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会⻑あいさつ 
 

 

柔道医科学研究会は，これまで東京で開催されてきました．⻄⽇本からの参加者も増やしていきたいと，2020 年に京都での開催を予

定しておりましたが，新型コロナ感染症拡⼤により延期になってしまいました．現在，第 5 波が過ぎ去ったとはいえ未だ予断を許さ

ぬ状況であり，web での開催とさせていただきました． 

コロナ禍で，様々な活動に制約がかかりましたが，全⽇本柔道連盟 医科学委員会は，むしろ活発に活動してきました．委員の⼤半

は，第⼀線の医療機関に勤務して新型コロナウイルスに罹患した患者と対峙しており，そこで得た知識や経験を落とし込んで感染症

対策に議論を重ねてきました．その内容は⽇常の稽古や試合で遵守すべき指針の策定から五輪を含む⼤会運営，強化選⼿の海外派遣

の是⾮まで多岐に渡りました．web 会議の利便性を享受して頭頚部外傷や締め技に潜む危険性などについても繰り返し討議されてき

ました．これらの内容について，本会でも議論ができればと考えております． 

本会では，テーマを『新型コロナ感染症と柔道』として，シンポジウム，特別講演，会⻑講演を企画しました．特別講演は，感染症

を御専⾨とされる医科学委員会特別委員の藤⽥直久先⽣にお願いしております．そのほか，頭部外傷，東京五輪での救護活動をはじ

め，⾮常に興味深い演題が多数寄せられました．Web での開催ですので，どこからでもご参加いただけます．本研究会が，参加され

る⽅々の今後の活動に活かされ，柔道の発展に少しでも寄与できればと願っています． 

 

第８回柔道医科学研究会 会⻑ 
三上靖夫 
（京都府⽴医科⼤学⼤学院 リハビリテーション医学 教授） 
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13:30 開会のあいさつ 三上靖夫（第8回柔道医科学研究会 会⻑）
13:35 ⼀般演題1 座⻑： 松永⼤吾 ⻑野松代総合病院

1 柔道による⼩⾻⽚を伴う肘関節内側側副靭帯損傷後に⽣じた肘部管症候群の⻑期経過
稲川郁⼦ ⽇本体育⼤学

2 柔道のトップアスリートに⽣じた伸筋腱中央索断裂の1例
井汲 彰 筑波⼤学附属病院⽔⼾地域医療教育センター

3 柔道経験が中学柔道選⼿の⾝体機能に及ぼす影響
⽞⽥邦住 松本病院

14:00 ⼀般演題2 座⻑： 井汲 彰 筑波⼤学附属病院⽔⼾地域医療教育センター

4 柔道選⼿における膝前⼗字靱帯損傷の年代別発⽣率に関する疫学調査
佐々⽊英嗣 弘前⼤学

5 わが国のエリート柔道選⼿における睡眠障害の状況
⾨間貴史 筑波⼤学体育系

6 ⼀般中学⽣を対象とした絞技の「落ち」の研究
神⾕宣広 天理⼤学体育学部

14:35 ⼤会救護 座⻑： ⾦淵⼀雄 東海⼤学⼋王⼦病院

1 兵庫県における柔道試合中に発⽣した傷害の年代別傾向
⽥邊 誠 松本病院

2 2020東京オリンピックにおける救護補助の活動報告
川道幸司 2020東京オリンピック柔道競技Physical Therapy Service Coordinator, Venue Chief Physical Therapist

