............................................................293
群馬大学　大学院保健学研究科　坂本　雅昭

2-P22-6　プロサーファーのMRIによる腰椎椎間板変性の検討 ..................................................293
野崎東病院　整形外科　小島　岳史
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10 :55～11 :25
一般演題（ポスター）23：スポーツ外傷・障害調査　3

座長：森川　嗣夫（千葉メディカルセンター）

2-P23-1　佐賀県高校野球選手の傷害実態調査 ～中学硬式野球経験との関連性～ ........................294
鶴田整形外科　小松　　智

2-P23-2　石川県小松市における野球検診の実施報告 
－二次検診受診率を上げるための取り組み－ ...................................................294

やわたメディカルセンター　リハビリテーション技師部　吉田　　円
2-P23-3　女子日本ハンドボールリーグ所属チームの傷害調査 ...................................................294

三重大学　医学部　スポーツ整形外科　西村　明展
2-P23-4　実業団ハンドボールチームの傷害調査と競技復帰に関する考察 ...................................294

浜脇整形外科リハビリセンター　近藤　真広
2-P23-5　大学女子バスケットボール選手の慢性的な疼痛の発生状況について ............................295

筑波大学　人間総合科学研究科　澁谷　泉美
2-P23-6　男子大学ラグビー選手における 

下腿運動誘発性筋痙攣発生頻度と身体特性との関連の検討 ................................295
日本体育大学大学院　煙山　奨也

11 :30～11 :55
一般演題（ポスター）24：スポーツ外傷・障害調査　4

座長：田島　卓也（宮崎大学医学部整形外科）

2-P24-1　柔道部活動中の傷害予防活動 －インシデントレポートの効用ー ..................................295
松本病院　整形外科　田邊　　誠

2-P24-2　中学生柔道錬成大会における巻き込み技による事故の実態調査 ...................................295
長野松代総合病院　スポーツ整形外科　松永　大吾

2-P24-3　公立中学校の柔道授業における小児用投げ込み人形導入の意義 ...................................296
長野松代総合病院　スポーツ整形外科　松永　大吾

2-P24-4　高等学校および大学の剣道競技における外傷および障害の発生要因に関する検討 .........296
信州大学　総合人間科学系　全学教育機構　廣野　準一

2-P24-5　大相撲力士における外傷調査 
－前十字靭帯損傷術後・半月板損傷術後にリハビリテーションを施行した 
力士の復帰状況および番付の推移－ ................................................................296

苑田会人工関節センター病院　リハビリテーション科　山本　尚史
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11 :55～12 :30
一般演題（ポスター）25：スポーツ外傷・障害調査　5

座長：一戸　貞文（岩手医科大学附属花巻温泉病院整形外科）

2-P25-1　スポーツ患者に特化したデータベース管理システムの開発 .........................................296
北海道社会事業協会　帯広病院スポーツ医学センター　滑川新太郎

2-P25-2　ジュニアエリートテニス選手における 
運動器障害の実態把握およびリスク要因に関する研究 ......................................297

大阪大学大学院　医学系研究科　社会医学講座　環境医学　佐道　准也
2-P25-3　当院を受診したインディアカ外傷,障害の検討 ..........................................................297

市立福知山市民病院　整形外科　金村　　斉
2-P25-4　傷害調査によるスポーツクライミング傷害発生要因の検討 .........................................297

日本クライミング医科学研究会　樋口　拓哉
2-P25-5　学校スポーツ指導者におけるRICE療法の実態調査 ...................................................297

千歳市民病院　整形外科　小林　拓馬
2-P25-6　中高生の体育活動での前十字靱帯損傷例の検討 ―部活動での損傷例と比較して― ........298

いわき市立総合磐城共立病院　安永　　亨
2-P25-7　東京都公立学校教員におけるスポーツ外傷・障害に関わる対応の実態 .........................298

