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CHAPTER 03

運動器の健康推進事業

当協会の三大事業の１つが、運動器の健康推進事業

です。「子どもの運動器の健康推進事業」「成長期の

スポーツ外傷予防啓発事業」「運動器外傷の救急医

療に関する事業」「脆弱性骨折予防事業」「運動器疼

痛対策事業」の５つの事業があります。ここではそ

れぞれの事業の目的とこれまでの成果などについて

ご紹介します。
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　2016（平成 28）年から始まる学校運動器検診が

円滑かつ効率的に実施することができるように、本

委員会では、2014（平成 26）年から、学校現場で

の健康診断についてわかりやすく記載した『学校で

の運動器（脊柱・胸郭、四肢、骨・関節）検診の手

引き』をホームページに公開するようにした。検診

のための準備印刷物、健康診断の実際、事後措置、

留意事項、また、保護者や養護教諭学校関係者や学

校医の皆様から想定されるさまざまな質問について

回答を作成し、多くの方々に理解を深めていただく

ようにしている。

2011 2012 2013 2014 2015 2017 2018 2019 2021

●これまでの主な事業内容

2011（平成 23）年度
11 月６日（日）、文部科学省を訪ね中川
正春・文部科学大臣並びに布村幸彦・ス
ポーツ青少年局長宛に「学校における健
康診断の改善」要望書を手渡し、児童・
生徒等の体力・運動能力の低下およびス
ポーツ障害の予防に結びつくよう、学校
における健康診断の改善を図ることを重
ねて要望した。なお、同要望書は、民
主党の前原誠司・
政 調 会 長、 日 本
医 師 会 の 原 中 勝
征 会 長 に も 提 出
した。

2017（平成 29）年度
学校の運動器検診モデル事業として、島
根、埼玉、京都府、愛媛県の運動器検診
の実施状況を検討した。スクールトレー
ナー制度の基本構想、制度設計にあたっ
ての課題などを検討した。

2019（平成 31・令和元）年度
文 部 科 学 省 か ら 発 表 さ れ た 2018（ 平 成
30）年度の学校保健統計の調査結果を分
析・協議した。6 月 15 日『学校の運動器疾
患・障害に対する取り組みの手引き』（改
訂版）第４版を発行した。新規事業として
小中学校の教員・養護教諭・学校医を対象
とした「児童生徒の運動
器の健康推進事業・講習
会」開催の実施要項を作
成した。12 月６日埼玉
県学校保健会養護教諭部
会・講習会に武藤担当理
事を派遣した。

2015（平成 27）年度
2 月『学校の運動器疾患・障害に対する取り
組みの手引き』第 2 版を発行した。2016（平
成 28）年度から実施される「学校での運動器
検診」が円滑・適切に行われるよう、文部科
学省学校健康教育課、日本学校保健会、日本
医師会学校保健委員会、日本整形外科学会学
校保健委員会等と共同作業を推進した。10 月、

『学校における運動器検診体制の整備・充実
事業に関わる資料集成』を発刊した。協会の
ホームページに『学校での運動器検診お役立
ちコンテンツ』を作成し、学校現場での健康
診断の準備、検診当日の進め方、事後措置や
留意事項についてわかりやすく記載した。

2014（平成 26）年度
日本学校保健会の『児童生徒等の健康診断マ
ニュアル』の改定等の取り組みが円滑・適切
に行われるように、文部科学省学校健康教育
課、日本学校保健会、日本医師会学校保健委
員会、日本整形外科学会学校保健委員会等と
連携、協力、情報交換、資料提示、共同作業
等を推進した。理学療法士の学校保健活動の
実態を把握するためのアンケート調査内容を
固め、日本理学療法士協会と共同で本調査を
実施、その結果を分析できる体制を整えた。

2016（平成 28）年度
今年度４月から実施された「学校での運動器検診」の
各地の実施状況を検討し、各関係団体からアンケート
調査を実施した。また、中外医学社の『学校の運動器
検診－子どもの身体と障害の診かた』を委員会の担当
理事と委員が中心に執筆の準備に入った。学校の運動
器検診モデル事業として、島根、埼玉、
愛媛の検診の実施状況について検討
し、運動器検診の適正な手順や事後
措置の普及活動を検討した。4 月『学
校の運動器疾患・障害に対する取り組
みの手引き』第３版を発行した。

2018（平成 30）年度
６月１日『学校の運動器検
診－子どもの身体と障害の
診かた』（中外医学社）が
発刊された。愛媛、島根、
京 都 で、 モ デ ル 事 業 を 継
続。日本理学療法士協会で
は「学校保健推進委員会」
を設置、モデル事業や研究
事業を展開することになっ
た。

2021（令和 3）年度
3 月、『学校における運動
器検診の整備・充実事業に
関わる資料集成Ⅱ』を発刊
した。７月 31 日当協会主
催のオンラインシンポジウ
ム「児童生徒等の運動器の
健康を守り、学校での重大
事故を防ぐために」を開催
した。（詳しくは P57）

2012（平成 24）年度
運動器検診の実施体制と実施方法の整備
に係る『運動器検診の実施要項（2011
年版）』の内容構成の素案を作成した。
11 月 19 日、武藤芳照担当理事と内尾祐
司学校保健委員長が文部科学省で行われ
た第 4 回「今後の健康診断の在り方等
に関する検討会」に出席した。

2013（平成 25）年度
学校保健委員会とスクール
ト レ ー ナ ー ワ ー キ ン グ グ
ループを再編・統合した。
スクールトレーナー制度に
先立ち、３月 29 日付けで、