3 過去の東京開催世界選⼿権から振り返る2019東京世界選⼿権・2020東京オリンピックの救護結果の検討
柵⼭尚紀 東京都保健医療公社東部地域病院外科,

（休憩5分）
15:10 頭部外傷 座⻑： 永廣信治 吉野川病院

1 柔道による重症頚部外傷-全⽇本柔道連盟障害補償・⾒舞⾦制度資料より(2003年-2020年)-
紙⾕ 武 東海学園⼤学スポーツ健康科学部

2 投技で投げられた際の頭部打撲の有無がもたらす頭部回転加速度への影響 ‒⼤内刈による検討‒
村⼭晴夫 獨協医科⼤学

3 柔道未熟練者が⾏う背負投の受の挙動の特徴 
宮崎誠司 東海⼤学体育学部

15:40 基調講演 予防活動で柔道選⼿の重症急性硬膜下⾎腫を減らすことができたか？
座⻑： 宮崎誠司 東海⼤学体育学部

演者： 永廣信治 吉野川病院

16:00 会⻑講演 全⽇本柔道連盟の新型コロナ感染症対策
座⻑： 紙⾕ 武 東海学園⼤学スポーツ健康科学部

演者： 三上靖夫 京都府⽴医⼤学⼤学院リハビリテーション医学

（休憩5分）
16:25 シンポジウム  新型コロナ感染症と柔道

座⻑： 福⼠純⼀ 国⽴病院機構九州医療センター

座⻑： 柵⼭尚紀 東京都保健医療公社東部地域病院外科,

1 柔道の練習における⾶沫⾶散に関する検討
三浦雅⾂ 東京⼤学医学部附属病院

2 通常練習における新型コロナウイルス感染対策 ―部員の感染経験をもとにして―
吉川智美 社会医療法⼈蘇⻄厚⽣会まつなみリサーチパーク(医学研究所）

3 コロナ禍における⼤会開催について：関⻄学⽣柔道連盟の取り組み
神⾕宣広 天理⼤学体育学部

4 COVID-19感染拡⼤における⼤会前健康調査とPCR検査の有効性の検討〜全⽇本柔道連盟医科学委員会の⼤会運営指針〜
柵⼭尚紀 東京都保健医療公社東部地域病院外科,

5 コロナ禍における柔道⽇本代表の国際⼤会派遣
井汲 彰 筑波⼤学附属病院⽔⼾地域医療教育センター

6 柔道選⼿・指導者に対する新型コロナウイルスワクチン接種後の副反応調査
井汲 彰 筑波⼤学附属病院⽔⼾地域医療教育センター

7 コロナ禍における⼤学⽣柔道家のワクチン接種と中和抗体獲得についての考察
神⾕宣広 天理⼤学体育学部

17:35 特別講演 COVID-19で学んだこと
座⻑： ⼤江裕⼀郎 国⽴がん研究センター中央病院

演者： 藤⽥直久 京都府保健環境研究所

18:00 閉会のあいさつ 三上靖夫（第8回柔道医科学研究会 会⻑）

プログラム 
2021 年 11 ⽉ 27 ⽇(⼟) 
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基調講演 
 

 

『予防活動で柔道選⼿の重症急性硬膜下⾎腫を減らすことができたか？』 
永廣信治 1,2，宮崎誠司 2，紙⾕ 武２ 

1．吉野川病院，2．全⽇本柔道連盟医科学委員会 
 

柔道の重⼤頭部事故では急性硬膜下⾎腫（ASDH）が問題であり，事故予防啓発活動の効果を後⽅視的に検討した． 

⽅法：2003 年から全⽇本柔道連盟に報告された重⼤頭部事故のうち ASDH を解析した．予防活動を開始した 2011 年以

前の 8 年間（I 期：2003-2010 年）と以降の 8 年間（II 期；2012-2019 年）において，柔道登録⼈数あたりの ASDH 発⽣

数と転帰（ｍRS で判定）を⽐較検討した．転帰は Good（mRS2 以下，介助不要），Poor（mRS3 以上，中等度から⾼度

障害），Dead の 3 群に分けた． 

結果：のべ登録⼈数は I 期 1572,695 ⼈，II 期 1278,095 ⼈であった．ASDH 発⽣数は I 期 36 件，II 期 19 件であり，各期 8

年間の発⽣率は I 期 0.00210％（2.1 ⼈/10 万⼈），II 期 0.00149%（1.5 ⼈/10 万⼈）と約 30％減少したものの統計学的有

意差はなかった．転帰は，I 期が Dead 18，Poor14 ，Good 4，II 期が Dead３，Poor 8，Good 8 と，II 期で Dead と Poor

が有意に減少した（p<0.05）． 

結論；啓発予防活動で ASDH による重い後遺症や死亡を減少させることができた．  

 
■ 演者略歴 ■ 
永廣伸治（ながひろ しんじ） 
 
1976 年 熊本⼤学卒業，熊本⼤学医学部附属病院脳神経外科 研修医 
1985 年 熊本⼤学医学部脳神経外科 講師 
1997 年 徳島⼤学医学部脳神経外科 教授 
2016 年 徳島⼤学病院⻑ 
2019 年 吉野川病院病院⻑、徳島⼤学名誉教授 
 
⽇本脳神経外科学会専⾨医、⽇本脳卒中学会専⾨医、⽇本スポーツ協会公認スポーツドクター、全⽇本柔道連盟医
科学委員会委員⻑、中国四国学⽣柔道連盟会⻑、柔道 6 段 
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会⻑講演 
 

 

『全⽇本柔道連盟の新型コロナ感染症対策』 
三上靖夫 

京都府⽴医科⼤学⼤学院 リハビリテーション医学 
 

全⽇本柔道連盟（以下全柔連）が取り組んできた新型コロナウイルス感染症対策を振り返る．2020 年 2⽉の全柔連常務

理事会で新型コロナウイルス感染症対策委員会の設置が決定し，医科学委員会で具体的な⽅策を議論し新型コロナウイ

ルス感染症対策委員会を通じて発信してきた．同年 4⽉ 7 ⽇の初回緊急事態宣⾔発令時には，すべてのカテゴリーでの

練習を⾃粛とする通知⽂を出し，いち早く出された国際柔道連盟のガイドラインを参考に，段階的練習再開基準を策定

して 6⽉ 2 ⽇に発信した．6⽉ 18 ⽇には新型コロナウイルス感染症対策と柔道練習・試合再開の指針(ver1)を公開し，以

後国内の感染状況の変化や政府施策の変更も勘案して改訂を⾏ってきた．現在 ver4 を公開し，その内容は動画で解説し

YouTube にアップしている．2020 年はほとんどの⼤会が中⽌や延期を余儀なくされたが，先鞭を切って 2020 年 11⽉に

講道館杯の開催が決定し，web会議を重ねて綿密に対策を講じた．以後，全柔連主催の⼤会で，事前の検査を含む感染

対策にあたる⼀⽅，五輪を控えた強化委員会とのミーティングや感染報告例の分析を⾏い，全国から寄せられるコロナ

感染対策についての問い合わせに応えてきた．今後も多⾯的なアプローチで感染症対策にあたっていきたい． 

 
■ 演者略歴 ■ 
三上靖夫（みかみ やすお） 
 
1985 年 徳島⼤学卒業，京都府⽴医科⼤学整形外科 研修医 
2005 年 京都府⽴医科⼤学⼤学院運動器機能再⽣外科学(整形外科) 講師 
2013 年 京都府⽴医科⼤学⼤学院運動器機能再⽣外科学(整形外科) 准教授， 
2014 年 京都府⽴医科⼤学⼤学院リハビリテーション医学 教授 
 