国際武道大学　清水　伸子

14 :30～15 :00
一般演題（ポスター）26：スポーツ外傷・障害調査　6

座長：津田　英一（弘前大学大学院医学研究科医科学専攻リハビリテーション医学講座）

2-P26-1　ヒップホップダンサーの障害発生に関する因子の検討 ................................................298
NPO法人Vifleur　小林　　萌

2-P26-2　リズムダンスにおける障害発生状況と障害予防因子の検討 .........................................298
はくほう会セントラル病院　リハビリテーション科　足立　清香

2-P26-3　トライアスロン大会での傷病発生にはどのような要因が関連しているか ......................299
安房地域医療センター　総合診療科　濱井　彩乃

2-P26-4　大学アルティメットチームへのアンケートによる傷害調査 .........................................299
中京大学大学院　体育学研究科　体育学専攻　中村　祐太

2-P26-5　乗馬の安全管理、乗馬関連事故の解析（２） ...............................................................299
財）服部緑地振興協会　服部緑地乗馬センター　スポーツ医学研究室　池田　卓也

2-P26-6　女子プロバレーボール選手における着地動作に関する研究（第3報） 
―プレー環境（試合・練習）における比較検討― ..............................................299

奈良県立医科大学　医学部医学科　西森万里子
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15 :00～15 :30
一般演題（ポスター）27：コンディショニング

座長：六崎　裕高（茨城県立医療大学）

2-P27-1　スポーツ推薦を主体とした高校男子バスケットボール部の新入生の体力特性について 
―上級生との比較から―................................................................................300

神戸医療福祉専門学校三田校　栗田　剛寧
2-P27-2　障害者アスリートのコンディショニングづくり支援の実践と課題 ................................300

国立障害者リハビリテーションセンター　障害者健康増進・運動医科学支援センター　山下　文弥
2-P27-3　double heel buttock test（DHBT）を用いて骨盤回旋と腰部、 

下肢スポーツ障害との関連検討 ......................................................................300
田中まき整形外科　石田　奈生

2-P27-4　肩屈曲可動性・肩甲骨位置は飛込選手の倒立姿勢に関与する ......................................300
笹本整形外科　リハビリテーション科　折笠　佑太

2-P27-5　高負荷運動によるプラズマサイトイド樹状細胞の活性低下に関連する指標の検討 .........301
キリン株式会社　駒野　悠太

2-P27-6　フットサル選手におけるYo-Yo Intermittent Recoveryテスト ............................301
はなみずき整形外科スポーツクリニック　リハビリテーション科　永瀬　幸美

9:55～10 :30
一般演題（ポスター）28：メディカルサポート　1

座長：入江　一憲（日本体育大学）

2-P28-1　高校男子サッカー選手に対するメディカルサポート ...................................................301
丸の内病院　リハビリテーション部　スポーツサポート班　山室慎太郎

2-P28-2　ウィンターカップ2015高校バスケットボール大会に来場していた 
選手と観客への口腔内外傷に対する認識 .........................................................301

日本大学歯学部附属歯科病院　スポーツ歯科　月村　直樹
2-P28-3　東京マラソン10回のまとめ・医療体制の変遷 ..........................................................302

東京マラソン医療救護対策検討部会　三橋　敏武
2-P28-4　東京マラソン10回のまとめ・救護報告 ...................................................................302

東京マラソン医療救護対策検討部会　三橋　敏武
2-P28-5　市民マラソンのスタート直後の心肺停止（CPA）対策は充分か？ ................................302

大東文化大学大学院　スポーツ・健康科学研究科　太田　　眞
2-P28-6　青少年における前距腓靭帯損傷の発生頻度 ...............................................................302

白河厚生総合病院　リハビリテーション科　樫村　孝憲
2-P28-7　日本テニス代表選手の尿検査による起床～練習開始までの脱水評価 ............................303

京都大学　整形外科　奥平　修三
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10 :30～11 :05
一般演題（ポスター）29：メディカルサポート　2

座長：園田　昌毅（中伊豆リハビリテーションセンター）

2-P29-1　高校空手道選手における障害予防への取り組みと成果 
～メディカルサポートを通じて～ ...................................................................303

