
プログラム

1日目　7月22日（土）　第1会場　メインバンケットホール「長野」

 9:55～ 10:55　大会長基調講演
「根拠に基づくアスレティックトレーニング（EBAT）の推進に向けて
－経験・科学・人・組織と実践における輪の力－」
講師：木村 貞治（信州大学）
司会：小林 寛和（日本福祉大学）

11:00～ 12:00　特別講演 1
「アスレティックトレーニングの過去と未来　
－スポーツドクターの立場から－」
講師：福林 徹（東京有明医療大学）
司会：山本 利春（国際武道大学）

12:10～ 13:10　ランチョンセミナー 1　（共催：大塚製薬株式会社）
「選手育成における各スタッフ間の情報共有の実例
－ランニング、フィジカル（ストレングス）、コンディショニングを中心に－」
講師：大後 栄治（神奈川大学人間科学部　教授　
　　　　　　　　　　　　　　同　　　　　陸上競技部　監督）

13:20～ 14:10　一般演題（口述発表）1：スポーツ外傷・障害、救急処置
座長：坂本 雅昭
01　 膝 ACL 再建術後の筋力とバランス能力回復の関係

浦辺 幸夫1）、小宮 諒1）、竹内 拓哉1）、山本 圭彦1）2）、沼野 崇平1）、前田 慶明1）

1）広島大学大学院医歯薬保健学研究科、2）リハビリテーションカレッジ島根
02　 野球選手における足部の特性と肩・肘関節障害の関連性に対する検討

安田 良子1）、篠原 靖司2）、伊坂 忠夫2）、熊井 司3）、小柳 好生4）

1）立命館大学大学院　スポーツ健康科学研究科、2）立命館大学　スポーツ健康科学部、
3）早稲田大学スポーツ科学学術院、4）武庫川女子大学　健康・スポーツ科学部
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03　 成長期サッカー選手における足部形態の特徴とバランス能力－足関節捻挫既往の有
無による比較－
村田 健一朗1）2）、広瀬 統一3）

1）八王子スポーツ整形外科リハビリテーションセンター、2）早稲田大学大学院スポーツ科学研究科、
3）早稲田大学スポーツ科学学術院

04　 陸上競技において発生する high-speed running type のハムストリング肉ばなれと
股関節周囲筋の機能および形態との関連
徳武 岳1）、倉持 梨恵子1）2）、村田 祐樹2）、清水 卓也1）2）

1）中京大学大学院体育学研究科、2）中京大学スポーツ科学部
05　 学校運動部活動顧問のスポーツ事故に関する知識およびその関連要因の検討

大見 卓司1）、倉持 梨恵子2）、村田 祐樹2）

1）中京大学大学院体育学研究科、2）中京大学スポーツ科学部

14:20～ 15:10　一般演題（口述発表）2：検査・測定と評価
座長：竹村 雅裕
06　 大学サッカー選手における腰痛の有無による両下肢挙上運動時の体幹安定化能力の

特徴
大江 厚1）、藤竹 俊輔1）、藤高 紘平2）、本城 邦晃3）、立入 久和4）、立入 克敏4）

1）たちいり整形外科リハビリテーション科、2）貴島病院本院付属クリニック、
3）済生会京都府病院整形外科、4）たちいり整形外科

07　 A Comparison of Kerlan-Jobe Orthopaedic Clinic （KJOC） Scores for Baseball 
Players with Scapular Dyskinesis between Pre- and Post-Season
Kylie Sakino1）、 Masaaki Tsuruike1）、 Norikazu Hirose2）

1） Department of Kinesiology, San JoséState University, California USA，
2） Faculty of Sport Sciences, Waseda University, Tokyo JAPAN

08　 超音波画像診断装置を使用した足部内側縦アーチ高測定の妥当性について
～X線画像との比較～
篠原 博1）、堀 愛琳郁1）、小幡 太志1）、小林 正典1）、浦辺 幸夫2）

