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業績（2013.4-2014.3）

1 勝川史憲 健診・人間ドックハ
ンドブック第5版

中外医学社 pp.80-86 2013 4

2 勝川史憲 健診・人間ドックハ
ンドブック第5版

中外医学社 pp.100-106 2013 4

3 勝川史憲 人間ドック健診フォ
ローアップハンド
ブック改訂2版

中外医学社 pp.27-32 2014 2

4 勝川史憲 健康運動指導士・健
康運動実施指導者必
携ハンドブック

体力づくり事
業財団

pp.19-32 2014 3

5 真鍋知宏、他 ヘルシーアスリート
をめざして2014

日本陸上競技
連盟

pp.2-4 2014 3

6 真鍋知宏、他
（編集および
執筆）

クリーンアスリート
をめざして2014
陸上競技者のための
ドーピング防止ハン
ドブック

日本陸上競技
連盟

108pp. 2014 3

7 日本臨床ス
ポーツ医学会
誌

21(2): 350-351 2013 4

8 保健の科学 55(4): 273-279 2013 4

9 J Strength
Cond Res

27(4): 1074-
1082

2013 4

10 日本臨床ス
ポーツ医学会
誌

21(2): 286-293 2013 4

11 日本臨床ス
ポーツ医学会
誌

21(2): 304-308 2013 4

12 整形・災害外
科

56(6): 709-713 2013 5

13 日本足の外科
学会雑誌

34(1): 116-119 2013 5

14 J
Musculoskelet
Neuronal
Interact

13(3): 342-352 2013 5

橋本健史 内科医にもできる現場での運動器診
察～明日から役立つミニマムエッセ
ンス～下肢編

橋本健史 特集難治性足部スポーツ傷害　アキ
レス腱症（achillodynia)

橋本健史、井口  傑、須田康
文、池澤裕子、宇佐見則夫、
星野　達、平石英一、小久保
哲郎

足関節外側靭帯損傷の予後における
ギプス固定期間の影響

真鍋知宏 ランニングブームを検証する　循環
器疾患に対する安全性対策

著書・翻訳
生活習慣の改善：運動

肥満・やせの評価と対応

メディカルチェックと安全対
策

内科的疾患とスポーツ

BMI（肥満とやせ）のフォロー
アップ

谷諭、石田浩之 スポーツと脳震盪-国際ルールとわが
国における現状-

 山下光雄、小熊 祐子 腎臓病患者の食事

論文

Osawa Y, OGUMA YUKO Effects of combining whole-body
vibration with exercise on the
consequences of detraining on
muscle performance in untrained
adults.

Osawa Y, OGUMA
YUKO,Ishii N

The effects of whole-body
vibration on muscle strength and
power:a meta-analysis
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15 Int J Environ
Res Public
Health

17-10(5) 2013 5

16 ゴルフの科学 25(2) 2013 6

17 日本医事新報 4656: 29-33 2013 7

18 日本臨床ス
ポーツ医学会
誌

21: 548-550 2013 8

19 J
Musculoskelet
Neuronal
Interact

13(4): 442-453 2013 9

20 Holistic
Nursing
Practice

260-266 2013 9

21 臨床スポーツ
医学

30(10): 931-
937

2013 10

22 臨床スポーツ
医学

30(10) 2013 10

23 日本臨床ス
ポーツ医学会
誌

21(3): 505 2013 11

24 日本臨床ス
ポーツ医学会
誌

21(3): 513-516 2013 11

25 臨床スポーツ
医学

30(11): 1029-
1035

2013 11

26 臨床スポーツ
医学

31(1): 26-29 2014 1

27 PRACTICE 31(1): 35-37 2014 1

28 日本医師会雑
誌

142(11): RS-
279-RS-280

2014 2

29 PRACTICE 31(2): 164-167 2014 3

30 Holistic
Nursing
Practice

92-97 2014 3

31 靴の医学 27(2): 147-150 2014 3

石田浩之

論文
Saito Y, OGUMA YUKO,
Inoue S, Tanaka A, Kobori
Y.Osawa Y,

Environmental and individual
correlates of various types of
physical activity among
community-dwelling middle-aged
and elderly Japanese.