「スクールトレーナー」の
商標が認可された。学校の
運動器検診
モデル事業
として、愛
媛、 埼 玉、
京都府で実
施した。

協会ホームページ『学校での運動器検診お役立ちコンテンツ』を紹介
学校保健委員会
子どもたちの運動器の健康を守る

　当協会の重視する取り組みの一つが、「子どもの

運動器健康推進事業」である。現代の子どもたちに

は運動不足による体力・運動能力の低下と、運動の

しすぎによるスポーツ障害の二極化が深刻となって

いる。こうした状況を踏まえ、当協会では 2005（平

成 17）年度から「学校における児童生徒の運動器

疾患の整備・充実」を目指し、文部科学省、日本医

師会、日本学校保健会等に働きかけを実施してき

た。この一連の取り組みが奏功し、2014（平成 26）

年度に学校保健安全法施行規則の一部が改正され、

2016（平成 28）年度から、児童生徒の定期健康診

断において「運動器検診」が必須化されたのである。

　この検診が今後、より充実し正しく行われていく

よう、当委員会では学校現場での検診の準備や進め

方・事後措置等についてさまざまな媒体を通して紹

介し、またシンポジウムの開催等も積極的に行う予

定である。

　また、学校におけるスクールトレーナー制度の創

設および養成に関する事業についても現在、慎重に

推進している。　　　　　　（担当理事・内尾祐司）

「子どもの運動器の健康推進事業」

2016
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運動器の健康推進事業

運動器検診が必須化されるまでの道のり 大規模オンライン・シンポジウムを開催

　学校における運動器検診体制の整備・充実事業は、

運動器の 10 年・日本協会の前身の ｢運動器の 10 年｣

日本委員会（故・杉岡洋一委員長、武藤芳照運営副委

員長）が 2005（平成 17）年度から開始した、国を対

象とした“夢”の一大プロジェクトでした。

　その発端は、京都の学校医・小児科医であって、

子どもたちの運動器の健康に違和感を身近に覚えて

おられた福田濶先生（元京都府医師会副会長）が武

藤芳照先生（当時、東京大学教授）に送られた 1枚

の FAXです。それには、｢児童生徒の運動器疾患・

障害を早期発見する国家的な仕組み作りが必要であ

り、それを目標にした事業を是非『運動器の 10 年』

日本委員会として立ち上げられたい｣ と書かれてい

ました。

　杉岡洋一委員長のもと、本委員会の 2005（平成

17）年度の正式事業の一つとして『学校における運

動器検診体制の整備・充実モデル事業』（武藤芳照プ

ロジェクト委員長）が発足し、2005（平成 17）年度

から北海道、京都府、徳島県、島根県の 4グループ

　2021（令和 3）年 7月 31 日（土）、当協会が主催で

「児童生徒等の運動器の健康を守り、学校での重大事

故を防ぐために」と題し、Zoom ウェビナーによる

オンライン・シンポジウムが開催されました。参加

費は無料で、受講申し込みは全都道府県から 749 名、

実際の受講者は 552 名でした。

　このシンポジウムは、児童生徒等の運動器の外傷・

障害・事故を予防するために、当協会の学校保健委

員会が企画・立案したものです。当日は、学校健診

における運動器検診のポイント、コロナ禍での運動

不足と骨折の実態や重大事故・外傷予防の教育など、

運動器と学校保健の専門家から、最新の情報を交え

つつ、それぞれの現状と課題などが発表・提示され

ました。

　当日は、武藤芳照業務執行理事の開会挨拶から始

まり、第 1部「学校健診における運動器検診の質を

高めるために」、第 2部「学校での児童生徒の重大事

故と運動器外傷の予防」の計 7講演の後、第 3部で

は質疑応答という流れで進行しました。

　第 1部では、最初に学校保健担当理事である内尾

で学校における運動器疾患・障害の実態に関する調

査研究が開始され、その後、新潟県、宮崎県、愛媛県、

埼玉県、熊本県、大分県の 6グループが新たに参画

して、2010（平成 22）年まで本事業が続けられ、上

記に関する各地の多くのデータが集積されたのです。

　その 11 年間に及ぶ本学校保健委員会メンバーの身

を粉にした地道な調査収集と不断の啓発活動の積み

重ねは、学校における定期健康診断（健診）での運

動器検査の必要性と重要性の根拠を示し、学校保健

安全法の健診検査項目に運動器を条文化させること

に大いに貢献したのです。そして、2014（平成 26）

年に ｢学校保健安全法施行規則の一部改正する省令」

が通告され、2016（平成 28）年から実施、現在に至

ります。日本の未来を託す子どもたちの運動器健康

推進のために国の規則を変えようとの夢は、草莽崛

起の高志と情熱を持った市井の人々の地道で弛まぬ

努力の積み重ねによって現実のものとなったのです。　　　

（学校保健委員会 担当理事・内尾祐司）

祐司が登壇。「児童生徒等の運動器疾患・障害の実態

と課題」と題し、不適切な運動による運動器障害が

発育途上の子どもに起こることの危険性を訴えまし

た。続いて、学校保健委員会の森原徹委員が「運動

器検診での気づきのポイント 上肢・下肢編」を、ま

た渡辺航太委員が「運動器検診での気づきのポイン

ト 脊柱の異常（側わん症）編」をそれぞれ解説しま

した。最後に村井伸子委員が「保健室から見た児童

生徒の運動器の現状」をテーマに講演しました。

　続く第 2部では、学校保健委員会の髙橋敏明委員

長が、「コロナ禍での児童生徒の骨折の実態と予防」

について講演し、続いての山中龍宏委員が「学校で

の児童生徒の重大事故の実態と予防」を、板倉尚子

委員が「理学療法士による児童生徒への運動器外傷

の予防教育」について講演を行いました。

　質疑応答の第 3部では、受講者から多くの質問が

寄せられ、各委員がそれに答え、菊山直幸委員が指

定発言を行いました。最後は大工谷新一担当理事が

閉会挨拶を述べ、オンライン・シンポジウムは無事

終了しました。

 児童生徒等の運動器の
健康を守り  学校での
重大事故を防ぐために　

　児童生徒等の運動器の健康を守り、運動器の外傷・障害・事故を予防するために、
学校での運動器検診のポイント、コロナ禍での運動不足と骨折の実態や重大事故・
外傷予防の教育など、運動器と学校保健の専門家が最新の情報を交えて大切なこと
をわかりやすく伝えます。

開会挨拶 武藤芳照 業務執行理事
（東京大学名誉教授）

[ 第 1 部 ]　学校健診における運動器検診の質を高めるために
座長／高橋敏明 学校保健委員会委員長（愛媛大学スポーツ健康科学教授）

（1）児童生徒等の運動器疾患・障害の実態と課題 内尾祐司 学校保健担当理事
（島根大学整形外科学教授）

（2）運動器検診での気づきのポイント ―上肢・下肢の異常― 森原 徹 学校保健委員（丸太町リハビ
リテーションクリニック院長／京都市）

（3）運動器検診での気づきのポイント ―脊柱の異常（側わん症）― 渡辺航太 学校保健委員
（慶応大学整形外科学准教授）

（4）保健室から見た児童生徒の運動器の現状 村井伸子 学校保健委員
（全国養護教諭連絡協議会顧問）

[ 第 2 部 ]　学校での児童生徒の重大事故と運動器外傷の予防
座長／内尾祐司　学校保健担当理事（島根大学整形外科学 教授）

（5）コロナ禍での児童生徒の骨折の実態と予防 高橋敏明 学校保健委員会委員長
（愛媛大学スポーツ健康科学教授）

（6）学校での児童生徒の重大事故の実態と予防 山中龍宏 学校保健委員
（緑園こどもクリニック院長／横浜市）

（7）理学療法士による児童生徒への運動器外傷の予防教育 板倉尚子 学校保健委員
( 日本女子体育大学健康管理センター )

