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第50回第50回
青森県スポーツ医学研究会青森県スポーツ医学研究会

13：00～13：0513：00～13：05開 会 挨 拶
13：05～14：0013：05～14：00一 般 演 題
14：00～16：00
1111111113333：3：00005555～～111111105～14444444：4：00000題
111111114444444：：0000000000～～～～11111116666：：000014：00～16：00シンポジウム1

女性アスリート外来を経験して―整形外科医の立場から―女女女女女女女女女女女女女女女性性性性性性性性アアアアアアアアアアアアアアアアアアアアスススススススススススススス女性アスリート外来を経験して―整形外科医の立場から―

現地開催とWeb開催のハイブリット型で
開催いたします。

開 会 挨 拶 11111111333：3：000000000～～111111100～1333：3：00005555505拶

トトト型型ででトト型型でででで
開催いいいたたししまままますすすすす。。
現地開催とWeb開催のハイブリット型で
開催いたします。

女性アスリートの健康をサポートする
00000000000
00000000000 女性アスリートの健康をサポートする

弘前大学大学院医学研究科整形外科学講座　助教　藤 田  有 紀  先生
ススススススススススススススリリリリリリリリリリリリートトトトトトトトトトトトトトトトトトトト外外外外外外外外外外外外来来来来来ををををををを経経経験験験ししししししししししししししししししししスリート外来を経験してててててててててててててててて―て―整整形形形形形形外外外外外外外外外外外外科科科科科科科科科科医医のののの立立場場場場場かかかかかかかかかかかかかか整形外科医の立場かららららららららら―――外外外外外外外外外来来来来来来をををを経経経経経験験験しししししししししししししししししししし外来を経験しててて 整整整形形形外外外外科科医ののののの立立立立立立立立立立場場場場かかかかかかかかかか整形外科医の立場からららららららららら

弘前大学大学院医学研究科整形外科学講座　助教　藤 田  有 紀  先生

座長　弘前大学大学院医学研究科整形外科学講座　教授　石 橋  恭 之  先生

女性アスリート外来を経験して―産婦人科医の立場から―
弘弘弘前大大大大学学学大大大大学学学院医学学学学学研研研研究究科科整形形形外外科科学学学講座座　助助助助教教弘前大学大学院医学研究科整形外科学講座　助教弘弘弘前前前前大大大大大大学学学大大大大大学学学院院医学研究究究科科整整形形外外科科学講講座座座座 助助助助教教教教教弘前大学大学院医学研究科整形外科学講座 助教 藤藤藤 田田  有有有有有有有有有有有有有有藤 田  有藤藤藤 田田 有有有有有有藤 田 有 紀紀紀紀紀紀紀紀紀紀紀紀紀紀紀 先先先生生先生先先先先先先先先生生生生生生生生生生生先生

女女女女女女女女女女女女女女女性性性性性性性アアアアアアアアアアアアアアアアアアアアスススススススススススススス女性アスリート外来を経験して―産婦人科医の立場から―
弘前大学大学院医学研究科産婦人科学講座　助教　大 石  舞 香  先生

ススススススススススススススリリリリリリリリリリリリリートトトトトトトトトトトトトトトトトトトト外外外外外外外外外外外外来来来来来ををををををを経経経経経験験験ししししししししししししししししししししスリート外来を経験してててててててててててててててて―て―産産産産産婦婦婦婦人人人人人人人人人人人人人人人人科科科科科科科科科科医医ののののの立立立立立立立立立立場場場場場かかかかかかかかかかかかかか産婦人科医の立場かららららららららららら―――
弘弘弘前前前前大大大大大大学学学大大大大大学学学院院医学学学学研研研究究究科科科産産婦婦婦人人人人人人科科科学学講弘前大学大学院医学研究科産婦人科学講座　助教　大 石  舞 香  先生

日整会認定専門医資格継続単位【2】【4】（S）

講講座座座座　助助助助教教教教教講座　助教 大大大大大大大大大大大大大大大大大 石石石石石石 舞舞舞舞舞大 石 舞 香香香香香香香 先先先先先先先先生生生生生生生生生生生先生
【4】4】4（S（S（S（（（（ ））））））））【444】4】（（（（（S（S（S））））））））日整会認定専門医資格継続単位【2】【4】（S）

16：00～16：2016：00～16：20総会および休憩

16：20～16：30
111111111666：：6：000000000～～～111111100～1666：6：20000020休憩

16：20～16：30久光製薬㈱製品紹介

16：30～18：30
111111116666：6：2222000000～～111111120～1666：6：33333紹介

111111116666：3333000000～～11111111888：333316：30～18：30シンポジウム2 パラアスリートの可能性
33300000030
333300000030 パラアスリートの可能性

座長　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　教授　津 田  英 一  先生

パラスポーツの医科学サポート
ハビリテー座座長　弘弘前前大大大学学大大学学院医院医医学学研研究究科科リハリハハビビリリテテーーシショ

パパパパパパパパパパパパパパパパパパラララララララララススススススススススススポポポポポポポポポポポポポポポポーツツツツツツツツツツパラスポーツの医科学サポート
明野中央病院リハビリテーション科　科長　指 宿  　 立  先生