木庭大輔、大澤祐介、小熊
祐子

千葉県所在のゴルフ場の運営状況お
よびAED設置状況に関する調査

Kenji Iida, OGUMA YUKO Relationaships Between Flow
Experience, IKIGAI, and Sense of
Coherence in Tai Chi Practitioners

勝川史憲 肥満，特に内臓脂肪蓄積型肥満是正
のための運動の理論と実際

池澤裕子、須田康文、橋本健
史、宇佐見則夫

足部疾患の予防・治療に関わる靴に
ついて

小熊祐子 【総論】糖尿病発症予防のための身
体活動―身体活動・身体フィットネ
スは糖尿病を予防するか―

小熊祐子 運動療法　ステップアップで考えよ
う―Sedentaryの解消―

Kenji Iida, OGUMA YUKO The Relationaships Between Flow
Experience and Sense of
Coherence

スポーツと貧血

石田浩之 話題のトレーニングを検証する

Osawa Y, OGUMA YUKO Effects of vibration on flexibility:a
meta-analysis

小熊祐子 特集　糖尿病運動療法：運動指導成
功のためのノウハウ―ホップ・ス
テップ・ジャンプ―

小熊祐子 青壮年の身体活動基準値策定のため
のエビデンス

小熊祐子 運動療法　ステップアップで考えよ
う―アクティブガイドの活用―

大澤祐介、小熊祐子、石井直
方

バイブレーション・トレーニング

真鍋知宏 スポーツドクターと薬の処方　̶ス
ポーツ外来での実際̶　循環器疾
患：高血圧、不整脈

隅田祥子、岩本潤、勝川史
憲、大谷俊郎

女性アスリートの３主徴
Overview
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32 臨床スポーツ
医学

30(11): 1053-
1064

2014 3

33 臨床スポーツ
医学

31(3): 228-234 2014 3

34 診断と治療 102(3): 440-
445

2014 3

35 EuroPRevent
2013

2013 4

36 第８６回日本
整形外科学会
学術集会

2013 5

37 第８６回日本
整形外科学会
学術集会

2013 5

38 20th
European
Congress on
Obesity

Liverpool, UK 2013 5

39 第56回日本糖
尿病学会年次
学術集会

熊本 2013 5

40 第57回日本糖
尿病学会年次
学術集会

熊本 2013 5

41 第31回日本肥
満症治療学会
学術集会

東京 2013 7

42 日本スポーツ
産業学会・第
22回学会大会

東京 2013 7

43 日本スポーツ
産業学会・第
22回学会大会

東京 2013 7

高強度インターバルトレーニンクの
運動耐容能・体組成及び代謝指標へ
の効果（ポスター）

Katsukawa F, Shimojima K Energy density and food costs as
a possible mediator between
poverty and obesity: are there
regional differences?

須田康文、池澤裕子、早稲田
明生、宇佐見則夫、井口
傑、橋本健史、戸山芳昭

石田浩之 外来診療のワンポイントアドバイス
̶一般臨床医のためのスポーツ許可
基準̶

外反母趾に対するＤＬＭＯ法後の変
形矯正効果̶短期・中期成績の比較
̶

論文
石田浩之 スポーツドクターと薬の処方̶ス

ポーツ外来での実際̶代謝疾患：糖
尿病、脂質異常症、高尿酸血症

石田浩之 スポーツ現場での頭頚部外傷、現場
でのケアのヒント・指針　ヘッドギ
アの役割

学会発表

勝川史憲、伊藤裕 シンポジウム「肥満症の診療体制に
関する諸問題」健診・医療費レセプ
ト突合データからみた肥満症の医療
費と未受療者の実態

勝川史憲 スポーツ医学とスポーツ産業をつな
ぐ「医療・フィットネスの連携プロ
セス」（基調講演)

石田浩之 スポーツ医学とスポーツ産業をつな
ぐ

池澤裕子、須田康文、宇佐見
則夫、平石英一、橋本健史、
早稲田明生、小久保哲郎、井
口傑、戸山芳昭

若年者外反母趾のＸ線学的検討

Manabe T, et al. AED and cardiovascular safety at
mass gathering marathons in
Japan

