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【一般口頭発表】
9月16日(土）　9：10～10：10　D会場（2号館2Ｆ220番教室）
生活，健康①  座長：曽根　涼子（山口大学）
O1-1D-01 安静時正常域血圧者における運動時過剰血圧反応の背景

医）聖ルカ会　パシフィック　メディカル　フィットネスクラブ　　黒田　豊
O1-1D-02 変形性膝関節症患者の低い主観的幸福感はQOLやフレイルに関連する可能性がある

福岡リハ整形外科クリニック　　井澤　渉太
O1-1D-03 腕時計型ウェアラブル機器による短時間低中等強度断続的身体活動の呼吸循環負荷の評価の妥当性

岡山県立大学大学院　情報系工学研究科　システム工学専攻　　沖田　剛輝
O1-1D-04 夕刻の運動実施時間帯の違いが夕刻および夜間睡眠中の生理応答に及ぼす影響

広島工業大学　　西村　一樹
O1-1D-05 3週間の高カカオチョコレート摂取は中高齢男性の動脈硬化度と短期記憶能力を改善する

熊本県立大学　　山口　裕嗣
O1-1D-06 一過性の騒音曝露が血管内皮機能に及ぼす影響

徳島大学　大学院　　東　亜弥子

9月16日(土）　9：10～10：10　E会場（2号館2Ｆ221番教室）
神経，感覚①  座長：桜井　智野風（桐蔭横浜大学）
O2-1E-01 二人の同時力発揮課題に与える外乱の影響

鳴門教育大学　　乾　信之
O2-1E-02 視覚性高速連続運動時のパフォーマンスと眼球運動の関係性

大阪大学大学院　　青山　千紗
O2-1E-03 疲労困憊直後における収縮時間の異なる最大随意収縮時の筋力発揮

上越教育大学　　松浦　亮太
O2-1E-04 一次運動野に対する経頭蓋的直流電流刺激が随意筋収縮後の神経筋機能に及ぼす影響

東京学芸大学　　石井　智也
O2-1E-05 障害物回避をともなう踏み出し運動における姿勢調節方略

上武大学　ビジネス情報学部　スポーツ健康マネジメント学科　　井田　博史
O2-1E-06 持続的筋力発揮時の筋振動信号振幅増大発現とそれまでの運動単位活動履歴

東京慈恵会医科大学　分子生理学講座　　森本　茂

9月16日(土）　9：10～10：10　F会場（2号館1Ｆ210番教室）
環境①  座長：西村　正広（鳥取大学）
O3-1F-01 頸髄損傷者における皮膚交感神経活動の測定

和歌山県立医科大学　医学部　リハビリテーション教室　　中田　朋紀
O3-1F-02 定期的運動の実施が高齢者の温度感覚に及ぼす影響

大阪市立大学　都市健康・スポーツ研究センター　　竹田　良祐
O3-1F-03 頚髄損傷者における全身性寒冷刺激に対する皮膚血流調節

和医大　リハビリテーション医学　　上條　義一郎
O3-1F-04 運動時における手掌冷却と息止めが循環応答に及ぼす影響

筑波大学　体育系　　松竹　涼子
O3-1F-05 暑熱環境下での間欠性運動における運動間の手掌部冷却と浸水冷却の効果

日本スポーツ振興センター　　村石　光二
O3-1F-06 低酸素環境と常酸素環境下での自転車運動中の下肢筋群における筋活動の違い

国立スポーツ科学センター　　大沼　勇人

9月16日(土）　9：10～10：10　G会場（2号館1Ｆ211番教室）
代謝①  座長：田中　茂穂（医薬基盤・健康・栄養研究所）
O4-1G-01 鼻腔内インスリン投与による脳内高インスリン状態は運動時の脂肪酸化を抑制する

大阪市立大学大学院医学研究科　運動環境生理学　　横山　久代
O4-1G-02 栄養摂取状況の改善が女性アスリートの運動時のエネルギー代謝に及ぼす影響

武庫川女子大学大学院　　成田　厚子
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O4-1G-03 摂食速度が食後長時間にわたる食事誘発性体熱産生に及ぼす影響
早稲田大学　　濱田　有香

O4-1G-04 運動中の脂質代謝に関する基礎的研究: 音楽と映像の比較
武庫川女子大学大学院健康・スポーツ科学研究科　　根来　優子

O4-1G-05 高齢者における３軸加速度センサ搭載活動量計の活動強度推定精度に関する検証
オムロンヘルスケア株式会社　　永吉　翔

O4-1G-06 2週間のもろみ酢飲料摂取が高強度短時間運動時の血中乳酸動態に及ぼす影響
名桜大学　　山本　薫

9月16日(土）　9：10～10：20　H会場（2号館1Ｆ215番教室）
トレーニング①  座長：久保　啓太郎（東京大学）
O5-1H-01 身体活動量と心拍数からみたスノーゲームの運動効果

北翔大学大学院　生涯スポーツ学研究科　　中島　千佳
O5-1H-02 呼吸筋活動の増加に対する血圧応答：低酸素環境での呼吸筋トレーニングによる影響

名古屋大学　総合保健体育科学センター　大学院医学系研究科　　片山　敬章
O5-1H-03 健常者における吸気筋トレーニングの効果について

中部学院大学　看護リハビリテーション学部　　三川　浩太郎
O5-1H-04 間欠的スプリント運動を課題としたフィールドテストの考案

北翔大学　生涯スポーツ学部　　吉田　昌弘
O5-1H-05 若年男性におけるレジスタンストレーニングが動脈伸展性と血清トロンボキサン濃度に及ぼす影響と

それらの関係性
筑波大学　　田川　要

O5-1H-06 異なる運動様式のトレーニングが動脈血管拡張因子に及ぼす影響
立命館大学　スポーツ健康科学研究科　　長谷川　夏輝

O5-1H-07 12週間の有酸素性トレーニングによって持久性能力が向上すると飲酒後の呼気中アルコール濃度が高
くなる

一般社団法人　身体開発研究機構　　瀧澤　一騎

9月16日(土）　10：10～11：10　D会場（2号館2Ｆ220番教室）
生活，健康②  座長：大島　秀武（流通科学大学）
O6-1D-01 細切れの歩行活動が高中性脂肪血症女性の安静時血圧に及ぼす影響

早稲田大学　大学院スポーツ科学研究科　　山本　遼
O6-1D-02 一過性の高強度間欠的運動に対する感情・心理的応答：体力レベルの相違の影響

立命館大学大学院　スポーツ健康科学研究科　　檜垣　由梨子
O6-1D-03 運動とマッサージによる足部・下腿部のむくみ軽減効果についての検討

日本女子大学　　佐々木　一茂
O6-1D-04 健康づくり現場における加速度計付き歩数計を用いた支援方法の課題と改善について

株式会社　健康科学研究所　　田中　英幸
O6-1D-05 大腿部装着型姿勢計の有害事象に関する記述疫学的研究

筑波大学　　西村　真琴
O6-1D-06 小学校児童の6年間の体力とライフスタイルに関する研究

富山大学　　橋爪　和夫

9月16日(土）　10：10～11：10　E会場（2号館2Ｆ221番教室）
神経，感覚②  座長：桐本　光（広島大学）
O7-1E-01 主観的にこにこペースのジョギングは認知機能を向上させる

福岡大学　大学院　　田上　友季也
O7-1E-02 自発的な運動を促す豊かな環境は不安感情様の低下と骨格筋量の増加を惹起する

明治安田厚生事業団　体力医学研究所　　須藤　みず紀
O7-1E-03 大学卓球競技者の運動視能の検討

大阪大学大学院　　呉屋　良真
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O7-1E-04 低強度有酸素性運動が一次運動野の抑制・興奮機能に与える影響
新潟医療福祉大学　運動機能医科学研究所　　山崎　雄大

O7-1E-05 知覚－運動学習の過剰訓練による脳活動領域の動的シフト
福島県立医科大学　医学部　生体機能研究部門　　瀬戸川　将

O7-1E-06 球技者の異なる速度タイミング反応課題に対応する眼球運動の特性
新潟医療福祉大学　健康科学部　健康スポーツ学科　　丸山　敦夫

9月16日(土）　10：10～11：10　F会場（2号館1Ｆ210番教室）
環境②  座長：木村　真規（慶應義塾大学）
O8-1F-01 常温環境下におけるアイススラリーの摂取はヒトの脳温を低下させる

広島大学大学院　総合科学研究科　　鬼塚　純玲
O8-1F-02 運動トレーニング者における安静温熱負荷時の発汗反応：一酸化窒素とシクロオキシゲナーゼの影響

新潟大学　教育学部　　天野　達郎
O8-1F-03 日射の日内変動が暑熱環境下の屋外運動時における体温調節反応に及ぼす影響

姫路獨協大学　医療保健学部　　大谷　秀憲
O8-1F-04 ウォーミングアップ後の休息時間が2分間全力運動パフォーマンスおよび生理応答に及ぼす影響－競

泳競技場面への応用－
筑波大学 体育系　　藤本　知臣

O8-1F-05 異なる温度環境下における下肢切断者の運動時体温調節反応-健常者との比較から-
広島大学大学院　総合科学研究科　　牧野　舜

O8-1F-06 Heat tolerance testにおける発汗機能の個体差と暑熱耐性
早稲田大学　スポーツ科学研究科　　増田　雄太

9月16日(土）　10：10～11：10　G会場（2号館1Ｆ211番教室）
代謝②  座長：村上　晴香（医薬基盤・健康・栄養研究所）
O9-1G-01 非肥満男性における下肢筋力とインスリン感受性との関連

順天堂大学　　染谷　由希
O9-1G-02 上り坂歩行運動は脳の乳酸の取り込みを増加させる

大阪体育大学　　瀧本　真己
O9-1G-03 食餌中のビタミンD欠乏がラットの骨格筋量とインスリン情報伝達に及ぼす影響

福岡大学大学院　スポーツ健康科学研究科　　中川　洋成
O9-1G-04 骨格筋細胞内におけるグルコース特異的な拡散動態

電気通信大学大学院　　小泉　柾夫
O9-1G-05 間欠的な高強度水泳運動中の水温の違いが骨格筋のAMPKに与える影響

新潟医療福祉大学　健康科学部　健康スポーツ学科　　越中　敬一
O9-1G-06 乳カゼイン加水分解物が骨格筋細胞における糖代謝に及ぼす影響

京都府立大学大学院　生命環境科学研究科　健康科学研究室　　岩佐　真代

9月16日(土）　10：20～11：10　H会場（2号館1Ｆ215番教室）
トレーニング②  座長：片山　敬章（名古屋大学）
O10-1H-01 腹腔内圧の増加は最大股関節伸展トルクを向上させる

鹿屋体育大学　大学院　体育学研究科　　田屋敷　幸太
O10-1H-02 低強度レジスタンストレーニングにおける反復回数の違いが筋力の向上率に与える影響

日本体育大学　　寺田　健太郎
O10-1H-03 プライオメトリックおよびアイソメトリックトレーニングが筋および腱の力学的特性に及ぼす影響

東京大学　総合文化研究科　　久保　啓太郎
O10-1H-04 筋線維タイプおよび運動トレーニングが骨格筋ビタミンD受容体発現量に及ぼす影響

福岡大学　スポーツ科学部　　羅　成圭
O10-1H-05 異なる強度のコンスタントトルクストレッチングが足底屈筋の力学的特性に与える影響

リボンリハビリセンターみやのもり　　大場　健裕
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9月16日(土）　14：40～15：40　D会場（2号館2Ｆ220番教室）
運動器①  座長：秋本　崇之（早稲田大学）
O11-1D-01 ラット脊髄におけるｍRNA発現特性－筋損傷モデル－

山口大学創成科学研究科　生物機能科学　　宮田　浩文
O11-1D-02 運動による骨格筋適応におけるマイクロRNAの関与

筑波大学　　及川　哲志
O11-1D-03 骨格筋肥大に対するポリアミンの役割

東京慈恵会医科大学　分子生理学　　山澤　徳志子
O11-1D-04 高脂肪食と運動トレーニングの併用が脂質酸化能に及ぼす経時的な影響

福岡大学大学院　　釘本　郁美
O11-1D-05 走運動歴を持つラットの後肢筋における廃用性萎縮応答の変化

松本大学　　河野　史倫
O11-1D-06 PGC-1α遺伝子座における遅筋・速筋のエピゲノム相違と急性走運動に対する特異的転写制御

松本大学　　増澤　諒

9月16日(土）　14：40～15：40　E会場（2号館2Ｆ221番教室）
スポーツと疾患①  座長：田中　聡（県立広島大学）
O12-1E-01 持久運動トレーニングによる動脈硬化抑制機序の解明

