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平成 29年度 事 業 報 告 

 

 

公益財団法人 日本股関節研究振興財団 

 

公益財団法人日本股関節研究振興財団の平成 29年度における事業の概要

について、次のとおり報告いたします。 

 

 

１．研究助成事業（公 1） 

 

（１）研究助成金支給事業 

    

 ア 研究助成事業 

 

股関節に関する学術研究、診断と治療技術の開発及び健康寿命を延 

伸するための研究に関する優秀な研究に対して、公募により助成を行 

いました。 

 平成29年度は 20名の応募者の中から助成選考委員会の選考により 

下記の 3 名に決定し、平成 29年 10月 20 日開催しました第 28回股関 

節研究セミナーにて交付式を行い、70万円を 3件、股関節研究助成 

金として交付いたしました。 

 

  研究課題 1  股関節疾患の基礎、診断、治療或いは予防に関する独創 

的研究 

    

   ① Micro-engineering を併用した血管付人工骨による股関節巨大 

骨欠損の再建                

京都大学 河井 利之 

 

② 先天性股関節脱臼の病態解析による関節メカニカルストレス応 

答機構の分子生物学的解析             

 岐阜大学 河村 真吾 
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研究課題 2 健康寿命を延伸するための股関節に関する研究 

 

   ③ 人工股関節置換手術後のゴルフが下肢筋力及びＱＯＬの評価に 

及ぼす影響  

                     清心会藤沢病院 石井 紀夫 

 

イ 股関節海外研修助成事業 

   

  股関節医療の発展に貢献できる人材を育成するため、海外の研究機 

関において、世界のトップレベルの研究者から専門知識を習得するた 

めの研修に対して、公募により助成を行いました。 

 平成29年度は 16名の応募者の中から股関節海外研修助成選考委員 

の選考により下記の 3名に決定し、平成 29年 10 月 20日開催しまし 

た第 28 回股関節研究セミナーにて交付式を行い、35万円を 3件、股 

関節海外研修助成金として交付いたしました。 

 

 交付者 

庄司剛士（広島大学大学院人工関節・生体材料学） 

田巻達也（医療法人社団紺整会 船橋整形外科病院） 

林申也（神戸大学大学院整形外科） 

（五十音順） 

 

   股関節海外研修行程表 

 

日 時 研 修 施 設 名 

平成 29 年 

9月 17 日（日） 

～9月 24 日（日） 

 

Hospital for Special Surgery 

 

 

9月 24 日（日） 

～10月 1 日（日） 

Duke University 
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10月 1 日（日） 

～10月 7 日（土） 

 

Boston Children's Hospital  

 

 

 

（２）研究成果報告書作成事業 

 

平成 27 年から平成 28年に実施した下記の 4名の方々の研究の研究 

成果報告書を作成しました。また、厚生労働省、各医科大学及び国公 

立病院等に配布いたしました。 

 

① 高齢発症変形性股関節症の疫学と病因に関する研究―骨粗鬆症 

の関与から、病態解明・予防に向けて― 

鹿児島大学 石堂 康弘 

 

② 滑膜由来炎症性メディーエターに着眼した前・初期股関節症にお 

ける疼痛発生機序の解明 

北里大学 福島 健介 

 

③ 人工股関節再置換術時骨欠損部における骨髄内骨再生技術の開 

発    

大阪市立大学 大田 陽一  

 

   ④ 大腿骨近位部骨折受傷後に回復期リハビリテーション病棟に入 

     院を要した要介護高齢者の身体機能予後について  

東京大学 柴崎 孝二 

 

 

（３）股関節研究セミナー開催事業 

 

平成 29 年 10月 20 日、京王プラザホテル（新宿区）に於いて開催 

された「第 28 回股関節研究セミナー」にて、平成 26 年から平成 27 

年に実施された下記の 4件の研究発表並びに平成 28年度及び平成 29 

年度の海外研修発表を行いました。参加者は約 30名で、活発な意見 

交換が行われました。 



   

4 

 

  ア 平成 26 年度股関節研究助成金による研究成果報告 

 

① 「筋電計による小殿筋の動的な質的筋活動評価と選択的筋力強

化方法の検討」 

    高知大学  岡上 裕介 

 

② 「骨壊死境界域における応力解析～骨頭圧潰メカニズムの解明 

  および予防法の開発を目的とした基礎的研究～」 

     九州大学  本村 悟朗 

 