東宏一郎、大澤祐介、田畑尚
吾、勝川史憲、石田浩之、小
熊祐子、河合俊英、伊藤裕、
奥田茂男、小口修司、太田敦
美、石橋みどり、菊池春人、
村田満、松本秀男

河合俊英、小熊祐子、勝川史
憲、東宏一郎、田中久美子、
目黒周、税所芳史、松本秀
男、伊藤裕

体脂肪分布、血中脂肪酸分画、経口
糖負荷試験（OGTT）時の各指標の
経時的変化の関連
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44 日本スポーツ
産業学会・第
22回学会大会

東京 2013 7

45 第21回日本運
動生理学会大
会

川越 2013 7

46 第32回臨床運
動療法研究会

愛知 2013 9

47 第68回日本体
力医学会大会

東京 2013 9

48 第68回日本体
力医学会大会

東京 2013 9

49 第68回日本体
力医学会大会

東京 2013 9

50  第２７回日本
靴医学会学術
集会

2013 9

51 第34回日本肥
満学会

東京 2013 10

52 日本食品免疫
学会・第9回学
術大会

東京 2013 10

53 第24会日本臨
床スポーツ医
学会学術集会

熊本 2013 10

54 第24会日本臨
床スポーツ医
学会学術集会

熊本 2013 10

55 第24会日本臨
床スポーツ医
学会学術集会

熊本 2013 10

成田和穂、 向本敬洋、 勝川
史憲、 大野誠

電気的筋肉刺激(EMS)による筋力ト
レーニングの腹筋及び体組成に及ぼ
す効果

勝川史憲 公開シンポジウム「食と免疫・健
康：赤ちゃんからお年寄りまで」予
防医学としてのスポーツ医学：メタ
ボリックシンドロームに対する食
事・運動療法のEBM

高強度インターバルトレーニングに
血中BDNF濃度との関連

田中雄也、清河駿樹、東宏一
郎、石田浩之、松本秀男

スポーツ競技における競技と休息の
最適インターバルの検討

橋本健史、勝川史憲、石田浩
之、小熊祐子、真鍋知宏

アスリートの陳旧性足関節外側靭帯
損傷に対する短腓骨筋腱を用いた足
関節外側靭帯再建術の検討

東宏一郎、大澤祐介、田畑尚
吾、堀澤栞里、勝川史憲、石
田浩之、小熊祐子、河合俊
英、小口修司、太田敦美、菊
池春人、村田満、松本秀男

勝川史憲

学会発表

職域の過体重～肥満者の身体活動レ
ベルと運動の動機付け・健診データ
の関連

小久保哲郎、橋本健史、須田
康文、池澤裕子、星野達

外反母趾における第２ＭＴＰ関節脱
臼における第２趾内外反の影響

小熊祐子 スポーツ医学とスポーツ産業をつな
ぐ

シンポジウム「非医師による運動処
方・指導の現状と課題：専門能力と
資格をめぐって」医療・フィットネ
スの連携プロセスと運動指導者の役
割

勝川史憲 肥満が生活習慣病関連医療に及ぼす
影響：健診・医療費レセプト突合
データの分析から

山澤文裕、真鍋知宏 市民マラソン大会での安全配慮の必
要性

勝川史憲 シンポジウム「メタボリックシンド
ロームに対する効果的な介入方法と
諸問題：運動療法を中心として」若
年～中年成人におけるメタボリック
シンドロームの進展と運動・身体活
動の効果

勝川史憲
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56 第２４回日本
臨床スポーツ
医学会学術集
会