⽇本リハビリテーション医学会 特任理事，⽇本リハビリテーション医学教育推進機構 理事，⽇本リハビリテー
ション医学会指導医，⽇本整形外科学会指導医，⽇本スポーツ協会公認スポーツドクター，全⽇本柔道連盟 評議
員・医科学委員会委員，滋賀県柔道連盟 理事，守⼭市柔道連盟 会⻑，柔道 6 段 
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特別講演 
 

 

『COVID-19で学んだこと』 
藤⽥直久 

京都府保健環境研究所 所⻑ 

 

2019 年 12⽉中国武漢市を襲った謎の急性呼吸器感染症は COVID-19 と命名され，病原体は SARS-CoV-2 と分類された．

瞬く間に世界中に拡がり，10⽉中旬で感染確定者が 2.4億⼈，死者 490 万⼈を越えている．この感染症で我々が学んだ

ことがある．発症 2 ⽇前からの感染性，ヒトの⾏動と現代の⽣活環境をうまく利⽤して拡がる感染経路，決定的な治療

薬が現時点でないこと，⼈的・物的に対応できなかった医療機能．⼀⽅で新薬・ワクチン開発が最新の技法を使って迅

速に実⽤化された．なかでも mRNAワクチンとモノクローナル抗体の実⽤化は特筆すべきであろう．経⼝抗ウイルス薬

も臨床での使⽤が⽬前にきている．しかしながら，⼿指衛⽣，マスク着⽤，物理的距離，ワクチン接種などの予防策は

100 年以上前に流⾏したスペイン⾵邪の時から変わらない． 

感染症は時を変え新たに発⽣する．感染予防の基本を徹底と新たな治療薬開発と新旧をうまく取り込みながら対応しな

ければならない． 

 
■ 演者略歴 ■ 
藤⽥直久（ふじた なおひさ） 
 
1981 年 京都府⽴医科⼤学 卒業，同 第⼆内科 研修医 
1999 年 京都府⽴医科⼤学 臨床検査位医学 助教授 
2002 年 京都府⽴医科⼤学附属病院 臨床検査部 部⻑ 
2004 年 京都府⽴医科⼤学附属病院 感染対策部 部⻑（兼任） 
2008 年 京都府⽴医科⼤学 感染制御・検査医学 准教授 
2014 年 京都府⽴医科⼤学附属病院 感染科 部⻑（兼任） 
2021 年 京都府保健環境研究所 所⻑，京都府⽴医科⼤学 特任教授 
 
⽇本臨床検査医学会専⾨医・指導医，⽇本内科学会認定医・指導医，⽇本感染症学会認定 ICD（インフェクションコ
ントロールドクター），京都府・京都市衛⽣検査所制度管理委員会 委員⻑，京都府・京都市感染症審査協議会 
委員⻑，京都府新型コロナウイルス感染症対策専⾨家会議 委員，京都府感染症専⾨家チーム チーム員 

 



 

 8 

  

シンポジウム 
『新型コロナ感染症と柔道』 

  

    

n シンポジウム 01 柔道の練習における⾶沫⾶散に関する検討 
 
三浦雅⾂ 
 
東京⼤学医学部附属病院糖尿病代謝内科 
 

  

 
新型コロナウイルス（COVID-19）感染は，主に直接接触または⾶沫を介して感染が発⽣すると考えられているが，
柔道などのコンタクトスポーツを複数⼈で⾏うことは，感染のリスクが⾼いと考えられる．しかし，実際にどの程
度リスクがあるかということについては，明確なエビデンスがないのが実状である．そこで，⾶沫⾶散実験を通し
て，柔道における COVID-19感染対策を検討することとした．柔道練習の際，どの程度⾶沫が⾶散するのかを明ら
かにすることを⽬的とし，打ち込み，投げ込み，乱取り等の柔道における⼀般的な練習項⽬の⾶沫⾶散の程度を感
⽔紙を⽤いて定量した．その際，声出し，マスク着⽤などの条件を振って⾶沫⾶散の程度を定量した．声出しによ
る打ち込みでは⾶沫が多く⾶散していることが明らかとなったが，声を出さない場合やマスク着⽤下ではほとんど
⾶沫が⾶散していなかった．柔道における⾶沫⾶散として，声出しの有無が重要であることが明らかとなった． 
 
 

  

    

n シンポジウム 02 通常練習における新型コロナウイルス感染対策 
―部員の感染経験をもとにして― 
 
吉川智美 1，松井陽⼦ 2,3，堀部嘉雄 2,3，神⿃ 剛 23，⽥中⼤地 2,3，尾崎良慶 2,3， 
杉浦冬唯 3，村井義夫 3，松本美結 3，松波英寿 1,2,3 
 
1．社会医療法⼈蘇⻄厚⽣会まつなみリサーチパーク（医学研究所） 
2．社会医療法⼈蘇⻄厚⽣会松波総合病院，3．社会医療法⼈蘇⻄厚⽣会松波総合病院柔道部 
 

  

 
松波総合病院に柔道部が創部され，全⽇本柔道連盟の新型コロナウイルス感染症対策指針に則った環境で練習を⾏
ってきた．外部要因が原因で部員がコロナに感染したが，指針を徹底していた為，クラスターの発⽣を防⽌でき
た．しかし，感染者が部員から出たことで，更なる感染防⽌の徹底を図る必要があると考える．感染した部員は，4
⽉に 2回⽬のワクチン接種を完了し，8⽉に測定した中和抗体価は，試薬の測定範囲上限値を越えていたにも関わ
らず，9⽉に感染している． 
基本的な感染対策の徹底はもとより，更なる徹底の為「練習相⼿は，ワクチン接種済者のみとする」「ブレイクス
ルー感染リスク指標の 1つである中和抗体価測定試薬の測定可能範囲を広げ，さらに定期的に測定することで，抗
体価の減衰率を把握する」「週 1回 PCR 検査を部員全員に対して⾏う」対策を⾏っている． 
本研究会では，松波総合病院柔道部が⾏うオリジナルの感染症対策を紹介する． 
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n シンポジウム 03 コロナ禍における⼤会開催について：関⻄学⽣柔道連盟の取り組み 
 