臼杵市医師会立コスモス病院　リハビリテーション部　大場　瞬一
2-P29-2　サーフィンでの死亡事故検証と事故を減らすためのルーティーンの提唱 ......................303

医療法人社団俊和会　寺田病院　スポーツ整形外科　湯澤　　斎
2-P29-3　学童期野球選手の年代別球速の特徴と体格との関連性 ................................................303

たちいり整形外科　リハビリテーション科　今田　晃司
2-P29-4　カーリング選手に対するメディカルサポートについて ................................................304

社会医療法人恵仁会　ケイジンスポーツサポートチーム　國分　隆行
2-P29-5　マスターズスイマーのローテーターカフの機能評価とその特徴 ...................................304

国士舘大学　理工学部健康医工学系　地神　裕史
2-P29-6　災害医療システムを応用したトライアスロン大会救護体制構築 ...................................304

奈良教育大学　保健体育講座　笠次　良爾
2-P29-7　社会人女子ホッケー選手における障害調査 ...............................................................304

おかもと整形外科クリニック　相原　一勢

11 :05～11 :40
一般演題（ポスター）30：メディカルチェック　1

座長：石川　知志（豊橋市民病院　リハビリテーション科）

2-P30-1　投球イニング制限を設けることは投球障害予防に有効か ............................................305
あんしんクリニック住吉　リハビリテーション科　米澤　直樹

2-P30-2　少年野球肘検診において肘離断性骨軟骨炎が発見された選手の身体機能的特徴 .............305
帝京平成大学　健康メディカル学部　理学療法学科　吉本　真純

2-P30-3　肩肘の投球障害をスクリーニングする質問紙の開発 ...................................................305
京都工芸繊維大学　来田　宣幸

2-P30-4　股関節内転制限は中学野球肘痛の発症に影響を与える －対照群を用いた前向き調査－ ...305
村上整形外科クリニック　木村健太郎

2-P30-5　肩甲胸郭関節機能が胸郭出口症候群の発症と重症度に与える影響 ................................306
福島県立医科大学　スポーツ医学講座　加賀　孝弘

2-P30-6　少年野球チームに対するメディカルサポート活動報告 ................................................306
イムスグループ高島平中央総合病院　リハビリテーション科　真鍋　　透

2-P30-7　投手の球速に関連する因子の検討 ............................................................................306
丸太町リハビリテーションクリニック　リハビリテーション部　平本真知子
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11 :40～12 :10
一般演題（ポスター）31：メディカルチェック　2

座長：笠次　良爾（奈良教育大学保健体育講座）

2-P31-1　佐賀県サッカー協会におけるオスグッド・シュラッター病調査 ...................................306
百武整形外科・スポーツクリニック　リハビリテーション部　藤　　征光

2-P31-2　Osgood-schlatter病における脛骨粗面部の圧痛と超音波検査との関連性 ................307
百武整形外科病院　リハビリテーション部　角　　栄崇

2-P31-3　サッカークラブ所属発育期学童の下肢検診；経時的サポート ......................................307
京都下鴨病院　膝・肩・スポーツ整形外科　小林　雅彦

2-P31-4　プロフットサル選手の身体的特徴とその変化 ～メディカルチェック結果から～ ............307
はなみずき整形外科スポーツクリニック　リハビリテーション科　安井　健人

2-P31-5　サッカーの育成世代によるカテゴリー間の身体的特徴について ...................................307
東北大学病院　診療技術部　リハビリテーション部門　矢口　春木

2-P31-6　女子プロサッカー選手におけるスポーツ貧血の有病率についての調査 .........................308
大久保病院　スポーツ内科　田中　祐貴

12 :10～12 :40
一般演題（ポスター）32：メディカルチェック　3

座長：大場　俊二（医療法人 大場整形外科）

2-P32-1　大学男子オーバーヘッドスポーツ競技者と非競技者における肩関節可動域の比較 .........308
びわこ成蹊スポーツ大学　スポーツ学部　武内　孝祐