　　　　　　 [ 第 3 部 ]　　　　　　　質 疑 応 答　　　　
座長／高橋敏明、内尾祐司

指定発言 菊山直幸 学校保健委員
（日本中学校体育連盟参与）

閉会挨拶・御礼 大工谷新一 学校保健担当理事
（北陸大学医療保健学部教授）

公益財団法人運動器の健康・日本協会 　オンライン・シンポジウム

日 時 会 場 

主 催

定 員

参加費

オンライン（ZOOMウエビナー使用）

500 名（あらかじめ参加申し込みが必要です。詳細は裏面に）

公益財団法人 
運動器の健康・日本協会 無  料

※イラスト：『マンガ 運動器のおはなし  大人も知らないからだの本』（2005 年刊）より引用

2021年７月３１日 (土 ) 13:30 ～ 17:15

（丸毛啓史理事長）

　学校保健委員会は、10 年余、学校の定期健康診断に運動器検診の必要性と重要性を訴え、具体的な

調査研究や仕組みづくりを行ってきました。その地道な努力が実り、2016（平成 28）年、学校健診に

運動器検診が必須化されました。その後も委員会は、この学校健診の実態調査を行い、質の高い運動

器検診が行えるように取り組んでいます。ここでは、その取り組みの一端をご紹介します。

学校保健委員会コラム

学校健診における運動器検診の
質を高めるために

オンライン・シンポジウム案内のちらし
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　2012（平成 24）年から始まった「成長期のスポーツ障害予防・指導者講習

会」（主催・全日本軟式野球連盟、後援・運動器の健康・日本協会）は、その後、

毎年開催され、コロナ禍に当たる「2019 年度・指導者講習会」の中止を除き、

計 7 年間で、全国 84 会場で開催され、延べ 1 万 1,336 人の指導者が受講した。

　この講習会は、前半にスポーツ整形外科専門医が「成長期のスポーツ外傷

予防」（座学 60 分）を講義し、後半では理学療法士による「コンディショニ

ング」（座学 30 分）と「ストレッチの実技指導」(60 分 ) を行う。

　この講習会で使用する共通教材は、ドクター部門は松浦哲也委員、理学療

法士部門は坂本雅昭委員が担当し、CD および冊子で制作。これまでに 5 回の

改定を行い、小学生、中学生の野球の投球制限に関するルールも新しいもの

に更新しながら進めており、成長期の野球少年への適確な指導について周知

を図っている。

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

●これまでの主な事業内容

2011（平成 23）年度
全日本軟式野球連盟と提携し、事業推進
の「基本方針」を策定した。また、推進
事業として、①同連盟傘下の加盟チーム
によびかける提言の策定、②指導者講習
会の開催、③少年野球選手の検診体制整
備とデータ収集を推進事業とすることに
した。

2013（平成 25）年度
引き続き「2012（平成 24）年度・指導
者講習会」を実施し、これ以降、継続事
業とした。少年野球選手たちのスポーツ
外傷の早期発見のため、児童・生徒や指
導者・保護者が日々の活動現場でチェッ
クできる資材「将来も野球を楽しみ、選
手として活躍するた
めのセルフチェック
マニュアル」を作成、
特別賛助会員・久光
製薬株式会社の支援
のもと、５万部を制
作した。

2017（平成 29）年度
「2016（平成 28）年度・指導者講習会」

を実施、肩・肘検診の基本マニュアルに
ついて、松浦哲也委員、正富隆委員らが
の検診の実態に即した「野球検診マニュ
アル」を提案し、群馬、徳島、大阪で

「肩・肘のモデル検診」を実施した。９
月８日（金）、野球選手の診療にあたっ
ているドクターら 47 名が「野球障害予
防懇話会」を開催した。

2019（平成 31・令和元）年度
「2018（平成 30）年度・指導者講習会」

を実施、「肩・肘のモデル検診」を岩手、
群馬、神奈川、京都、大阪、徳島、宮崎
で実施した。８月 30 日（金）、ドクター
ら 73 名が「野球障害予防懇話会」を開
催。「理学療法士講師養成講習会」を関東、
北信越、近畿、四国で開催した。

2015（平成 27）年度
「2014（平成 26）年度・

指導者講習会」を実
施した。８月、第２
次少年野球実態調査
を実施した。（P60 を
参照）

2014（平成 26）年度
「2013（平成 25）年度・指導者講習会」

を実施した。３月 15 日（土）第 2
回「中学・少年野球関係団体との懇
談会」を開催した。８月、全国１万
人の小学生を対象に第１次少年野球
実態調査を実施した。（P60 を参照）

2016（平成 28）年度
「2015（平成 27）年度・指導者講習会」

を実施した。7 月、DVD『少年野球のた
めのストレッチング 9』が完成した。実
態調査に協力してくれた 412 チームに
贈呈した。9 月、中学少年野球実態調査
を実施した。（P61 を参照）

2018（平成 30）年度
「2017（平成 29）年度・指導者講習会」

を実施、「肩・肘のモデル検診」を京都、
群馬、徳島、大阪、宮崎、神奈川で実施
した。指導者講習会での理学療法士の人
材養成をすべく「講師養成講習会」を
実施すること
にした。年内
は 10 月 14 日

（ 日 ） 秋 田 に
て開催した。

2020（令和 2）年度
新型コロナウィルス感染拡大で「2019

（平成 31・令和元）年度・指導者講習会」
開催を中止した。当協会の HP で、コロ
ナ禍でも自宅でできる小中学生野球選手
の基礎トレーニングを発信した。「肩・
肘のモデル検診」を岩手、群馬、京都、
大阪、徳島で実施した。12 月 8 日（金）
ドクター 56 名が「野球障害予防懇話会」
を開催した。「講師養成講習会」は新型
コロナウィルス感染拡大で Web による
講習会を九州、中国地区で開催した。