静岡県立大学　　榛葉　有希
O12-1E-02 中高齢者における心外膜下脂肪蓄積と身体活動量との関連性

筑波技術大学　保健科学部　　杉田　洋介
O12-1E-03 心不全の骨格筋異常におけるミトコンドリアアセチル化の役割

北海道大学大学院　医学研究院　循環病態内科学　　高田　真吾
O12-1E-04 演題取り下げ

O12-1E-05 前距腓靭帯の線維束数の違いによる形態学的特徴
新潟医療福祉大学　理学療法学科　　江玉　睦明

O12-1E-06 二次元画像における膝外反量と体幹傾斜角の関係およびその信頼性
昭和大学　　湖東　聡

9月16日(土）　14：40～15：40　F会場（2号館1Ｆ210番教室）
環境③  座長：本間　俊行（大東文化大学）
O13-1F-01 中長距離ランナーにおける呼気気流制限が低圧環境下での漸増負荷走運動時の呼吸代謝応答に及ぼす

影響
筑波大学　体育系　　曹　銀行

O13-1F-02 運動前自発的過換気が高強度運動時およびその後の休息時の生理応答に及ぼす影響
筑波大学 体育系　　土橋　康平

O13-1F-03 低酸素環境下での機械的圧迫は動脈スティフネスを予防・改善するか
大阪工業大学　　村上　諒

O13-1F-04 定期的な低酸素環境への身体曝露のみの実施が糖代謝に及ぼす影響
大阪工業大学　　橋本　翔太

O13-1F-05 準高所における一過性暴露下での最大および最大下運動が生理応答に及ぼす影響
静岡大学　教育学研究科　保健体育専修　　長津　恒輝

O13-1F-06 持久性競技者における低酸素環境下での運動に対する酸-塩基平衡およびカリウムの動態
立命館大学　　角　大地

9月16日(土）　14：40～15：50　G会場（2号館1Ｆ211番教室）
呼吸，循環①  座長：宮地　元彦（医薬基盤・健康・栄養研究所）
O14-1G-01 間欠的な有酸素性運動がブドウ糖経口摂取後の動脈スティフネスに及ぼす影響

帝京科学大学　　小林　亮太
O14-1G-02 末梢動脈疾患のラットモデルにおける微小血管酸素分圧動態と筋持久力との関係性

電気通信大学大学院　　渡辺　藍子
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O14-1G-03 降圧ペプチドホルモンsalusin-αの分泌変化は中高齢者の習慣的な有酸素性運動による血圧低下に関与する
立命館大学　　藤江　隼平

O14-1G-04 肥満者の有酸素性トレーニングによる血中irisin濃度の増大は動脈硬化リスク低下に関与する
立命館大学　　井上　健一郎

O14-1G-05 身体活動レベルの違いが若年者の動脈スティフネスの変化に及ぼす影響　-縦断観察研究-
大阪工業大学　　西脇　雅人

O14-1G-06 運動誘発性筋損傷後の血管透過性の変化: 2光子レーザー顕微鏡を用いた観察
電気通信大学大学院　情報理工学研究科　　堀田　一樹

O14-1G-07 顔面皮膚血流応答の部位差をもたらす要因
東京医療保健大学　医療保健学部　医療栄養学科　　宮路　茜

9月16日(土）　14：40～15：30　H会場（2号館1Ｆ215番教室）
栄養，消化①  座長：田中　憲子（名古屋大学）
O15-1H-01 運動後栄養摂取のタイミングが消化吸収速度に及ぼす影響－高強度レジスタンス運動による検討－

県立広島大学　人間文化学部　健康科学科　　鍛島　秀明
O15-1H-02 複数の抗酸化食品の摂取がレジスタンス運動トレーニングによる骨格筋適応および疲労感におよぼす影響

京都府立大学大学院　生命環境科学研究科　健康科学研究室　　河村　亜希
O15-1H-03 ミルクプロテイン含有飲料の継続摂取がアイスホッケー部所属男子大学生の体組成・筋力に及ぼす影響

株式会社　明治　　中山　恭佑
O15-1H-04 食事サポートが男子大学生陸上長距離選手の体組成に及ぼす影響

筑波大学　大学院　人間総合科学研究科　　渡邉　千夏
O15-1H-05 児童における朝食の食事構成と体力の変化の関連性

中村学園大学大学院　栄養科学研究科　　石松　諒子

9月16日(土）　15：40～16：40　D会場（2号館2Ｆ220番教室）
運動器②  座長：奥津　光晴（名古屋市立大学）
O16-1D-01 ヒトにおける筋間張力伝達の有無と伝達媒体

鹿屋体育大学　スポーツ生命科学系　　吉武　康栄
O16-1D-02 運動トレーニングは2型糖尿病による骨格筋の機能低下と細胞内Ca2+調節能を改善させる

順天堂大学医学部　　江島　弘晃
O16-1D-03 アイシングが筋の他動的性質に及ぼす影響

新潟医療福祉大学　　中村　雅俊
O16-1D-04 伸張性収縮トレーニングはcolon 26癌モデルマウスの筋萎縮を防止する

札幌医科大学大学院　保健医療学研究科　　舘林　大介
O16-1D-05 プレコンディショニングは酸化還元ストレスを防止し伸張性収縮後の筋機能回復を促進する

札幌医科大学　保健医療学研究科　　山田　遼太郎
O16-1D-06 アジュバント関節炎ラットにおける筋機能低下は伸張性収縮トレーニングにより防止される

札幌医科大学　大学院保健医療学研究科　　檜森　弘一

9月16日(土）　15：40～16：40　E会場（2号館2Ｆ221番教室）
スポーツと疾患②  座長：向井　直樹（筑波大学）
O17-1E-01 小学生バスケットボール選手における足関節捻挫の既往と形態的特性および身体機能との関係

福井総合病院　　大田　美紀
O17-1E-02 ハムストリングス肉離れ後の膝屈曲筋力発揮特性：収縮様式と角速度を考慮した検討

整形外科北新病院　　三上　兼太朗
O17-1E-03 膝蓋大腿関節弛緩性に着目した膝蓋骨可動性の定量的評価 －膝前十字靭帯損傷予防への取り組み－

新潟医療福祉大学　　菊元　孝則
O17-1E-04 演題取り下げ

O17-1E-05 ラグビー競技のタックルによって生じた頸部外傷受傷シーンの特徴
筑波大学　　鈴木　啓太
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O17-1E-06 大学アメリカンフットボール選手の衝突部位による頭部作用
筑波大学　体育系　　福田　崇

9月16日(土）　15：50～16：40　G会場（2号館1Ｆ211番教室）
呼吸，循環②  座長：高橋　康輝（東京有明医療大学）
O18-1G-01 習慣的なハンドグリップ運動は中心動脈スティフネスを低下させる

日本体育大学　運動生理学研究室　　岡本　孝信
O18-1G-02 自発運動開始時における前頭前野の酸素化ヘモグロビン濃度の増加は運動強度と比例しない

広島大学　医学部　保健学科　　浅原　亮太
O18-1G-03 嫌気性代謝閾値におけるガス交換比の上昇は心不全患者の独立した予後規定因子である

北海道大学大学院　循環病態内科学　　角谷　尚哉
O18-1G-04 繰り返しレバー運動課題における予測的な循環応答と運動パフォーマンスの関係

順天堂大学　スポーツ健康科学部　生理学研究室　　山中　航
O18-1G-05 培養心筋と心臓に対するポリアミンの効果 

東京慈恵会医科大学　分子生理学講座　　山口　眞紀

9月16日(土）　15：50～16：40　H会場（2号館1Ｆ215番教室）
バイオメカニクス①  座長：伊坂　忠夫（立命館大学）
O19-1H-01 収縮条件と膝関節角度が大腿二頭筋長頭の異なる部位における筋束に及ぼす影響

日本体育大学大学院　トレーニング科学系　　山崎　由紀奈
O19-1H-02 肘屈曲動作における重畳波形を考慮したマルチチャネル表面筋電図解析法の検討

明治国際医療大学　保健医療学部　　赤澤　淳
O19-1H-03 ゴルフ競技選手における体幹筋の左右非対称な筋形態がクラブヘッドスピードに及ぼす影響

立命館大学大学院　　泉本　洋香
O19-1H-04 三次元相同モデルを用いた男性の体操および競泳競技者の身体形状の特徴

日本体育大学大学院　トレーニング科学系　　相馬　満利
O19-1H-05 片脚ドロップジャンプ接地時における足部アーチの動態特性

桐蔭横浜大学　　小山　桂史

9月17日(日）　9：00～10：00　D会場（2号館2Ｆ220番教室）
生活，健康③  座長：岡　浩一朗（早稲田大学）
O20-2D-01 勤労者における身体活動強度や実践時間帯と主観的睡眠の質の関連性

公益財団法人　明治安田厚生事業団　体力医学研究所　　北濃　成樹
O20-2D-02 子守帯の装着パターンの違いが上り坂歩行中の呼吸応答に及ぼす影響

神戸大学　　大橋　啓太
O20-2D-03 段ボールベッド使用時の睡眠に関する研究

東北福祉大学　教育学部　教育学科　　水野　康
O20-2D-04 労働者の勤務中の座位時間と体力およびストレス対処能力との関係

労働安全衛生総合研究所　　蘇　リナ
O20-2D-05 大学ボート競技における栄養面からのコンディショニングサポート

古屋学園　二葉栄養専門学校　栄養士科　　小林　あやか
O20-2D-06 膝痛患者に対する患者教育の介入時間の違いによる身体活動促進効果の検証

福岡リハ整形外科クリニック　　出口　直樹

9月17日(日）　9：00～10：00　E会場（2号館2Ｆ221番教室）
神経，感覚③  座長：船瀬　広三（広島大学）
O21-2E-01 運動実施時刻の違いがヒラメ筋H反射に及ぼす影響

流通科学大学　　関　和俊
O21-2E-02 寒冷昇圧試験が誘発筋電図F波および体性感覚誘発電位に及ぼす影響

吉備国際大学　　高原　皓全
O21-2E-03 月経随伴症状とヒラメ筋H反射および足関節底屈時の最大筋力の関連性

吉備国際大学　保健福祉研究所　　村田　めぐみ
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O21-2E-04 一過性高強度間欠的運動で高まる実行機能の神経基盤：fNIRSを用いたニューロイメージング研究
筑波大学　　邊　ギョンホ

O21-2E-05 高脂肪食摂取及び運動が脳のインスリン経路を介したnNOS調節機構に及ぼす影響
福岡大学　　冨賀　裕貴

O21-2E-06 オレキシンは持久的運動後において視床下部レプチン感受性を間接的に増強する
徳島大学　医歯薬学研究部　代謝栄養学分野　　宮武　由実子

9月17日(日）　9：00～9：50　F会場（2号館1Ｆ210番教室）
環境④  座長：大澤　拓也（順天堂大学）
O22-2F-01 低酸素環境下での運動時の動脈血酸素飽和度の個人差が内分泌応答に及ぼす影響

立命館大学　　森　寿仁
O22-2F-02 低酸素環境下における高強度間欠的運動が筋損傷・炎症および酸化ストレスに及ぼす影響

立命館大学　　笠井　信一
O22-2F-03 Intermittent Hypoxic Trainingが400m・800mランナーのパフォーマンス向上に最も有効である

筑波大学　　居石　真理絵
O22-2F-04 低酸素環境における上肢を用いた高強度運動に対する生理的応答

立命館大学　スポーツ健康科学部　　山口　慶一
O22-2F-05 熱中症予防アラーム付消防服の開発

信大　医　スポーツ医科学　　小川　雄

9月17日(日）　9：00～10：00　G会場（2号館1Ｆ211番教室）
呼吸，循環③  座長：林　貢一郎（國學院大學）
O23-2G-01 若・中年男性における男性機能と骨格筋率および体脂肪率の関連

筑波大学　　下村　昂生
O23-2G-02 トレーナビリティの違いが運動時の筋組織血液量変化に及ぼす影響

東京医科大学　健康増進スポーツ医学分野　　遠藤　祐輝
O23-2G-03 事前の運動は座位誘発性の血管内皮機能の低下を予防する

法政大学　　森嶋　琢真
O23-2G-04 活動筋および非活動筋における末梢酸素分圧の調節機構

電気通信大学大学院　　中田　直貴
O23-2G-05 運動療法による高血圧ラット（SHR）の臓器組織所見、循環血漿量および昇圧物資に対する血圧応答

への影響－運動療法単独で降圧しなかった場合と降圧薬併用により降圧させた場合の比較－
慈恵医大　　鈴木　政登

O23-2G-06 寒冷刺激が後方循環系の脳自己調節機能に与える影響
東洋大学　　鷲尾　拓郎

9月17日(日）　9：00～10：00　H会場（2号館1Ｆ215番教室）
運動器③  座長：小野　悠介（長崎大学）
O24-2H-01 骨格筋肥大適応におけるAkt1 依存性／非依存性の制御機構