2-P32-2　小中学生野球選手の投球肘障害にする上肢スポーツ障害パフォーマンススコアを用いた調査 ...308
浜脇整形外科リハビリセンター　リハビリテーション科　山沖　裕介

2-P32-3　高校野球選手における心理的ストレスの評価 ............................................................308
福島県立医科大学　整形外科　猪狩　貴弘

2-P32-4　健常バドミントン選手の体幹回旋筋力の左右差 －利き手との関係－ ...........................309
西岡第一病院　リハビリテーション部　山本　泰雄

2-P32-5　全国８地域エリートジュニアテニス選手の柔軟性・可動域調査スポーツ振興くじ(toto) 
助成金対象事業（14歳以下ジュニアテニス選手） .............................................309

JCHO 星ヶ丘医療センター　整形外科　米谷　泰一
2-P32-6　中高生スポーツ選手における貧血の成因 ...................................................................309

西別府病院　スポーツ医学センター　後藤　美奈
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14 :30～15 :00
一般演題（ポスター）33：メディカルチェック　4

座長：松浦　哲也（徳島大学　運動機能外科学（整形外科））

2-P33-1　トップアスリートのメディカルチェックにおける 
競技種目別の運動器障害頻度とリスク評価に関する検討 ...................................309

大阪大学　社会医学講座　環境医学　喜多村祐里
2-P33-2　トップレベルバレーボール選手における、マウスガード装着と 

サーブ球速・ジャンプ最高到達点・重心動揺の関連について .............................310
日本大学歯学部付属歯科病院　スポーツ歯科　好士理恵子

2-P33-3　全日本バレーボールシニア選手の障害調査 ～性差・下肢障害の検討～ ........................310
国立スポーツ科学センター　福田　直子

2-P33-4　競技特異性を考慮したオーダーメイド型メディカルチェックの取り組み  
―現状と課題― ............................................................................................310

宮崎大学医学部　整形外科　長澤　　誠
2-P33-5　メディカルチェックによる柔軟性改善効果の検討 

―2015大阪トレセン(OTTC)におけるオンコート介入の効果についての検討－ ...310
八尾市立病院　整形外科　平松久仁彦

2-P33-6　高校男子サッカー部における新入部員の身体的特徴 ...................................................311
医療法人抱生会 丸の内病院 スポーツサポート班　丸山真結子

15 :00～15 :30
一般演題（ポスター）34：メディカルチェック　5

座長：東　宏一郎（慶応義塾大学医学部スポーツ医学総合センター）

2-P34-1　ノルディック競技ジュニア選手の障害と動的Aテスト・動的Tテストとの関連 ............311
北アルプス医療センターあづみ病院　リハビリテーション科　赤羽　弘泰

2-P34-2　ノルディック競技ジュニア選手における障害と柔軟性及び関節弛緩性の関連 ................311
北アルプス医療センターあづみ病院　リハビリテーション科　齋門　良紀

2-P34-3　冬季国際総合競技大会の派遣前メディカルチェックにおける整形外科プロブレムの検討 311
国立スポーツ科学センター　スポーツクリニック　整形外科　藤木　崇史

2-P34-4　ジュニア競泳強化選手における異なるストリームラインの腰椎角変化 .........................312
長野赤十字病院　リハビリテーション科　小池　　聴

2-P34-5　地方のジュニアスイマーと国内トップジュニアスイマーの身体的特徴の差異について ...312
金沢星稜大学　人間科学部　スポーツ学科　奥田　鉄人

2-P34-6　二次元画像を用いた脊柱アライメント評価法の妥当性検証 .........................................312
北海道大学大学院　保健科学院　石田　優子
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9 :55～10 :20
一般演題（ポスター）35：骨盤・股関節・大腿　1

座長：荻内　隆司（川口工業総合病院）

2-P35-1　当院でのサッカー選手における鼠径部痛症候群を呈した症例の検討 
～足部へのアプローチによる改善が認められた症例～ ......................................312