2012（平成 24）年度
全日本軟式野球連盟と協議し、
全国９地区で指導者を対象と
した「成長期のスポーツ障害
予防・指導者講習会」を 2012（平
成 24）年度から継続実施する
こととした（年内は東京のみ
実施）。各地区で開催する共通
教 材 を 制 作 し た。11 月 19 日

（月）第 1 回「中学・少年野球
関係団体との懇談会」を開催
した（千代田区・学士会館）。

「成長期のスポーツ障害予防・指導者講習会」について
成長期のスポーツ外傷予防啓発委員会
少年野球選手の投球障害を予防するために

　生涯を通じて運動・スポーツを楽しくより豊かに

取り組むためには、その人の成長段階や健康・体力

の状況をよく知って取り組むことが大切である。し

かし、間違った方法や過度に運動を行うことで、ス

ポーツ傷害が起きることがある。とくに、成長期に

おける少年野球選手の投球障害の事例は多く見ら

れ、当委員会では、2011（平成 23）年の一般財団

法人設立当初から、この予防を目的に以下の基本方

針で事業を進めてきた。

「基本方針」

1） 成長期の投球障害予防と啓発のための提言をま

とめる。

2） 成長期の投球障害がなぜ起こるか、またその予

防のための講習会開催の準備を行う。

3） 成長期の投球障害早期発見のための検診体制の

整備とデータ収集方法の検討を行う。

（担当理事・稲垣克記）

「成長期のスポーツ外傷予防啓発事業」
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成長期のスポーツ外傷予防啓発委員会コラム

●小学生を対象とした 2 年連続の調査で判明したこと（2014・2015 年） ●中学野球選手１万人にも実態調査を実施（2016 年）

　2014（平成 26）年 8月の第１回目の調査では、回

答があった選手 1万 228 人のうち、「これまでに体の

痛みを感じたことがある」と回答した人数は、実に

5,880人 57.5 %に上った。しかし、痛みがあって通院・

治療を受けている選手はそのうちのわずか 11％（648

人）に過ぎず、整形外科に通院している者は 4.8%（285

人）にとどまった。

　一方、指導者の回答を見てみると、ウォーミング

アップとクールダウンは概ね実施されていたもの

の、投手の投球数では、3割強が何の指示もしてい

ないことが明らかとなった。

　続いて、調査の数年前から、少年野球の各団体が、

　2016（平成 28）年 9 月、今度は中学生野球選手の

実態調査を行った。

　単純集計のデータでは、日本中学校体育連盟傘下

の軟式野球と学校外のクラブチームの硬式とでは、

活動実態に違いがある。これに鑑みて別個に分析す

ると、軟式のほうが練習日数や月間の試合数も多い

傾向が見られた。しかし練習時間、日数、試合数に

よる「痛み」の違いについては、顕著な差異は認め

られなかった。

　全体の「痛み」に関する分析では、土日の 5時間

以上の練習、1 日に 70 球以上、1 週間で 350 球以上

の全力投球、1ヵ月に 8試合以上を超えると、軟式・

硬式ともに痛みの発生割合が増加していた。

「公式試合での投球制限を 7 イニングスにする」な

ど、いわゆるオーバーユースに関するルールを設け

たことを受け、その後の障害発生の変化を見るため、

2015（平成 27）年 8月に第 2回目の調査を実施した。

結果、ケガの発生に変化はなく、むしろ悪化してい

るケースもあった。公式試合での投球回数制限より

も、日頃の練習量や年間の試合数によって障害発生

の確率が上がることが改めて浮き彫りとなった。

　この結果を受けて、「長く野球を続けるための 10

の提言」をまとめ、全日本野球協会の関係競技団体

および調査に協力してもらったチームに伝達した。

　当時、委員長だった高岸憲二氏が独自に多変量解

析を行ったところ、1 日 70 球以上の全力投球、1ヵ

月平均 10 試合以上、1 日に 1 時間以上の個人練習、

1年生に比べて 2年生の投手および捕手が、顕著に肩・

肘痛を発症していることがわかった。

　他方、指導者に対するアンケートでは「ケガをさ

せないためのストレッチの方法を知りたい」、「近く

に整形外科の専門医がいない」、「正しい投球方法が

よくわからない」、「定期的な講習会を希望する」な

どの意見が寄せられた。

　この結果を受け、「中学生野球選手を障害・外傷か

ら守る 10 の提言」をまとめ、全日本野球協会と中学

野球各団体、実態調査協力チームに伝達した。
長く野球を続けるための 10の提言 小学生向け

01.  全力投球数が 1 日 50 球以上や週に 200 球を超える選手の障害の発生率は明らかに高い。将来とも長く野球が
続けられるよう、全力投球はこれ以下の数をしっかり守ること。

02. 小学生の練習は、1 週間に 3 日以内、1 日 3 時間を超えないこと。
03. 練習前後のウォームアップ、クールダウンには十分な時間をかけ、少なくとも 20 分以上を励行すること。
04. 毎週月曜日をセルフチェックの日と定め、指導者や保護者は、身体の痛みや肘の曲げ伸ばしの範囲に注意する

こと。
05. 少子化でチームの人数が少ない場合、特定の選手に過重な負担がかからないように配慮すること。
06. 障害の発生の初期段階では 4、5 日練習を休むと痛みが無くなることがある。まだ、少しでも痛みがある時や

再び痛みが出た時は整形外科受診が望ましい。
07. 練習以外の自宅でのトレーニングが過重にならないこと。身体の緊張をほぐすため 1 日数回のストレッチを習

慣づけるように指導し、過剰な筋カトレーニングは行わせないこと。
08. 全力投球をしないシーズンオフを少なくとも 3 ヵ月もうけること。例えば守備練習で捕球のみとし、全力送球

をしない練習内容とする。
09. 一人の選手が 1 年間で出場するのは 70 試合以内とするのが望ましい。
10. スポーツ障害の予防は、指導者・保護者の緊密な連携が大切で、整形外科専門医の定期的な検診を受ける仕組