③ 「寛骨臼回転骨切り術前後における血行動態の解析」 

  徳島大学  後東 知宏 

 

    ④ 「人工股関節全置換術後早期の患者立脚型評価改善に影響をあ 

      たえる因子の検討」 

順天堂大学  坂本 優子 

 

   イ 股関節海外研修助成金による海外研修成果報告 

    

第一回（平成 28年度） 

山形大学 高窪 祐弥 

北里大学 福島 健介 

九州大学 本村 悟朗 

 

第二回（平成 29年度） 

広島大学 庄司 剛士 

船橋整形外科 田巻 達也 

神戸大学 林 申也 

                            （各五十音順） 

 

 

２．普及啓発事業（公 2） 

 

（１）股関節市民フォーラム開催事業 
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   平成 29 年度の股関節市民フォーラムは次のとおり実施しました。 

    

【第 18 回股関節市民フォーラム】 

  平成 29 年 11月 25日（土）、メインテーマを「健康の源は運動

にあり！～いつまでも元気で歩くために～」として、京葉銀行

文化プラザ（千葉市）に於いて開催いたしました。 

    参加者の方々には、講演前に、身体のチェックやロコモ度テス

ト、ボール体操を体験していただき、好評でした。 

当日の参加者数は約 200名であり、時間がオーバーするほど 

熱心な質疑応答があり、盛況でした。 

 

    ＜プログラム＞ 

    ① 講演：「股関節疾患の取り組み方」 

      講師：医療法人社団紺整会船橋整形外科病院 副院長 

白圡 英明 

 

    ② 講演：「股関節が不安でも身体は動きたがっている、体操し 

ましょう！」 

        講師：メディカルフィットネス研究所代表 

・健康運動指導士          

 太藻 ゆみこ 

      

      ③ 講演：「健康の源は運動にあり！」 

        講師：和歌山県立医科大学リハビリテーション科 教授 

                            田島 文博 

 

④ 質疑応答 

      座長：公益財団法人日本股関節研究振興財団理事長 

別府 諸兄 

江戸川病院慶友人工関節センター センター長  

泉田 良一 
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（２）普及啓発事業 

 

平成 29 年度は、「人工股関節の手術を受けた人が読みたい本」の 

    編集に協力し、一般国民の方々に周知を図りました。また、厚生労 

働省、全国の主要な図書館、各医科大学及び人工関節センター等に 

無料にて配布いたしました。 

 

 

（３）インターネット情報提供事業 

 

     当財団のホームページは、平成 29年度もより見やすく、利用し 

やすいよう情報公開しました。一般の方々にも、助成金研究者の研 

究内容が理解できるよう動画（YouTube）で情報発信し、また、各 

イベントの開催や股関節に関する情報（ヒップジョイントコラム等） 

を SNS等を用いてタイムリーに発信して広報しました。 

財団 WEB URL   http://www.kokansetu.or.jp/ 

財団 YouTube   https://www.youtube.com/user/hipf6202 

 

 

３．運動器健康寿命延伸事業（公 3） 

 

（１）運動器健康寿命延伸体操の研究開発及び普及促進事業 

 

健康寿命延伸のための股関節を中心とする「運動器健康寿命延 

伸体操」（ロコモン体操）の研究開発及び外部機関が開催する下記 

の講演会等へ参加し、普及促進に努めました。 

 

 

① 平成 29年 11月 11日（土） 

兵庫県明石市 大久保北コミュニティ・センター 

大久保北コミュニティ・センター主催・大久保病院後援 

 「第 23回大久保北健康まつり『健康で長生き！！～いつまで 

も元気で歩くために～』」 

 

講師：太藻ゆみこ（メディカルフィットネス研究所代表 
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・健康運動指導士） 

 

対象：明石市大久保地区の方々、参加者は約 400 名でした。 

 

② 平成 29年 11月 16日（木） 

   神奈川県川崎市 多摩老人福祉センター 

   川崎市多摩老人福祉センター主催 

  「いきいき健康フェア健康講演会 

『シニアの大事は骨活と筋力から』」 

 

講師：別府諸兄（公益財団法人日本股関節研究振興財団 

   理事長・聖マリアンナ医科大学名誉教授） 

 

『骨活・筋力体操』 

        講師：太藻ゆみこ（メディカルフィットネス研究所代表 

・健康運動指導士） 

 

