
 

大 会 日 程 

 

 8月 24日（金） 8月 25日（土） 8月 26日（日） 

8:30 

 

 受付（8:30〜） 

9:00 受付（9:00〜） 一般発表③ 

 開会式 A会場（D116） 

A-11〜15 

口頭発表 

B会場（D115） 

B-11〜15 

口頭発表 

ポスター会場 

P-19〜25 

ポスター発表 10:00 一般発表① 

 A会場（D116） 

A-1〜5 

口頭発表 

B会場（D115） 

B-1〜5 

口頭発表 

ポスター会場 

P-1〜8 

ポスター発表 

基調講演② 

11:00 
基調講演③ 

 写真撮影（at 中庭） 

12:00 
休憩・昼食 休憩・昼食 

 

13:00 
日本教育医学会総会 

特別企画 

 

シンポジウム② 14:00 

シンポジウム①  

15:00 一般発表④ 

 一般発表② A会場（D116） 

A-16〜20 

口頭発表 

B会場（D115） 

B-16〜20 

口頭発表 

ポスター会場 

P-26〜33 

ポスター発表 16:00 A会場（D116） 

A-6〜10 

口頭発表 

B会場（D115） 

B-6〜10 

口頭発表 

ポスター会場 

P-9〜18 

ポスター発表  閉会式 

17:00 特別講演 

 

 

基調講演① 18:00 

日本教育医学会 
理事会 

（18:00〜19:30） 

 

19:00 

懇親会 
会場：大学会館 

 

 

20:00 

 

  

  



大会第 1日目 A会場（D116） 

 

発表時間 演題 発表者 所属 座長 

 9:30-9:55 開会式 

A-1 10:00-10:13 
地域在住高齢者におけるウォーキング実践， 

身体活動および転倒歴 
大久保善郎 筑波大学大学院 

山次俊介 

（福井大学） 

A-2 10:15-10:28 
地域高齢者の転倒リスクタイプ特性 

－前期および後期高齢者による比較－ 
佐藤進 金沢工業大学 

A-3 10:30-10:43 
1年間の縦断データに基づく男性高齢者における 

転倒リスク評価尺度の開発 
神藤隆志 筑波大学大学院 

A-4 10:45-10:58 
生活関連動作に困難感を有しないための 

身体パフォーマンステストの水準 
清野諭 筑波大学大学院 

A-5 11:00-11:13 

高齢者の認知機能評価のためのパフォーマンステスト 

：トレイルメイキングペグテストの神経科学的妥当性の

検討 

檜森えりか 筑波大学大学院 

 
11:30-11:55 写真撮影 

 12:00-12:55 昼食 

 
13:00-13:55 日本教育医学会総会 

 
14:00-15:25 

【シンポジウム１】 

キッズフィットネスとヘルスプロモーション 

 

１． Relationship between the daily living life pattern 

and physical fitness of the Korea infant 

 

２． 三谷サスケ体徳知育プロジェクトの展開 

 

３． 幼小連携によるヘルスプロモーション 

 

４． ソーシャル・プレイウェア：遊びを通じた社会的  

交流支援 

 

 

 

朴兌渉 

 

 

大森肇 

 

春日晃章 

 

鈴木健嗣 

 

 

 

明知大学校 

 

 

筑波大学 

 

岐阜大学 

 

筑波大学 

三村寛一 

（大阪教育大学） 

A-6 15:30-15:43 
靴のサイズが幼児の走動作に及ぼす影響 

-3次元動作分析による検討- 
高木雄基 岐阜大学大学院 

内山源 

（茨城大学・ 

名誉教授） 

A-7 15:45-15:58 幼児の前後足圧荷重割合の年齢差および左右差 松田繁樹 岐阜聖徳学園大学 

A-8 16:00-16:13 

年少児はボール遠投時にどのような体の使い方を 

しているのか？ 

―脚のステップ動作の違いからみたキネマティクス― 

福冨恵介 岐阜大学 

A-9 16:15-16:28 年少児の跳躍動作における重心移動の解析 濱口幸亮 岐阜大学大学院 

A-10 16:30-16:43 
幼児期における平日と休日の身体活動量に 

関する研究 
安部惠子 プール学院大学 

 17:00-17:25 
【特別講演】 

「教育医学の歴史」 
森基要 

元 日本教育医学会

会長 

久世早苗 

（岐阜工業高等 

専門学校） 

 17:30-18:25 

【基調講演１】 

Increased Physical Activity (Not Dieting), Is the Best 

Strategy To Combat the Worldwide Obesity Epidemic 

Frank I. 