神⾕宣広 1，⽣駒久視 2，岡⽥⿓司 3,4 
 
1．天理⼤学体育学部 
2．京都府⽴医科⼤学⼤学院，3．近畿⼤学経営学部，4．関⻄学⽣柔道連盟 
 

  

 
コロナ禍において関⻄学⽣柔道連盟主催の⼤会を 3回⾏った（2020 年 12⽉関⻄学⽣柔道体重別選⼿権⼤会，2021
年 5⽉関⻄学⽣柔道優勝⼤会，2021 年 8⽉関⻄学⽣柔道体重別選⼿権⼤会）．全柔連の指針に従い⼤会前 2週間の
健康管理と記録に重きをおき，PCR 検査は⾏わなかった．上記 3回の⼤会では，⼤会前の早い段階から全柔連医科
学委員が執⾏部会議や監督会議において感染対策の指導を⾏うとともに，⼊場プロトコールに関する提出書類の作
成などを担った．⼤会当⽇朝に発熱者の発⽣した⼤学は⾃主的に⼤会を辞退した．結果として，⼤会を通しての感
染拡⼤は⾒られなかった．3つの⼤会を振り返り，PCR 検査なしの⼤会運営の現状と課題ならびに今後の対策につ
いて報告する．また，2021 年 8⽉の⼤会においては，コロナ禍の⼤会開催について学⽣の声も調査したので併せて
報告する． 
 
 

  

    

n シンポジウム 04 COVID-19 感染拡⼤における⼤会前健康調査と PCR 検査の有効性の検討 
〜全⽇本柔道連盟医科学委員会の⼤会運営指針〜 
 
柵⼭尚紀 1,2，三上靖夫 2,3，⽊⽥将量 2,4，井汲 彰 2,5，藤⽥直久 2,6，永廣信治 2,7 
 
1．東京都保健医療公社東部地域病院外科，2．全⽇本柔道連盟医科学委員会 
3．京都府⽴医科⼤学⼤学院リハビリテーション医学，4．講道館ビルクリニック 
5．筑波⼤学付属病院⽔⼾地域医療教育センター，6．京都府保健環境研究所，7．吉野川病院 
 

  

 
【⽬的・⽅法】2020 年から 2021 年 8⽉までに開催された 6 ⼤会に出場を予定した 2073 名の選⼿を対象とした．
⼤会開催 2週間前から選⼿に健康記録票の記⼊を義務付け，⼤会前に PCR 検査を施⾏した．これらの有効性につい
て検討した． 
【結果】健康記録表で有症状のため検査を受けられず出場できなかった選⼿は 1 名であった．2021 年 4⽉までの⼤
会では 1173 ⼈中 1 名(0.08%)にウィルスを検出した．それ以降の変異株流⾏下での⼤会では 900 ⼈中 10 名（1.1%）
にウイルスを検出した．全⼤会において関連するクラスターの発⽣の報告はなかった． 
【結語】⼤会 2週間前からの健康記録表の記⼊は不可⽋であり，参加者への注意喚起にも役⽴ったと考えた．しか
し，変異株流⾏時には記録表で検出されない陽性者が発⽣しており，健康記録表だけの⼤会開催には慎重な対応が
求められると考えた． 
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n シンポジウム 05 コロナ禍における柔道⽇本代表の国際⼤会派遣 
 
井汲 彰 1,2，柵⼭尚紀 1，⽊⽥将量 1，紙⾕ 武 1，⽴⽯智彦 1，宮﨑誠司 1， 
三上靖夫 1，永廣信治 1 
 
1．全⽇本柔道連盟医科学委員会 
2．筑波⼤学附属病院⽔⼾地域医療教育センター 茨城県厚⽣連総合病院⽔⼾協同病院整形外科 
 

  

 
2020 年に⼊り，全ての国際⼤会がコロナ禍で中⽌となったが，国際柔道連盟は競技再開に向けた指針を策定し 11
⽉より国際⼤会を再開した．⽇本も 2021 年 1⽉より代表選⼿の国際⼤会派遣を再開している．本発表では，コロナ
禍の国際⼤会派遣の現状をまとめ今後の課題を検証する． 
【対象と⽅法】2021 年 1⽉以降に選⼿を派遣した国際⼤会 7 ⼤会を対象とし，派遣⼈数，開催地の状況，派遣期間
中・帰国後の感染の有無を調査した． 
【結果】派遣⼈数は 147 名であった．⼤会時の開催国の感染状況は概ね落ち着いていた．派遣期間中の感染はな
く，全選⼿が試合に出場した．2 名（1.3%）が帰国後検査で陽性となり 2週間のホテル隔離となったものの，後遺
症なく競技に復帰した． 
【結語】コロナ禍での国際⼤会派遣は多くの制約が⽣じるものの適切な感染対策を⾏うことで実施可能であった．
⼀⽅で⼤会期間中の感染を疑う事例も⽣じており派遣期間中は感染対策に細⼼の注意を要する． 
 
 

  

    

n シンポジウム 06 柔道選⼿・指導者に対する新型コロナウイルスワクチン接種後の副反応調査 
 
井汲 彰 1,2，柵⼭尚紀 1,3，紙⾕ 武 1,4，永廣信治 1,5 
 
1．全⽇本柔道連盟医科学委員会，2．筑波⼤学附属病院⽔⼾地域医療教育センター整形外科 
3．東部地域病院外科，4．東海学園⼤学スポーツ健康科学部，5．吉野川病院脳神経外科 
 