ツツツツツツツツツツツツツツツツツのののののののののの医医科科科科科科科科科科学学学学学学学学学学学学学学学学学学サササササササササササササササポポポポポポポートトトトトトトトトトトトトトトトトトトトツの医科学サポートののの医科科学学学サササササササササポポポポポポポポポポポポポポポポ トトトトトトトトトトトトトトトトトトトトト医科学サポ ト
明明明明明野野野野野中中中中中中央央央央央央病病病病病病院院リリリハハハハハハハハハハビビビリリリテテテテテテテテテテテテテテテテテーシシシシシシシシショョ明野中央病院リハビリテーション科　科長　指 宿  　 立  先生

日整会認定専門医資格継続単位【2】【13】（Re）

ョンンンンンンンン科科科　　　科科科科長長長ョン科　科長ョョョ 指指指指指指 宿宿宿宿宿宿指 宿 立立立立立立立立立立立立立 先先先先先先先先生生生生生生生生生生生先生
31313】（（（（（（（（ReReReRe））））））））日整会認定専門医資格継続単位【2】【13】（Re）

パラリンピックブレイン―脳の可塑性と再編可能性―

明明明明明明明野野野野野野野中中中中中中中中央央央央病院院リリリ リリリリテテテテテテテテテテテテテテテテテテ シシシシシシシ明野中央病院リ リテ シ 科科科科 科科科科科長長科 科長 指指指 宿宿宿宿宿宿宿宿  　指 宿 立立立
整整日整日整整整会会会会会会認会認会認定専定専定専定専定専門医門医門医門門門門門門 資格資格資格資格格継継続継続継続単位単位単位単位単位単位【22】【【【【1111日整会認定専門医資格継続単位【2】【1

パパパパパパパパパパパパパパパパパパララララララララララララララリリリリリリリンンンンンンンンンパラリンピックブレイン―脳の可塑性と再編可能性―
東京大学大学院総合文化研究科・教養学部　教授　中 澤  公 孝  先生

ンンンンンンンンンンンンンンンンンピピピピピピピピピピピピピピピッッッッッッッッッッッックククククククククククククククククククブブブブブブブブブブブブブブブブレレレレレレレレレレレレレレレレレレイイイイイイイイイイイイイイイイイイインピックブレイクククククククククククククククククブブブブブブブブブブブブレレレレレレレレレレレレレレレレレレレイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイクブレインンンンンンンンンンンンンンンンンンンン―ン―ンンンンンンンンンンンンンン―ン―脳脳脳のののののののの可可可可可可可可可可可可可可可塑脳の可塑脳脳脳脳ののの可可塑塑脳の可塑塑性性とと再再再再再再編編可可可可可可可可可可可可可能能塑性と再編可能塑塑性性性性性性性性性性性性性ととととととととととととと再再編編可能能塑性と再編可能性性性性性性性性性性性性性性性性性性――――――
東東東東京京京京大大大大大学学学学大大大大大学学学院院総総総総合合合合合文文文文文化化化化研研究究究科科科科・・教教教教養養東京大学大学院総合文化研究科・教養学部　教授　中 澤  公 孝  先生

日整会認定専門医資格継続単位【8】【13】（Re）

養養学学学学部部部部部部　　教教教教授授授養学部　教授 中中中中中中中中中中中 澤澤澤澤 公公公公公公公公公公公公公公公公公中 澤 公 孝孝孝孝孝孝孝孝 先先先先先先先先先生生生生生生生生生生生先生
日整会認定専門医資格継続単位【8】【13】（Re）

※シンポジウム1・2は日本スポーツ協会公認スポーツドクター資格更新研修となっております。

中中中中中中中中中中中中中中中中中中 澤澤澤澤澤澤澤澤  公公公公公中 澤  公 孝孝孝孝孝孝孝孝孝孝孝孝孝孝孝孝 先先先生生先生
日整日整会認会認 専専定専定専門医門医門医門門門門門門 資格資格資 継続継続単位単位単位単位単位単単 【8】【】【【【13131313】（（（（（（（（ReReReRR ））））））））日整会認定専門医資格継続単位【8】【13】（Re）整整整日整日整会会会会認会認会認会認定専定専定専定専門医資格資格資格格格継続継続継続継続単位単位単位単位位【8】【11日整会認定専門医資格継続単位【8】【1

ってってってってってってってってっておりおりおりおりおりりますますますますすすすす。。※シンポジウム1・2は日本スポーツ協会公認スポーツドクター資格更新研修となっております。