1）宝塚医療大学保健医療学部理学療法学科、2）広島大学大学院医歯薬保健学研究院
09　 尺側手根屈筋の収縮は肘外反ストレスを減らせるか？

志保澤 卓成1）、青山 倫久2）、竹内 大樹2）、関 賢一3）、平田 正純4）

1）AR-Ex 尾山台整形外科東京関節鏡センターリハビリテーション科、
2）アレックスメディカルリサーチセンター、3）有限会社Body Conditioning Factory、
4）AR-Ex 尾山台整形外科　東京関節鏡センター　整形外科

10　 超音波診断装置を用いて行う四つ這い対側上下肢挙上動作の多裂筋の筋活動調査
神長 涼1）、竹内 大樹2）、青山 倫久2）、関 賢一3）、吉原 潔1）

1）アレックス脊椎クリニック、2）アレックスメディカルリサーチセンター、
3）有限会社Body Conditioning Factory
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15:20～ 16:10　一般演題（口述発表）3：トレーナー教育、コンディショニング
座長：小柳 好生
11　 大学生のトレーナー活動を受けた経験及び期待するトレーナー活動に関する記述疫学

柴田 陽介
浜松医科大学医学部健康社会医学講座

12　 Information Communication Technology を活用したアスレティックトレーニング教
育の取り組み
篠原 純司
九州共立大学　スポーツ学部

13　 膝関節屈曲角度の変化に伴う膝関節伸展等尺性収縮時の大腿四頭筋における運動前
反応時間の変化
生田 啓記1）2）、井尻 朋人1）、谷 万喜子3）、鈴木 俊明3）

1）医療法人　寿山会　喜馬病院、
2）株式会社　三輪　健康スタジオキラリ・kirari 鍼灸・マッサージ院、
3）関西医療大学大学院　保健医療学研究科

14　 日本人大学ラグビープレーヤーの身体計測データと現場での活用
岩本 紗由美1）、太田 千尋2）、高田 和子3）、Patria Hume4）、香川 雅春5）

1）東洋大学・ライフデザイン学部、2）慶應義塾體育會蹴球部、
3）国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所　栄養疫学・食育研究部、
4）Auckland University of Technology, Sport Performance Research Institute New Zealand、
5）女子栄養大学、栄養科学研究所

15　 静的ストレッチングによる筋力減少に対する対策の検討
山本 圭彦1）2）、浦辺 幸夫2）、前田 慶明2）

1）リハビリテーションカレッジ島根、2）広島大学大学院医歯薬保健学研究科

16:10 ～ 16:50　企業プレゼンテーション・企業展示

16:50～ 17:50　特別講演 2
「Athletic Training & Beyond　－スタンフォード大学における組織力と
リーダーシップから見る日本のアスレティックトレーニングの展望－」

講師：山田 知生（Stanford University）
司会：中村 千秋（早稲田大学）
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1日目　7月 22日（土）　第2会場　国際会議場　「浅間A/B」

12:10～ 13:10　ランチョンセミナー 2　（共催：伊藤超短波株式会社）
「物理療法は武器になる－ベストパフォーマンスを引き出すための
コンディショニング術－」
講師：村上 里恵子（伊藤超短波株式会社メディカル事業部スポーツ事業推進事務局）

18:00～ 20:00　レセプション　国際会議場「浅間B/C/D/E」
 

1日目　7月22日（土）　第3会場　メインバンケットホール　「桜」

13:20～ 14:10　一般演題（ポスター発表）1
座長：石山 修盟
16　 7 人制ラグビー競技における携帯型GPSを利用した審判の移動距離

藤田 英二1）、杉山 凪沙2）、山本 正嘉1）

1）鹿屋体育大学・スポーツ生命科学系、2）鹿屋体育大学武道課程
17　 大学テニス選手における前十字靭帯損傷保存療法によるゲーム復帰までの症例報告

岩本 紗由美1）、金森 章浩2）

1）東洋大学・ライフデザイン学部、2）筑波大学・整形外科
18　 体育学部を有する大学においてAT教育を受けた学生の卒業後の活動に関する一考察

花岡 美智子1）3）、宮崎 誠司2）3）

1）東海大学・体育学部競技スポーツ学科、2）東海大学・体育学部武道学科、
3）東海大学スポーツ医科学研究所

19　 肩関節障害を有する剣道選手の競技復帰に向けた
アスレティックリハビリテーションの一症例
清水 伸子1）、山本 利春1）、笠原 政志1）、岩切 公治2）、服部 惣一3）