熊本 2013 10

57 第24回日本臨
床スポーツ医
学会学術集会

熊本 2013 10

58 第24回日本臨
床スポーツ医
学会学術集会

熊本 2013 10

59 38th the
annual
meeting of
the Japanese
society for
surgery of the
foot,

仙台 2013 10

60  第３８回日本
足の外科学会
学術集会

仙台 2013 10

61 第３８回日本
足の外科学会
学術集会

仙台 2013 10

62 第３８回日本
足の外科学会
学術集会

仙台 2013 10

63 第３８回日本
足の外科学会
学術集会

仙台 2013 10

64 第３８回日本
足の外科学会
学術集会

仙台 2013 10

65 第３８回日本
足の外科学会
学術集会

仙台 2013 10

66 第３８回日本
足の外科学会
学術集会

仙台 2013 10

67 第41回日本救
急医学会総
会・学術集会

東京 2013 10

真鍋知宏、山澤文裕 日本陸連公認コースマラソン大会に
おける医療体制および心肺停止の現
状　2年間の調査結果から

今井覚志、橋本健史、大谷俊
郎、松本秀男

三橋敏武、山澤文裕、田中秀
治、真鍋知宏、石川秀樹、堀
口速史

学会発表

東京マラソンにおける心停止症例の
発生頻度

足関節捻挫患者の片脚立位不安定
性；一症例の受傷前後比較から

橋本健史、井口　傑、宇佐見
則夫、星野　達、平石英一、
須田康文、小久保哲郎、池澤
裕子

変形性足関節症に対する
Cannulated cancellous screwを用
いた距腿関節固定術の検討

須田康文、池澤裕子、竹島憲
一郎、早稲田明生、宇佐見則
夫、井口　傑、橋本健史、戸
山芳昭

外反母趾に対するＤＬＭＯ法の術後
成績―末梢骨片逸脱例の検討―

真鍋知宏、山澤文裕 日本陸連公認コースマラソン大会に
おける医療体制および心肺停止の現
状

 松本達明、須田康文、池澤
裕子、早稲田明生、竹島憲一
郎、宇佐見則夫、井口　傑、
橋本健史、戸山芳昭

第２、３趾背側脱臼を伴う重度外反
母趾に対してＤＬＭＯ変法を施行し
た２例

Hashimoto T., Inokuchi S.,
Usami N., Hoshino T.,
Hiraishi E., Suda Y.,
Kokubo T., Ikezawa H.

Ligament reconstruction using the
free split peroneal brevis tendon
for chronic lateral ankle instability
in athletes.

外反母趾術後の中足骨長はＭＴＰ関
節可動域に影響するか？

小久保哲郎、橋本健史、星野
達、須田康文、池澤裕子

第２ＭＴＰ関節脱臼を伴った外反母
趾に対する手術成績

竹島憲一郎、須田康文、池澤
裕子、宇佐見則夫、井口
傑、星野　達、橋本健史、戸
山芳昭

ＤＬＭＯ法術後再発例のＸ線学的検
討

須田康文、池澤裕子、竹島憲
一郎、早稲田明生、宇佐見則
夫、井口　傑、橋本健史、戸
山芳昭

ＤＬＭＯ法

小久保哲郎、橋本健史、星野
達、須田康文、池澤裕子
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68 第２４回日本
小児整形外科
学会学術集会