女性アスリートの健康―トップアスリートの経験から―

弘弘弘弘前大大大大大学学学大大大大大学学学院医医学学学学学学研研研研究究科科産婦婦人人人人科科学学学講弘前大学大学院医学研究科産婦人科学講講座座 助助助助教教講座 助教 大大大大大大大大大大大大 石石石石石石石石石石石石石石  舞舞舞舞大 石  舞 香香香香香香香香香香香 先先先
日整日 会認会認定専定専定専専門医門医門医門門門門門門 資格資格資格継続継続継続単位単位単位単位単位単位【2】【日整会認定専門医資格継続単位【2】【整日整日整日整整会会会会会認会認会認定専定専定定専門医資格資格格格格継継続継続継続単位単位位位位【【2】【日整会認定専門医資格継続単位【2】【

女女女女女女女女女女女女女女女性性性性性性性性女女女女女女女女女女女女性性性性性性アアアアアアアアアアアアアアアアアアアアススススススススススススススリリリリリリリリリリリリリースススススススススススススリリリリー女性アスリートの健康―トップアスリートの経験から―
順天堂大学スポーツ健康科学部　准教授　室 伏  由 佳  先生

666：6：2220000020

ートトトトトトトトトトトトトトトトトトトのののののののののの健健健ートの健トトトトトトトトトトトトトトトトトトトト 健健健健健健ト 健ートトトトトトトトトトトトトトトトトトトトのののののののののののの健健健健ートの健康康康―康―康康康康康康康―康―トトトトトトトトトトトトトトトトトトトッッッッッッッッッッッッッッッッププププププププププププププププアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアススススススススススススススリリリリトップアスリトトトトトトトトトトトトトトトトトトトト ププププププププト プトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトッッッッププププププププププププアアアアアアアアアアアアアスススススススススススススリリリリトップアスリリリリリリリリリリリリリリリートトトトトトトトトトトトトトトトトトトのののののののののの経経経経験験験かかかかかかかかかかかかかかリートの経験かトトトトトトトトトトトトトトトトトトトト 経経経経経経経験験験験験験験験かかかかかかかかかかト 経験かリリートトトトトトトトトトトトトトトトトトトトのののののののののののの経経経経験験験験験験かかかかかかかかかリートの経験かららららららららららららららららららららららららららららら―――――
順順順天堂堂堂堂大大大大大大学学学学スススススポポポポポポポポーツツツツツツ健健健康康科科学学学学順順天天天天堂順天堂大学スポーツ健康科学部　准教授　室 伏  由 佳  先生

日整会認定専門医資格継続単位【2】【13】（S）

部部部部部　　准准准准教教授授授部　准教授 室室室室室 伏伏伏伏伏伏伏伏伏伏伏  由由由由由由由由由室 伏  由 佳佳佳佳佳佳佳佳佳佳佳佳 先先先先先先先先生生生生生生生生生生生先生先先先先先先先先先先
日日整会認会認定専専定専定専門医門医門医門医門門門門門門 資格資格資格継続継続継続単位単位単位単位単位単位単位【【2】【【【【1313131313】（】（（（（（（（S）S）S）S）S））））整日整日整日整整整会会会会会会認会認会認定専専定専定専門医資格資格格格格継継続継続継続単位単位単位位位位【【2】【【1日整会認定専門医資格継続単位【2】【13】（S）

参加費：2,000円
現現地開催ととととWebbbb開開催催ののハハハハハハハハイイイイイイイイイイイイイイイイブブブブリリットトトトト現地開催とWeb開催のハイブリットWeb開催ののハハハハハハイイイイイブブブブブブブリリリリッッットトトトWeb開催のハイブリット
開催いいたしししししししししま開催いたしまますす。。ます。

参加費：2,000円

日　時：2022年9月3日（土）　13：00～日　時：2022年9月3日（土）　13：00～
会　場：ねぶたの家　ワ・ラッセ　「イベントホール」　青森県青森市安方1-1-1

参参参参参参参参加加加費費費費費：：参加費：2222,,000000000000000002,000円円円円円円円円円円円円参参参参参参参参参参加加加加加費費費費費参加費 22222222 000000000000000000002 000円円

日日　時時時時時時時：：日　時：222222220000022222222222022年年年年年年年年年年年年年年年年年999999999月月月月月月月33333333日日（（（（（（（土土土土土土土土土土土））））））））））　　日（土） 11111111111333333313：：0000000000000000000～～～～～～
会会会会会会会会会会会会会会会会会会　場場場場場場場場場場場場：：ねねねねねねねねねねねねねぶぶぶぶぶぶぶぶぶぶぶぶぶぶたたたたたたたたたたたたたたたたののののののののののの家家家家家　ワワワワワワワワワワワワワワワワワワ・・・ ルルルルルルルルルルルルルルルルルルルラララララララララララララララララ セセセセセセセセセセセセセ 「「イイイイイイイイイイイイイイイイイイイイベベベベベベベベベベベベベンンンンンンンンンントトトトトトトトトトトトトトトトトトトトホホホホホホホホホホホホ 」」」」」」」」」」」」」」」」」会　場：ねぶたの家　ワ・ラッセ　「イベントホール」　青森県青森市安方1-1-1
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