1）国際武道大学体育学部体育学科、2）国際武道大学体育学部武道学科、
3）亀田メディカルセンター・スポーツ医学科

20　 高校ウエイトリフティング選手の傷害調査
阿部 裕一
長野保健医療大学

2日目　7月23日（日）　第1会場　メインバンケットホール「長野」

8:15～ 9:15　モーニングセミナー
教育講演：「スポーツ現場における実践研究入門」
講師：山本 正嘉（鹿屋体育大学）
司会：岩本 紗由美（東洋大学）
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9:20 ～ 10:20　指定演題：傷害調査
座長：片寄 正樹
21　 本邦における学校現場のスポーツ活動を対象とした外傷・障害調査のシステマティッ

クレビュー
砂川 憲彦1）、永野 康治2）、原田 長1）、土屋 篤生1）、津賀 裕喜1）、泉 重樹3）、小粥 智浩4）、
笠原 政志5）、倉持 梨恵子6）、河野 徳良7）、小柳 好生8）、佃 文子9）、広瀬 統一10）、山本 利春5）

1）帝京平成大学現代ライフ学部、2）日本女子体育大学体育学部、3）法政大学スポーツ健康学部、
4）流通経済大学スポーツ健康科学部、5）国際武道大学体育学部、6）中京大学スポーツ科学部、
7）日本体育大学体育学部、8）武庫川女子大学健康・スポーツ科学部、
9）びわこ成蹊スポーツ大学スポーツ学部、10）早稲田大学スポーツ科学学術院

22　 高校野球選手におけるスポーツ傷害発生状況の詳細
－アスレティックトレーナーによる実態把握の取り組み－
坂田 淳1）3）、窪田 智史1）、青山 真希子1）、鈴川 仁人1）、花木 祐真2）、広瀬 統一4）

1）横浜市スポーツ医科学センター、2）横浜商業高等学校、3）早稲田大学大学院、
4）早稲田大学スポーツ学術院

23　 体操競技と前十字靭帯損傷との関連性～アンケート調査結果から～
山田 亮治1）、竹内 大樹1）2）、青山 倫久2）、岡部 宏行1）、平田 正純3）、山田 祐子3）、林 英俊3）

1）都立大整形外科クリニック　AR-Ex スポーツメディカルグループ　リハビリテーション科、
2）アレックス　メディカルリサーチセンター、
3）都立大整形外科クリニック　AR-Ex スポーツメディカルグループ　整形外科

24　 大学ラグビーにおける FMSスコアと傷害発生数との関係（後ろ向き調査）
増田 雄太1）2）、広瀬 統一3）

1）國學院大學ラグビーフットボール部、2）早稲田大学スポーツ科学研究科、
3）早稲田大学スポーツ科学学術院

10:30～ 11:20　一般演題（口述発表）4：トレーナーサポート、事例報告、その他
座長：赤羽 勝司
25　 後発開発途上国におけるスポーツ医科学支援の現状と課題

～カンボジア王国のジュニアユースサッカー大会の救護経験から～
中村 浩也
プール学院大学・教育学部

26　 当院における膝前十字靭帯再建術後のメディカルフィットネス部門の取り組み
稲川 祥史1）、岩城 久雄1）、佐藤 正裕1）2）、山本 友里恵2）、山口 徹3）、間瀬 泰克3）