町田整形外科  リハビリテーション科　立澤　智英
2-P35-2　Groin pain syndromeと外閉鎖筋損傷を併発した高校サッカー選手の1例 

～傷害背景を考慮した治療プログラムの工夫～ ................................................313
北千葉整形外科　鈴木　一世

2-P35-3　股関節回旋角度変化が長内転筋の筋弾性に及ぼす影響 ................................................313
札幌医科大学附属病院　リハビリテーション部　池田　祐真

2-P35-4　筋電図周波数パワースペクトル解析を利用した大腿四頭筋の筋疲労評価方法の検討 ......313
和歌山県立医科大学　リハビリテーション科　村井　昂太

2-P35-5　ハンドボールで発症した小児大腿骨小転子裂離骨折の1例 .........................................313
山口てつ整形外科クリニック　整形外科　山口　　哲

10 :20～10 :50
一般演題（ポスター）36：骨盤・股関節・大腿　2

座長：清水　卓也（中京大学保健センター）

2-P36-1　陸上競技におけるハムストリング肉ばなれ（Sprinting type）の既往と 
股関節の筋形態および機能との関連に関わる横断的考察 ...................................314

中京大学大学院　体育学研究科　徳武　　岳
2-P36-2　骨盤角度変化が股関節伸展動作時のハムストリングス筋活動へ及ぼす影響 ...................314

日本鍼灸理療専門学校 本科　能登　大貴
2-P36-3　走動作遊脚期後半を想定した関節肢位における 

ハムストリングスの剪断弾性率の筋間差 .........................................................314
北海道社会事業協会帯広病院　リハビリテーション科　小林　佑輔

2-P36-4　クラシックバレエによる坐骨結節骨端離開を生じた1例 ............................................314
久野病院　リハビリテーション課　宮田　宜典

2-P36-5　中学生スイマーに発症した転位を伴う大腿骨骨幹部疲労骨折の1例 ............................315
高島平中央総合病院　玉置　大恵

2-P36-6　大腿骨疲労骨折の発生部位別検討 ............................................................................315
公益財団法人スポーツ医・科学研究所　熊澤　雅樹
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10 :50～11 :30
一般演題（ポスター）37：大腿・足

座長：福田　潤（藤沢湘南台病院）

2-P37-1　両脛骨疲労骨折再発例に対してインソールと運動療法が奏功した1例 .........................315
栗原市立栗原中央病院　リハビリテーション科　畠　　英里

2-P37-2　Medial tibial stress syndrome症例におけるトレッドミル走行時の 
膝および股関節運動に対する前・後足部運動の比率 .........................................315

松田整形外科記念病院　リハビリテーション科　奥貫　拓実
2-P37-3　若年者における足関節外反を伴う内果疲労骨折の1例................................................316

神戸大学　整形外科　茨木　一行
2-P37-4　成長期の骨端骨化障害に対するドリリングの有効性 ...................................................316

浜松市リハビリテーション病院　スポーツ医学センター　尾藤　晴彦
2-P37-5　腓骨筋腱滑車による長腓骨筋腱障害を来した3例 ......................................................316

同愛記念病院　整形外科　加藤　拓也
2-P37-6　ショパール関節亜脱臼の診断に難渋した一例 ............................................................316

関東労災病院　スポーツ整形外科　鹿毛　智文
2-P37-7　プロ野球選手に生じた骨破壊を伴う足趾痛風結節に対し外科的加療を行った１例 .........317

横浜南共済病院　スポーツ整形外科　山川　　潤
2-P37-8　バレエ長期経験者の疼痛閾値・足趾機能について ......................................................317

お茶の水女子大学　グローバルリーダーシップ研究所　大竹　祐子

11 :30～12 :10
一般演題（ポスター）38：足関節・アキレス腱

座長：岩本　英明（福岡大学スポーツ科学部）

2-P38-1　超音波検査を用いたメディカルチェックにおける前下脛腓靭帯損傷の既往調査 .............317
帝京大学　スポーツ医科学センター　山本　愛乃