  

 
【背景】本研究の⽬的は，柔道選⼿に対するワクチン接種後の副反応調査を⾏い，接種後の練習への影響を調査す
ることである． 
【対象と⽅法】柔道⽇本代表選⼿団としてオリンピック前にワクチン接種を受けた 42 名を対象にアンケート調査を
実施し，ワクチン接種後の副反応と練習への影響を調査した． 
【結果】2 名が副反応のため⼤会前の 2回⽬接種を⾏わなかった．副反応は 2 ⽇⽬夜〜3 ⽇⽬にかけて多く認め，5
⽇⽬に副反応を認めたのはごくわずかであった．発熱，倦怠感，頭痛，関節痛は 2回⽬の⽅が出現頻度が⾼かっ
た．局所所⾒は接種翌⽇が最も強く，疼痛は 90%以上に認めた．ワクチン接種 2〜3 ⽇⽬にかけて練習できない，⽇
常⽣活に⽀障ありという回答があり，練習強度を落とす必要ありを含めると，1回⽬接種で 20％，2回⽬摂取で
40％が練習に⽀障をきたす副反応を呈していた． 
【結語】接種 2〜3 ⽇⽬に練習に影響をきたす副反応を認める場合があり，接種後の練習再開については副反応の影
響を考慮する必要がある． 
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n シンポジウム 07 コロナ禍における⼤学⽣柔道家のワクチン接種と中和抗体獲得についての考察 
 
神⾕宣広 1，上岡樹⽣ 2，⽳井隆将 3 
 
1．天理⼤学体育学部 
2．天理よろづ相談所病院臨床検査部，3．天理⼤学体育学部 
 

  

 
コロナ禍において，2021 年夏にワクチン接種が導⼊された地域における⼤学⽣柔道家の調査を⾏った（約 100
名）．ワクチン接種の前後で⾎清を採取し，獲得された中和抗体と相関する Spike抗体ならびに中和活性はほとん
ど認められない Nucleocapsid抗体を測定した．Spike抗体の結果から，ワクチン接種を受けた⼤学⽣柔道家の Spike
抗体は抗体価が数千レベルまで上昇していた．さらに，感染歴のある学⽣の Spike抗体は著しく数万レベルまで上
昇していた．Nucleocapsid抗体の結果から，感染歴を⾃覚していない無症状感染者と考えられる例が少数⾒られ
た．抗体検査の結果を⽰すことで，ワクチン接種を受けていない者に対し必要性を伝えることができた．柔道競技
においては試合中の感染よりむしろ寮や集団⽣活での感染が憂慮される．本研究より⼤学⽣柔道家のワクチン接種
は⼗分な中和抗体の獲得が得られることが⽰唆された．本研究は倫理委員会の承認を得ている． 
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⼀般演題 1 
  

    

n ⼀般演題 01 柔道による⼩⾻⽚を伴う肘関節内側側副靭帯損傷後に⽣じた肘部管症候群の⻑期経
過 
 
稲川郁⼦ 
 
⽇本体育⼤学 
 

  

 
24歳⼥性．右利き，右組み．18歳時（6 年前），柔道試合中に左⼿掌を衝き，肘関節を外反強制され肘関節内側部
を受傷．直後に医科を受診するも⾻傷なしと診断され，その後柔道整復師によるキャスト固定を受け，受傷 8週頃
より競技復帰．受傷 4 年頃より⼿部尺側のしびれ，乱取り中に組み⼿（引き⼿）を頻繁に切られることを⾃覚する
ようになり近医を受診．X 線所⾒（肘関節 45°屈曲位正⾯像および肘部管撮影）で内側上顆基部靭帯付着部の偽関
節と，⾻⽚の肘部管占拠が確認された．⼩切開による肘部管除圧術後，しびれと脱⼒感は消失し競技に復帰，以後
良好に経過した．術後 22 年が経過した現在，⽇常⽣活および職業上，また軽い柔道での⽀障はないが，背側⾻間筋
の萎縮と握⼒の左右差は回復していない．本例は，原因となった外傷の初診時誤診およびその後のしかるべきコン
サルテーションを⽋いたことにより適切な治療の機会を失い，肘部管症候群を⽣じたものである． 
 
 

  

    

n ⼀般演題 02 柔道のトップアスリートに⽣じた伸筋腱中央索断裂の 1 例 
 
井汲 彰 1，⽴⽯智彦 2，佐藤哲也 2 
 
1．筑波⼤学附属病院⽔⼾地域教育医療センター 茨城県厚⽣連総合病院⽔⼾協同病院整形外科 
2．社会福祉法⼈同愛記念病院財団同愛記念病院整形外科 
 

  

 
中央索付着部における伸筋腱断裂は，放置された場合ボタン⽳変形に進⾏し治療が困難となる．装具療法が第⼀選
択であるものの⻑期の装具装着を要する場合もあり，早期復帰を希望するトップアスリートでは⼿術療法が選択さ
れる場合もある．本発表では，柔道のトップアスリートに⽣じた中央索⽪下断裂の装具療法での治療成績を報告す
る． 
症例は 24歳⼥性，相⼿の袖を掴んだ状態で技をかけられ拳を畳に強打し受傷．受傷後より左中指 PIP関節の⾃動伸
展が困難となった．PIP関節背側の腫脹と疼痛を認め，PIP関節⾃動伸展⾓は-60°であった．MRI では中央索完全
断裂を認めた．保存療法を選択し，PIP関節伸展位保持のため硬性装具とカペナー装具を作成した．硬性装具は 4
週常時着⽤し，その後は夜間装具を３か⽉継続した．受傷後 2週より装具装着下に打込など軽めの練習を許可し，8
週でテーピング使⽤下に柔道に完全復帰した．受傷 1 年での PIP関節可動域は 0〜100°と左右差なく，国際⼤会で
優勝するなど競技⼒低下なく経過しており，トップアスリートであっても保存療法の成績は良好である． 
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n ⼀般演題 03 柔道経験が中学柔道選⼿の⾝体機能に及ぼす影響 
 