Katch 

University of 

Massachusetts 

田中喜代次 

（筑波大学） 

 



大会第 1日目 B会場（D115） 

 

発表時間 演題 発表者 所属 座長 

B-1 10:00-10:13 
東アジア女子スポーツ選手における 

初経遅延評価システムの構築 
都築修平 愛知工業大学大学院 

藤井勝紀 

（愛知工業大学） 

B-2 10:15-10:28 
生育環境から判断される身体発育と初経遅延の 

関係構図－韓国商業専科女子高生の解析－ 
久世早苗 

岐阜工業高等 

専門学校 

B-3 10:30-10:43 

栄養管理された環境下にある成長期の野球選手に 

おける筋力トレーニングが筋パワー及び身体組成に 

与える影響 

灘本雅一 
天理大学 

スポーツ強化推進室 

B-4 10:45-10:58 
青年男子の低酸素環境下でのトレーニングが 

自覚的及び生理的運動強度に及ぼす影響 
辛紹熙 

岐阜大学大学院 

医学系研究科 

スポーツ医科学分野 

B-5 11:00-11:13 
企業における実業団選手に対する 

身体評価フィードバック活用の実際 
田中望 愛知工業大学大学院 

      

B-6 15:30-15:43 
減量教室における指導回数の多寡が教室修了後の 

体重維持に及ぼす影響 
片山靖富 皇學館大学教育学部 

林容市 

（法政大学） 

B-7 15:45-15:58 
個人の心理的特性に合わせた減量 

−セルフエフィカシーに着目して− 
江藤幹 筑波大学 

B-8 16:00-16:13 
内臓脂肪体積に基づいた身体計測法の 

有効性の検討 
蘇リナ 筑波大学大学院 

B-9 16:15-16:28 肥満男性における体力と身体活動量の関連 辻本健彦 筑波大学大学院 

B-10 16:30-16:43 
運動習慣のない肥満男児の身体組成，体脂肪分布，

筋分布，血液性状 
小栗和雄 静岡産業大学 

 

  



大会第 1日目 ポスター会場 

 

発表時間 演題 発表者 所属 座長 

P-1 10:00-10:05 
遊び志向調査カードを用いた幼少年期の 

遊び志向特性 
髙木綾子 岐阜大学大学院 

松浦義昌 

（大阪府立大学） 

P-2 10:05-10:10 
幼児の基本的動作獲得状況と身体活動量および 

活動的生活習慣との関係 
中野貴博 

名古屋学院大学 

スポーツ健康学部 

P-3 10:10-10:15 
アスペルガー症候群児のバランス運動における 

発達性協調運動障害の実態把握 
花井忠征 

中部大学 

現代教育学部 

P-4 10:15-10:20 
大学生における体力と精神的健康との関連 

―横断的資料に基づく基礎的検討― 
内山応信 

秋田県立大学 

総合科学教育研究 

センター 

P-5 10:20-10:25 

食に関する指導の在り方の研究 【第５報】 

～大学生における知識の習得度と食意識との関連性

～ 

木村志緒 南九州大学 

P-6 10:25-10:30 

食に関する指導の在り方の研究 【第６報】 

～大学生における文系・理系の知識習得度からの効

果的な教育～ 

杉尾直子 南九州大学 

P-7 10:30-10:35 
「大学事務職員独自のワークモチベーション尺度」と 

メンタルヘルスの関係性 
村上郁磨 

久留米大学 

知的財産本部管理室 

P-8 10:35-10:40 
「宇宙飛行士の運動と栄養」に関連する題材を元にし

た国際教育プログラム（Mission X ）の実践 
相羽達弥 

（独）宇宙航空研究 

開発機構 

      

