
大会 第1日目 A会場
発表時間 演題 発表者 所属 座長

A-1 9:30-9:45
地域高齢者の健康生活調査について（1）
～調査対象者の健康状態と生活の実態～

石原多佳子 岐阜大学

A-2 9:45-10:00
地域高齢者の健康生活調査について（2）

～健康状態と病気との関連～
大森正英 東海学院大学

A-3 10:00-10:15
地域高齢者の健康生活調査について（3）

～生活満足度とその要因～
水野敏明 中日本自動車短期大学

A-4 10:15-10:30
地域高齢者の健康生活調査について（4）

～日常における活動能力～
水野かがみ 中部学院大学

A-5 10:30-10:45 食事バランスと不定愁訴 原田昭子 兵庫大学

A-6 10:45-11:00 朝食摂取量と間食が学習状況に及ぼす影響 松坂　晃 茨城大学

A-7 11:00-11:15
高等専門学校男子学生の食習慣の縦断的推移

－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

A-8 11:15-11:30
児童の食習慣・生活習慣と精神的健康状態との関

連について
田中敬子 滋賀県立大学

11:30-12:00

12:00-12:30

【基調講演】

子どもの体力向上に向けた方策につ
いて

上田優人
文部科学省スポーツ青少
年局
生涯スポーツ課

内山　源
（茨城女子短期大学）

【シンポジウム】

1.行政からみた幼少児期における体力向上へのア
プローチ

石本倫章 和歌山市教育委員会

2.研究機関からみた幼児期の体力に関する研究 安部惠子 プール学院大学

3.教育現場から見た幼児期における体力の現状と運
動プログラム

吉田満子
川人公一

鳥居賀柄子

東谷幼稚園
関西女子短期大学附属幼
稚園
宮前幼稚園

4.保育者養成校における現状と課題 高木信良 関西女子短期大学

5.ディスカッション
（指定発言）

酒井　智
川西栄治
浦　光良
宇都宮勧
若生雅史
北井厚子

白紙友里子

大阪府教育委員会
兵庫県教育委員会
和歌山県教育庁
柏原市教育委員会
川西市教育委員会
国分幼稚園
清和多田学園平野幼稚園

14:00-15:00

休憩・昼食

三村寛一
（大阪教育大学）

秋坂真史
（宮崎大学）

水野敏明
(中日本自動車短期大

学)