北海道医療大学　リハビリテーション科学研究科　　宮崎　充功
O24-2H-02 習慣的なレジスタンス運動は血中C1q濃度の低下を介して加齢に伴う筋の線維化を抑制する

立命館大学　　堀居　直希
O24-2H-03 2型糖尿病ラットの異なる運動様式に対する筋内のFstl1発現の変動

立命館大学　　家原　蒼一朗
O24-2H-04 PGC-1αによる18 :2含有Cardiolipin合成の促進

静岡県立大学　　妹尾　奈波
O24-2H-05 筋線維タイプによる骨格筋リン脂質に結合する脂肪酸種の相違

静岡県立大学　薬食生命科学総合学府　　梅林　脩平
O24-2H-06 骨格筋の恒常性維持に対する細胞ストレスセンサーの役割

名古屋市立大学　大学院システム自然科学研究科　　奥津　光晴
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9月17日(日）　9：50～11：00　F会場（2号館1Ｆ210番教室）
バイオメカニクス②  座長：宮川　健（川崎医療福祉大学）
O25-2F-01 質量予測の錯誤が持ち上げ動作時の筋活動に及ぼす影響

帝京大学医学部附属病院　　長友　渉
O25-2F-02 片脚着地やホップアンドサイドステップ時の膝外反モーメント及び膝外反角度と股関節周囲筋機能テ

ストの関係
B&Jクリニックお茶の水　　佐藤　翔平

O25-2F-03 加速度センサーを用いた歩行評価　―ヒール高の違いが歩容に及ぼす影響―
順天堂大学大学院医学研究科　　玉川　奈津子

O25-2F-04 安静時の肩甲骨肢位と上肢挙上時の肩甲骨運動の関連
京都大学大学院　医学研究科　　梅原　潤

O25-2F-05 バスケットボールにおけるディフェンス動作の動作解析
千葉大学大学院　　内野　翔太

O25-2F-06 モダンダンスのフロアテクニックの動作特性
お茶の水女子大学大学院　人間文化創成科学研究科　比較社会文化学専攻　　澤原　春海

O25-2F-07 肘痛を生じたやり投げ選手の試合中の動作解析
京都府立心身障害者福祉センター附属リハビリテーション病院　　伊藤　倫之

9月17日（日）　10：00～11：00　D会場（2号館2Ｆ220番教室）
生活，健康④  座長：北湯口　純（身体教育医学研究所うんなん）
O26-2D-01 上肢や体幹部の柔軟性と総頸動脈IMTおよびプラーク出現の関係：TMCPAFスタディ

トヨタ自動車（株）　　諏訪　雅貴
O26-2D-02 糖負荷後の血糖値に対する強度の異なる運動の効果について

立命館大学　生命科学　生命医科　　工藤　雄博
O26-2D-03 高齢者における客観的に測定された外出時間の変化と身体・心理・認知機能の変化との関連

神戸大学　　原田　和弘
O26-2D-04 車を運転する高齢者はしない高齢者に比べて加速度計で評価した中高強度身体活動時間が長い 

東京医科大学　公衆衛生学分野　　天笠　志保
O26-2D-05 妊娠前および妊娠中期の身体活動量と早産の関連：コホート研究－子どもの健康と環境に関する全国調査－

東北大学　　杉山　将太
O26-2D-06 座位行動は勤労者のメンタルヘルスに影響するか？

明治安田厚生事業団体力医学研究所　　甲斐　裕子

9月17日(日）　10：00～10：50　E会場（2号館2Ｆ221番教室）
神経，感覚④  座長：森本　茂（東京慈恵会医科大学）
O27-2E-01 発症前期からの運動介入は２型糖尿病に伴う認知機能低下を予防するか？

筑波大学　体育系　　荒井　サブリナ
O27-2E-02 フルスルチアミン塩酸塩投与で高まる自発運動性と前頭前野ドーパミン放出：マイクロダイアリシス

法を用いた検討
筑波大学　　才記　壮人

O27-2E-03 高強度インターバルトレーニングで高まる成体海馬神経新生
筑波大学　　大村　航希

O27-2E-04 アストロサイトのグリコーゲンに由来する乳酸は疲労困憊運動時の脳にエネルギー供給する
筑波大学　運動生化学　　松井　崇

O27-2E-05 習慣的な運動は強度依存的に恐怖記憶消去を促進するか？
筑波大学　運動生化学　　天谷　友紀

9月17日(日）　10：00～11：00　G会場（2号館1Ｆ211番教室）
呼吸，循環④  座長：中原　英博（森ノ宮医療大学）
O28-2G-01 定期的な高カカオチョコレート摂取が若年男性の動脈スティフネスに及ぼす影響

大阪工業大学　工学部　生命工学科　　中野　佑梨



－ 41 －

2
日
目 

9
月
17
日
㈰

O28-2G-02 動脈スティフネスが一過性に低下し始める至適なビール摂取量の検討
大阪工業大学　工学部　生命工学科　　山口　誉紘

O28-2G-03 頬部への長期のマッサージが刺激に伴う血流増加応答に与える影響
東京工業大学　リベラルアーツ研究教育院　　林　直亨

O28-2G-04 異なる回転数の自転車運動が下腿部静脈コンプライアンスに及ぼす影響
東洋大学大学院　食環境科学研究科　　飯村　泰弘

O28-2G-05 異なる周波帯域の下肢への電気刺激が血管内皮機能に及ぼす影響
徳島大学大学院　社会産業理工学研究部　　三浦　哉

O28-2G-06 筋細径求心性神経の酸による機械感受性増大にプロテオグリカンが関与する
中部大学　　堀田　典生

9月17日(日）　10：00～11：00　H会場（2号館1Ｆ215番教室）
運動器④  座長：後藤　勝正（豊橋創造大学）
O29-2H-01 筋サテライト細胞を生きたまま可視化する

長崎大学　　北嶋　康雄
O29-2H-02 蛍光プローブを用いた骨格筋細胞内のin vivo温度イメージング

電気通信大学大学院　　堀川　大空
O29-2H-03 オートファジー基質が骨格筋の抗酸化酵素を産生する新規分子基盤

名古屋市立大学　大学院システム自然科学研究科　　山田　麻未
O29-2H-04 運動後の下肢筋群に対する冷水浴およびコンプレッションウェアの着用が筋損傷に及ぼす影響

立命館大学院　スポーツ健康科学研究科　　丸山　達寛
O29-2H-05 筋サテライト細胞を活性化させるマイオカイン探索 -プラットフォームの確立-

長崎大学　筋骨格分子生物学研究グループ　　土屋　吉史
O29-2H-06 骨格筋特異的遺伝子Zmynd17/Mss51は筋ミトコンドリア品質管理を制御する

長崎大学大学院医歯薬学総合研究科　筋骨格分子生物学研究グループ　　小野　悠介

9月17日(日）　15：30～16：40　D会場（2号館2Ｆ220番教室）
生活，健康⑤  座長：重松　良祐（三重大学）
O30-2D-01 5 ヶ月間のインターバル速歩トレーニングが中高齢者の認知機能に及ばす効果

信州大学　医学部　スポーツ医科学　　降幡　真由佳
O30-2D-02 中高年者インターバル速歩10年継続の体力維持・向上効果-ドロップアウト者との比較-

信州大学大学院　医学系研究科　スポーツ医科学　　森川　真悠子
O30-2D-03 爪の根元は先端までの距離を感知しているか？

東京慈恵会医科大学　医学部　分子生理学講座　　池田　道明
O30-2D-04 褐色脂肪組織密度の季節変動と余暇時間身体活動レベルの検討

東京医科大学　　布施　沙由理
O30-2D-05 身心一体科学からの生活・健康・人間システムの見直し（１）：体位・立位歩行・触覚刺激の重要性

農工大　工学府　材料健康科学　　跡見　順子
O30-2D-06 インターバル速歩トレーニング＋牛乳・糖質摂取は高血糖・高血圧症状の改善を亢進する

信州大学　医学部　スポーツ医科学　　内田　晃司
O30-2D-07 インターバル速歩トレーニング＋高圧加工米摂取による生活習慣病予防効果

信大・医・スポーツ医科学　　相田　隆道

9月17日(日）　15：30～16：30　E会場（2号館2Ｆ221番教室）
加齢，性差①  座長：原　英喜（國學院大學）
O31-2E-01 Effects of Air Pollution on Chinese Children’s Cardiorespiratory Fitness: Based on perspective of 

ecological study
華東師範大学　体育与健康学院　運動人体科学　　尹　小倹

O31-2E-02 11年間の縦断的データから見る学童初期と青年期の間の運動能力の関連
名古屋短期大学　　平野　朋枝

O31-2E-03 日本と中国における4歳幼児の全身各部位の筋厚と身体活動量に関する研究
順天堂大学　　トウ　鵬宇



－ 42 －

O31-2E-04 児童におけるプライオメトリックトレーニングが走・跳躍能力に与える影響
立命館大学　　鳥取　伸彬

O31-2E-05 10～14歳の足指握力とスポーツテスト結果の関係
畿央大学　　福本　貴彦

O31-2E-06 児童の足部形状とスポーツテスト結果の関係
畿央大学大学院　　加納　希和子

9月17日(日）　15：30～16：30　F会場（2号館1Ｆ210番教室）
栄養，消化②  座長：高田　和子（医薬基盤・健康・栄養研究所）
O32-2F-01 中高強度運動時の糖質飲料によるマウスリンスが実行機能に与える効果

立命館大学　　小西　可奈
O32-2F-02 大相撲力士における体重調整と食事・栄養摂取の現状

明星大学　　笹原　千穂子
O32-2F-03 競技レベル別にみた集団競技者の食生活－トランスセオレティカル・モデルおよび食情報リテラシー

に着目して－
筑波大学大学院　人間総合科学研究科　　邨田　真優

O32-2F-04 ビタミンB1誘導体の単回投与で高まる自発運動性と脳内ドーパミン代謝
筑波大学 体育系　ヒューマン・ハイ・パフォーマンス先端研究センター　　征矢　英昭

O32-2F-05 低たんぱく食摂取時のミネラル（Na, K, Ca, Mg, P, Zn, Fe, Cu, Mn）代謝について
東洋大院　　芹澤　奈保

O32-2F-06 食事前の飲料摂取量がその後の胃運動とエネルギー摂取量に及ぼす影響
早稲田大学大学院　スポーツ科学研究科　　柏原　杏子

9月17日(日）　15：30～16：30　G会場（2号館1Ｆ211番教室）
トレーニング③  座長：荻田　太（鹿屋体育大学）
O33-2G-01 短時間ステップエクササイズによるトレーニングが身体活動量の異なる高齢者の身体組成へ及ぼす影響

徳島県鳴門病院　　出口　憲市
O33-2G-02 DXA法による大学生男子柔道選手の身体組成の縦断的検討

早稲田大学大学院スポーツ科学研究科　　前道　俊宏
O33-2G-03 筋損傷後の局所的な浮腫が生体電気インピーダンス法による身体組成評価に及ぼす影響

福岡大学　　塩瀬　圭佑
O33-2G-04 ジュニア競泳選手における身体組成と競技記録の関連性

中村学園大学大学院　栄養科学研究科　　西村　貴子
O33-2G-05 女子バスケットボール選手を対象としたチェストパスの飛距離の高い選手と低い選手に見られる体格

および筋力の違いについて
大阪府立大学大学院　総合リハビリテーション学研究科　　千崎　和真

O33-2G-06 強制的な持久的走運動トレーニングにより肩甲部褐色脂肪組織量は減少する
旭川医科大学 医学部　社会医学講座　　小笠原　準悦

9月17日(日）　15：30～16：30　H会場（2号館1Ｆ215番教室）
運動器⑤  座長：中村　友浩（大阪工業大学）
O34-2H-01 グルコース濃度および電気刺激によるメカニカルストレスがC2C12細胞に及ぼす影響

滋賀県立大学　人間文化学部　生活栄養学科　　中井　直也
O34-2H-02 翻訳動態特異的共発現ネットワークによる遺伝子の機能予測とその解析

早稲田大学　　佐古　博皓
O34-2H-03 短期間の糖代謝異常は筋サテライト細胞のインスリンシグナルを低下させる

滋賀県立大学大学院　人間文化学研究科　生活文化学専攻　　成澤　諒子
O34-2H-04 トランスオミクス解析がC2C12細胞に対する高周波数筋収縮後のペントースリン酸経路の活性化を明