横浜 2013 11

69 第１２回日本
フットケア学
会年次学術集
会

奈良 2014 3

70 第１３回日本
フットケア学
会年次学術集
会

奈良 2014 3

71 勝川史憲 健康運動指導士養成
講習会

東京 2013 4

72 橋本健史 スポーツ医科学ミー
ティング

東京 2013 4

73 小熊祐子 サイエンスで健康に！第3回 慶應義塾医学部新聞 東京 2013 4

74 石田浩之 東京スポーツレクリ
エーション専門学校
アスレチックトレー
ナー養成講習会特別
講義

東京 2013 5

75 石田浩之 東京スポーツレクリ
エーション専門学校
アスレチックトレー
ナー養成講習会特別
講義

東京 2013 5

76 勝川史憲 NPO法人 芸術家の
くすり箱・ヘルスケ
アセミナー vol.8

東京 2013 6

77 小熊祐子 朝日新聞 2013 6

78 真鍋知宏 東京有明医療大学ア
スレティックトレー
ナー講義

東京 2013 6,
7,
9

79 橋本健史  第１２回宮城足部
疾患検討会　足部疾
患・外傷セミナー

仙台 2013 7

80 橋本健史 セラピストアカデ
ミックセミナー

東京 2013 7

81 勝川史憲 みずほ情報総研・第
２回みずほ医療福祉
セミナー

東京 2013 7

学会発表
足関節捻挫を起因とした足部成長期
スポーツ障害の検討

小久保哲郎、橋本健史、須田
康文、池澤裕子、田村　全

フットケアに役立つ画像診断　CT

小久保哲郎、橋本健史

スポーツによる足・足関節障害
中足部・中足骨のスポーツ障害̶そ
の診断と治療̶

その他（講演など）

生活習慣病：肥満症，メタボ
リックシンドローム

傷害予防プログラム－FIFA
11+を中心に－

スポーツとドーピング

スポーツ活動と熱中症予防

芸術家のパフォーマンスと食
事 Ｑ＆Ａ

元気のひけつ

健康管理とスポーツ医学

足関節のバイオメカニクス－
足部スポーツ障害治療のため
に－

足の外科の基礎　第１回 明日
から役立つ足の機能解剖

メタボリックシンドロームの
重症化予防について：データ
分析で着目するポイント

橋本健史
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82 石田浩之 東京スポーツレクリ
エーション専門学校
アスレチックトレー
ナー養成講習会特別
講義

東京 2013 7

83 石田浩之 東京スポーツレクリ
エーション専門学校
アスレチックトレー
ナー養成講習会特別
講義

東京 2013 7

84 勝川史憲 第５回大分県北部糖
尿病セミナー

大分 2013 8

85 石田浩之 第43回トレーニン
グ指導士養成講習会

東京 2013 8

86 橋本健史 セラピストアカデ
ミックセミナー

東京 2013 8

87 石田浩之 平成25年度日本体
育協会公認スポーツ
ドクター養成講習会

東京 2013 9

88 橋本健史 セラピストアカデ
ミックセミナー

東京 2013 9

89 真鍋知宏 マラソンメディスン
セミナー2013

東京 2013 9

90 勝川史憲 日本臨床栄養学会・
2013年度 認定臨床
栄養医研修会

東京 2013 9

91 Katsukawa F World Federation
of the Sporting
Goods Industry
(WFSGI) Round
Table: Promotion
of Physical Activity

Tokyo 2013 9

92 勝川史憲 東京都福祉保健財団
健康づくり事業推進
指導者養成研修

東京 2013 9

93 石田浩之 東京スポーツレクリ
エーション専門学校
アスレチックトレー
ナー養成講習会特別
講義

東京 2013 10

その他（講演など）

苦手な運動指導が得意にな
る！エビデンスを理解し具体
的なアプローチ方法を学ぶ

アスリートに多い内科疾患

スポーツ活動と突然死

メタボリック症候群と運動療
法

２型糖尿病・肥満と運動療法
の実際

スポーツ医学（内科）

足の外科の基礎　第２回 足の
バイオメカニクスと見逃しや
すい足疾患

応用科目Ⅰ『スポーツによる
内科的障害』

足の外科の基礎　第３回 わか
りやすい足底板の基礎と応用

日本陸連公認コースマラソン
大会における医療体制と心肺
停止例に関する調査
エネルギー代謝の栄養管理

A collaboration framework
between medical facilities
and fitness providers
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94 石田浩之 東京スポーツレクリ
エーション専門学校
アスレチックトレー
ナー養成講習会特別
講義