⽞⽥邦住１，⼤久保吏司２，松本晋太郎３，⽯原知佳１，横⼭耕祐 1，林 ⿓也１，⽥辺 誠１ 
 
1．医療法⼈社団松本会松本病院リハビリテーション科 
2．神⼾学院⼤学総合リハビリテーション学部，3．藤⽥整形外科スポーツクリニック 
 

  

 
【はじめに】今回，中学⽣柔道選⼿のメディカルチェックにおいて知⾒を得たので報告する． 
【⽬的】柔道経験が⾝体機能に及ぼす影響を調査する事を⽬的とした． 
【⽅法】中学⽣柔道選⼿３2 名に対して，握⼒・⾜趾把持⼒・背筋⼒・腹筋⼒・Functional Movement Screen (FMS)
を測定した．⼩学校で開始した群 (A 群) と中学校から開始した群 (B群) に分け各測定項⽬について⽐較した． 
【結果】背筋⼒・腹筋⼒において A 群の⽅が有意に⾼値を⽰した．F/E⽐では差がみられなかった． 
【考察】柔道は常に様々な外乱刺激にさらされるため競技の中で体幹筋⼒が強化されたものと考えられる．そのた
め，バランスよく強化ができたのではないか． 
【まとめ】柔道経験が⾝体機能に及ぼす影響を調査した．背筋⼒・腹筋⼒で⼩学⽣より開始した群が有意に⾼値を
⽰した．幼少期から柔道を⾏うことで，体幹をバランスよくトレーニングできることが⽰唆された． 
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⼀般演題２ 
  

    

n ⼀般演題 04 柔道選⼿における膝前⼗字靱帯損傷の年代別発⽣率に関する疫学調査 
 
佐々⽊英嗣 1，紙⾕ 武 2，⽊内正太郎 3，神⾕宣広 4，井汲 彰 5，⽴⽯智彦 6 
宮崎誠司 7，⽯橋恭之 1，永廣信治 8 
 
1．弘前⼤学⼤学院医学研究科整形外科学講座，2．東海学園⼤学スポーツ健康科学部 
3．久留⽶⼤学医療センター整形外科，4．天理⼤学⼤学院体育学研究科，5．筑波⼤学整形外科 
6．同愛記念病院整形外科関節鏡・スポーツセンター，7．東海⼤学体育学部，8．吉野川病院脳神経外科 
 

  

 
【背景】柔道における膝前⼗字靭帯(ACL)損傷は⼿術治療と⻑期間のリハビリを要する外傷の⼀つである．本調査の
⽬的はスポーツ振興センター(JCS)登録例から性年代別の ACL 損傷の発⽣率を明らかにし，予防的介⼊点を検討する
ことである． 
【対象】9 年間に JSCデータベースへ登録された柔道関連 ACL 損傷 2300例を対象とした．全柔連登録者数をもと
に，中学 1 年から⾼校 3 年における学年別の ACL 損傷発⽣率を算出した． 
【結果】158例が体育，2142例が部活動での受傷だった．男⼦における中学 1 年から⾼校 3 年までの各年の ACL 損
傷発⽣率は 0.5，0.9，0.9，6.9，8.6，6.1 ⼈/1000 ⼈年であり，⼥⼦ではそれぞれ 1.3，3.8，3.4，16.8，19.5，13.6
⼈/1000 ⼈年であった． 
【結論】⾼校⼥⼦選⼿での発⽣率は他競技と⽐較しても⾮常に⾼く，予防的介⼊の必要性が⽰された． 
 
 

  

    

n ⼀般演題 05 わが国のエリート柔道選⼿における睡眠障害の状況 
 
⾨間貴史 1，松井 崇 1,2，井上康⽣ 2,3，増地克之 1,2，岡⽥ 隆 2,4，⽥村昌⼤ 2,5 
⽯井孝法 2,6，佐藤 誠 7，徳⼭薫平 8，武⽥ ⽂ 1 
 
1．筑波⼤学体育系，2．全⽇本柔道連盟，3．東海⼤学体育学部，4．⽇本体育⼤学体育学部 
5．帝京科学⼤学総合教育センター，6．了徳寺⼤学教養部，7．守⾕いびき・無呼吸センター 
8．筑波⼤学国際統合睡眠医科学研究機構 
 

  

 
本研究では，⽇本のエリート柔道選⼿における睡眠障害の状況を検討した．⽇本代表合宿に参加した 106 名のエリ
ート柔道選⼿を対象に質問紙調査を実施し，完全回答を得た 86 名（男性：52.3%，平均年齢：22.9±3.1歳）を分析
対象とした（有効回答率：81.1%）．睡眠障害の評価には Pittsburgh sleep quality index（PSQI）を⽤いた．まず，
「睡眠障害あり」（PSQI スコアが 5.5点以上）の者の割合を検討した結果，40.7%が該当したことから，⽇本のエ
リート柔道選⼿には睡眠障害をもつ者が多い可能性が⽰唆された．続いて，PSQI の 7つの下位因⼦の状況を評価し
た結果，特に，「⼊眠時間」，「睡眠時間」，「⽇中覚醒困難」が不良な傾向にあった．これらのうち，⽇中覚醒
困難（⽇中の眠気）は夜間の睡眠の不⼗分さに起因することから，スムーズに⼊眠するためのアプローチや睡眠時
間の確保が特に重要であることが⽰唆された． 
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n ⼀般演題 06 ⼀般中学⽣を対象とした絞技の「落ち」の研究 
 