らかにした
東京大学　　星野　太佑

O34-2H-05 持久的トレーニングおよび高脂肪食摂取が骨格筋のミトコンドリア分裂因子Drp1発現に及ぼす影響
順天堂大学　スポーツ健康科学研究科　　中野　大輝
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O34-2H-06 β-ヒドロキシ-β-メチル酪酸（HMB）は筋収縮による骨格筋合成シグナルを増強させる
ライオン株式会社　機能性食品研究所　　佐藤　聡子

9月17日(日）　16：40～17：40　D会場（2号館2Ｆ220番教室）
スポーツ心理学，その他のスポーツ医学的研究，形態，体構成  座長：油井　直子（聖マリアンナ医科大学）
O35-2D-01 サッカーにおける実行機能の役割

日本体育大学　体育科学研究科　　酒本　勝太
O35-2D-02 社会人野球選手の全国大会におけるコンディション評価

明治国際医療大学　鍼灸学部　はり・きゅう学講座　　吉田　行宏
O35-2D-03 異なる強度のウォームアップがジャンプパフォーマンスに与える経時的変化の検討

函館市役所　　鶴喰　涼
O35-2D-04 統合失調症患者の生活習慣病発症要因としての身体活動量に関する実態調査

医療法人社団　清心会　藤沢病院　　石井　千惠
O35-2D-05 子供の性別が母親の身体活動量に及ぼす影響

お茶の水女子大学大学院　　玉津　未帆
O35-2D-06 女子大生の成長期における運動歴の有無が骨強度・骨格筋量・体脂肪率に及ぼす影響

大妻女子大学大学院　人間文化研究科　　中澤　沙希

9月17日(日）　16：40～17：30　E会場（2号館2Ｆ221番教室）
加齢，性差②  座長：渡邊　誠治（愛媛大学医学部附属病院医療安全管理部）
O36-2E-01 COPを利用した視標追従テストの加齢変化

八戸学院大学短期大学部　　川端　悠
O36-2E-02 地域在宅後期高齢女性を対象とした3段階運動プログラムが平衡機能および生活体力に及ぼす効果

東洋大学　ライフデザイン学部　健康スポーツ学科　　神野　宏司
O36-2E-03 ウェルネスダーツトレーニングが高齢者の認知機能に及ぼす影響

同志社大学　スポーツ健康科学部　　竹田　正樹
O36-2E-04 末梢神経障害を合併した2型糖尿病におけるロコモティブシンドロームの特徴

JCHO　大阪病院　リハビリテーション科　　田中　健毅
O36-2E-05 ロコモティブシンドロームに対する全身振動トレーニングの動的バランスへの効果－ランダム比較試験－

大阪大学　全学教育推進機構　　藤田　和樹

9月17日(日）　16：40～17：40　F会場（2号館1Ｆ210番教室）
リハビリテーション，運動療法①  座長：森下　元賀（吉備国際大学）
O37-2F-01 経験の違いによる骨触診信頼性の検討

首都大学東京　健康福祉学部　理学療法学科　　来間　弘展
O37-2F-02 膝屈曲角度と運動様式によるハムストリング各筋の筋活動差

早稲田大学　　広瀬　統一
O37-2F-03 人工膝関節術後におけるドレーン排出を意識したリハビリの効果について

岡山赤十字病院　リハビリテーション科　　安藤　研介
O37-2F-04 知的障害高齢者の運動機能と知能指数の関連

東北メディカル学院　理学療法学科　　越後　あゆみ
O37-2F-05 上肢の肢位変化が体幹筋と下肢筋の反応時間に及ぼす影響

新潟医療福祉大学運動機能医科学研究所　　平林　怜
O37-2F-06 脳卒中者における身体活動量および座位時間と運動機能および精神的健康との関連性

順天堂大学　　石毛　里美

9月17日(日）　16：40～17：40　G会場（2号館1Ｆ211番教室）
トレーニング④  座長：志内　哲也（徳島大学）
O38-2G-01 バランス要素の大小と上肢伸展トレーニングにおける棘下筋筋活動レベルとの関係

近畿大学　生物理工学部　　谷本　道哉
O38-2G-02 異なる伸張強度が4週間のスタティック・ストレッチングによる柔軟性改善効果に及ぼす影響

京都九条病院　　深谷　泰山
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O38-2G-03 競技種目の違いが四肢の筋骨格系の変化に及ぼす影響
医療法人同仁会（社団）京都九条病院リハビリテーション部　　海江田　武

O38-2G-04 動的ストレッチングとジョギングの組み合わせが柔軟性と発揮筋力に及ぼす影響
筑波大学 　　岩田　真明

O38-2G-05 疲労困憊筋力トレーニングの運動強度の違いが筋厚および筋輝度に及ぼす影響
京都大学大学院　　廣野　哲也

O38-2G-06 伸張性収縮負荷後の筋に対し静的ストレッチングが柔軟性に与える影響
横浜総合病院　　原　悠花里

9月17日(日）　16：40～17：50　H会場（2号館1Ｆ215番教室）
運動器⑥  座長：大迫　正文（東洋大学）
O39-2H-01 運動習慣のある中高年女性の骨塩量、骨密度と血管内皮機能 

朝日大学　保健医療学部　健康スポーツ科学科　　加藤　尊
O39-2H-02 生活様式の違いによる余暇の活動性と膝関節屈曲角度の関連性

和歌山県立医科大学　　森木　貴司
O39-2H-03 高強度・短時間・間欠的運動(HIIE)が血中イオン化カルシウム濃度（iCa）及び副甲状腺ホルモン(PTH)

濃度に与える影響
立命館大学　スポーツ健康科学部　　浜野　純

O39-2H-04 跳躍運動に伴うラット脛骨骨端板および一次海綿骨の基質の構造
東洋大　院　福祉社会デザイン　　荒木　美智子

O39-2H-05 ラット膝蓋骨における骨構造と血管分布に及ぼす加重低減の影響
東洋大学大学院　福祉社会デザイン研究科　　吉良　裕一郎

O39-2H-06 異なる介入頻度の鍼通電刺激がラット大腿骨の骨構造に及ぼす影響
東洋大　院　福祉社会デザイン　　中井　真悟

O39-2H-07 運動前のビタミンDと低脂肪乳摂取が運動誘発性の骨吸収に及ぼす影響の検討
立命館大学　　池戸　葵

9月17日(日）　17：30～18：10　E会場（2号館2Ｆ221番教室）
その他の生理科学的研究   座長：町田　修一（順天堂大学）
O40-2E-01 降下着地動作における体幹筋活動開始時間測定法の検討

福井総合クリニック　　武田　千広
O40-2E-02 降圧を目的としたアイソメトリック運動時における筋酸素動態

日本女子大学　家政学部　被服学科　　山形　高司
O40-2E-03 月経周期が短時間高強度運動時の酸化ストレスおよび抗酸化力に及ぼす影響

日本体育大学大学院　　松田　知華
O40-2E-04 経皮的吸引により筋組織の滑走が生じる

兵庫医療大学　　渋谷　智也

9月17日(日）　17：40～18：20　F会場（2号館1Ｆ210番教室）
代謝③  座長：真田　樹義（立命館大学）
O41-2F-01 肥満男性の食習慣改善による血中BCAA濃度および体組成指標の変化の関連

筑波大学　　妙圓園　香苗
O41-2F-02 高タンパク質食がレジスタンス運動による筋タンパク質合成の増加に与える影響

名古屋工業大学　　丸山　湧己
O41-2F-03 若年男性における安静時の脂質酸化量と最大脂質酸化量との関連

早稲田大学　　田端　宏樹
O41-2F-04 運動は肥満による脂肪組織のプロサイモシンα発現増加を抑制する

杏林大学　　櫻井　拓也
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9月18日(月祝）　9：00～9：50　D会場（2号館2Ｆ220番教室）
遺伝子  座長：井澤　鉄也（同志社大学）
O42-3D-01 大学ラグビー選手におけるACTN3 R577Xのポジション別比較

国立病院機構京都医療センター　予防医学研究室　　二連木　晋輔
O42-3D-02 女性アスリートにおける骨密度とビタミンD受容体Apa1多型および環境因子との関連性

日本体育大学　　山田　満月
O42-3D-03 ミトコンドリアDNA由来ペプチドMOTS-cのアミノ酸置換(K14Q)は身体活動量の低い男性における

2型糖尿病に関連する
日本学術振興会　　膳法　浩史

O42-3D-04 エストロゲン受容体遺伝子多型は筋スティフネスおよび肉離れ受傷リスクに関連する
順天堂大学　　熊谷　仁

O42-3D-05 白色脂肪組織の成長に伴うホメオボックス遺伝子群の変化に及ぼす運動トレーニングの影響
同志社大学大学院　スポーツ健康科学研究科　　井澤　鉄也

9月18日(月祝）　9：00～10：00　E会場（2号館2Ｆ221番教室）
神経，感覚⑤  座長：藤本　敏彦（東北大学）
O43-3E-01 片側性力調節課題時の難易度と同側一次運動野の皮質内抑制・促通機構の解明

鹿屋体育大学　　渡邊　裕宣
O43-3E-02 一過性の運動が認知機能に与える影響-fMRI研究-

電気通信大学　情報理工学研究科　　安藤　創一
O43-3E-03 イノシンは抗酸化作用によりうつ様行動の発症を予防する

日本医科大学　スポーツ科学　　三上　俊夫
O43-3E-04 フルスルチアミン塩酸塩投与で高まる自発運動性と脳内モノアミン

筑波大学　運動生化学　　征矢　茉莉子
O43-3E-05 高グルーヴな音楽と低強度運動の組み合わせで高める気分と認知機能

筑波大学　　福家　健宗
O43-3E-06 発育期の運動習慣は統合失調症の軽減に有効か：認知機能障害への効果

筑波大学　運動生化学　　小泉　光

9月18日(月祝）　9：00～9：50　F会場（2号館1Ｆ210番教室）
血液，免疫  座長：白土　健（杏林大学）
O44-3F-01 陸上競技女子長距離選手における貧血状態と血中アミノ酸濃度の関連

筑波大学　　門馬　怜子
O44-3F-02 Lactococcus lactis JCM 5805（JCM5805）摂取が高負荷運動後の樹状細胞（DC）活性に及ぼす影響

キリン株式会社　　駒野　悠太
O44-3F-03 加齢による臓器内の炎症性サイトカイン動態と運動効果

立命館大学　　内田　昌孝
O44-3F-04 自発運動によるLactobacillus属の増加に対する食餌の影響

愛知東邦大学　人間健康学部　　谷村　祐子
O44-3F-05 肥満マウスの肝脂肪滴蓄積に及ぼすTLR5欠損マウスからの糞便移植の影響

川崎医療福祉大学　　小柳　えり

9月18日(月祝）　9：00～10：00　G会場（2号館1Ｆ211番教室）
スポーツと疾患③  座長：竹林　秀晃（土佐リハビリテーションカレッジ）
O45-3G-01 大学野球選手における肩関節回旋可動域と股関節可動域の関連

法政大学 大学院 スポーツ健康学研究科　　佐藤　祐輔
O45-3G-02 高校生バスケットボール選手の静的バランス能力に影響を与える因子

広島大学大学院医歯薬保健学研究科　　浦辺　幸夫
O45-3G-03 少年サッカーにおけるスポーツ傷害発生状況と医療機関受診に関する検討: メディカルチェック事業の実際

大阪経済大学　人間科学部　人間科学科　　八木　武志
O45-3G-04 筋タイトネステストにおける新体操競技選手の左右差の検討

法政大学 大学院 スポーツ健康学研究科　　小野田　桂子
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O45-3G-05 投球動作における体幹の非投球側への傾きが肩関節の運動学的変数および筋活動に及ぼす影響
大阪体育大学　　桑野　聡

O45-3G-06 クロロキン耐性マラリアに対する耐性克服剤としてのBNTX
慶應大学医学部感染症学　　宮田　善之

9月18日(月祝）　9：00～10：00　H会場（2号館1Ｆ215番教室）
運動器⑦  座長：石道　峰典（大阪工業大学）
O46-3H-01 1型糖尿病ラット骨格筋における熱ストレス負荷時の細胞内カルシウムイオン動態：in vivoバイオイ

メージングによる解析
電気通信大学　情報理工学研究科　　池上　諒

O46-3H-02 ラット足底筋のヒストン修飾を変化させる運動条件の検討
松本大学　人間健康学部　スポーツ健康学科　　大沢　育未

O46-3H-03 骨格筋代謝制御因子の同定
東京都健康長寿医療センター　老年病態研究チーム　運動器医学　　本橋　紀夫

O46-3H-04 EPA摂取が除神経に伴う骨格筋ミトコンドリアの適応に及ぼす影響
筑波大学　　武田　紘平

O46-3H-05 過負荷による筋肥大がアクアポリン４の発現特性に及ぼす影響について
大阪工業大学　工学部　総合人間学系教室　　石道　峰典

O46-3H-06 乳酸負荷が持久性の筋収縮における筋細胞内pHと筋発揮張力に及ぼす影響
電気通信大学　情報理工学研究科　　田中　嘉法

9月18日(月祝）　10：00～10：40　D会場（2号館2Ｆ220番教室）
呼吸，循環⑤  座長：菅原　順（産業技術総合研究所）
O47-3D-01 繰返しの低温暴露が低酸素換気抑制に及ぼす影響