2-P38-2　高校生バスケットボール選手における足関節捻挫の発生状況とその所見について .........317
一般財団法人　大阪府バスケットボール協会　沼澤　　俊

2-P38-3　当院における小児新鮮足関節外果裂離骨折に対する治療経験 ......................................318
公立岩瀬病院　整形外科　橋本　慶太

2-P38-4　足関節外側靭帯損傷に対する鏡視下Brostrom法の治療成績 .....................................318
神戸大学大学院　整形外科　神崎　至幸

2-P38-5　片側ハムストリング腱を用いて両側鏡視下前距腓靱帯・踵腓靱帯再建術を 
施行した1例 ...............................................................................................318

北里大学医学部　整形外科　東山　礼治
2-P38-6　新鮮アキレス腱断裂保存療法にて早期加速リハプロトコールを施行した患者の腱の 

経時的変化について ～MRI検査を用いた計測結果からみえてきたこと～ ...........318
米田病院　永田　和平

2-P38-7　アキレス腱縫合術後の片脚HeelRaiseの高さに影響する因子の検討..........................319
関東労災病院　中央リハビリテーション部　中山誠一郎
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2-P38-8　小児フィギュアスケート選手に生じたアキレス腱周囲炎と膝蓋腱付着部炎の 
２症例における超音波所見と身体的特徴 .........................................................319

多根総合病院　スポーツ整形外科　松村　健一

14 :30～15 :05
一般演題（ポスター）39：足・バイオメカニクス

座長：須田　康文（国際医療福祉大学三田病院整形外科）

2-P39-1　発育期男子サッカー選手における踵部脂肪褥の厚さと体重・体脂肪率の関連 ................319
早稲田大学大学院　スポーツ科学研究科　阿部　　平

2-P39-2　足部内側縦アーチ高と足部内在筋・足部外在筋の筋形態との関係性 ............................319
羊ヶ丘病院　リハビリテーション科　山中　麻由

2-P39-3　中学生男子サッカー選手における異なる蹴り足が軸足アーチ高率に及ぼす影響 .............320
早稲田大学大学院　スポーツ科学研究科　郭　　書寒

2-P39-4　Star Excursion Balance Testにおける足関節周囲筋筋活動と足関節関節角度 ......320
羊ヶ丘病院リハビリテーション科　小田　航平

2-P39-5　膝屈曲位における足部回内が下腿・大腿へ及ぼす影響 ................................................320
北海道大学大学院　保健科学院　千田　周也

2-P39-6　一枚のテープが身体へ及ぼす効果　第2報 ～足部アーチを中心に～ ...........................320
医療法人友和会　鶴田整形外科　平川　信洋

2-P39-7　足関節におけるテーピング・サポーターと比較した 
GONTEX社製「貼足(はったり)」の検討 ......................................................321

善衆会病院　リハビリテーション部　鈴木　拓弥

15 :05～15 :35
一般演題（ポスター）40：トレーニング

座長：渡邊　裕之（北里大学医療衛生学部リハビリテーション学科）

2-P40-1　４種のトレーニング実施時におけるハムストリングス各筋の活動特性の違い ................321
北里大学　一般教育部　小野　高志

2-P40-2　下肢伸展挙上位での四頭筋セッティング ～股関節肢位の違いにおける筋活動の相違～ ...321
百武整形外科病院　松瀬　　携

2-P40-3　階層別Core stability testにおける身体重心動揺についての検討 ...........................321
野崎徳洲会病院　リハビリテーション科　理学療法室　高嶋　厚史

2-P40-4　男子高校野球選手におけるSide Bridge Testと走タイムの関係性 ...........................322
野崎徳洲会病院　リハビリテーション科　板矢　悠佑

2-P40-5　膝前十字靭帯再建術後における筋萎縮と変性 ............................................................322
愛媛医療センター　川道　幸司

2-P40-6　Yo-Yo testと呼気ガス分析指標との関係 －高校男子サッカー選手による検討－ .........322
京都学際研究所附属がくさい病院　運動器スポーツリハビリテーション科　吉田　昌平


