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平成 27 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 27 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 

 

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27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 4名に決定し、平成 27 年 10 月 29 日開催しました第 26 回股関 

節研究セミナーにて交付式を行い、70 万円を 4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 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 
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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 

 

   ④ 大腿骨頚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 

 

 

（２）研究成果報告書作成事業 

 

平成 25 年から平成 26 年に実施した下記の 3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 人工股関節における至適軟部組織緊張バランスを指標としたイ 

ンプラント設置手技の確立 

独立行政法人地域医療機能推進機構 九州病院 藤井政徳 

 

② 自動定量システムを用いた変形性股関節症の早期診断法の確立 

東京大学 村木重之 

 

③ 股関節不安定性の評価法の確立に関する研究    

独立行政法人国立病院機構 呉医療センター 森亮  

 

 

（３）股関節研究セミナー開催事業 

 

平成 27 年 10 月 29 日、ＡＰ大阪駅前梅田 1丁目（大阪市）に於い 

て開催された「第 26 回股関節研究セミナー」にて、平成 24 年から平 

成 25 年に実施された下記の 4件の研究発表を行いました。参加者は 

約 30 名で、活発な意見交換が行われました。 

    

 

① 「抗菌作用を有するヨード担持チタン製人工股関節の臨床応用と 

骨固着性に関する基礎的研究」 

金沢大学 加畑多文 
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② 「変形性関節症予防を目的とした関節軟骨変性とリンクする肥大 

軟骨細胞分化を制御する標的分子の同定と機能解析」 

     鹿児島大学 前田真吾 

 

③ 「高磁場 MRI を用いたステロイド性大腿骨頭壊死症の病態解明と 

新規予防法の検討」 

京都府立医科大学 齊藤正純 

 

④ 「問診票を用いた一次健診システムの導入による先天性股関節脱 

臼症例 早期発見の取り組み」 

新潟大学 村上玲子 

 

 

２．普及啓発事業（公 2） 

 

（１）股関節市民フォーラム開催事業 

    

   平成 27 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 14 回股関節市民フォーラム】 

  平成 27 年 11 月 3 日（火）に三茶しゃれなあどホール（世田谷 

区）に於いて、開催いたしました。 

当日の参加者数は約 200 名であり、熱心な質疑応答がありまし

た。 

 

    ＜プログラム＞ 

    ① 講演：「肝心要は股関節から」 

      講師：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  

別府諸兄 

 

    ② 講演：「栄養から考えるロコモティブシンドローム」 

        講師：女子栄養大学副学長・栄養科学研究所所長  

香川靖雄 
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      ③ 講演：「ロコモ予防の食事」 

        講師：女子栄養大学栄養クリニック 教授  

蒲池桂子 

 

      ④ 実演：「股関節長持ち体操」 

        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 

 

⑤ 質疑応答 

      座長：江戸川病院慶友人工関節センター長 

                          泉田良一 

 

 

（２）普及啓発事業 

 

平成 27 年度は、股関節、人工股関節、運動器及び伊丹康人名誉 

理事長が執筆され、自費出版された運動器の大切さを訴える「病 

で死ぬな枯れて死ね」の本の編集に協力し、一般国民の方々に周知 

を図りました。 

 

 

（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 27 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で情報発信し、また、各イベントの開 

催や結果をタイムリーにアップして広報しました。 

 

 

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 
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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 27 年 6月 20 日（土） 

  東京都町田市 ホテル ザ・エルシイ町田 

  旭化成ファーマ株式会社主催 

「運動器の病態と治療法」 

   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） 

   対象：主に運動器疾患の診断、治療に携わっている医療従事 

      者、参加者は約 70 名でした。 

 

    ② 平成 27 年 6月 26 日（金） 

      東京都台東区 浅草ビューホテル 

エーザイ株式会社主催 

      「城東骨ケアフォーラム 2015～ロコモについて」 

講師：泉田良一（公益財団法人日本股関節研究振興 

財団専務理事・江戸川病院慶友人工関節センター長） 

       対象：主に骨粗鬆症の診断・治療に携わっている医師、参加 

者は約 20 名でした。 

 

③ 平成 27 年 6月 27 日（土） 

      東京都新宿区 産業会館（BIZ 新宿） 

      一般社団法人福祉移送ネットワークアイラス主催 

「ロコモティブシンドローム」 

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：介護タクシー運転手の方々、参加者は約 50 名でした。 

 

 

④ 平成 27 年 7月 23 日（木） 

東京都新宿区 株式会社嵯峨野 

株式会社嵯峨野主催 
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「私と整形外科～運動器とは～」 

 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） 

 対象：社員の方々、参加者は約 30 名でした。 

 

    ⑤ 平成 27 年 10 月 20 日（火） 

神奈川県川崎市 中原区役所 

川崎市中原区役所主催 

「元気のための第一歩！～膝・腰痛を防いで介護予防～」 

      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） 

対象：主に中原区民の方々、参加者は約 80 名でした。 

   

⑥ 平成 27 年 11 月 19 日（木） 

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 

「いつまでも元気で歩くために～ロコモティブシンドローム 

ってなあに？」 

      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 70 名でした。 

 