P-9 15:30-15:35 
地域密着サービスを拠点としたまちづくりに関する 

研究―クロリティー活動の事例から― 
木村典子 愛知学泉短期大学 

長澤吉則 

（京都薬科大学） 

P-10 15:35-15:40 
高齢者を対象としたクロリティー活動の効果に関する

研究－愛知県、島根県のクラブ活動からの考察－ 
杉谷正次 愛知東邦大学 

P-11 15:40-15:45 高齢者における身体活動と筋量の関係 坂井智明 
日本ウェルネス 

スポーツ大学 

P-12 15:45-15:50 
スポーツリハビリ参加高齢者の顕在性不安尺度の 

年代差および性差 
長澤吉則 

京都薬科大学 

健康科学分野 

P-13 15:50-15:55 

3年間包括的心臓リハビリテーション参加した 

維持期高齢者における身体機能の縦断的変化 

：ADL間差に着目して 

杉本寛恵 京都女子大学 

P-14 15:55-16:00 女性エージシューターの生活習慣と身体組成 北徹朗 
武蔵野美術大学 

身体運動文化研究室 

P-15 16:00-16:05 エージシューターの健康状態および身体組成の特徴 中神勝 大阪府立大学 

P-16 16:05-16:10 
年間 50回以上のコースラウンドをする 

熟年女性ゴルファーのプロフィール 
橋口剛夫 帝京科学大学 

P-17 16:10-16:15 エージシュート達成ゴルファーの生活習慣 吉原紳 
聖マリアンナ 

医科大学 

P-18 16:15-16:20 

シニアゴルファーにおける精神的自立尺度と 

自尊感情尺度の特徴 

―エージシュート達成者と熟年ゴルファーの比較 ― 

加藤佐千子 
京都ノートルダム 

女子大学 

 

  



大会第 2日目 A会場（D116） 

 

発表時間 演題 発表者 所属 座長 

A-11 9:00-9:13 
運動器不安定症が地域在宅高齢者の椅子立ち上がり

動作時における体重心移動速度に及ぼす影響 
山田孝禎 

福井工業 

高等専門学校 

重松良祐 

（三重大学） 

A-12 9:15-9:28 

加速度トレーニングの実践が膝痛を有する 

中高齢女性の膝伸展筋力・筋パワーおよび 

関節機能に及ぼす影響―変形グレード別の検討― 

辻大士 筑波大学大学院 

A-13 9:30-9:43 
地域在住高齢女性の移動能力制限に対する 

高血圧と併存疾患の関連性 
鄭松伊 筑波大学大学院 

A-14 9:45-9:58 
Dynapenic-obesity，Dynapenic-lean と 

要介護状態との関連 
根本みゆき 筑波大学大学院 

A-15 10:00-10:13 

Ambulatory blood pressure responses during the 

24-hour period following golf round in hypertensive 

middle aged men 

盧昊成 慶熙大學校 

 
10:30-11:10 

【基調講演２】 

高齢者の元気長寿支援 

‐廃用性症候群の早期予防の視点から‐ 

金憲経 
東京都健康長寿 

医療センター 

金美芝 

（東京都健康長寿 

医療センター） 

 11:15-12:00 

【基調講演３】 

高齢者の健康長寿支援策 

‐介護予防の視点から‐ 

鈴木隆雄 
国立長寿医療 

研究センター 

下方浩史 

（国立長寿医療 

研究センター） 

 
12:00-12:55 昼食 

 13:00-13:15 
【特別企画】 

被災地の運動支援リーダーによるご当地体操実演 

鈴木玲子 

山元町 

運動支援 

リーダー 

東北福祉大学 

宮城県亘群山元町 

大久保善郎 

（筑波大学） 

 
13:20-14:45 

【シンポジウム２】 

成人向け保健教育とヘルスプロモーション 

 

１． 中高年者の栄養と運動－長期縦断疫学研究から 

 

２． 肥満と肝臓病，その予防と治療 

 

３． A review on the changes of lifestyle and the 

related nutritional problems and exercise practice 

in Korea 

 

 

 

下方浩史 

 

 

正田純一 

 

林基元 

 

 

 

国立長寿医療 

研究センター 

 

筑波大学 

 

建国大学校 

中塘二三生 

（関西学院大学） 

A-16 14:50-15:03 
運動実践による腹部脂肪の減少が 

冠危険因子に及ぼす影響 
呉世昶 筑波大学大学院 

内山応信 

（秋田県立大学） 

A-17 15:05-15:18 女子大学生の飲酒と生活状況に関する研究 大森正英 

東海学院大学 

バイオサイエンス 

研究センター 

A-18 15:20-15:33 
学校性・エイズ教育内容の「3次元構造」と 

教育実践における NIEの活用 
内山源 茨城大学 名誉教授 

A-19 15:35-15:48 
学校救急看護活動における養護教諭と 

他者の傷病態の判断の過程について 
中村朋子 名古屋学芸大学 

A-20 15:50-16:03 
NOSSの精神的健康への効果について 

―心理測定尺度による調査― 
八木朋子 愛知東邦大学 

 16:20-16:35 閉会式 



 

大会第 2日目 B会場（D115） 

 

