
日本運動器SHOCK WAVE研究会 学術集会　SHOCK WAVE JAPAN 2022

テーマ： なぜ体外衝撃波治療を選択するのか？‐SHOCK WAVEをもう一度理解する‐

日整会単位対象講演、JOSST認定単位対象講演

開始時間 終了時間 時間 プログラム 演題 演者 所属 座長 所属

9:30 9:35 5 金森 章浩　先生 筑波大学　医学医療系　スポーツ医学　講師

9:35 10:35 60 教育研修講演 体外衝撃波治療のA to Z ～基礎と臨床エビデンス2022～ 高橋 謙二　先生
医療法人社団 紺整会 船橋整形外科病院 スポーツ医学・関節センター 下肢部門　部

長
熊井 司　先生 早稲田大学　スポーツ科学学術院　教授

10:35 10:50 15

10:50 11:05 15 新たな疾患への挑戦Ⅰ　肘離断性骨軟骨炎に対する応用の可能性 松浦 哲也　先生 徳島大学病院　リハビリテーション部 教授

11:05 11:20 15 新たな疾患への挑戦Ⅱ　小児痙縮に対する応用の可能性 吉田 清志　先生 こどもとかぞくの整形外科よしだクリニック  院長

11:20 11:35 15 新たな疾患への挑戦Ⅲ　皮膚創傷に対する応用の可能性 村上 秀孝　先生 医療法人 鷹ノ羽会 村上外科病院 院長

11:35 11:50 15 新たな疾患への挑戦Ⅳ　筋疲労に対する応用の可能性 岩山 亜里奈　様 早稲田大学大学院 スポーツ科学研究科

11:50 12:05 15

12:05 12:25 20 海外におけるESWTアップデートⅠ Prof. Daniel Moya, MD
Department of Orthopaedic, Servicio de Ortopedia y Traumatología, Hospital Brit

ánico de Buenos Aires, Argentina

12:25 12:45 20 海外におけるESWTアップデートⅡ Prof. Dr. med. Ludger Gerdesmeyer
Department of Orthopaedic surgery and Traumatology, University of Kiel,

Germany

12:45 13:05 20 海外におけるESWTアップデートⅢ Dr. Kwangsun Park Seoul Sun Orthopedics Clinic, South Korea

13:05 13:45 40

5 骨軟骨損傷に対する体外衝撃波治療は組織修復を促進する 岩瀬 穣志 先生 徳島大学病院 整形外科

5 成長期野球選手の上腕骨小頭離断性骨軟骨炎に対する体外衝撃波治療の可能性 琴浦 義浩 先生 京都中部総合医療センター 整形外科

5 上腕骨外側上顆炎におけるMRI所見と集束型体外衝撃波療法の治療成績の関連 横山 賢二 先生 徳島大学病院 整形外科

5 上腕骨外側上顆炎に対する体外衝撃波治療の効果とMRI所見の比較 稲垣 健太 先生 千葉大学医学部附属病院 整形外科

5 肩関節水平屈曲、内旋可動域に対するRadial Pressure Waveとストレッチの効果の比較検討 宮内 秀徳 先生 船橋整形外科クリニック 理学診療部

5 思春期腰椎分離症に対する集束型体外衝撃波治療 村瀬 熱紀　先生　⇒　島本 将宜　先生　に変更 かすがい関節・スポーツ整形外科　いたみのクリニック 整形外科

14:20 14:30 10

5 当院における若年アスリートの膝周囲障害に対する収束型体外衝撃波治療 佐々木 和広 先生 悠仁会 羊ヶ丘病院 リハビリテーション科

5 半月板変性断裂に対する体外衝撃波療法の治療効果について（ヒトを対象とした臨床試験） 橋本 章吾 先生 群馬大学医学部附属病院 整形外科

5 体外衝撃波治療はBMLを有する変形性膝関節症の疼痛や機能やBMLの大きさを改善させる可能性がある 中里 伸也 先生 医療法人　Nクリニック 整形外科

5 若年体操選手の坐骨骨端症に対する収束型体外衝撃波治療 面谷 透 先生 東京先進整形外科

5 RPWが足関節背屈可動域に及ぼす影響 井手 智輝 先生 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

5 拡散型圧力波による膝伸展筋力への影響について 水野 夏織 先生 医療法人三仁会　春日井整形外科 リハビリテーション科

5 プロラグビーチームにおける集束型体外衝撃波の使用経験 篠原 泰斗 先生 医療法人　鷹ノ羽会　村上外科病院 リハビリテーション科

5 プロサッカーチームのFSW治療の現状と課題 兵頭 康次郎 先生 筑波大学 医学医療系整形外科

15:15 15:30 15

15:30 16:00 30
金森 章浩　先生

熊井 司　先生

筑波大学　医学医療系　スポーツ医学　講師

早稲田大学　スポーツ科学学術院　教授

金森 章浩　先生 筑波大学　医学医療系　スポーツ医学　講師

熊井 司　先生 早稲田大学　スポーツ科学学術院　教授

岩堀 裕介　先生 医療法人　三仁会　あさひ病院　スポーツ医学・関節センター長

16:10 16:20 10

16:20 16:50 30

17:15 機器展示終了

18:00 会場クローズ

休憩※お弁当配布

オープニング（会長挨拶）

休憩

新たな疾患への挑戦 岩堀 裕介　先生 医療法人　三仁会　あさひ病院　スポーツ医学・関節センター長

13:45 14:20 一般演題Ⅰ 落合 信靖　先生 千葉大学　医学研究院　整形外科学　准教授

医療法人社団 悠仁会 羊ヶ丘病院　理事長

ESWT ABROAD 金森 章浩　先生 筑波大学　医学医療系　スポーツ医学　講師

休憩

休憩

14:30 15:15 一般演題Ⅱ 倉 秀治　先生

16:00 16:10 10

クロージング（会長挨拶）

代表世話人からの挨拶

次期会長からの挨拶

休憩

JOSST認定試験

休憩

Q&Aセッション パネリスト：JOSST世話人