1）八王子スポーツ整形外科メディカルフィットネス部門、
2）八王子スポーツ整形外科リハビリテーションセンター、3）八王子スポーツ整形外科

27　 股関節内転動作による腹壁筋群の筋収縮が肩関節の発揮筋力に及ぼす影響
佐藤 桃子1）、倉持 梨恵子1）2）、清水 卓也1）2）、村田 祐樹2）

1）中京大学大学院体育学研究科、2）中京大学スポーツ科学部
28　 地域特性を活かしたアスリート支援環境整備に向けた取り組みの現状と展望

半田 秀一1）、岡田 真平2）、佐藤 照友旭3）、武藤 芳照4）

1）東御市立みまき温泉診療所、2）公益財団法人身体教育医学研究所、3）東御市役所企画政策係、
4）日体大総合研究所
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11:30～ 12:30　ランチョンセミナー 3（共催：グランメイト株式会社）
「トレーナーに役立つスキンケアの知識」
講師：上田 由紀子（ニュー上田クリニック
　　　　　　　　　　国立スポーツ科学センターメディカルセンター）

12:40～ 14:10　シンポジウム
座長：金岡 恒治（早稲田大学）
「水泳ナショナルチームの現場から見たアスレティックトレーニングの輪の力
－経験・科学・人・組織と実践をどのように繋ぐか－」
「①チームドクター・医事委員長の立場から」

講師：金岡 恒治（早稲田大学）
「②アスレティックトレーナーの立場から　1．日本水泳トレーナー会議代表　2．シンクロナイズドスイミ
ングトレーナーとして」
講師：加藤 知生（桐蔭横浜大学）

「③競泳ナショナルチームにおけるアスレティックトレーナーの立場から」
講師：桑井 太陽（（㈱サンイリオス・インターナショナル）

「④水球ナショナルチームにおけるアスレティックトレーナーの立場から」
講師：岡田 隆（日本体育大学）

14:10～ 14:20　閉会式

2日目　7月23日（日）　第3会場　メインバンケットホール　「桜」

10:30～ 11:20　一般演題（ポスター発表）2
座長：杉山 ちなみ
29　 着地動作でのスリップリスクとの関連因子の検討

藤堂 庫治
信州リハビリテーション専門学校

30　 大学サッカー選手におけるハーフタイムの過ごし方が後半の運動パフォーマンスに
及ぼす影響
笠原 政志、西園 聡史、西山 侑汰、山本 利春
国際武道大学

31　 スポーツ選手の鼠径部痛における長内転筋腱付着部損傷例の検討
二瓶 伊浩1）、仁賀 定雄1）、牧野 孝成1）、萬田 雅1）、竹原 良太朗1）、今村 省一郎1）、
入江 美友梨1）、吉田 博子1）、鈴木 陽介1）、村木 亮子1）、森 大志1）、世良田 拓也1）、
深谷 昂平1）、大町 聡1）、畠中 陽介1）、草場 優作1）、飯園 翔太1）、小林 知里1）、鈴木 薫1）、
畑中 仁堂2）

1）JIN 整形外科スポーツクリニック、2）じんどう整骨院アスリート
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32　 足関節機能的不安定性を有する者への足関節周囲の筋力トレーニングが運動
パフォーマンスに及ぼす影響　～足関節外反筋力の優劣に着目して～
西山 侑汰1）、山本 利春2）、笠原 政志2）

1）国際武道大学、2）国際武道大学体育学部
33　 ジュニア世代体操競大会における外傷調査

佐藤 三菜子1）、日高 宏一郎2）、竹内 大樹3）、青山 倫久3）、小西 裕之5）、山田 祐子4）、林 英俊4）

1）都立大整形外科クリニック　AR-Ex スポーツメディカルグループ　リハビリテーション科、
2）AR-Ex 尾山台整形外科　東京関節鏡センター　リハビリテーション科、
3）アレックスメディカルリサーチセンター、
4）都立大整形外科クリニック　AR-Ex スポーツメディカルグループ　整形外科、
5）有限会社　Body Conditioning Factory
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