発表時間 演題 発表者 所属 座長 

B-11 9:00-9:13 知的障害児の前思春期肥満と発育スパート 松坂晃 茨城大学 

春日晃章 

（岐阜大学） 

B-12 9:15-9:28 

幼児の体格と運動能力の年次推移に関する検証 

―40 年の推移に対する最小二乗近似多項式適用に

よる解析― 

斎藤由美 名古屋造形大学 

B-13 9:30-9:43 骨密度の加齢変化構図に基づく PeakStiffnessの検証 花木祐真 愛知工業大学 

B-14 9:45-9:58 
日韓幼児における体格・運動能力の比較検討－女児

における同一評価基準による解析－ 
早川健太郎 愛知工業大学 

B-15 10:00-10:13 
学齢期におけるBMIに対する脂肪蓄積度合いの加齢

変化構図‐女児の解析‐ 
伊藤幹 愛知工業大学 

      

B-16 14:50-15:03 
厚生労働省公開データを用いた 

介護予防事業の評価についての検討 
相馬優樹 筑波大学 

大藏倫博 

（筑波大学） 

B-17 15:05-15:18 
高齢者の活動能力の変化 

～3回の健康生活調査結果から～ 
水野かがみ 中部学院大学 

B-18 15:20-15:33 リズム系運動の習慣化が健康体力水準に及ぼす効果 飯田路佳 十文字学園女子大学 

B-19 15:35-15:48 
効果検証された運動プログラムを 

地域に普及させるボランティア活動の評価 
重松良祐 三重大学教育学部 

B-20 15:50-16:03 
高齢期の推奨身体活動量 

（中高強度身体活動 150分/週）に相当する歩数 
大須賀洋祐 筑波大学大学院 

 

  



大会第 2日目 ポスター会場（リフレッシュスペース） 

 

発表時間 演題 発表者 所属 座長 

P-19 9:00-9:05 
介護サービスの種別による ICFの視点に基づく 

認知症ケア実践の傾向 
佐藤八千子 岐阜経済大学 

藪下典子 

（筑波大学） 

P-20 9:05-9:10 
介護職員が考える看護職の役割や期待 

-介護職が認識する看護職に分担して欲しいこと- 
今井七重 平成医療短期大学 

P-21 9:10-9:15 
事業所の種別による介護職員の職務満足度と 

仕事全体の満足度・転職・離職の関係 
小木曽加奈子 岐阜大学 

P-22 9:15-9:20 
認知症高齢者のケア実践における看護職と 

介護職の相違―ICFの視点「環境因子」に着目して― 
阿部隆春 

東京都八王子 

児童相談所 

P-23 9:20-9:25 
看護職員が認識する国際生活機能分類に基づく 

認知症高齢者のケアに対する認識 
山下科子 

信州介護福祉 

専門学校 

P-24 9:25-9:30 
介護職員による認知症高齢者ケアの 

重要性の認識と実践の違い 
平澤泰子 浦和大学短期大学部 

P-25 9:30-9:35 
介護老人保健施設入所者に対する 

音楽療法の有効性  
大森由美子 

東海学院大学 

バイオサイエンス研究

センター 

      

P-26 14:50-14:55 
外乱刺激（左右・前後振動）による重心動揺特性の 

比較～振動マシーンを利用して～ 
北林保 

東京理科大学 

理学部第一部 

沼尾成晴 

（京都薬科大学） 

P-27 14:55-15:00 

高校生国体強化候補選手への栄養教育アプローチ

－食事バランスガイドを用いた食事の評価及び 

食意識調査－ 

吉富萌 南九州大学 

P-28 15:00-15:05 
女子大学生の BMIおよび身体組成から推定される 

身体各部位の周囲径 
石垣享 

愛知県立芸術大学 

美術学部 

P-29 15:05-15:10 

韓国女子スポーツ選手の初経遅延における 

身体的ストレス性判別の模索 －BMIのMPV 年齢に 

対する初経年齢の多項式回帰分析－ 

藤井勝紀 愛知工業大学 

P-30 15:15-15:20 
一過性の長時間高強度運動が 

唾液ストレスマーカーに及ぼす影響 
臼井達矢 大阪成蹊短期大学 

P-31 15:20-15:25 
超音波画像診断法による腹部筋厚測定値と 

体力テストの関係 
野口雄慶 福井工業大学 

P-32 15:25-15:30 
ウェーブレット補間法によるアジア人男子体表面積の 

加齢変化とMPVの解析 
渡部琢也 名古屋経営短期大学 

P-33 15:30-15:35 
体幹装具着用が静止立位姿勢時の足底圧に及ぼす 

影響：女子学生を対象として 
下原佑佳利 

京都薬科大学 

健康科学分野 

 
 