神⾕宣広 1，⽣駒久視 2，徳⽥眞三 3，⼭本浩⼆ 4，冨永良喜 5，⾦⼦栄美 6 
 
1．天理⼤学体育学部，2．京都府⽴医科⼤学⼤学院，3．⿓⾕⼤学短期⼤学部 
4．関⻄福祉⼤学教育学部，5．兵庫県⽴⼤学⼤学院，6．天理⼤学学⽣相談室 
 

  

 
全中に出場した競技レベルの⾼い選⼿を対象とした絞技の研究は井汲らより報告された（井汲ら，2021）．本研究
では柔道を部活で⾏っている地域の中学⽣を対象に，部員全員にそれぞれアンケートに答えてもらう形で，柔道の
絞技の「落ち」に対する医学的ならびに安全管理上の質問を紙媒体で⾏った（男⼦ 156 名，⼥⼦ 72 名）．男⼦では
19.6％で他⼈から落とされた経験があり，⼥⼦では 15.3％であった．また，相⼿を落とした経験は男⼦で 16.7%，⼥
⼦で 16.9%であった．練習中と試合中を男⼥で⽐較すると，男⼦では練習中の頻度が⾼い⼀⽅，⼥⼦では試合中の
頻度が⾼い傾向が⾒られた．これまで経験した⼀番ひどい落ちの際，指導者がその場にいなかった男⼦は 10.7％，
⼥⼦は 0％であった．また，その落ちを指導者に報告しなかった男⼦は 26.7％，⼥⼦は 10％であり，指導者がいて
も報告しない現状がうかがえる．落ちの後，すぐに練習に戻った男⼦は 76.7％，⼥⼦は 90.9％であり，さらに，戻
った後に怪我を経験した男⼦が 6.9％に⾒られた（⼥⼦０％）．今後，絞技における安全管理のより明確な指導が求
められる． 
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⼤会救護 
  

    

n ⼤会救護 01 兵庫県における柔道試合中に発⽣した傷害の年代別傾向 
 
⽥邊 誠１，⽞⽥邦住２，河野邦⼈２，⽥中敏之２ 

 
1．松本病院整形外科 
2．松本病院リハビリテーション科 
 

  

 
当院では兵庫県下で開催される柔道⼤会，柔道錬成⼤会での救護・医療相談活動を⾏い，傷害の初期対応と指導を
⾏っている．この度，中学⽣から成⼈までを対象に受傷しやすい傷害について年代別⽐較を⾏ったので報告する． 
2009 年 12⽉から 2020 年 1⽉までの約 10 年間に参加した中学⽣県⼤会以上の 86 ⼤会で救護対応した傷病者 922
名（男 683 名，⼥ 239 名）を対象とした．内訳は中学⽣ 246 名（男 175 名，⼥ 71 名），⾼校⽣ 458 名（男 332
名，⼥ 126 名），⼤学⽣以上 218 名（男 176 名，⼥ 42 名）である． 
中学⽣では⼿を着く動作での上肢の⾻折，肘の靭帯損傷，技を返されての膝の靭帯損傷が多い．⾼校⽣では⼿を着
く動作での受傷が減り，組み⼿争いや関節技により肘の受傷が増加する．学⽣以上では関節技での肘の靭帯損傷，
技を受けて膝の靭帯損傷が多い傾向を認めた．肩の⾻折は各年代とも肩から畳に落ちる受傷が多い． 
⼿の付き⽅指導，関節技でのルール改訂などの⼯夫も⼤切である． 
 
 

  

    

n ⼤会救護 02 2020 東京オリンピックにおける救護補助の活動報告 
 
川道幸司１，宮崎誠司２ 

 
1．2020 東京オリンピック柔道競技 Physical Therapy Service Coordinator, Venue Chief Physical Therapist 
2．2020 東京オリンピック柔道競技 Athlete Medical Super Visor 
 

  

 
【はじめに】2020東京オリンピックにおける医務活動について救護補助の⽴場から報告する． 
【開催までの準備】柔道競技における救護補助の主な役割は，医師の指⽰のもと適切かつ安全に傷病者を搬送する
ことである．スタッフは理学療法⼠・アスリートケアアシスタントで構成された．事前研修は⼤部分がオンライン
で実施された． 
【感染対策】練習会場の講道館では換気や畳の消毒⽅法をマニュアル化して共有した．⽇本武道館ではスタッフ全
員に PCR 検査が実施された． 
【医務活動の実際】活動は午前と午後の交代制で⾏われた．いずれも開始前に通信テスト，導線の確認，試合会場
での搬送練習を毎⽇実施した．搬送練習は医師と救護補助スタッフとの意思統⼀を図りながら繰り返し練習を⾏っ
た．会期中に⼤会指定病院への搬送は 3 件発⽣した． 
【まとめ】今後は参加したスタッフの経験や繋がりを⽣かして，標準的な救護が地域に浸透するよう努⼒したい． 
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n ⼤会救護 03 過去の東京開催世界選⼿権から振り返る 2019 東京世界選⼿権・2020 東京オリンピ
ックの救護結果の検討 
 
柵⼭尚紀 1,2，井汲 彰 1,3，宮崎誠司 1,4 
 
1．全⽇本柔道連盟医科学委員会，2．公益財団法⼈東京都保健医療公社東部地域病院外科 
3．筑波⼤学付属病院⽔⼾地域医療教育センター，4．東海⼤学体育学部武道学科 
 

  

