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第３２回日本臨床スポーツ医学会学術集会　配信日程表

11月13日（土）

第1会場 第2会場 第3会場 第4会場 第5会場 第6会場

12：00～13：30

シンポジウム10

難渋するアスリートの運動器障害を
いかに克服するか

座長：熊井 司 菅谷 啓之
演者：西良 浩一 岩堀 裕介

奥脇 透 立石 智彦
前 達雄

15：30～17：00

シンポジウム13

歯科医学的サポートの現状とスポー
ツ・ドクターとの連携

座長：近藤 尚知 柳下 和慶
演者：額賀 康之 立石 智彦

鈴木 浩司 古川 恵

17：00～18：30

シンポジウム14
COVID-19感染禍が子どもたちのスポーツ・
身体活動と運動器に与えた影響と対応

座長：坂本 優子 鎌田 浩史
演者：金澤 良 栃久保奈々

笠次 良爾 中島 亮一
菅野 淳 長阪 裕子

（小児整形外科学会合同シンポジウム）

17：00～18：30

シンポジウム16

生活習慣病とヘルスプロモーション
について、もう一度考える

座長：坂本 静男 鈴木 克彦
演者：澤田 亨 勝川 史憲

田村 好史 牧田 茂
渡辺 尚彦

13：40～15：10

シンポジウム17

脳震盪 SRC managementにおける
videoの活用

座長：荻野 雅宏 佐藤 晴彦
演者：中山 晴雄 川崎 隆之

張 月琳 鈴木 啓太
山田 睦雄

15：10～16：40

シンポジウム18

本邦のスポーツ現場における外傷・
障害サーベイランスシステムの構築
に向けて

座長：奥脇 透 広瀬 統一
演者：真鍋 知宏 半谷 美夏

砂川 憲彦 細川 由梨

14：00～15：30

シンポジウム23

アスリートの下腿・足部過労性骨障害
を知る（Review Session）
座長：熊井 司 杉本 和也
演者：橋本 健史 岡戸 敦男

田中 博史 中村 格子
倉 秀治 松田 匠生

（日本足の外科学会合同シンポジウム）

9:20 配信開始

退室

11:50 配信開始

退室 13:30 配信開始

退室

11:50 配信開始

退室

配信開始

退室

13:50 配信開始

退室

13:30 配信開始

退室
15:00 配信開始

退室
16:50 配信開始

退室

15:20 配信開始

退室

13：40～15：10

シンポジウム2

Tokyo2020+1アンチ・ドーピング

座長：山澤 文裕 山本真由美
演者： Olivier Rabin Yang Yang

山本真由美 杉山 翔一

12：00～13：30

シンポジウム25

再損傷の予防を目指したACL再建術後
の機能評価
座長：相澤 純也
演者：古賀 英之 長尾 雅史

廣幡 健二 石田 知也
笹木 正悟

（日本スポーツ理学療法学会共催シンポジウム）

16:50 配信開始

退室

16:50 配信開始

退室

9:50 配信開始
10：00～11：00

理事長講演
日本のスポーツ医学 ー過去、現在、
未来ー

演者：松本 秀男

退室
10:50 配信開始

11：00～12：00

特別講演1：
スポーツ医学におけるアンチ・ドーピ
ングサイエンス：日本と世界の動向
座長：河野 一郎
演者：鈴木 秀典 Olivier Rabin

退室

9:50 配信開始
10：00～11：00

教育研修講演1

スポーツ現場で必要な法的知識

演者：松本 泰介

退室

13:30 配信開始

退室

13：40～15：10

シンポジウム1

Tokyo2020+1の医事運営

座長：赤間 高雄 大内 洋
演者： David Zideman

Margo Mountjoy

渡部 厚一 柳下 和慶
片寄 正樹 辰村 正紀

8:50 配信開始
9：00～10：00

招待講演1
Tokyo 2020 – The IOC Perspective

演者： David Zideman

退室

17：00～18：30

シンポジウム６
スポーツ活動中の負荷を測る

座長：広瀬 統一 笹木 正悟
演者：広瀬 統一 小山 孟志

山﨑 和也

10:50 配信開始
11：00～12：00

招待講演2
The Legacy of the
Tokyo2020 Olympic
Games Medical Program
演者： Margo Mountjoy

退室

9：30～11：00

シンポジウム３
COVID-19パンデミック下での競技会
運営

座長： 熊井 司 金岡 恒治
演者： 堀野 哲也 岩崎 安伸

田島 卓也 元島 清香
山澤 文裕 中嶋 耕平

17：00～18：30

シンポジウム11

筋腱付着部症としてのスポーツ障害
の病態と対処

座長：西良 浩一 古賀 英之
演者：山崎 哲也 金岡 恒治

仁賀 定雄 絹笠 友則
熊井 司

9:50 配信開始
10：00～10：30 JADAとの協定書調印式
鈴木秀典JADA会長・松本理事長
河野一郎元理事長、元JADA会長講演

退室

8:50 配信開始
9：00～9：30 会長講演
コンディショニングにおける防衛体力
演者：赤間 高雄

日整会 日本医師会

整整 医

整

整 整

整 医
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8:50 配信開始
9：00～9：45

国際委員会からの海外共同企画

演者： Carly Day

退室
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第３２回日本臨床スポーツ医学会学術集会　配信日程表