同志社大学　スポーツ健康科学部　　福岡　義之
O47-3D-02 動物の進化に於ける呼吸と歩行の関係

威風会栗山中央病院　耳鼻咽喉科・健康管理課　　　吉田　泰行
O47-3D-03 呼吸筋の活動増加による循環応答の性差

名古屋大学大学院　教育発達科学研究科　　清水　香
O47-3D-04 運動様式の違いが活動筋の酸素動態に及ぼす影響

神戸芸術工科大学　　奥島　大

9月18日(月祝）　10：00～10：50　E会場（2号館2Ｆ221番教室）
生活，健康⑥  座長：辻本　健彦（島根大学）
O48-3E-01 全身持久力の基準の維持と高血圧発症リスク：コホート研究

東北大学大学院　　門間　陽樹
O48-3E-02 血液透析患者の血管内皮機能の改善を目指した筋電気刺激の可能性

徳島県鳴門病院　　森　和之
O48-3E-03 北海道マラソン出場選手からみた北海道在住マラソンランナーの特徴

北海道医療大学　大学院リハビリテーション科学研究科　　秋月　茜
O48-3E-04 新しい二重課題を用いた地域在住高齢者に対する転倒リスク評価　－Walking Stroop Carpet課題に

よる検討－
土佐リハビリテーションカレッジ　理学療法学科　　滝本　幸治

O48-3E-05 Community team-based walking program to increase physical activity among older adults
Univ, of Arizona　　Hongu　Nobuko

9月18日(月祝）　10：00～11：00　F会場（2号館1Ｆ210番教室）
加齢，性差③  座長：足立　稔（岡山大学）
O49-3F-01 男子高校生における過去および現在の運動・スポーツ活動と気分の関連

明治安田厚生事業団体力医学研究所　　神藤　隆志
O49-3F-02 幼児における全身各部位の筋厚および皮脂厚の性差と年齢差

順天堂大学　　尾崎　隼朗
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O49-3F-03 月齢からみたTIDプログラムに参加している10-12歳のジュニアアスリートの体力・運動能力の発達
兵庫大学　健康科学部　健康システム学科　　矢野　琢也

O49-3F-04 幼児の3年間の発達過程の追跡的研究（２）個々人の追跡
国学院大学　人間開発学部　健康体育学科　　原　英喜

O49-3F-05 夏休みにおける体育の宿題が児童の身体活動量に与える影響
筑波大学　　松井　公宏

O49-3F-06 中学生のスポーツ競技者における腰痛の有無が座位姿勢，体幹部筋厚及び筋エコー強度に及ぼす影響
名古屋大学　　三田村　信吾

9月18日(月祝）　10：00～10：50　G会場（2号館1Ｆ211番教室）
トレーニング⑤  座長：秋間　広（名古屋大学）
O50-3G-01 持久性トレーニング期間中の呼気中アセトン濃度の変化:筋グリコーゲン量との関連

立命館大学　　後藤　一成
O50-3G-02 持久運動が高インスリン血症を伴う肥満の脂質代謝に及ぼす影響

広島大学　　藤田　直人
O50-3G-03 低糖質食事法およびレジスタンス運動が身体組成と血中代謝物・ホルモン濃度に与える影響

東京大学　　伊藤　翔
O50-3G-04 褐色脂肪組織の発生遺伝子に及ぼす運動トレーニングおよび高脂肪食摂取の影響

同志社大学　スポーツ健康科学部　　加藤　久詞
O50-3G-05 異なる時間のHalf-time re-warm upが間欠性スプリントパフォーマンスに与える影響

早稲田大学　　柳岡　拓磨

9月18日(月祝）　10：00～11：00　H会場（2号館1Ｆ215番教室）
運動器⑧  座長：山内　秀樹（東京慈恵会医科大学）
O51-3H-01 高齢者における筋内脂肪と身体活動量・活動強度との関係

名古屋大学　　吉子　彰人
O51-3H-02 長時間の持久性運動中におけるコンプレッションウェア着用の効果ー着用部位の相違に着目してー

立命館大学　スポーツ健康科学研究科　　水野　沙洸
O51-3H-03 宮島弥山登山における上りおよび下り歩行後の遅発性筋肉痛の比較

川崎医療福祉大学　　玉里　祐太郎
O51-3H-04 セッション間の回復時間の違いがレジスタンス運動後の筋タンパク質分解系に与える影響

東京大学大学院　総合文化研究科　　竹垣　淳也
O51-3H-05 肥満者におけるオリーブ葉エキス配合菓子継続摂取時の体成分変化と作用機序の検討

サンスター株式会社　ヘルス＆ビューティー研究開発部　　原田　佳代
O51-3H-06 糖尿病患者において血清クレアチニン比/シスタチンC比はサルコペニアの新規マーカーとなりうる

京都府立医科　内分泌・代謝内科学講座　　大坂　貴史

9月18日(月祝）　10：30～11：10　C会場（2号館2Ｆ223番教室）
体液，内分泌①  座長：川西　範明（千葉工業大学）
O52-3C-01 月経周期が運動時の炎症反応および筋タンパク分解量に与える影響

日本体育大学大学院　　古畑　環
O52-3C-02 走運動ストレス応答を調節する視床下部AVPとCRHの相互作用

筑波大学　運動生化学　　高橋　佳那子
O52-3C-03 個別プログラムをベースにしたフィットネストレーニング授業が大学生のPOMSとsCgAに及ぼす急性効果

筑波大学　　大森　肇
O52-3C-04 若年女性における朝食摂取の有無が持久性運動後のヘプシジンの分泌応答に及ぼす影響

立命館大学　スポーツ健康科学部　　林　七虹

9月18日(月祝）　10：40～11：40　D会場（2号館2Ｆ220番教室）
呼吸，循環⑥  座長：松井　健（追手門学院大学）
O53-3D-01 水中での有酸素性運動が血管内皮機能に及ぼす影響

日本体育大学大学院　体育科学研究科　　橋本　佑斗
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O53-3D-02 上肢の一過性の有酸素性運動が上肢および下肢の血管内皮機能に及ぼす影響
徳島大学大学院　　石川　みづき

O53-3D-03 一過性のレペティション形式の運動が血管内皮機能に及ぼす影響
徳島県鳴門病院　　田村　靖明

O53-3D-04 10年間の追跡に基づく動脈硬化の加齢変化の個人差の機序解明：遺伝子vs身体活動
産業技術総合研究所　　菅原　順

O53-3D-05 若年女性における一過性の伸張性運動が動脈スティフネスに与える影響
筑波大学　　高橋　あかり

O53-3D-06 精油の匂い刺激が筋交感神経活動に及ぼす影響
大阪市立大学大学院　医学研究科　運動環境生理学　　河合　英理子

9月18日(月祝）　10：50～11：50　E会場（2号館2Ｆ221番教室）
リハビリテーション，運動療法②  座長：滝本　幸治（土佐リハビリテーションカレッジ）
O54-3E-01 水中環境での椅子立ち上がり動作時の動作および筋活動の特徴

千葉工業大学　先進工学部　　金田　晃一
O54-3E-02 負荷の異なる下腿三頭筋遠心性収縮運動がアキレス腱の血液循環およびコラーゲン線維配向に与える影響

東京大学大学院総合文化研究科　　石垣　智恒
O54-3E-03 有酸素運動は高齢女性の腸内Bacteroides菌群を増加させる

大阪市立大学大学院　医学研究科　運動環境生理学　　森田　恵美子
O54-3E-04 統合失調症患者の骨格筋電気刺激による体組成の変化は性別により異なる

摂南大学　　藤林　真美
O54-3E-05 内分泌療法中の乳がん患者における食習慣改善および運動実践が活力年齢に及ぼす影響

筑波大学　人間総合科学研究科　　奥松　功基
O54-3E-06 起立性頻脈症候群への運動療法において経時的な3次元心臓超音波検査の有効性が示された1例

杏林大学　　植地　貴弘

9月18日(月祝）　10：50～11：50　G会場（2号館1Ｆ211番教室）
トレーニング⑥  座長：三浦　哉（徳島大学）
O55-3G-01 間欠的運動中の高強度スプリント走の距離と頻度が呼吸循環応答に及ぼす影響

岡山県立大学大学院　情報系工学研究科　システム工学専攻　　東野　祐哉
O55-3G-02 ハイパーベンチレーションはベンチプレス投げとスクワットジャンプ時の最大挙上速度低下を軽減で

きるか？
順天堂大学　スポーツ健康科学部　　坂本　彰宏

O55-3G-03 要介護、要支援認定者に対する運動プログラムのトレーニング効果
株式会社アシックス　スポーツ工学研究所　　品山　亮太

O55-3G-04 ソフトテニスにおける新しいパフォーマンステストと競技水準との関係
天理大学大学院　体育学研究科　　川上　晃司

O55-3G-05 地域健康教室による介入が外出時間の異なる高齢者の認知機能と手指巧緻性に及ぼす影響
摂南大学　　小川　宣子

O55-3G-06 高校男子長距離走選手の酸化ストレス，心理的状態及び主観的コンディションの変化に関する研究
公益財団法人　岐阜県体育協会　岐阜県スポーツ科学センター　　谷口　耕輔

9月18日(月祝）　11：00～11：40　F会場（2号館1Ｆ210番教室）
加齢，性差④  座長：長﨑　浩爾（広島工業大学）
O56-3F-01 施設入所高齢者における生活活動時間の変化に関する縦断的研究

八千代病院　　神谷　碧
O56-3F-02 地域在住高齢者における咳嗽能力と全身持久力の関連

神戸学院大学大学院　　久保　宏紀
O56-3F-03 サッカーが高齢男性における下肢骨格筋の形態及び機能に及ぼす影響

東京電機大学　　石原　美彦
O56-3F-04 地域在宅高齢者における活動頻度、範囲および自立度と認知、身体機能およびADLとの関係

福井大学　　山田　孝禎
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9月18日(月祝）　11：00～12：00　H会場（2号館1Ｆ215番教室）
運動器⑨  座長：渡部　幸喜（愛媛大学医学部附属病院リハビリテーション科）
O57-3H-01 骨格筋細胞内のカルシウム緩衝能力には性差が認められる

電気通信大学　情報理工学研究科　　畠山　幸二
O57-3H-02 老齢期の運動がラット骨格筋機能および形態に及ぼす影響

至学館大学短期大学部　体育学科　　西沢　富江
O57-3H-03 酸化ストレス産生源であるNADPH Oxidase 4はアンジオテンシンII誘発性の筋萎縮を制御する

順天堂大学大学院医学研究科　循環器内科学　　門口　智泰
O57-3H-04 二次性サルコペニアに対する食品による炎症コントロールの有効性の検討

株式会社 明治　　角　公一郎
O57-3H-05 トマト未利用資源由来トマチジンの筋萎縮予防作用および体内動態

静岡県立大学　　佐山　音緒
O57-3H-06 たんぱく質飲料の摂取とインターバルトレーニングの併用が若年女性の骨格筋に及ぼす影響

大妻女子大学大学院　人間文化研究科　　萩原　千晴

9月18日(月祝）　11：10～12：00　C会場（2号館2Ｆ223番教室）
体液，内分泌②  座長：後藤　一成（立命館大学）
O58-3C-01 一過性の長距離走中における血中レナラーゼ濃度の変化

筑波大学　　時野谷　勝幸
O58-3C-02 若年女性アスリートにおける骨に関する検討

長崎大学　産婦人科　　北島　百合子
O58-3C-03 一過性の間欠式スロージョギングは血中アナボリックホルモンを上昇させる

福岡大学大学院　　山本　泰暉
O58-3C-04 Whole body cryotherapy（WBC）を用いた運動後の身体の冷却が食欲調節に及ぼす影響

立命館大学　スポーツ健康科学研究科　　小島　千尋
O58-3C-05 レジスタンス運動前の糖質摂取がヘプシジンに与える影響

日本体育大学大学院　　原田　佳奈

【一般ポスター発表】
9月16日(土）　17：00～18：00　ポスター会場①（カルフール2Ｆ談話室）
神経，感覚①
P-1-001 肥満者の心拍変動自律神経活動の変化と肥満症の進行は糖尿病罹患歴に関わらず関連する

