
大会　第１日目 Ａ会場（201教室）

発表時間 演　題 発表者 所属 座長

9:00-9:30

A-1 10:00-10:15
幼少期における骨密度と運動・生活習慣との関
連

三村寛一 大阪教育大学

A-2 9:45-10:00
Plasma Visfatin Response to Combined
Exercise Training in Overweight Middle Aged
Women

Dong-Il
Seo

Seoul National
University

A-3 9:30-9:45

Actual conditions in advice on mental
health care of pupils during a year
in the official educational counseling room
by the professional doctor

秋坂真史 宮崎大学

盧　昊成
（慶熙大学）

A-4 10:15-10:30
肥満児童における身体活動が成長ホルモンとイ
ンシュリン類似成長因子-１におよぼす影響

吳有晟 ソウル市立大学校

A-5 10:30-10:45 剣道強化合宿における熟成唐辛子摂取の影響 今井　一 岐阜大学

【記念講演Ⅰ】

子どものからだの現在と未来
松浦義行

筑波大学　　名誉
教授

藤井勝紀
（愛知工業大

学）

【記念講演Ⅱ】

Skeletal maturity and physical fitness in
Korean boys aged 7 to 9 years

Jong-Kook
Song

Kyung Hee
University

盧　昊成
（慶熙大学）

1:00-2:00

A-6 2:00-2:15
片脚立位姿勢と脚筋力および足圧中心動揺の関
係

山本裕太 金沢大学大学院
松岡敏男

（岐阜大学）

A-7 2:15-2:30
Interaction between the Arterial Baroreflex
and the Muscle Metaboreflex

Jong-Kyung
Ki

Kyung Hee
University

A-8 2:30-2:45
間欠的把握作業における指示条件の違いが筋力
発揮値に及ぼす影響

山本桂 金沢大学大学院

A-9 2:45-3:00
Estimation of leg motions with acceleration
sensor (IV)

伊東隆喜
和歌山県工業技術

センター

A-10 3:00-3:15
各種ステップテストからみたステップ動作時間
の比較及び年代差

辛紹熙 金沢大学大学院

A-11 3:15-3:30
高齢者の静的立位姿勢における足圧中心動揺特
性

北林　保 米子高専

A-12 3:30-3:45
高齢者の椅子立ち上がり動作直後の歩行特性と
転倒リスクとの関係

山田孝禎 福井工業高専
盧　昊成

（慶熙大学）

A-13 3:45-4:00 都市部在住尿失禁高齢者の諸特性について 金憲経
東京都老人総合研

究所

A-14 4:00-4:15
足関節に対する近赤外線照射、軽運動、および
ストレッチによるウォーミングアップが関節可
動域およびタッピング動作に及ぼす影響

野口雄慶 金沢大学大学院
石垣　享

(愛知県立芸
術大学）

A-15 4:15-4:30
把握動作におけるパワー発揮の一側優位性およ
びその性差

青木宏樹 金沢大学大学院

A-16 4:30-4:45
Function reach テストにおける姿勢制御戦略
3次元動作分析による検討

内山応信 金沢美術工芸大学

A-17 4:45-5:00 低酸素環境下における無酸素性運動の可能性 松岡敏男 岐阜大学

大会プログラム

平成19年8月4日

開　会　式

11:00-12:30

高田晴子
（鈴鹿医療科
学大学）

日本教育医学会総会・昼食

三井淳藏
（岐阜聖徳学
園大学）

金　憲経
（東京都老人
総合研究所）

金　憲経
（東京都老人
総合研究所）



Ａ会場（201教室）

発表時間 演　題 発表者 所属 座長

A-18 5:00-5:15

健康的な余暇生活に向けたレジャーエデュケー
ション個別援助支援システムに関する研究　―
階層化意思決定法と機能分析を用いたアプロー
チ―

山内章裕
名古屋市教育ス
ポーツ振興事業団

佐藤　進
（金沢工業大

学）

A-19 5:15-5:30
中高年者の運動プログラム作成において考慮す
べき体力要素

佐藤敏郎
春日井市保健セン

ター
盧　昊成

（慶熙大学）

A-20 5:30-5:45
高齢者の運動プログラムへの参加における楽し
さの評価

辰本頼弘 関西福祉科学大学

大会　第１日目 Ｂ会場（203教室）

発表時間 演　題 発表者 所属 座長

B-1 9:30-9:45
石川県下における幼児の体格・運動能力からみ
た効果的な運動遊びの提案

宮口和義 石川県立大学
原田昭子

(兵庫大学）

B-2 9:45-10:00 幼児体育の運営実態及び認識度研究 琴政敏 慶熙大學校

B-3 10:00-10:15
幼少期におけるライフコーダを用いた身体活動
量測定に関する研究

辻本健彦
大阪教育大学大学

院

B-4 10:15-10:30
韓国幼児体育の研究動向分析を通した発展方案
の提示

金禹奭 慶熙大學校

B-5 10:30-10:45
自己評価カードを活用した運動遊びの取り組み
について－幼稚園２年保育・４歳児の例－

坂本勝江 茨城女子短期大学

B-6 2:00-2:15
Study on circadian rhythms during awakening
with respect to s-IgA

松浦義昌 大阪府立大学

B-7 2:15-2:30
幼児の接地足蹠面の年齢差および体格・運動能
力との関係　―足趾接地面積と土踏まずに着目
して―

松田繁樹 金沢大学大学院

B-8 2:30-2:45
Combined Aerobic and Dynamic Resistance
Exercise Improve Physical Fitness in
Postmenopause Women