11月14日（日）

第1会場 第2会場 第3会場 第4会場 第5会場 第6会場

9：30～11：00

シンポジウム22

アスリートのトータルコンディショ
ニング・ガイドラインの果たす役割

座長：久木留 毅 秋本 崇之
演者：渡部 厚一 杉田 正明

近藤 衣美 久保潤二郎
能瀬さやか 河合 純一

15：30～17：00

シンポジウム4

Tokyo2020+1におけるパラリンピック
日本代表選手のサポート

座長：陶山 哲夫 羽田 康司
演者：田島 文博 青木 隆明

門田 正久 上出 杏里

15：30～17：00

シンポジウム24

「アクティブガイド」改定に向けて
～特に有疾患者に焦点を当てて～

座長：澤田 亨 小熊 祐子
演者：澤田 亨 小熊 祐子

齋藤 義信 原藤 健吾
津下 一代

9:20 配信開始

退室

9:20 配信開始

退室

9:20 配信開始

退室11:00 配信開始

退室
12:20 配信開始

退室

11:00 配信開始

退室

15:20 配信開始

退室

13:50 配信開始

退室

配信開始

退室

15:20 配信開始

退室

15:20 配信開始

退室

15:20 配信開始

退室

9：30～11：00

シンポジウム７
スポーツ栄養の最近の話題
～ビタミンD、たんぱく質摂取とコン
ディショニング～
座長：鳥居 俊 鈴木いづみ
演者：齋田 良知 虎石 真弥

田畑 尚吾 清野 隼
(日本スポーツ栄養学会合同シンポジウム)

12：30～14：00

シンポジウム19

労作性熱中症リスク要因を
徹底解剖する

座長：細川 由梨
演者：藤井 直人 天野 達郎

永島 計 田畑 尚吾

15：30～17：00

シンポジウム15

Female Athlete Triad から RED-Sへ

座長：金岡 恒治 細川 由梨
演者：Margo Mountjoy

田口 素子 能瀬さやか
小清水孝子 鳥居 俊

11：10～12：10

シンポジウム5

Beyond 2020+1 ハイパフォーマンスス
ポーツからライフパフォーマンスへ
座長：河野 一郎、赤間 高雄
演者：勝田 隆、久木留 毅

15：30～16：30

ワークショップ1

最近のアンチ・ドーピングの情報

座長：渡部 厚一 鈴木 智弓
演者：渡部 厚一 柳下 和慶

13：00～14：30

シンポジウム21

我が国におけるトレーナー
プロフェッショナリズム

座長：河野 一郎 片寄 正樹
演者：久木留 毅 金岡 恒治

鈴木 岳 広瀬 統一
井澤 秀典

14：00～15：30

ワークショップ2

.WEリーグ開幕、その舞台裏

座長：村上 洋子 今井 純子
演者：貞升 彩 中倉あかね

大伴 茉奈

（女性メディカルスタッフ支援部会）

9：30～11：00

シンポジウム8

睡眠・生体リズムとスポーツ

座長：西多 昌規 佐藤 誠
演者：塩田 耕平 星川 雅子

門間 貴史 鯉川なつえ
山本 宏明 佐藤 誠

11：10～12：40

シンポジウム９
ストレングストレーニングを通じた
外傷・障害予防

座長：山下 大地 平山 邦明
演者：岡田 隆 木戸 陽介

川上 泰雄

12:50 配信開始

12：30～14：00

シンポジウム20

スポーツ中の重大事故調査の重要性

座長：山澤 文裕 高澤 祐治
演者：小松 孝行 藤谷 博人

宮崎 誠司 濱井 彩乃
真鍋 知宏

12:20 配信開始

退室

8:50 配信開始
9：00～10：00

基調講演
レガシーの継承

演者：河野 一郎

退室

12:50 配信開始
13：00～14：00

教育研修講演2

スポーツ医学研究実施にあたっての倫理
的留意事項：倫理審査委員会とその対応

演者：河原 直人

退室

11:20 配信開始
11：30～12：30

教育研修講演３
オリンピックと疫病

演者：真田 久

退室

9:50 配信開始
10：00～11：00

特別講演２
脊椎・脊髄のスポーツ傷害
―腰痛から脊髄損傷まで―

演者：山下 敏彦

退室

整 医

整 医

整 医

整 医

日整会 日本医師会整 医
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13：20～14：50

シンポジウム12

腸から考えるコンディショニング

座長：鈴木 克彦 秋本 崇之
演者：宮地 元彦 矢野 博己

枝 伸彦 清水 和弘
鈴木 克彦

13:10 配信開始

退室
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