同志社大学　　福田　宗孝
P-1-002 深呼吸時の呼吸パターンと筋交感神経活動

大阪市立大学　　山下　和彦
P-1-003 経皮的磁気刺激による誘発収縮力に及ぼす身体特性の検討

札幌医科大学　保健医療学部　理学療法学科　　青木　信裕
P-1-004 子どもの身体活動歴が認知機能に及ぼす影響

山梨大学　大学院　　相良　裕子
P-1-005 一過性中強度運動による記憶固定化の促進効果は学習4時間後の海馬新規タンパク質合成阻害で消失する

北海道医療大学　大学教育開発センター　　井上　恒志郎
P-1-006 長明期の明暗周期がラットの生理指標、不安様行動、脳内神経伝達物質に及ぼす影響

立教大学大学院　コミュニティ福祉学研究科　コミュニティ福祉学専攻　　川田　輝
P-1-007 異なる強度の運動トレーニングが異なる発育時期のラット海馬脳由来神経栄養因子に及ぼす影響

山口大学　教育学部　　丹　信介
P-1-008 握力発揮調節中の対側握力発揮が相互の握力に及ぼす影響について

大阪工業大学　　井上　裕美子
P-1-009 カフェインは自由行動下ラットの視覚刺激検出能を向上させる

大阪大学大学院　　角田　圭輔
P-1-010 セロトニンは自由行動下ラットのコントラスト感度を向上させる

大阪大学大学院　　佐藤　彰典
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P-1-011 くすぐり刺激の反応は高不安で減少する
東京有明医療大学大学院　　二宮　友佳

P-1-012 浸水が安静時脳活動に及ぼす影響
新潟医療福祉大学　　佐藤　大輔

トレーニング①
P-1-013 皮膚冷刺激下での低負荷トレーニングの効果

新潟医療福祉大学　医療技術学部　理学療法学科　　青木　孝史
P-1-014 アミノ酸混合物摂取による運動負荷時の抗疲労効果

株式会社明治　研究本部　食機能科学研究所　　津田　悠一
P-1-015 運動前のアルギニン・バリン・セリン混合物摂取が、持久運動後の無酸素運動能力に及ぼす影響

株式会社 明治　食機能科学研究所　　田川　亮一
P-1-016 糖代謝改善に向けた非監視型運動支援の有効性ならびに食後身体活動とHbA1cレベルとの関係

株式会社　健康科学研究所　　松原　建史
P-1-017 早朝絶食時の漸増負荷走運動中の脂質酸化の特徴

筑波大学　体育系　　鍋倉　賢治
P-1-018 低圧低酸素環境下における短時間高強度間欠的運動が耐糖能、血中脂質、身体組成に与える影響

鹿屋体育大学　　荻田　太
P-1-019 ラグビー競技者における５日間連続でのトレーニングに対するコンディション関連指標の応答：ポジ

ションの影響に着目して
立命館大学　スポーツ健康科学部　　岩田　彩芽

P-1-020 骨格筋の虚血プレコンディショニングは運動能力を向上させるのか？
北翔大学大学院　生涯スポーツ学研究科　　幡谷　若奈

P-1-021 収縮様式および刺激頻度の違いが神経－筋電気刺激トレーニングによる筋肥大効果に及ぼす影響
札幌医科大学　大学院　保健医療学研究科　　芦田　雪

P-1-022 GPS調査に基づいた競走馬のトレーニングプログラムがサラブレッドの有酸素能力や骨格筋特性に与える影響
日本中央競馬会　競走馬総合研究所　　向井　和隆

P-1-023 ENHANCED MUSCLE ACTIVITY DURING LUMBAR EXTENSION EXERCISE WITH PELVIC 
STABILIZATION

檀国大学校　運動医科学科　　李　ソンヨン
P-1-024 スキンブロッティング法によるレジスタンストレーニング後のクレアチンキナーゼの動態の検討

びわこ成蹊スポーツ大学　スポーツ学部　　禰屋　光男
P-1-025 血流制限後低強度運動による筋力増強効果の検証

順天堂大学大学院スポーツ医学　　田中　吏
P-1-026 継続的なはずみ運動の実施が高齢者の筋力発揮向上に及ぼす効果

新潟大学　現代社会文化研究科　現代文化専攻　生活健康行動科学　　渡辺　峻
P-1-027 体幹部エクササイズの写真提示で鍛錬部位はどのように認識されるのか

九州共立大学　　大下　和茂
P-1-028 鍼刺激が下肢の自重負荷トレーニングの効果に与える影響

天理大学　体育学部　　寺田　和史
P-1-029 芍薬甘草湯の内服が筋組織に与える影響の実験的検討

吉備国際大学　保健科学研究科　　小松　まゆ
P-1-030 大学長距離選手のジャンプ能力

帝京大学スポーツ医科学センター　　加藤　基
P-1-031 瞬発的筋力発揮トレーニングとスロートレーニングを組み合わせた筋力トレーニングの効果－実施順

序が最大筋力および瞬発的筋力の増加率に及ぼす影響－
岡山大学　全学教育・学生支援機構　　小林　雄志

P-1-032 Cardiometabolic risk factors of normal weight obese young women
Seoul National Univ. Sci. & Tech.　　Kim　Hyun-soo

P-1-033 高校女子長距離ランナーにおける体脂肪率と月経異常との関連
法政大学　スポーツ健康学部　　内山　恵梨子

P-1-034 モーターボート競走選手の身体組成
九州産業大学　　中尾　武平
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P-1-035 陸上競技短距離選手の体格の特徴－体格番地による検討－
筑波大学　人間総合科学研究科　　司馬　明浩

P-1-036 中高齢者における筋力トレーニングが筋間脂肪に及ぼす影響
筑波大学大学院　人間総合科学研究科　　方　恩知

P-1-037 陸上競技400m走のレース展開と無酸素性・有酸素性運動能力の貢献度
立命館大学　　王子田　萌

P-1-038 大学男子剣道選手のスポーツビジョンに関する研究
京都産業大学　現代社会学部　健康スポーツ社会学科　　国吉　恵一

P-1-039 走運動後のダイナミックストレッチング実施による持久走パフォーマンス改善はストレッチング後の休
息時間がカギとなる

酪農学園大学　　山口　太一
P-1-040 大学女子駅伝選手における年間を通じた月経時のヘモグロビン値変動に関する検討

日本体育大学　　黄　仁官
P-1-041 環境エンリッチメントがマウスの活動量および体温変化に及ぼす影響

慶應義塾大学　薬学部　薬物治療学講座　　木村　真規
P-1-042 総挙上重量を統一したスクワット運動において疲労困憊までの反復がホルモン応答および筋損傷に及

ぼす影響
酪農学園大学　　柴田　啓介

P-1-043 富士登山における下山道の違いが下肢の主観的疲労および筋硬度に与える影響
静岡大学　教育学部　　祝原　豊

P-1-044 ココア摂取が高齢者のウォーミングアップ効果に及ぼす影響
足利工業大学　　吉田　弘法

P-1-045 短期間のコーディネーショントレーニング(Co-ordination training :COT)が投球動作と遠投距離の関係
に与える影響

福井大学大学院　　泉山　大貴
P-1-046 反応トレーニングに伴う反応時間、並びに鼓膜温への影響

鹿屋体育大学　　與谷　謙吾
P-1-047 踏力およびケイデンス増加がペダリング運動時の各クランク角度における力発揮に及ぼす影響

順天堂大学　　神庭　睦実
P-1-048 成長期の男子水球競技選手における投球速度，肩関節内外旋筋力，肩関節柔軟性の推移－11歳から15

歳を対象とした3年間の事例研究－
大阪国際大学　人間科学部　　小森　康加

P-1-049 有酸素運動とレジスタンス運動による複合トレーニングが体組成や生活体力に及ぼす影響
同志社大学大学院　スポーツ健康科学研究科　　塩津　陽子

P-1-050 電磁ブレーキ式エルゴメータを活用した水球選手の水中牽引パワーの測定法の開発
大阪経済大学　人間科学部　人間科学科　　若吉　浩二

生活，健康①
P-1-051 6日間の朝食欠食が生体リズムに及ぼす影響

広島大学　大学院　総合科学研究科　　緒形　ひとみ
P-1-052 中高齢女性の血漿キサンチン酸化還元酵素活性とその関連因子

筑波大学大学院 人間総合科学研究科　　小崎　恵生
P-1-053 低糖質食事法とレジスタンストレーニングによる体組成と血液データに関する研究

筑波大学　　渡部　厚一
P-1-054 若年層の運動の実践と食生活の状況の関連および男女の相違

龍谷大学　スポーツ科学系　　河合　美香
P-1-055 ネットワークカメラの利便性に着目した高齢者が行うポールウォーキング実施前後の歩容分析

慶應義塾大学体育研究所　　山内　賢
P-1-056 6 ヶ月間の健康づくり教室が中高齢者の体力に及ぼす影響～4年間にわたる講座の成果報告～

大阪体育大学　　友金　明香
P-1-057 高齢者の開眼片脚立位時における重心動揺量－性差と経時変化を指標として－

大阪府立大学高等教育推進機構　　松浦　義昌
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P-1-058 女子大学生の骨格筋量指数と活動量・運動時間・運動習慣・減量経験・蛋白質摂取量との関連
神戸女子大学　　堀内　若菜

P-1-059 異なる階段形状における階段昇段が心身機能に及ぼす一過性効果
筑波大学大学院　人間総合科学研究科　体育学専攻　　永田　衛

P-1-060 健常高齢者に向けた一過性のスクエアステップエクササイズ介入が選択的注意力に及ぼす影響
大阪国際大学　人間科学部　　新村　由恵

P-1-061 高齢者における座位行動時間とストレスとの関連
（公財）明治安田厚生事業団　　小野寺　由美子

P-1-062 膝疾患を有する高齢者のローイング運動
木更津工業高等専門学校　　清野　哲也

P-1-063 地域高齢者の熱中症認知度と生活背景の関連-世代間の差に着目して-
筑波大学大学院　人間総合科学研究科　　國吉　光

P-1-064 インセンティブ付健康事業を退会した住民の特徴～SWCプロジェクト48～
筑波大学大学院　人間総合科学研究科　　千々木　祥子

運動器①
P-1-065 骨格筋細胞における直鎖状ユビキチン鎖リガーゼ複合体LUBACの発現

豊橋創造大学大学院　　中村　晃大
P-1-066 肥満が廃用性筋萎縮に伴う筋萎縮関連遺伝子の発現に及ぼす影響

順天堂大学　　後藤　亜由美
P-1-067 身体的不活動による炎症性サイトカインの発現増加は遅筋特異的に筋萎縮に寄与する？

東海大学福岡短期大学　　岡本　武志
P-1-068 遠心性収縮が筋節内微細構造と筋増強シグナルに及ぼす影響

慈恵医大　分子生理学　　平野　和宏
P-1-069 メカニカルストレスに対する骨格筋局所のアンドロゲン産生の調節機序

専修大学　スポーツ研究所　　相澤　勝治
P-1-070 筋萎縮からの回復時におけるクレンブテロール投与の影響

愛知教育大学　保健体育講座　　鈴木　英樹
P-1-071 不活動が筋衛星細胞の機能に与える影響

筑波大学　　太田　雄也
P-1-072 地域在住高齢者における肯定的感情と身体機能との関連性

筑波大学大学院　　加藤　克文
P-1-073 スキンドファイバーの速度－張力関係に及ぼす無期リン酸とpHの効果

東京慈恵会医科大学　分子生理学講座　　大野　哲生
P-1-074 筋MRIのT2緩和時間の変化は神経原性筋萎縮に先行する

慈恵医大　分子生理　　中原　直哉
P-1-075 加齢による四肢・体幹筋の量的・質的変化～5年間の追跡調査～

神戸学院大学　　福元　喜啓
P-1-076 温熱刺激とロイシン摂取の組み合わせが高齢マウスの筋量および筋機能に及ぼす影響

順天堂大学　医学部　　柿木　亮
P-1-077 閉経後プレサルコペニア女性を対象とした軽負荷低反復パワートレーニングにおける骨密度変化率と

脈波伝搬速度の関係
立命館大学　スポーツ健康科学研究科　　浜口　佳奈子

P-1-078 鏡視下術後消化器癌患者の歩行速度に影響する要因の検討
大阪警察病院　医療技術部　リハビリテーション科　　田中　孝平

P-1-079 地域在住女性高齢者における家庭内の繋がりとサルコペニアおよび運動機能の関係性
大阪体育大学　大学院　スポーツ科学研究科　　鎌田　洋輔

P-1-080 軽強度運動のトレーニングが若年女性の筋厚と下肢パワーに及ぼす影響
長崎県立大学看護栄養学部　　飛奈　卓郎
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呼吸，循環①
P-1-081 有酸素性トレーニングによる筋酸素飽和度の変化と最高酸素摂取量の関連：心筋梗塞後患者の多箇所下