Kyung-Hee
Kim

Kyung Hee
University

鮮干　攝
（慶熙大学）

B-9 2:45-3:00 3歳児健康診査から見た育児不安とその対応 橋本廣子
岐阜医療技術短期

大学

B-10 3:00-3:15
思春期女子における初経遅延の地域的差異に関
する実態検証

久世早苗 岐阜高専

B-11 3:15-3:30
Physiological Responses at Self-selected
Intensity in Obese People

Hyun-Min
Cho

Kyung Hee
University

B-12 3:30-3:45
Influence of Socialize Subject to Teenage
Participation in Sports.

Kyung-Hun
Cho

Kyung Hee
University

孫　換
（中央大学）

B-13 3:45-4:00
児童の健康教育の方向探索 -第7次体育科教育課
程の随時改正を中心に-

金善姬 江陵大學校

B-14 4:00-4:15

Relationship between participation in
leisure sports activities of middle and
high school students and pro-social
behavior

Kwang-
Leong Han

Kyung Hee
University

出村慎一
（金沢大学）

孫　換
（中央大学）

三村寛一
(大阪教育大

学）

長澤吉則
（秋田県立大

学）

平成19年8月4日



B-15 4:15-4:30

Causal Structure Analysis of Lifestyle,
Physical Condition, and Learning Behavior
in Elementary School Children in
Tatebayashi, Gunma, Japan

小林秀紹 福井高専

鮮干　攝
（慶熙大学）

B-16 4:30-4:45
The Effect of Obecity in the Sociality by
Types of Class in Physical Education

My-Sun You
Kyung Hee
University

B-17 4:45-5:00

The research on the Japanese male living in
the longest life in 2007,　on the life
history, abilities of daily life and
physical health conditions

山本文枝 宮崎産業経営大学

B-18 5:00-5:15 大学教養体育の楽しさと余暇満足の関係
Yang Jae
Kyun

ソウル産業大学
久世早苗

（岐阜高専）

B-19 5:15-5:30
体育授業の構成要因および各要因を代表する項
目に関する検討　―体育授業の目標・学習内容
を踏まえて―

大杉貴康 金沢大学大学院
孫　換

（中央大学）

B-20 5:30-5:45
高等學校の体育授業における学生疎外感の傾向
と原因

朴商奭 中央大学校

大会　第１日目 Ｃ会場（204教室：ﾎﾟｽﾀｰ発表）

発表時間 演　題 発表者 所属

C-1

Confirmation regarding Secular Trend for
Height Growth of Mongolia Family School
Boys and Girls in China
－Comparison between 1985 and 2005－

鳥雲 格日
勒

筑波大学

C-2
Evaluation of post health checkup support
measures

有吉浩美 久留米大学大学院

C-3
The mental health measures are not
executed. The realities of small-scale
office  -The initial report-

洲崎好香 東京女子医科大学

C-4
Subcutaeous fat distribution in Japanese:
Effect of sex, age, obesity and visceral
fat level

佐藤進 金沢工業大学

C-5
幼児における身体組成の加齢変化と身体組成間
の関係 －性差に関する検討－

境田雅章 愛知学院大学

C-6
男子大学スポーツ選手における踵骨骨密度の運
動種目間の差異

中田征克 防衛大学校

C-7
乳幼児におけるアクアミクスの生理的特性と動
作発達

斉藤典子
サイトアクア
ティックアカデ

ミー

C-8
The relationships between body compositions
and concern about body shape

石垣　享 愛知県立芸術大学

C-9 看護学生の腰痛の実態と体力の関係 青木　葵 同朋大学

C-10
Making of Criterion Points for Physical
Fitness Tests in Infant -Based on the
Hanazono Evaluation System-