石原一成
（福井県立大学）

日本教育医学会総会

写真撮影

15:15-17:15



大会 第1日目 B会場
発表時間 演題 発表者 所属 座長

B-1 9:30-9:45 幼児の浮き趾の実態－男児を対象として－ 松田繁樹 岐阜聖徳学園大学

B-2 9:45-10:00 幼児期における接地足趾に関する研究 池谷茂隆
財団法人健康管理・開発セ
ンター

B-3 10:00-10:15 幼児の運動能力におよぼす靴の影響について 野中耕次
大阪聖徳学園社会体育専
門学校

B-4 10:15-10:30 幼児の骨密度と運動能力の関連性について 喜多宣彦 大阪青山大学

B-5 10:30-10:45
生活習慣記録装置ライフコーダーを用いた

幼児の身体活動量に関する研究
三村達也 大阪産業大学

B-6 10:45-11:00 幼児の生活習慣と運動能力および歩行量との関係 宮口和義 石川県立大学

B-7 11:00-11:15
幼児の健康的発達のための生活改善に関する研究
-登園時の疲労症状と生活習慣との関連性について

-
三宅孝昭 大阪府立大学

B-8 11:15-11:30
屋外の活動を重視した保育で心とからだの健康づく

り
坂本勝江 茨城女子短期大学

久世早苗
（岐阜工業高等専門

学校）

古田善伯
（岐阜大学）

穐丸武臣
（名古屋市立大学）



大会 第2日目 A会場
発表時間 演題 発表者 所属 座長

A-9 9:00-9:15
安静時エネルギー消費量、血中酸素濃度および

ストレスに及ぼす運動の影響ならびにショウガ摂取効
果

坂口名菜 千里金蘭大学

A-10 9:15-9:30
若年健常者に対する一過性の中等度運動が
ペプチドYYとエネルギー摂取量に及ぼす影響

上田真也 大阪市立大学大学院

A-11 9:30-9:45
エネルギー出納を基本とした

生活改善プログラム作成の試み
坪内伸司 大阪府立大学

A-12 9:45-10:00
高校保健教科書教材・「第２章 第２節保健医療制度
および地域の保健・医療機関」の問題と実践指導上

の改善
内山　源 茨城女子短期大学

A-13 10:00-10:15
第1回健康優良児選出当時（昭５）の

児童の体格体力等について
篠田昭八郎 岐阜サッカーＯＢ会Ｒ

A-14 10:15-10:30
　カンボジア・シェムリアップ州教員の

健康教育に対する意識調査
渡部月子 神奈川県立保健福祉大学

【特別講演】

A-15 13:30-13:45
加速度センサを用いた加速度と

バランス能力や転倒リスクとの関連性について
伊東隆喜

和歌山県工業技術セン
ター

A-16 13:45-14:00
4動揺因子及び相対的パワースペクトルからみた

静止立位姿勢時の重心動揺の年代差
北林　保 東京理科大学

A-17 14:00-14:15

片脚前後ステップ動作によるバランス能力評価法の
検討

-片脚前後ステップテストのテンポ間差および年代差
-

辛　紹熙 金沢大学大学院

A-18 14:15-14:30 Functional reachテストの関連要因 内山応信 金沢美術工芸大学

A-19 14:30-14:45
BMIの加齢変化からみた

指数評価の妥当性検証へのアプローチ
藤井勝紀 愛知工業大学

A-20 14:45-15:00
60歳女性における20歳からの体重変化と健康診断

および体力測定の結果との関係
佐藤敏郎 春日井市保健センター

A-21 15:00-15:15 韓国青少年の形態的質の違いによる体力の検証 田中　望 愛知工業大学

A-22 15:15-15:30
身体分節体積の計測に関する基礎的研究

～大腿部の体積評価について～
阪本涼子 大阪府立大学

A-23 15:30-15:45
大学サッカー選手における下肢のケガと

身体特性について
福井哲史 大阪教育大学大学院

A-24 15:45-16:00
異なる非観血的連続血圧測定装置を用いた

間欠的漸増漸減負荷運動時の血圧変動
中田征克 防衛大学校

A-25 16:00-16:15
男子高校生における身体組成と

体力･運動能力の相関構図の検証
久世早苗 岐阜工業高等専門学校

A-26 16:15-16:30 幼児の生活習慣が体力・運動能力に及ぼす影響 石原一成 福井県立大学

松浦義昌
（大阪府立大学）

大森正英
（東海学院大学）

原田昭子
（兵庫大学）

出村慎一
（金沢大学）

坂井智明
（同志社大学）

University of
Wurzburg,Germany

杉山允宏
（愛媛大学）

通訳:三上聡子
（大阪教育福祉専門

学校）

10:45-12:15

三村達也
（大阪産業大学）

休憩・昼食

休憩時間

Physical activity programs for youth
- is there a role in prevention?

Helge Hebestreit



　 第2日目 B会場
発表時間 演題 発表者 所属 座長

B-9 9:00-9:15
持続的な最大等尺性把握と間欠性把握における

筋持久力評価変数の関係
山次俊介 福井大学

B-10 9:15-9:30 重量負荷を伴う歩行における歩容特性の検討 出村友寛 金沢大学大学院

B-11 9:30-9:45 種々の筋収縮様式の関係および一側優位性 青木宏樹 金沢大学大学院

B-12 9:45-10:00
携帯電話から発するマイクロ波の動物に対する有害

な影響
ーmwh遺伝子の変異率の上昇

田中良晴 大阪府立大学

B-13 10:00-10:15
日本人成人の利き手に及ぼす矯正経験

および左利き親族の影響
佐藤　進 金沢工業大学

B-14 10:15-10:30
中・高齢者の高地環境下(低酸素室)における

運動の生理的変化について
松岡敏男 岐阜大学

休憩時間

B-15 13:30-13:45
音楽療法の有効性に関する研究

-介護老人保健施設入所者を対象として-
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

B-16 13:45-14:00 認知症高齢者における園芸活動の効果 林　典生 南九州大学

B-17 14:00-14:15 高齢者の認知機能に及ぼす運動の可能性 重松良祐 三重大学

B-18 14:15-14:30

レジャーエデュケーション個別援助支援システムの提
案と

評価に関する研究―階層化意思決定法・機能分析・
SWOT分析による高齢者への適用事例―

山内章裕 愛知江南短期大学

B-19 14:30-14:45
高齢者ケアにおける転倒・転落に関する一考察
―SHELモデルを用いたリスクマネジメント・ワーク

シートの分析―
小木曽加奈子 中部学院大学短期大学部

B-20 14:45-15:00
　　地域住民の認知症に対する認識

－身近に認知症の人がいた場合の対応－
木村典子 愛知学泉短期大学

B-21 15:00-15:15
規定テンポステップテストの有効性の検討

-10m歩行，TUG，ファンクショナルリーチテストとの関係-
山本裕太 金沢大学大学院

B-22 15:15-15:30
要支援・要介護高齢者における

3分間パネル運動の有効性の検討
臼井達矢 大阪市立大学大学院

B-23 15:30-15:45 高齢者における四方位選択全身反応時間の有用性 坂井智明 同志社大学

B-24 15:45-16:00
運動習慣および体力水準の違いが青年の

疲労自覚症状知覚頻度に及ぼす影響
山田孝禎 福井工業高等専門学校

B-25 16:00-16:15
小学生の水泳能力と気分変容に関する研究

-臨海学校における児童の泳力と気分の関係-
矢野　正 湊川短期大学

B-26 16:15-16:30
介護系短大生の運動量に関する一考察

～介護施設実習と日常生活の総消費量･運動量･歩
数の比較～

今井七重 中部学院大学短期大学部

重松良祐
（三重大学）

池谷茂隆
（財団法人健康管理・

開発センター）

中塘二三生
（関西学院大学）

村瀬智彦
（愛知大学）

守本とも子
（奈良県立医科大学）

長澤吉則
（秋田県立大学）