肢骨格筋における検討
同志社大学　スポーツ健康科学部　　高木　俊

P-1-082 縦断的な短期間の間欠負荷運動トレーニングが静脈コンプライアンスに及ぼす影響
東洋大学　食環境科学部　　大上　安奈

P-1-083 急性に血圧低下が上腕動脈の血流依存性血管拡張反応に与える影響
札幌医科大学　　山田　悠

P-1-084 認知課題中の脳自己調節機能：低酸素環境の影響について
東洋大学　理工学部　生体医工学科　　小河　繁彦

P-1-085 脳血流自動調節能と繰り返す失神の関係
杏林大学　　平澤　愛

P-1-086 いす立ち座り運動における速度の違いが血圧応答に及ぼす影響
東海学園大学　　島　典広

P-1-087 最大運動後の眼底血流の低下は飲料摂取によって早期回復する
横浜商科大学商学部　　池村　司

P-1-088 近赤外分光法により評価された2つの組織血液量指標は高強度運動後に異なる変化を示す
順天堂大学　　大澤　拓也

P-1-089 運動後の精神生理学的応答にガム咀嚼が及ぼす影響
山口大学　　曽根　涼子

形態，体構成①
P-1-090 世界ソフトテニス選手権大会に参加した、日本、韓国、台湾以外の代表選手の握力差に関する研究

愛知学泉大学　現代マネジメント学部　現代マネジメント学科　　高橋　憲司
P-1-091 大学女子バスケットボール選手の体脂肪率とLMIを用いた体組成評価

筑波大学　人間総合科学研究科　　和田　惇
P-1-092 女子大学生における身体各部位別筋肉量の特徴及び下肢筋肉量と等速性膝関節筋力との関係

大東文化大学　スポーツ・健康科学研究科　　杉本　菜穂子
P-1-093 超音波画像診断システムを用いた腹部筋断面積計測用ソフトの開発

福井工業大学　スポーツ健康科学部　スポーツ健康科学科　　野口　雄慶
P-1-094 BI法に基づく身体組成推定機器の筋肉量と骨格筋量に着目した比較検討

筑波大学　人間総合科学研究科　　梅村　貴

薬物，ドーピング
P-1-095 「YaHoo知恵袋」の質問からドーピングの現況を知る

十文字学園女子大学人間生活学部健康栄養学科　　高橋　正人
P-1-096 生薬成分ヒゲナミンを含む一般用医薬品の使用によるドーピングの危険性

横浜薬科大学　薬学部　　五十鈴川　和人

スポーツと疾患①
P-1-097 片脚着地直前の大殿筋の早すぎる収縮は複数の運動面における股関節及び膝関節角度に影響を与える

大阪体育大学　スポーツ科学研究科　　下河内　洋平
P-1-098 コリジョンスポーツ競技者における脳振盪に関する視機能検査

早稲田大学　スポーツ科学研究科　　丹羽　梨都
P-1-099 柔道熟練者の“受け身”技術が及ぼす頭部衝撃力減少効果 -頭部回転加速度に着目して-

獨協医科大学　　村山　晴夫
P-1-100 慢性的足関節不安定性における皮質脊髄路興奮性の変容

上武大学　　二橋　元紀
P-1-101 腱断裂長期経過後の力学的強度に与える鍼通電刺激の効果

明治国際医療大学　鍼灸学部　　今枝　美和
P-1-102 大学ラグビー部におけるポジション別の足関節背屈可動域制限に関する検討

帝京大学　スポーツ医科学センター　　山本　愛乃
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P-1-103 大学生競技者における足関節捻挫既往者の長腓骨筋の筋収縮特性
日本体育大学スポーツキュアセンター横浜・健志台接骨院　　米原　裕二

P-1-104 女子ジュニア選手におけるModified Tuck Jump Assessmentの信頼性について
東京有明医療大学　　島田　結依

P-1-105 大学競技者におけるハムストリングス肉ばなれの筋収縮特性
日本体育大学　スポーツキュアセンター　横浜・健志台接骨院　　鈴木　啓慈

P-1-106 地域マラソン大会におけるランナーの主訴に関する調査【第二報】～当日の走行距離に着目して～
医療法人健佑会　いちはら病院　　長岳　美幸

P-1-107 慢性足関節不安定症がサッカーのインステップキックに与える影響
筑波大学大学院　人間総合科学研究科　体育科専攻　　藤本　晃央

P-1-108 膝蓋靭帯炎に対する鍼治療の効果ーランダム化比較試験ー
明治国際医療大学　　井上　基浩

P-1-109 Web-based システムを用いた傷害調査　－スポーツ障害を含めた傷害発生状況を把握する試み－
日本女子体育大学　　永野　康治

P-1-110 地域マラソン大会におけるランナーの主訴に関する調査[第二報]～性差に着目して～
帝京大学附属病院　　村田　美幸

P-1-111 大学男子長距離選手における骨代謝マーカーと疲労骨折に関する縦断的調査
順天堂大学女性スポーツ研究センター　　藤田　真平

9月16日(土）　17：00～18：00　ポスター会場②（2号館1Ｆ214番教室）
環境
P-1-112 男子サッカー選手における血管内皮機能が高温環境下運動時の皮膚血流および体温に及ぼす影響

筑波大学　　横田　伍
P-1-113 暑熱環境での運動間における表在性血管に着目した身体冷却

東京有明医療大学　　片岡　裕恵
P-1-114 酸素ルームを用いた高気圧・高濃度酸素が血中酸素飽和度、安静時心拍数、末梢血流に及ぼす影響

日本気圧バルク工業株式会社　　藤澤　秋子
P-1-115 軽度な高気圧・高濃度酸素が自律神経活動に及ぼす影響

日本気圧バルク工業株式会社　　天野　英紀
P-1-116 低酸素トレーニング後の回復環境の相違が酸化ストレス動態に及ぼす影響

山梨大学　　土橋　祥平
P-1-117 低酸素環境下トレーニングが生活習慣病の改善や予防に及ぼす影響

蔚山大学校　　辛　紹熙
P-1-118 低酸素環境における複合トレーニングが内分泌と筋パフォーマンスに及ぼす影響

阪南大学　　黒部　一道
P-1-119 中高年登山家を用いた急性高山病スクリーニングテストの開発

名古屋大学　　石田　浩司
P-1-120 低酸素下運動時の認知疲労：低酸素血症の影響

筑波大学　運動生化学研究室　　越智　元太
P-1-121 パーキンソン病モデルマウスを用いたドーパミン作動性神経細胞の減少に対する軽度高気圧酸素の効果

京都大学　大学院人間・環境学研究科　　竹村　藍

バイオメカニクス①
P-1-122 ランニング支持期中の後足部外反モーメントの簡易的評価指標

福井工業大学　スポーツ健康科学部　　辻本　典央
P-1-123 アキレス腱の曲がりを考慮した腱スティフネスの評価

神奈川大学　人間科学部　　衣笠　竜太
P-1-124 股関節屈曲・伸展運動時における長内転筋の弾性率に及ぼす股関節屈曲角度の影響

帯広協会病院　　加藤　拓也
P-1-125 押圧法による上腕二頭筋と上腕筋の筋硬度分離評価

慶應義塾大学　体育研究所　　村山　光義
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P-1-126 肢体不自由者の泳能力向上のための水中バランス評価法の確立
鈴鹿工業高等専門学校　　宝来　毅

P-1-127 サイドカット初期のかかと接地と膝前十字靭帯損傷発生タイミングの関連ー膝外反＋内旋複合ストレス
の発生頻度に着目してー

大阪大学大学院　医学系研究科　健康スポーツ科学講座　　小笠原　一生
P-1-128 テニスのサーブにおけるボール挙動計測器「トラックマン」によるボール速度と回転速度の信頼性の検討

日本体育大学大学院　体育科学研究科　博士後期過程　　佐藤　文平
P-1-129 体幹筋群に対する疲労タスクの事例的検証

大阪体育大学　大学院　　内田　靖之
P-1-130 大学女子サッカー選手における試合中の運動活動分析

明治国際医療大学　　神内　伸晃

遺伝子
P-1-131 大脳の長寿関連因子の発現に及ぼす運動とカロリー制限の相互作用

山梨大学　　木内　政孝
P-1-132 時計遺伝子を用いた生体リズムの評価と運動パフォーマンスとの関係

国立スポーツ科学センター　　安藤　加里菜

その他の生理科学的研究
P-1-133 中学生における部活動および体力と学業成績の関連

北海道大学　　石原　暢
P-1-134 中学生の体力・体格と学業成績の関連：24か月間の縦断的検討

北海道教育大学　　森田　憲輝
P-1-135 マウス下腿ギブス固定は体脂肪量を減少させる

日本体育大学　　東宮　繁人
P-1-136 分子状水素の経皮吸収に関する基礎的研究

山梨大学　　齋藤　恭平
P-1-137 長縄跳び運動時における跳び手の心拍数の変化

川崎医療福祉大学大学院　　吉田　升
P-1-138 脳血管拡張反応性の評価法としての高炭酸ガス2呼吸法について

北翔大学　生涯スポーツ学部　スポーツ教育学科　　井出　幸二郎

運動器①
P-1-139 大学男子水泳選手の骨代謝動態に関する研究

桜美林大学　健康福祉学群　　若松　健太
P-1-140 ラットMCL損傷後の修復過程に低出力超音波パルス（LIPUS）が与える影響

森ノ宮医療学園専門学校　　外林　大輔
P-1-141 15日間の食餌制限下における走運動負荷が走運動持続時間および骨密度に及ぼす影響

筑波大学大学院　　関　健太
P-1-142 前脛骨筋の伸張性筋収縮の実施が脛骨骨幹端の骨量および骨梁構造に及ぼす影響

新潟医療福祉大学　　田巻　弘之
P-1-143 変形性膝関節症による痛みの程度が大腿四頭筋の量的・質的指標に与える影響

名古屋大学　　前田　久
P-1-144 スクワット姿勢と安静立位の足部内側縦アーチ高の違いについて～超音波画像診断装置での比較～

宝塚医療大学　保健医療学部　理学療法学科　　篠原　博
P-1-145 3次元動作解析によるターンアウト動作の評価

同志社大学大学院　スポーツ健康科学研究科　　西辻　柚希
P-1-146 低骨強度に対するエネルギー補充の比較検討

筑波大学 人間総合科学研究科　　張　航
P-1-147 短距離走競技選手における大腿骨遠位軟骨は一般者に比較して肥厚する

立命館大学スポーツ健康科学部　　堀　美幸
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P-1-148 上腕骨近位部悪性骨腫瘍切除後における肩関節機能の新しい再建法ポリプロピレンメッシュを用いた
リバース型人工関節置換術（RSA） 

埼玉県立がんセンター　整形外科　　池田　達宣
P-1-149 骨粗鬆症性脆弱性骨折の違い　－脊椎椎体骨折と大腿骨近位部骨折－

協和会協立病院　整形外科　　佐々木　聡

血液，免疫
P-1-150 柔道選手におけるトレーニング後の筋組織の損傷と酸化ストレス、免疫機能の関連について

名城大学　　梅田　孝
P-1-151 オーバートレーニングが口腔内局所免疫機能に及ぼす影響

大阪成蹊短期大学　　臼井　達矢
P-1-152 マクロファージのインスリン感受性に及ぼす自発性運動の効果とその生理的意義

杏林大学　　白土　健
P-1-153 トライアスロン選手の試合前後の唾液コルチゾール濃度と心理状況の変化

日本大学大学院　　猿田　綸咲

体液，内分泌
P-1-154 運動強度の相違がレジスタンス運動後の血中 Irisin・Metrnl レベルに及ぼす影響

山梨大学　　安藤　大輔
P-1-155 アロマオイルによる匂い刺激が消化管ホルモンおよび食欲に及ぼす影響

森ノ宮医療大学　　上田　真也
P-1-156 女子陸上長距離選手における1日2回のトレーニングに対するヘプシジンおよびレプチンの分泌応答

国立スポーツ科学センター　　石橋　彩

加齢，性差①
P-1-157 小学生における徒歩通学時間と一日の身体活動量との関係

京都聖母女学院短期大学　児童教育学科　　田中　真紀
P-1-158 幼児の運動強度別活動時間と生活習慣の関係

京都学園大学　健康医療学部　健康スポーツ学科　　青木　好子
P-1-159 ジュニアアスリートの体力と成長（月齢）との関係

兵庫医療大学　共通教育センター　　賀屋　光晴
P-1-160 小学生における股関節回旋運動時の下肢荷重左右差の検討

日体大　保健医療学部　　樋口　毅史
P-1-161 小学生児童の成長に伴う足底形態の変化

同志社大学大学院スポーツ健康科学研究科　　橋井　悠介
P-1-162 児童期の運動器機能不全が体力に及ぼす影響

宮崎整形外科医院　リハビリテーション科　　浦井　龍法
P-1-163 幼児期における動的平衡性と環境要因との関係

新潟大学大学院　　亀岡　雅紀
P-1-164 若年期男子サッカー選手を対象とした骨成熟度評価の検証

筑波大学大学院　人間総合科学研究科　３年制博士課程　スポーツ医学専攻　　高原　亮
P-1-165 都市部小学校6年生における活動量と生活活動時間の関連

神戸女子大学　　糸井　亜弥
P-1-166 思春期前期の子どもの身体活動量，抑うつ傾向，首尾一貫感覚（SOC）の関係

神戸大学大学院　　川勝　佐希
P-1-167 訪問指導による運動介入の違いが在宅高齢者の身体機能・生活の質・自己効力感に及ぼす継続的効果

常葉大学　　井口　睦仁
P-1-168 不安定板立ちにおけるボードの傾斜角度の変動は時間経過に伴い変化するか？－開眼片脚立ちの成就

度を考慮して－
福井工業大学　スポーツ健康科学部　　杉浦　宏季

P-1-169 発揮力量の異なる局面における男性の筋力発揮調整能の加齢変化
京都薬科大学　健康科学分野　　長澤　吉則
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P-1-170 首都圏在住高齢者における歩行移動と地理的環境との縦断的関連
山口県立大学　　角田　憲治

