
＜プロフィール＞ 

氏 名 ：山本 昌樹（やまもと まさき） 

[所属] 

特定医療法人誠仁会 大久保病院 明石スポーツ整形・関節外科センター 

 

[役職] 

センター長補佐 兼 リハビリテーション科顧問 

 

[学歴] 

1990年 4月 平成医療専門学院 理学療法学科 入学 

1994年 3月 同上 卒業 

 

[職歴] 

1994年 4月 JA長野厚生連リハビリテーションセンター鹿教湯病院 PT科 入職 

1998年 3月 同上 退職 

1998年 4月 市立伊勢総合病院 理学療法室 入職 

2002年 5月 伊勢市役所 福祉健康部健康課（保健センター） 異動 

2004年 4月 市立伊勢総合病院 理学療法室 異動 

2006年 3月 同上 退職 

2006年 4月 学校法人河合塾学園 トライデントスポーツ医療看護専門学校 理学療法学科 入職 

2014年 3月 同上 退職 

2014年 3月 特定医療法人誠仁会 大久保病院 明石スポーツ整形・関節外科センター 入職 

以上 

 

[所属学会・役職] 

整形外科リハビリテーション学会 理事 学会誌編集委員長（2007年～） 

日本理学療法士協会 会員 

日本トレーニング科学会 会員 

日本臨床バイオメカニクス学会 会員 

日本臨床スポーツ医学会 准会員 

日本肩関節学会 準会員 

日本関節鏡・膝・スポーツ整形外科学会 準会員 

信州運動器リハビリテーション研究会 顧問 

明石運動器リハビリテーション研究会 顧問 

愛知医科大学医学部解剖学講座 研究員（2008年 4月～） 

 

[免許・資格] 

1994年 5月 理学療法士免許 （第 22751号） 取得 

2006年 11月 介護予防主任運動指導員 （登録番号 061000000641） 取得 

2010年 4月 運動器専門理学療法士 （登録番号 3-409） 取得 

2011年 12月 整形外科リハビリテーション学会 特別上級指導員（AAA） 取得 

 

＜業績＞ 

[著書] 

・ 関節機能解剖学に基づく 整形外科運動療法ナビゲーション 上肢・体幹 改訂第 2 版．整形外科リハビリ

テーション学会（編）：メジカルビュー社，2014．分担執筆． 

・ 関節機能解剖学に基づく 整形外科運動療法ナビゲーション 下肢 改訂第 2 版．整形外科リハビリテーシ

ョン学会（編）：メジカルビュー社，2014．分担執筆． 

・ 関節機能解剖学に基づく 整形外科運動療法ナビゲーション 上肢．整形外科リハビリテーション学会

（編）：メジカルビュー社，2008．分担執筆． 

・ 関節機能解剖学に基づく 整形外科運動療法ナビゲーション 下肢・体幹．整形外科リハビリテーション学

会（編）：メジカルビュー社，2008．分担執筆． 

 

[論文] 

・ 山本昌樹：肩関節複合体における正常運動学．臨床スポーツ医学 30（5）：393‐402，2013． 

・ 山本昌樹，林省吾，鈴木雅人，木全健太郎，浅本憲，中野隆：上腕筋は 3 頭筋である―肘関節屈曲拘縮への

関与についての考察―．臨床解剖研究会記録 13：20-21，2013． 



・ 山本昌樹：運動療法に必要な肘関節の解剖学．整形外科リハビリテーション学会誌 13：37‐41，2012． 

・ 山本昌樹：筋筋膜性腰痛の解釈と対処法．整形外科リハビリテーション学会誌 13：7‐12，2011． 

・ 山本昌樹，浅野昭裕，柴田修志：交通外傷にて高度軟部組織損傷を来たし，皮膚移植を要した症例の長期成

績について ～超音波画像診断装置による質的検証～．整形外科リハビリテーション学会誌 11：167‐170，

2008． 

・ 山本昌樹：足関節部骨折における運動療法と考え方．整形外科リハビリテーション学会誌 10：13‐20，2007． 

・ 山本昌樹：拘縮肩の疼痛と解釈．整形外科リハビリテーション研究会誌 8：3‐8，2005． 

・ 山本昌樹，山本良次，柴田修志，高見郁子：大腿骨顆部・顆上骨折における理学療法経験 －第 2 報－．整

形外科リハビリテーション研究会誌 8：57‐59，2005． 

・ 山本昌樹，山本良次，古川和徳，原隆久（MD）：大腿骨顆部・顆上骨折における理学療法経験．整形外科リ

ハビリテーション研究会誌 7：91‐94，2004． 

・ 山本昌樹，山本良次，古川和徳，松本寿夫（MD）：足関節果部骨折における理学療法成績について ～関節

可動域を中心に～．整形外科リハビリテーション研究会誌 7：140‐143，2004． 

・ 山本昌樹，山本良次：両側有痛性肩関節機能障害の一症例 ～Neuralgic Amyotrophy～．整形外科リハビリ

テーション研究会誌 6：13‐16，2000． 

 