 
【⽬的・対象・⽅法】2010 年と 2019 年に開催された世界選⼿権と 2021 年の東京五輪において，試合中に発⽣した
外傷の傾向について検討した． 
結果：参加選⼿数は計 2063 名 (2010 年/2019 年/2021 年で 847 ⼈/828 ⼈/388 ⼈)で，合計 151 件（24 件/75 件/52
件）の外傷が報告された．2010 年は出⾎などの軽微な外傷がデータ抽出されておらず，2019・2021 年を 2010 年の
データと整合すると，2010 年/2019 年/2021 年で，24 件/28 件/10 件であった．救急搬送を要した件数は 4 件/5 件
/2 件であり，頭部外傷は 2 件/0 件/1 件であった．試合中に受傷した時間帯を前半・後半で分けると，後半が 16 件
/8 件/3 件と 2010 年が多く，ゴールデンスコアが導⼊された 2019・2021 年と⽐較すると，2010 年は後半に勝負に
出て怪我をするケースが多かったと考えた． 
【結語】ルールによって怪我をする時間帯が変わってきており，救護の際に注意する指標となる可能性がある． 
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頭部外傷 
  

    

n 頭部外傷 01 柔道による重症頚部外傷 
―全⽇本柔道連盟障害補償・⾒舞⾦制度資料より(2003 年-2020 年)― 
 
紙⾕ 武１，服部 聡２ 
 
1．東海学園⼤学スポーツ健康科学部 
2．⼤阪⼤学⼤学院医学系研究科情報統合医学講座医学統計学 
 

  

 
以前全⽇本柔道連盟に 2003 年から 2010 年までの 8 年間に報告された「損害補償・⾒舞⾦制度」を解析した結果，
頚部外傷の重⼤事故の特徴は，受傷時年齢は 10歳代に最も多く特に⾼校⽣の受傷が多いことを明らかにした．柔道
経験年数は 5 年以上が多く，初⼼者ではなくある程度の柔道経験者が受傷していた．受傷機転は，技をかける選⼿
である「取」が受傷する場合は約 60%であった．特に内股の場合は，頚椎の過屈曲による損傷が典型的である．⼀
⽅，技をかけられる選⼿である「受」の場合は，相⼿に投げられて受⾝が取れなかったり，投げられるのを無理に
避けて受⾝を取らず頭部から畳に突っ込んで受傷していた．報告された頚髄損傷 18 件中，脱⾅・⾻折を合併したの
は 11 件であった．また約半数に四肢完全⿇痺や不全⿇痺などの重度な後遺症が残っていた．本発表では，経過観察
期間を 2020 年まで延⻑し，更に検討したので，その結果を報告する． 
【まとめ】柔道経験が⾝体機能に及ぼす影響を調査した．背筋⼒・腹筋⼒で⼩学⽣より開始した群が有意に⾼値を
⽰した．幼少期から柔道を⾏うことで，体幹をバランスよくトレーニングできることが⽰唆された． 
 
 

  

    

n 頭部外傷 02 投技で投げられた際の頭部打撲の有無がもたらす頭部回転加速度への影響 
‒⼤内刈による検討‒ 
 
村⼭晴夫 1，⼀杉正仁 2，本澤養樹 3，荻野雅宏 1，⼩⼭勝弘 4 
 
1．獨協医科⼤学基本医学基盤教育部⾨健康スポーツ科学 
2．滋賀医科⼤学，3．帝京⼤学，4．⼭梨学院⼤学 
 

  

 
【⽬的】本研究は，柔道の投技で後⽅へと投げられた際の頭部打撲の有無がもたらす頭部回転加速度への影響を検
討した． 
【⽅法】柔道熟練者が実験⽤ダミーを⼤内刈で投げ，ダミー頭部に内蔵された加速度センサーにて頭部回転加速度
を測定した（打撲有 n=6; 打撲無 n=5）．打撲無条件では，頸部を 60°前屈位に固定し，頭部打撲の無い適切な受
⾝遂⾏をモデル化した．⼀⽅打撲有条件は，受⾝技術が未習熟であるために投げられた際に後頭部が畳に衝突する
ことを想定し，ダミー頸部の運動を制限しないものとした． 
【結果】打撲有のダミー頭部回転加速度は 9263.1〜10331.4 rad/s2 で，打撲無の 2424.4〜2989.8 rad/s2 に⽐べ有意
に 3-4倍⾼くなることがわかった． 
【結論】柔道の投技で後⽅へ投げられた際，頭部打撲が伴うと重症頭部外傷の発症リスクが⾼まることを，実験⽤
ダミーを⽤いて実証した． 
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n 頭部外傷 03 柔道未熟練者が⾏う背負投の受の挙動の特徴 
 
宮崎誠司 
 
東海⼤学体育学部 
 

  

 
背負投の受に起こる頚部外傷の予防を考えるため，投げ込み⼈形に対して背負投げを施し，投げ込み⼈形の挙動か
ら未熟練者の技の特徴を推察する．動作解析には，「受」側である投げ込み⼈形に計測⽤のマーカーを貼付し，10
台の光学線式⾚外線カメラで撮影し，3次元動作解析装置を⽤いて位置座標を計測した．取には柔道を授業で⾏っ
た経験のみがある 7 名と熟練者 7 名に⾏い，受けの中⼼座標偏位を⽐較した．すべての変位において未熟練者の⽅
が変化するタイミングが遅く，特に最終局⾯に近い位置で後ろに戻る動きや鉛直⽅向に落下する動きがみられた．
未熟練者の投げ⽅は前に放り出すような動きであり，上から落とすような動きであり，受⾝がとりづらい動きにな
っている可能性がある． 
 
 

  