みを設けること。

中学生野球選手を障害・外傷から守る 10の提言
01. 練習での全力投球数は、野手も含めて 1 日 70 球以内、週に 300 球以内とする。
02. 練習は、1 週間に６日以内、1 日３時間を超えない。
03. 一人の選手が試合に出場するのは月に 10 試合以内、投手はその半数（５試合以内）とするのが望ましい。
04. 試合をしないシーズンオフを少なくとも３ヵ月もうける。
05. 練習前後のウォーミングアップ、クールダウンは少なくともそれぞれ 20 分以上行う。
06. 毎週月曜日に身体の痛みや肘の曲げ伸ばしをセルフチェックする。
07. 自宅では毎日ストレッチングを行い、過剰な筋力トレーニングは行わない。
08. 正しい投球方法を指導し、特定の選手に過重な負担がかからないように配慮する。
09. 休養で痛みが軽減しても、少しでも痛みが残る時は整形外科受診が望ましい。
10．スポーツ障害予防のため整形外科専門医の定期的な検診をすすめる。

　2014（平成 26）～ 2016（平成 28）年、当協会は日本整形外科学会スポーツ委員会との合同事業として、

物議を醸していた小学生・中学生のピッチャーの投球回数制限や障害予防知識向上の効果を分析する

ため、全日本野球協会の協力を得て、全国の小学生、硬式・軟式野球選手とその指導者を対象とした

実態調査を行った。この調査は日本で初となる１万人規模の調査となり注目を集めた。

類をみない１万人の規模の“少年野球選手・
実態調査 ” を３年連続実施

全日本軟式野球連盟 日本野球連盟参加硬式団体
登録チーム / 選手数 12,663/253,260 人 910/182,698 人
回答チーム数 429 チーム 47 チーム
2014( 平成 26) 年度
回答選手数 9,413 人 815 人

2015( 平成 27) 年度
回答選手 

7,794 人
（内 2 年連続回答 4,093 人）

560 人
（内 2 年連続回答 265 人）

軟式野球 硬式野球
回答チーム数

（計 495） 422 チーム 73 チーム

回答選手数
（計 11,134 人） 8,771 人 2,363 人

2014（平成 26）年度 8 月調査

小学生の少年野球実態調査は同じチームを対象に 2 年間にわたり実施
調査対象は全都道府県で各連盟に登録しているチーム数の一定割合で抽出

「これまでに体の痛みを感じたことがある」
小学生野球選手

はいいいえ
42.５% 57.5%

「今まで、からだのどこかで痛かったところがある」

軟式野球　　　　　　　　　　　 硬式野球

はいいいえ
40.５% 59.5%

はいいいえ
38.3% 61.7%
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　わが国の外傷診療体制の在り方に関する調査報告、韓国・香

港・オーストラリアの外傷センター視察の概略、韓国・香港の

外傷診療体制に関する調査報告、オーストラリアの外傷診療体

制に関する調査報告をまとめ、わが国における運動器外傷診療

の質向上のための本委員会の提言をまとめた書である。提言は

以下の項目となる。

　1. 運動器外傷レジストリーの整備

　2. 外傷センターの重要性についての広報活動

　3. 外傷センターの設立・運営

　4. 重度外傷の診断・治療についての研修・教育体制の整備

　5. 外傷専門医間の横断的連携の必要性

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

●これまでの主な事業内容

2011（平成 23）年度
各委員に依頼し、わが国における
外傷診療体制の現状、米国、ドイ
ツ、イギリスの外傷センターの現
状に関する調査、資料収集を行っ
た。また、各委員が収集した資料
を分析・検討し、「わが国の外傷診
療体制の在り方に関する調査報告
書」を作成した。

2013（平成 25）年度
三上容司、井口浩一、黒住健人、松下隆、4 名がオー
ストラリア・ブリスベン、同メルボルンの外傷セ
ンターを訪問し、同地での外傷センターの視察・
調査に関する報告書を作成した。また委員らが日
本外傷学会、日本骨折治療学会等で発表を行った。
さらに東日本整形災害外科学会のシンポジウムで
パネルディスカッションも開催した。

2017（平成 29）年度
9 月 1 日『運動器外傷の救急医療に
関する委員会調査報告書』を発行し

（300 部）、当協会の参加会員団体、
協賛団体等関係各所に配本した。

2019（平成 31・令和元）年度
第 93 回日本整形外科学会総会（2020）
のシンポ・パネルに応募し、「わが国の
外傷診療システムの課題」が採用された。

2015（平成 27）年度
日本骨折治療学会の主
導で始まった開放骨折
登 録 シ ス テ ム（DOTJ）
に続き、労災病院群の
主 導 で 始 ま る「 四 肢・
骨盤骨折登録システム

（RODEO study）」 の 概
要について報告があり、
これらの事業への協力・
支援を当委員会でも行
うことが了承された。

2014（平成 26）年度
第 1 回委員会で、オーストラリア視察
旅行の発表、第 2 回委員会で運動器外
傷患者の登録、日本医師会への提案、
海外視察旅行報告書作成について話し
合われた。

2016（平成 28）年度
諸外国への救急外傷センター視察
報告書を 2017（平成 29）年まで
に作成することが承認された。

2018（平成 30）年度
DOTJ、RODEO study に関する情報
共有を図ることにより、登録システ
ム運用の協力・支援を行い、運動器
外傷の重症化予防、後遺障害発生の
予防に向けての方策を探る。

2020（令和 2）年度
第 93 回日本整形外科学会総会（2020）のシンポジウムを行っ
た。内容は以下の通り。

「わが国の外傷診療システムの課題」（座長・松下隆、三上容司）
　・整形外科の望ましい教育システム（発表：土田芳彦）
　・東京における外傷センターの取り組み（発表：鈴木卓）
　・地方都市における外傷センターの役割（発表：宮本俊之）
　・重症外傷治療の問題点（発表：井口浩一）
　・悉皆性のある外傷登録制度の必要性（発表：石井桂輔）
　・行政と連携した外傷診療システム構築の必要性（発表：
　　森村尚登）

2012( 平成 24) 年度
三上容司、土田芳彦、井口浩一、黒住健人、
4 名の委員が韓国・香港の外傷センターを訪
問し、視察・調査の結果を踏まえ、報告書を
作成した。今後、日本骨折治療学会、日本外
傷学会に報告す
る こ と と し た。
また日本医師会
等の関係諸団体
に向け、提言を
行う準備をはじ
めた。