    ⑦ 平成 27 年 12 月 5 日（土）  

      東京都江東区 藤崎病院別館 

医療法人社団藤崎病院主催       

      「いつまでも元気で歩くために～ロコモティブシンドロームを 

知っていますか？」 

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：一般市民の方々、参加者は約 20 名でした。 
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    ⑧ 平成 28 年 2月 20 日（土） 

      岩手県一関市 一関文化センター 

      一関スポーツ推進委員協議会・一関地方社会教育協議会主催 

      「いつまでも元気で歩くために！～ロコモティブシンドローム 

ってなあに？」 

      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：スポーツ推進委員及び社会教育関係者、参加者は約 70 

名でした。 

 

 

（２）体操指導者研修事業 

 

平成 27 年度の実施状況は、次のとおりです。 

 

 平成 28 年 3月 6日（日） 

「第 9回ロコモン体操講習会」 

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）  

飯田慶子（健康運動指導士） 

 会場：東京都世田谷区 北沢タウンホール 

対象：健康運動指導士、介護関係者他、受講者は 26 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 27 年 

5 月 21 日（木） 

第 11 回理事会 

 

1．平成 26 年度事業報告及び附属明 

細書について 

2．平成 27 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

神戸市 

神戸パークホテ

ル南館地下 1階 

カトレア・ライ
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に財産目録について            

3．役員等改選について           

4．諸規定の改正について 

5．股関節らくらく募金について 

   

ラック 

 

 

 

 

平成 27 年 

7 月 10 日（金） 

第 12 回理事会 

 

1．助成選考委員の再任について  定款第 34条に基

づく文書での理

事会 

平成 27 年 

10 月 29 日（木） 

第 13 回理事会 

 

1．ファンドレイジング基本計画につ

いて 

2．書籍販売について  

3．海外研修助成事業について 

4．平成 27 年度股関節研究助成金交

付決定について 

5．平成 27 年度股関節研究セミナー

について 

6．平成 27 年度股関節市民フォーラ

ムについて 

7．ヒップジョイント・コラムについ 

 て 

8．臨時評議員会開催について 

9．規程の改正について 

 

大阪市 

ＡＰ大阪駅前梅

田 1丁目Ｂルー

ム 

平成 28 年 2月 25

日（木） 

第 14 回理事会 

1．平成 28 年度事業計画について 

2．平成 28 年度収支予算について 

3．定款の変更について 

4．役員の改選について 

5．基本財産について 

6．海外研修助成事業について 

7．諸規程の改正について 

8．事務局体制について 

 

大阪市 

ＡＰ大阪駅前梅

田 1丁目Ｄルー

ム 
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（２）評議員会 

 

日 程 議案・報告 開催場所 

平成 27 年 

6 月 13 日（土） 

第 8回評議員会 

 

1．議事録署名人選出について 

2．平成 26 年度事業報告及び附属明 

細書について 

3．平成 26 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．評議員の選任について          

5．理事の選任について 

6．監事の選任について  

7．相談役の選任について 

8．諸規程の改正について 

9．股関節らくらく募金について 

 

品川区  

ＡＰ品川 9階Ｐ

ルーム 

平成 28 年 

2 月 25 日（木） 

第 9回評議員会 

1．議事録署名人の選出について 

2．平成 28 年度事業計画について 

3．平成 28 年度収支予算について 

4．定款の変更について 

5．役員の改選について 

6．基本財産について 

7．海外研修助成事業について 

 

大阪市 

ＡＰ大阪駅前梅

田 1丁目Ｂルー

ム 

 

 

 （３）監事監査 

 

日 程 区 分 開催場所 

平成 27 年 

5 月 1 日（金） 

 

平成 26 年度監事監査 世田谷区 

（公財） 

日本股関節研究

振興財団  

会議室 
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（４）評議員選定委員会 

 

日 程 議 題 開催場所 

平成 27 年 

4 月 25 日（土） 

第 3回評議員選定

委員会 

 

1．議長選出について 

2．評議員辞任について 

3．評議員選任について 

 

世田谷区 

世田谷区産業プ

ラザ大会議室 

平成 28 年 

2 月 6 日（土） 

第 4回評議員選定

委員会 

1．議長選出について 

2．評議員辞任について 

3．評議員選任について 

 

世田谷区 

（公財） 

日本股関節研究

振興財団  

会議室 

 

 

（５）財団のあり方に関する検討委員会 

 

日 程 議 題 開催場所 

平成 27 年 

5 月 21 日（木） 

第 7回 財団のあ

り方に関する検討

委員会 

 

1．ＴＨＡ手術説明ビデオについて 

2． らくらく募金ご参加の方々へ 

メンテナンスについて 

 

神戸市 

神戸パークホテ

ル南館地下 1階 

カトレア・ライ

ラック 

 

 

 

５．股関節らくらく募金について 

   平成 27 年度は参加者数 150 名の目標でしたが、平成 28 年 3月 31 日 

現在で 85 名でした。 

 