春日晃章 岐阜大学

C-11
血清アルブミンの酸化・還元型比率と血管年齢
及び運動量との関連性

古田善伯 岐阜大学

2:30-3:30

平成19年8月4日



C-12 介護福祉実習評価から教育課題を探る
小木曽加奈

子
中部学院大学短期

大学部

C-13
高等専門学校男子学生の生活習慣および健康状
態の縦断的推移　―2001年入学生の4年間の縦断
的資料を用いて―

長澤吉則 秋田県立大学

C-14
幼児の1週間の身体活動量と生活リズム ─ライ
フコーダを用いた測定から─

渡邊明宏
名古屋市立大学大

学院

C-15
女子学生の健康と食生活に関する考察
－東大式健康調査票を用いて－

木村典子 愛知学泉短期大学

C-16
継続性を考慮した低強度、短時間のレジスタン
ストレーニングに対する自覚的感覚

山次俊介 福井大学

大会　第２日目 Ａ会場（201教室）

発表時間 演　題 発表者 所属 座長

A-21 9:00-9:15

Confirmation regarding Secular Trend for
Physical Maturation Rate
－An approach from secular trend for boãs’
height growth－

藤井勝紀 愛知工業大学
山次俊介

（福井大学）

A-22 9:15-9:30
男子中学生における体格・身体組成と体力の関
係及び形態的質の違いによる体力判定の試案

田中　望 愛知工業大学

A-23 9:30-9:45 男子中学生の身体組成が健康体力に及ぼす影響 金雪郷 ソウル私立大学校

A-24 9:45-10:00
カンボジアにおける青少年の体格と健康につい
て

渡部月子
神奈川県立保健福

祉大学

A-25 10:00-10:15 日本人小児のやせ出現率 松坂　晃 茨城大学

10:30-11:30
【基調講演】

子どものこころとからだの危機を考える
－モラル意識の狭間から－

小田　豊
国立特別支援教育

総合研究所

杉山允宏
（愛媛大学）
ああああああ
盧　昊成

（慶熙大学）

【シンポジウム】

Neoism Phãsical Education Movementをとおし
た体育発展の方向(児童達の健康な暮らしのため
の体育の現実と未来)

Jong-Kook
Song

Kyung Hee
University

花井忠征
（岐阜聖徳学
園大学）

子どものこころとからだの健康課題
－子ども虐待防止の取り組み－

白石淑江 同朋大学

盧　昊成
（慶熙大学）

日本の子どもにおけるからだと心の今日的健康
課題と仮説的提案

野井真吾 埼玉大学

1:00-2:00

A-26 2:00-2:15
子どもの体力向上プログラムの開発に関する研
究[Ⅰ]

檀上弘晃
ゼット株式会社健
康科学センター

春日晃章
（岐阜大学）

11:30-1:00

昼食

3:30-4:30

※発表者の方は、発表時間内はﾎﾟｽﾀｰの前で待機して下さい。

金　憲経
（東京都老人
総合研究所）

平成19年8月5日



A-27 2:15-2:30
子どもの体力向上プログラムの開発に関する研
究[Ⅱ]

上田真也
大阪市立大学大学

院
鮮干　攝

（慶熙大学）

A-28 2:30-2:45
子どもの体力向上プログラムの開発に関する研
究[Ⅲ]

安部惠子 プール学院大学

A-29 2:45-3:00 小学生の体育授業の認識に関する記録研究 朴贊浩 東醫大學校

A-30 3:00-3:15 小学生の体育教科に関する態度分析 文大成 仁川専門大学

大会　第２日目 Ｂ会場（203教室）

発表時間 演　題 発表者 所属 座長

B-21 9:00-9:15
健康・安全・性教育等カリキュラム構成の問題
とその改善・開発に向けて

 内山　源 茨城女子短期大学
秋坂真史

（宮崎大学）

B-22 9:15-9:30
A Study on Effects of Juveniles'
Participation in Life Sports on Their
Learning Stress

Kang-Young
Lim

Kyung Hee
University

孫　換
（中央大学）

B-23 9:30-9:45
ヘルスプロモーションのアドボカシィ概念の再
検討

中村朋子 愛知東邦大学

B-24 9:45-10:00
楽観性とソーシャルサポートが心理的適応に及
ぼす影響　―媒介モデルの検討―

鷲見克典 名古屋工業大学

B-25 10:00-10:15
健康相談活動におけるナラティヴ・アプローチ
の効果

安林奈緒美 飯田女子短期大学

B-26 2:00-2:15 和食の概念と健康感による食育への提言 原田昭子 兵庫大学
今井　一

（岐阜大学）

B-27 2:15-2:30
Harmful effects of microwaves irradiated
from mobile phones on animals-increase
of mutation rates in the mwh gene-.

田中良晴 大阪府立大学
盧　昊成

（慶熙大学）

B-28 2:30-2:45
日本型食生活の配膳に関する大学生の意識調査
―食育における伝統的な配膳方法の継承につい
て―

冨田教代 常磐短期大学

B-29 2:45-3:00 日帝下朝鮮の體力章檢定に關する硏究 孫 煥 中央大學校

B-30 3:00-3:15
2006 ドイツ World Cup サッカーの実態調査と
展望に関する研究

金宰賢 京畿大學校

B-31 3:15-3:30
EMG responses for upper-limbs skeletal
muscles during eccentric muscle action of
the shoulder joint

Si-Young
Park

筑波大学