東京 2013 10

95 勝川史憲 健康運動指導士養成
講習会

東京 2013 10

96 勝川史憲 東京都医師会第25
回健康スポーツ医学
研修会

東京 2013 10

97 勝川史憲 連合三田会講演会 日吉 2013 10

98 小熊祐子 旬刊健康管理
情報　健康の
ひろば

1837 2013 10

99 勝川史憲 健康運動指導士養成
講習会

東京 2013 11

100 勝川史憲 新宿区・牛込
保健センター

東京 2013 11

101 勝川史憲 薬樹・講演会 東京 2013 11

102 石田浩之 東京品川ロータリー
クラブ講演会

東京 2013 11

103 石田浩之 Sportec 2013 東京 2013 11

104 勝川史憲 食育健康サミット
2013

東京 2013 12

105 勝川史憲 神奈川県立学校保健
会　横浜北部地区支
部　施設見学・研修
会

神奈川 2013 12

106 勝川史憲 健康運動指導士養成
講習会

東京 2013 12

107 真鍋知宏 第44回香川県ス
ポーツ医科学フォー
ラム

東京 2013 12

108 真鍋知宏 平成25年度日本体
育協会スポーツドク
ター養成講習会

東京 2014 1

109 勝川史憲 日本体育協会公認ス
ポーツドクター養成
講習会

東京 2014 2

その他（講演など）

生活習慣病の運動療法：理論
と実際

健康のための運動処方̶今、
何をやればいいのか̶

医療再度から見た、今求めら
れる運動療法̶フィットネス
クラブに期待すること̶

肥満，特に内臓脂肪蓄積型肥
満是正のための運動の理論と
実際

高校生の身体づくりと栄養：
スポーツも肥満も

生活習慣病：肥満症，メタボ
リックシンドローム

スポーツと循環器疾患

スポーツ現場での救急処置
（内科系）

腎・肝・消化器疾患とスポー
ツ

高齢化社会とロコモティブ・
シンドローム、転倒予防

生活習慣病：肥満症、メタボ
リックシンドローム

糖尿病の運動療法の意義と実
際

「脱メタボのための食事と運
動」 何を？どれくらい？

通勤時に仕事時間内に歩数を
増やす

生活習慣病：肥満症、メタボ
リックシンドローム

メタボリックシンドローム予
防
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110 勝川史憲 山形県市町村職員共
済組合・ 平成25年
度健康セミナー

山形 2014 3

111 勝川史憲 健康運動実践指導者
養成校養成講座主任
教員研修会

大阪・東京 2014 3

112 勝川史憲 山形県市町村職員共
済組合・平成25年
度健康セミナー・山
形

山形 2014 3

113 橋本健史 第12回日本フット
ケア学会年次学術集
会

奈良 2014 3

114 橋本健史 第12回⎾足⏌るを
知る会

立川 2014 3

115 2014 1

116 2014 2

117 2014 3

118 布施努 2014 4

119 勝川史憲 2013 5

120 石田浩之 2013 6

121 今井丈 2013 7

122 橋本健史 2013 9

123 橋本玲子 2013 10

124 勝川史憲 2013 11

125 勝川史憲 2013 12

126 真鍋知宏 2014 2

127 石田浩之 2014 3

その他（講演など）

山形県市町村職員共済組合の
健康度と共済組合における効
果的な健康づくり

生活習慣病と予防・改善のた
めの運動処方：メディカル
チェックと安全対策

共済組合における効果的な健
康づくり

中足部・中足骨のスポーツ傷
害－その診断と治療－

足のスポーツ傷害－見逃しや
すい疾患の診断法と最新の治
療－

慶應義塾大学スポー
ツ医学研究センター
主催　強くなるため
のスポーツ医学講座

慶應義塾大学日
吉キャンパス

実践：体脂肪率を測って知ろ
う！体組成

サプリメントは飲んだ方がい
い？ドーピングの知識

有酸素能力とトレーニング：
Vo2maxを測ってみよう

実践：下肢のケガ予防、スト
レッチ、テーピング

実践！ねんざ予防筋力アップ
トレーニング、整形外科医に
よる下肢障害相談
スポーツと栄養：強くなるた
めに「何」を「いつ」「どれ
くらい」たべればいいの？
実践：一人暮らしでも作れる
アスリートメニュー

慶應義塾大学スポーツ医学研
究センター
ニューズレター第14号
慶應義塾大学スポーツ医学研
究センター
ニューズレター第15号

慶應義塾大学スポーツ医学研
究センター
ニューズレター第16号

食育ST（サッと）システムを
使ってあなたの食事のバラン
スチェック

実践：メンタルトレーニング

『熱中症予防』最新の知識