    対象：主に川崎市民の方々及び医療従事者、参加者は約 

100名でした。 

 

③ 平成 29年 11月 29日（水） 

 

      東京都品川区 一般社団法人荏原医師会 医師会館 

      一般社団法人荏原医師会主催 

「中・高年への運動のススメ」 

 

講師：別府諸兄（公益財団法人日本股関節研究振興財団 

理事長・聖マリアンナ医科大学名誉教授） 

太藻ゆみこ（メディカルフィットネス研究所代表・ 

健康運動指導士） 

 

対象：品川区民の方々、参加者は約 80 名でした。 

 

   

（２）体操指導者研修事業 
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平成 29 年度の実施状況は、次のとおりです。 

 

平成 30 年 3月 4日（日） 

 

「第 11 回運動器健康寿命延伸体操（ロコモン体操）指導者講習会 

 『ロコモ脱却への指導ポイント～地獄の沙汰も骨次第！～』」 

 

講師：別府諸兄（聖マリアンナ医科大学名誉教授） 

太藻ゆみこ（メディカルフィットネス研究所代表）  

 会場：東京都世田谷区 上馬整形外科クリニック 

対象：健康運動指導士、介護関係者他、受講者は 20 名でした。 

 

 

 

 

４．管理事業 

 

 （１）理事会  

 

日 程 議案・報告 開催場所 

平成 29 年 

5月 19日（水） 

第 19回理事会 

 

 

 

 

 

 

1． 平成 28年度 事業報告及び附属

明細書について 

2． 平成 28年度 貸借対照表、正味 

財産増減計算書及び附属明細書 

並びに財産目録について 

3． 理事改選について 

4． 評議員辞任について 

5.  助成選考委員等改選について 

6. 海外研修助成選考委員会規程改

正について 

7. 平成 29年度 海外研修助成事業 

  について 

8. 事務局体制について 

   

宮城県仙台市  

仙台国際センタ

ー 会議棟 小

会議室６ 
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平成 29 年 

10月 19 日（木） 

第 20回理事会 

 

1． 股関節海外研修助成選考委員辞 

任について  

2. 平成 29年度股関節研究助成金 

  交付決定について 

3. 平成 29年度股関節研究セミナ 

ー開催について 

4. 平成 29年度股関節市民フォー 

ラム開催について 

5. 平成 30年度股関節海外研修事 

業について 

6. 臨時評議員会開催について 

 

東京都新宿区 

京王プラザホテ

ル 4 階 かつら 

平成 30 年 

2月 24日（土） 

第 21回理事会 

 

1. 平成 30年度 事業計画について 

2． 平成 30年度 収支予算について  

3． 定款の変更について 

4. 平成 30年度股関節国内研修助 

成事業について 

5.  平成 30年度股関節研究助成事 

  業について 

6. 平成 30年度股関節海外研修助 

  成事業について 

7. 定時評議員会開催について 

 

東京都千代田区 

東京国際フォー

ラム ガラス棟

G402 

 

 

（２）評議員会 

 

日 程 議案・報告 開催場所 

平成 29 年 

6月 11日（日） 

第 13回評議員会 

 

1． 議事録署名人選出について 

2. 平成 28年度事業報告及び附属 

明細書について 

3.  平成 28年度貸借対照表、正味財 

産増減計算書及び附属明細書並 

びに財産目録について  

4.  理事改選について 

東京都港区  

ＴＫＰ品川カン

ファレンスセン

ター ミーティ

ングルーム５J  
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5.  評議員辞任について 

 

平成 30 年 

2月 24日（土） 

第 14回評議員会 

1.  議事録署名人選出について 

2.  定款の変更について  

 

東京都千代田区 

東京国際フォー

ラム ガラス棟

G402 

 

 

 

 （３）監事監査 

 

日 程 区 分 開催場所 

平成 29 年 

4月 22日（土） 

 

平成 28 年度監事監査 東京都世田谷区 

（公財） 

日本股関節研究

振興財団  

会議室 

 

 

 

（４）財団のあり方に関する検討委員会 

 

日 程 区 分 開催場所 

開催なし 平成 29 年度 

財団のあり方に関する検討委員会 

 

 

 

 

５．股関節らくらく募金について 

   平成 29 年度は参加者数 150 名の目標でしたが、平成 30 年 3 月 31日 

現在で 96名でした。 

 