『運動器外傷の救急医療に関する委員会調査報告書』の発行

　交通事故を含む外傷による死亡、後遺障害を減

少させること、そのことにより、運動器外傷に関

わる社会的コストの軽減を図ることは、「運動器

の健康」世界運動の活動目的にかなっている。ま

た、先進諸外国に比べ遅れているわが国の外傷診

療体制の改善・再構築が喫緊の課題であることが

認識され、本委員会が発足した。本委員会はわが

国と諸外国の救急外傷診療体制を調査し、わが国

における外傷センターシステムの構築に向けての

活動を行うこと、さらに運動器外傷診療の標準化、

質の向上に資する活動を行うことを目的とする。

　今までに、韓国、香港、オーストラリアの外傷セ

ンタ―を訪問し、わが国の現状とあわせて調査報告

書を作成し、関係諸団体に配布した。また、関係学

会の開催にあわせてシンポジウムを企画、提案して

きた。国内の運動器外傷の症例登録事業への協力も

行ってきた。

　現在、大腿骨近位部骨折重症例への対応について、

脆弱性骨折予防委員会とも連携しながら事業を進め

ているところである。　　　（担当理事・三上容司）

運動器外傷の救急医療に関する委員会
わが国の外傷センター体制構築および運動器外傷診療の質の向上を目指して

「運動器外傷の救急医療に関する事業」

2012（平成 24）年
10月、香港の Prince 
of Wales Hospital で
講演する土田委員

オーストラリアのメルボルン、救急ヘリの前で。左から井口浩一、
黒住健人、松下隆、三上容司。2013（平成 25）年 11 月
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　この手帖は、二次骨折予防のわかりやすいキャッチフレーズを表紙に使用

し、中面では、“ 二次骨折とは何か ” を漫画でわかりやすく説明。また、「二

次骨折予防のための４つの要」などをカラーイラストでわかりやすく解説し

ている。さらに患者さんご自身の骨の記録や、二次骨折予防のチェック、専

門スタッフからのメッセージやアドバイスなどが書き込める手帖スタイルに

している。この手帖は、実際の臨床現場ですぐに使用することができ、薬、

栄養、転倒予防など一次骨折予防や検診にも使えるようにした。スタッフの

共有ツールとして、

ま た 患 者 さ ん の 教

育 ツ ー ル と し て リ

エ ゾ ン サ ー ビ ス に

役 立 つ コ ン テ ン ツ

となっている。

恐
怖
の

骨
折
ド
ミ
ノ
と
は
？

骨
折
ド
ミ
ノ

骨
折
ド
ミ
ノ
と
は
？

今ならまだ間に合う！二次骨折の予防！

4

痛いわ
　  ……

お大事に

どう
も…

捻挫かな。
大丈夫か？

やっぱり
骨折して
いるって
……

骨の再検査が
必要だって

骨粗しょう症の
検査じゃないかな？

見た目は若い
って言われて
いたのに…

あなたが骨折したのは偶然？

そうなんです。あなたの骨折は“偶然”ではなく、
「骨粗しょう症」という病気が原因です。骨の強度が低下して、

脆
もろ

くなっているため、ちょっとした衝撃で骨折したのです。
19

足指のつけ根
で曲がる

ヒモで調整
できる

サンダル・スリッパ・
ハイヒールなどはNG

靴を履いて立つ 杖と左脚を同時に出す ①②の動作を繰り返す右脚を出す

かかと部分が
余らない

肘の角度が
30～40°

ソールが滑らない軽すぎない

［足元から転倒予防］

［杖を活用して転倒予防］
① ②

左脚の骨折の場合は、右手に杖を持ちます。
（痛めた脚、弱った脚の反対の手に杖を持つのが正しいのです）

21

各スタッフからのアドバイスを参考にして骨折を予防し、
　　　　　　健やかな毎日をお過ごしください。

スタッフからメッセージ
お名前　　　　　　　　　　　様へ

医師から

薬剤師から

看護師から

リハビリ
スタッフから

ケース
ワーカーから

管理栄養士
から

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

●これまでの主な事業内容

2011（平成 23）年度
地域医療機関および住民検診において
FRAX（※ WHO 骨折リスク評価ツール
の略）による評価を行い、骨粗鬆症スク
リーニング法として有用であるか否かを
明らかにすることを目的とし、第 1 回の
委員会では 2012（平成 24）年度の実施
に向け、住民に対するアンケート方法を
検討した。

2013（平成 25）年度
FRAX を取り入れた資料『骨粗鬆症のお
はなし』を作成し、9 月に開催された市
民公開講座（於：埼玉医科大学学園祭）
の受講者に配布した。３つの医院で配布
したところ、５ヵ月間で合計 90 名に骨
粗鬆症治療を開始す
ることができた。こ
れ に よ り、FRAX が
骨粗鬆症の啓発およ
びスクリーニングの
手立てとなることが
ほぼ証明された。

2017（平成 29）年度
1 月末、「二次骨折予防のためのキャッチフレーズ」公募が締め
切られ、合計 3,705 件の応募があった。2 月 12 日（日）に審査
委員会が開催され、以下の標語が決定した。

最優秀賞：「No ! 骨折連鎖　治療に Go !」（最優秀賞 10 万円）
優秀賞：「ストップ !　骨折ドミノ」（優秀賞 3 万円）
優秀賞：「STOP !　骨折ドミノ」（優秀賞 3 万円）
優秀賞：「ストップ・ザ・ドミノ」（優秀賞 3 万円）

2019（平成 31・令和元）年度
患者とその家族への啓発を目的に二次骨
折予防リーフレット（『二次骨折予防手
帖』）制作の準備を開始した。

2021（令和３）年度
『二次骨折予防手帖』の英訳

版の作成を開始した。

2015（平成 27）年度
二次骨折予防啓発ポス
ター・パンフレットの
作成をするため、「二次
骨折予防」のキャッチ
フレーズの募集を計画
した。

2014（平成 26）年度
脆弱性骨折を予防するために一度骨折を
起こした人を管理するツールを作成する
ことを目的に、今回は大腿骨近位部骨折
を起こした人の二次骨折予防管理ツール
作成を目標とする。具体的には、骨粗鬆
症学会や日本脆弱性骨折ネットワーク

（FFN）による意見統一やツールの作成
を見守り、行政に伝えていくこととした。

2016（平成 28）年度
12 月 5 日（月）より二次骨折予防のため
のキャッチフレーズ公募を開始（『公募ガ
イド』本誌およびサイトに掲載）、公募の
ちらしも作成した。