[学会発表] 

・ 山本昌樹，松本正知，鵜飼建志，青木隆明：肩甲上腕リズムと肩関節可動域との関係．第 40回日本肩関節学

会．2013． 

・ 山本昌樹，林省吾，鈴木雅人，木全健太郎，浅本憲，中野隆：上腕筋に関する機能解剖学的考察―上腕筋 3

頭の形態的特徴と機能について―．第 48回日本理学療法学術大会．2013． 

・ 山本昌樹，林省吾，鈴木雅人，木全健太郎，浅本憲，中野隆：上腕筋は 3 頭筋である―肘関節屈曲拘縮への

関与についての考察―．第 16回臨床解剖研究会．2012． 

・ 山本昌樹，青木隆明，新井隆三，加藤哲弘，齋藤敏之，浅本憲，中野隆：肩関節下制時に疼痛とクリックを

伴った一症例．第 9回肩の運動機能研究会．2012． 

・ 山本昌樹：肘関節周囲の脂肪体―拘縮および疼痛と脂肪体の動態について―．整形外科リハビリテーション

学会 2012シンポジウム．2012． 

・ Masaki Yamamoto, Takuya Yamasaki, Masatomo Matsumoto, Takaaki Aoki：The relationship of trunk 

extension and rotation in lumbago．11th International Congress of Asian Confederation for Physical 

Therapy，2010． 

・ 山本昌樹，稲葉将史，岡西尚人：超音波画像診断装置による経過観察の有効性について ～第 3 中足骨疲労

骨折の一症例を通して～．第 45回日本理学療法学術大会．2010． 

・ 山本昌樹，青木隆明(MD, PhD)，上本宗唯(MD)：Anterior Knee Painを呈した長距離ランナーの一症例 ～

症状発現と dynamic malalignment および走法変更の関係～．第 20 回日本臨床スポーツ医学会学術集会．

2009． 

・ 山本昌樹，山口育子，山﨑卓也：体幹伸展と回旋の関係について．第 25回東海北陸理学療法学術大会．2009． 

・ Masaki Yamamoto, Norio Hayashi, Takaaki Aoki (M.D., Ph.D.)：The effect of therapeutic exercise for the 

muscle spasm - Measurement with the ultrasonic diagnostic imaging apparatus -．10th International 

Congress of Asian Confederation for Physical Therapy，2008． 

・ 山本昌樹，浅野昭裕，山本良次，柴田修志，高見郁子：交通外傷にて高度軟部組織損傷を来たし，皮膚移植

を要した症例の長期成績について ～超音波画像診断装置を用いた動的評価の試み～．第 16回整形外科リハ

ビリテーション学会学術集会．2007． 

・ 山本昌樹，山本良次，古川和徳，柴田修志，高見郁子：交通事故による多発外傷を呈した症例の治療成績に

ついて －軟部組織損傷，特に皮膚損傷による影響に着目して－．第 42回理学療法学術大会．2007． 

・ 山本昌樹，山本良次，古川和徳，柴田修志，高見郁子：大腿骨顆部・顆上骨折における理学療法経験 －第

2報－．第 13回整形外科リハビリテーション研究会学術集会．2004． 

・ 山本昌樹，山本良次，古川和徳，小林記子，福田尚代：伊勢市における「転倒予防教室」の取り組みと短期

効果について．第 17回東海北陸理学療法学会．2001． 

・ 山本昌樹，山本良次，古川和徳，原隆久：大腿骨顆部・顆上骨折における理学療法経験．第 10回整形外科リ

ハビリテーション研究会学術集会．2001． 

・ 山本昌樹，山本良次，古川和徳，松本寿夫：足関節果部骨折に対する当院理学療法成績について．第 16回東

海北陸理学療法士学会．2000． 

・ 山本昌樹，山本良次，古川和徳，松本寿夫：足関節果部骨折における理学療法成績について ～関節可動域

を中心に～．第 9回整形外科リハビリテーション研究会学術集会．2000． 

・ 山本昌樹，山本良次：両側有痛性肩関節機能障害の一症例 ～Neuralgic Amyotrophy～．第 8回整形外科リ

ハビリテーション研究会学術集会．1999． 