2018（平成 30）年度
前年度に制作した二次骨折予防啓発ポ
スターのデザインを一新し、「ストッ
プ！　骨折ドミノ」の二次骨折予防啓発
ポスター②を制作

（8,000 枚）した。

2020（令和 2）年度
『二次骨折予防手帖』が完成し、合計 5,000 冊制作

し、当協会役員、参加団体、全国整形外科医局、保
健所などに全国の関連施設に配布した。また当協会
ホームページに
掲 載、 ダ ウ ン
ロードできるよ
うにした。その
他、同手帖を広
く周知するため
に案内のチラシ
も作成した。

2012( 平成 24) 年度
FRAX を取り入れた住民
検診や骨粗鬆症に関連
するアンケートを実施
しようと行政に働きか
けたが人手や経費の点
で協力が得られなかっ
たため、次年度に向け
て見直しを図る。

恐
怖
の

骨
折
ド
ミ
ノ
と
は
？

骨
折
ド
ミ
ノ

骨
折
ド
ミ
ノ
と
は
？

今ならまだ間に合う！二次骨折の予防！

入 賞 し た 最 優 秀 賞 の「No ! 骨 折 連 鎖　
治療に Go !」を使用し、二次骨折予防
啓発ポスター①を制作（4,000 枚）した。

『二次骨折予防手帖』（保存版）の制作
脆弱性骨折予防委員会
「脆弱性骨折二次骨折」の低減を目指して

　本委員会は、二次骨折予防の実現のための資材を

作成し、二次骨折予防の重要性を広く一般市民への

啓発を推進するとともに、日本整形外科学会、日本

骨折治療学会、日本骨粗鬆症学会、日本リハビリ

テーション医学会、日本老年医学会、日本脆弱性

骨折ネットワーク等の関連学会との連携を強化し

てリエゾンサービスの普及を推進する。

　なお、この委員会は、2011（平成 23）～ 2014（平

成 26）年度まで「中高年の運動器健康推進事業」

の活動事業の中にあった「大腿骨近位部二次骨折予

防啓発ワーキンググループ」が 2017（平成 29）年

から「脆弱性骨折予防委員会」の名称となり、活動

を続けている。現在、二次骨折予防の観点からさま

ざまな情報を発信して、脆弱性骨折全体の予防を目

指した事業を展開している。

（委員長・山本智章）

「脆弱性骨折予防事業」
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　当委員会では、運動器の痛み（疼痛）

の中でも、国民の多くが感じている症

状について、痛みの症状、原因、対処

法および治療法について解説する情報

発信を、当協会の広報季刊誌およびホー

ムページで行っている。とりわけ、膝痛、

腰痛、股関節痛などについて紹介した

記事はホームページの閲覧者数も多く、

広く情報発信を行うことができた。今

後は市民向けの公開講座や小冊子の配

布、 医 療 者 向 け の 研 修・ ワ ー ク シ ョ

ップを通して、運動器疼痛対策の重要

性を周知していく予定である。

  発行│公益財団法人 運動器の健康・日本協会

疾患は異なります。変形性股関節症は
様々な原因で発症します。特発性とい
われる、特に原因となる疾患がなくて変
形性股関節症となる場合もありますが、
骨折、大腿骨頭壊死症、ペルテス病など
の疾患が原因で変形性股関節症を発
症する場合もあります。
　日本国内で最も多いのは、股関節形
成不全症が原因で変形性股関節症にな
るパターンです。日本国内で？と思われ
る方もいらっしゃるかもしれません。実
は、股関節疾患は、人種、民族、性別に
よってその頻度が大きく変わります。日
本国内の80％以上は股関節形成不全
症が原因です（海外では違います）。股
関節形成不全とは、股関節の骨盤側の
かぶさりが不十分である状態のことです
（図2）。そのため、前述したような体重
の3～4倍の負荷を支える範囲が狭くな
り、年齢とともに骨・軟骨が損傷されま
す。40～50歳ごろに股関節の痛みを感
じて医療機関を受診される患者さんが

歩く度に脚の付け根あたりに違和感が
あったり、痛みが出たり。この原因は、主
に変形性股関節症です。とくに40～50
代の女性が、こうした症状を感じて受診
する人が多いといわれます。今回は、変
形性股関節症に詳しい整形外科医・園
畑素樹さんに解説してもらいます。

大きな負荷がかかる股関節

　股関節の特徴は、専門的には「球関
節」といわれる形にあります。野球の球
と同じ意味で、真ん丸という言う意味で
す。球関節の代表は、肩関節と股関節
です（図１）。どちらも、真ん丸の関節で
すので動く範囲がとても広くなっていま
す。また、股関節は立っている・歩いて
いるときにとても大きな重みがかかりま
す。歩いているときは、体重の3～4倍の
重さが股関節にかかります。そのため股
関節は、軽微な障害でも強い痛みと動
きの制限が生じやすくなっています。

多いようです。ちなみに、股関節形成不
全の多くは女性であり、その結果として
の変形性股関節症も女性が多くなって
います。

変形性股関節症に対する治療

　保存治療として、運動療法や薬物療
法があります。運動は、ある特定の運動
が推奨されているわけではなく、有酸素
運動、ストレッチ、筋トレなど、どの運動
であっても一定の効果があります。痛み
が増強しない運動を選択するのが良い
と思います。薬物療法も有効です。医療
機関で処方される鎮痛剤はどれも効果
があります。ただし、どの鎮痛剤もすべ
ての患者さんに同じ効果があるわけで
はないので、ご自身に合う鎮痛剤を主治
医と相談して選ぶ必要があります。保存
治療で重要なことは、あくまで一時的な
痛みの軽減効果しかないという点です。
保存治療で変形した股関節が正常にな

股関節の痛み

「股関節が痛い」という悩みを抱えて医
療機関を受診される方は比較的多くい
らっしゃいます。最も典型的な痛みの場
所は鼠径部ですが、患者さんが痛いとい
われる場所は臀部、鼠径部、臀部と鼠
径部の間の外側などけっこうバラバラで
す。股関節の疾患ではいろいろな場所
に痛みを生じるため、股関節疾患の痛
みが坐骨神経痛として治療されているこ
とも少なくありません。また、股関節疾
患は膝の少し上の場所に痛みを生じさ
せることもあります。
　では、痛みの性格はどうでしょうか。
股関節疾患の代表である変形性股関
節症の場合、初期には、長く歩いたりし
た後などに、だるい・重いなどの違和感
を自覚します。進行してくると、初動時
痛と言って、立ち上がってからの1歩目や
車を降りてからの1歩目が痛くて踏み出
せないといった症状がでてきます。最も

ることはありません。
　次に手術です。手術は主なものとして
3種類あります。股関節鏡（内視鏡によ
る手術）、骨切り術（骨の形を変える手
術）（図3）、人工股関節です。術式は
変形の程度と、患者さんの年齢・生活
様式で選択されます。股関節鏡と骨切
り術は、自分の関節を温存できる手術
ですが、適応となる変形の程度、年齢な
どが限られていますのでそのタイミング
を逃さないようにすることが大切です。
人工股関節（図4）はその器械と手術方
法の発達により、幅広い年齢に行われ
るようになってきました。プロゴルファー
をはじめ、プロスポーツ選手のなかにも
人工股関節の手術を受けられている方
もいらっしゃいますので、術後の生活
の制限はかなり小さくなってきたといえ
ます。

ひどい症状としては、じっとしていても
痛い、痛くて眠れないといった安静時痛
というものが出てきます。安静時痛は、
股関節の炎症が強くなり水がたまった
ときに出てくるといわれています。膝と
違い、股関節は水がたまっても表面から
はわかりにくいので外見での診断は難し
いです。
　これらの痛みは、ずっと同じ程度で続
くわけではありません。多くの方は、数
週間もしくは数か月単位で痛みが軽く
なったり、強くなったりを繰り返します。
痛みが軽くなったからといって、関節の
損傷が良くなったわけではないので、痛
みの消長を繰り返しながら病状は進行
していくことが多いです。

変形性股関節症の原因

　股関節の疾患は、幼児、小児期、若
年成人、壮年、高齢者と幅広い年齢層
に生じます。もちろん、年齢層によって

40～50代女性に多い変形性股関節症の
症状と治療法について

図1股関節の特徴
    「球関節」

図3骨切り術（屋根を大きくする手術）

図4人工股関節図2股関節形成不全の状態

40～50代女性に多い変形性股関節症の

    「球関節」

人工股関節

この人に
聞く

そのはた・もとき／佐賀大学
医学部整形外科准教授、運
動器の健康・日本協会 運動
器疼痛対策事業運営委員

園畑素樹さん

大腿骨頭

屋根のかぶさりが小さい
（中等度）

荷重部

屋根のかぶさりが小さい
（高度）

人工股関節術後のレントゲン

「球関節」は野球の球の
　ように丸い形をしている

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2019 2020 2021

●これまでの主な事業内容

2011（平成 23）年度
運動器の痛みの実態調査および必要性に
関する調査および薬物療法の適正使用に
関する調査を開始した。

2013（平成 25）年度
「運動器の痛み」市民セミナー

の支援・共催（岡山県、高知県、
東京都）した。

2019（平成 31・令和元）年度
2017（平成 29）年度以降中断していた
運動器疼痛対策事業を再開し、2020（令
和 2）年度以降の事業内容を検討した。

2021（令和３）年度
広報季刊誌『Moving』Vol.39 ～ 41 に情
報発信し、同内容は当協会ホームページ
にも掲載した。
Vol.39　慢性の腰の痛みにはどう対処し
　　　   ていくのがよいのか　
Vol.40　腰部脊柱管狭窄症の基礎知識
Vol.41　股関節が痛い！

2015（平成 27）年度
当協会のホームページの記事を
更新、NPO 法人いたみ医学研究
センターのホームページ内で、
医療者向けコンテンツ『Journal 
Club』を共同作成した。「運動器
の痛み」市民セミナーの後援（高
知県、東京都）や医療者向けの
研修会痛みのワークショップの
後援を行った（福岡県、大阪府）。

「運動器」という言葉を普及させ
るための事業として、日本リウ
マチ学会総会、地域セミナー等
で講演を全 4 回実施した。

2014（平成 26）年度
「運動器の痛み」市民セ

ミナーの支援・共催（高
知県、兵庫県、東京都）
を実施するとともに、医
療者向けの研修会（痛み
のワークショップ）の後
援（愛知県・東京都）も
行った。

2016（平成 28）年度
「運動器の痛み」市民セミナーの後援（栃

木県）を行った。また、医療者向けの研
修会痛みのワークショップの後援（愛知
県、兵庫県）。さらに、「運動器」という
言葉を普及させるための事業として、ロ
コモサイコソマ研究会等で講演を全５回
行った。

2020（令和 2）年度
広報季刊誌『Moving』Vol.35 ～ 38 に情
報発信し、同内容は当協会ホームページ
にも掲載した。
Vol.35　ひざの痛み　
Vol.36　いわゆる「むち打ち症」
Vol.37　慢性痛と笑い
Vol.38　ホルモンと運動器の痛みの関係

2012( 平成 24) 年度
当協会のホームページに『私たちの運動
器の痛みについて考えてみよう』を連載
し、運動器の痛みについての解説や専門
家のレポートを掲載した。また、「運動
器の痛み」に
ついての市民
セミナーの支
援・共催（愛
知県、高知県、
東 京 都 ） を
行った。

運動器疼痛対策の重要性を情報発信

　腰痛や膝痛などの運動器疼痛は有訴率が極めて

高く、QOLを低下させるだけでなく社会的損失も

極めて大きい。超高齢社会を迎えたわが国では運

動器疼痛対策の重要性はますます高まっている。

　当委員会の事業目的は、①運動器疼痛がもたら

すQOL の低下や社会的損失の現状について、当

協会の広報誌およびホームページ等を通じて情報

発信をし、啓発活動を通して運動器疼痛対策の重

要性について広く一般に周知すること、②運動器

疼痛対策に関するエビデンスを、一般市民と医療

者それぞれが必要とする有用な情報として、整理・

発信し、運動器の健康づくりに寄与することである。

　当委員会は 2011（平成 23）年に事業を開始し、

NPO痛み医学研究情報センター（現日本いたみ財

団）と協働して情報発信、市民公開講座や医療者研

修会、ワークショップなどを行ってきた。2017（平

成 29）年に一時活動を休止していたが、2020（令和

2）年から新体制となって運動器疼痛の啓発活動に

力を入れて事業を再開している。

（担当理事 委員長・池内昌彦）

運動器疼痛対策委員会
運動器の痛み対策の重要性を広く周知するために

「運動器疼痛対策事業」

『Moving』 41 号より
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