P-1-171 後期高齢者への運動支援が痛みと体力に及ぼす効果
千葉県立保健医療大学　　島田　美恵子

P-1-172 地域高齢者における車の運転習慣，身体機能及び身体活動量の関係
福岡大学　基盤研究機関　身体活動研究所　　古瀬　裕次郎

P-1-173 個別運動処方システムを用いた都市型ライフイノベーションの創造
関西大学大学院　人間健康研究科　　金谷　和幸

P-1-174 高齢者の軽度認知障害と易転倒性をスクリーニングするMulti-task testの提案
福井大学　　山次　俊介

P-1-175 地域在住高齢者のロコモ25と新体力テストの関連について
同志社大学　　佐藤　健

P-1-176 地域在住高齢者の健康関連QOLとロコモ25の関係性
同志社大学　　青木　拓巳

P-1-177 下肢筋力に着目した課題レベルの違いが立ち上がり動作に及ぼす影響
新潟大学大学院　　原　光希

9月17日(日）　14：30～15：30　ポスター会場①（カルフール2Ｆ談話室）
神経，感覚②
P-2-001 立位姿勢時の運動制動能力への加齢の影響

北海道大学大学院　保健科学研究院　機能回復学分野　　笠原　敏史
P-2-002 経頭蓋直流電流刺激によるニューロモデュレーションがスポーツ技能に与える影響

植草学園大学　発達教育学部　　遠藤　隆志
P-2-003 運動開始条件が立位での一側上肢挙上に伴う予測的姿勢制御に与える影響

青森県立保健大学大学院　　木村　文佳
P-2-004 皮質脊髄路興奮性調節の左右差が小さいほど両手協調運動の学習速度は速い

上武大学　ビジネス情報学部　スポーツ健康マネジメント学科　　山崎　雛子
P-2-005 片脚立位による動的バランス応答特性－足関節安定性と下腿筋活動との関係から－

神戸大学大学院人間発達環境学研究科　　河辺　章子
P-2-006 中高齢者における運動量の違いが身体機能の認識誤差に及ぼす影響

医療法人宮仁会 猫山宮尾病院メディカルフィットネスCUORE　　尾山　裕介
P-2-007 若年者における開・閉眼片脚立位時重心動揺量の経時変化

仁愛女子短期大学　　内田　雄
P-2-008 カフ圧による上肢虚血が身体知覚に及ぼす影響

熊本大学　教育学部　　坂本　将基
P-2-009 皮質脊髄路入出力特性のgainが高いほど運動学習は早い

上武大学　ビジネス情報学部　スポーツ健康マネジメント学科　　関口　浩文
P-2-010 両側足部タッピング課題における運動位相の違いが時間的処理に与える影響

東北文化学園大学　　沼田　純希

トレーニング②
P-2-011 運動の強度と実施時間帯が睡眠と睡眠時の血圧に及ぼす影響

県立広島大学　人間文化学部　健康科学科　　三浦　朗
P-2-012 中高齢者における睡眠時間が有酸素性運動介入による動脈伸展性および最高酸素摂取量の向上に及ぼす影響

筑波大学　　吉川　徹
P-2-013 起立性低血圧者における立位時の血圧調節

九州中央リハビリテーション学院　　中山　貴文
P-2-014 鬼ごっこを題材としたトレーニングの運動強度について

山梨学院大学　経営情報学部　経営情報学科　　大崎　恵介
P-2-015 発声を伴う上肢と下肢の連続的運動が換気状態に及ぼす影響

中部学院大学　スポーツ健康科学部　　有川　一
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P-2-016 静的ストレッチング中の筋に対する電気刺激が筋力や柔軟性に及ぼす影響
名古屋大学　　水野　貴正

P-2-017 女子陸上短距離選手の上肢プレス・プル動作のパワーの特徴
至学館大学 健康科学部 健康スポーツ科学科　　仲　立貴

P-2-018 バットスイングに影響を与える体幹の動きと体幹筋力について
了徳寺大学　健康科学部　整復医療・トレーナー学科　　黛　雄平

P-2-019 高強度運動によるウォームアップがジャンプ能力と無酸素性パワーに及ぼす影響
筑波大学　　赤澤　暢彦

P-2-020 筋電気刺激の刺激強度の違いが筋肥大に及ぼす影響
順天堂大学　運動生理学研究室　　棗　寿喜

P-2-021 サッカー選手における股関節屈曲筋群の形態および筋力の性差
日本女子体育大学　　手島　貴範

P-2-022 筋損傷軽減のために最適なクルクミン摂取のタイミングとは？
国立スポーツ科学センター　　田名辺　陽子

P-2-023 軽量バットを用いた素振りトレーニングが打撃能力に与える影響について
大阪府立大学　　矢部　和樹

P-2-024 パワーチェンジトレーニングマシンを用いた筋力トレーニングが高齢者に及ぼす影響
順天堂大学　　松本　整

P-2-025 下腿三頭筋トレーニングにおける遠心性と求心性収縮運動の効果の違い
東京工科大学　　菅原　仁

P-2-026 ハムストリング各筋の近位，中央，遠位における筋スティフネス
鹿屋体育大学　体育学研究科　　木村　範子

P-2-027 Muscle functional MRIを用いた大腰筋筋活動水準におけるトレーニング種目間差の検討
国立スポーツ科学センター　　吉本　隆哉

P-2-028 変動要因を考慮したビジョントレーニングの特性と応用性
鳴門教育大学大学院　芸術・健康系教育部　　田中　弘之

P-2-029 両側性筋力発揮のイメージトレーニングが両側性筋力発揮時の神経・筋生理学的指標に及ぼす効果
帝京大学　医療技術学部　　川田　茂雄

P-2-030 体脂肪の減少を目的とした陸上・水中運動トレーニングの特性と適応性
工学院大学　保健体育科　　桂　良寛

P-2-031 夏季スポーツ活動時の体調や練習環境が熱中症関連症状の発生リスクにおよぼす影響
京都工芸繊維大学　　山下　直之

P-2-032 オリンピックサッカー競技の試合日程が脱水レベルとゲームフィジカルパフォーマンスに及ぼす影響
立教大学　コミュニティ福祉学部　スポーツウエルネス学科　　安松　幹展

P-2-033 オリンピックサッカー競技の試合日程がゲームパフォーマンスおよびコンディションに与える影響
国立スポーツ科学センター　　中村　大輔

P-2-034 大学野球投手におけるランニング動作と球速の関係
早稲田大学大学院　スポーツ科学研究科　　筒井　俊春

生活，健康②
P-2-035 院内に併設した健康増進施設と地域行政における生活習慣病重症化予防の取り組み

医療法人回生会　メディフィット回生会　　江口　綾佳
P-2-036 中山間地域の低高度丘陵地形を活用したウォーキングが高齢者の心身に及ぼす影響

秋田県立大学　　内山　応信
P-2-037 積雪寒冷地在住の中高齢者における無積雪期と積雪期の認知機能の比較

北海道大学　　菊川　幸恵
P-2-038 若年女性の隠れ肥満の要因に関する検討

中京大学　国際教養学部　　太田　めぐみ
P-2-039 女子大学生における運動習慣、食習慣及び主観的疲労感の関係

北海道大学　　王　文娟
P-2-040 若年者における朝型夜型運動嗜好性質問紙の開発

島根大学　　宮崎　亮
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P-2-041 運動による唾液硝酸イオン濃度の変化
山形県立米沢栄養大学　健康栄養学部　健康栄養学科　　加藤　守匡

P-2-042 栄養サポートによる大学テニス選手の食行動・意識の変化と心理的競技能力への影響
立教大学　コミュニティ福祉学研究科　　井上　陽

P-2-043 ポールを使ったウォーキングの習慣化に伴う身体組成・運動機能への効果－パイロットスタディ－
公益財団法人身体教育医学研究所　　岡田　真平

P-2-044 消費カロリー監視のもとElectrical muscle stimulation（EMS）装着し徹底した食事管理を行った生活
習慣病患者の１例

医療法人松風海　内藤クリニック　　金丸　麻衣子
P-2-045 高齢心房細動患者の血圧管理 -手首、上腕自動血圧計と水銀血圧計による比較-

山口大学（非常勤）　　塩田　正俊
P-2-046 足圧分布に着目した単脚支持による安定性評価

新潟大学　　村山　敏夫
P-2-047 北海道在宅高年齢者における自宅近隣施設環境と社会活動性との関連

北翔大学北方圏生涯スポーツ研究センター　　小坂井　留美
P-2-048 北海道在宅高年齢者における自宅近隣施設環境と運動習慣との関連

北翔大学北方圏生涯スポーツ研究センター　　小川　裕美
P-2-049 運動実施者を取り巻く内的要因及び外的要因が継続意欲に与える影響

新潟大学大学院　現代社会文化研究科　　宮嶋　秀彰
P-2-050 Association of rice consumption and change of grip strength among Japanese employees

東北大学  医学系研究科 　　任　重宇

バイオメカニクス②
P-2-051 低周波全身振動刺激が立位時の予測的姿勢調節に及ぼす影響

青森県立保健大学大学院　　岩月　宏泰
P-2-052 高齢者における歩行時のfoot placementとその変動性に関連する因子の検討

神戸学院大学大学院　　大島　賢典
P-2-053 リーチ動作の繰り返しによる高齢者の運動パフォーマンスと姿勢制御の変化

北海道大学　大学院保健科学研究院　　齊藤　展士
P-2-054 柔道受け身動作における頭頸部の3次元動作分析

了徳寺大学　健康科学部　　越田　専太郎
P-2-055 演題取り下げ

P-2-056 歩行動作に及ぼす呼気ガス分析器のマスク装着の影響
十文字学園女子大学　　古田　なつみ

P-2-057 ランニング中の3軸加速度変化による下肢の振動衝撃変化
大阪体育大学大学院　スポーツ科学研究科　　佐野　加奈絵

P-2-058 青年長距離ランナーにおける接地時の接地パターンおよび関節角度とランニングエコノミーの関係
滋賀大学大学院　教育学研究科　　吉田　律輝

P-2-059 シート上での臀部のずれの防止は2000ｍローイング時のパフォーマンスおよび動作の安定性に影響を
及ぼすか

滋賀大学大学院 教育学研究科　　二林　佳奈子
P-2-060 レイアップシュート着地時の膝関節伸展モーメントと膝関節間力前後成分の関係

新潟リハビリテーション病院　　藤田　匡俊
P-2-061 足関節整復用ソックスが歩行姿勢および回旋動作に及ぼす効果

一財　健康教育学研究所　応用解剖　　梅原　彰宏
P-2-062 膝関節可動域に着目した複数課題条件下での歩行動作の大学生と高齢者との比較

新潟大学　現代社会文化研究科　　松山　健太郎

運動器②
P-2-063 遅発性筋痛に対するスタティックストレッチングとホールドリラックスストレッチングの比較

新潟医療福祉大学　医療技術学部　理学療法学科　　鈴木　大地
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P-2-064 女子サッカー選手のパフォーマンス特性および指導者と選手間でのモチベーション
明治国際医療大学　　木村　啓作

P-2-065 細胞極性因子Scribbleによる筋線維組成制御
長崎大学　　藤巻　慎

P-2-066 隣接する筋の短縮・伸長が当該筋の筋硬度（剪断弾性率）に及ぼす影響
鹿屋体育大学大学院　　内田　大樹

P-2-067 ランダム化比較試験による肩こり患者を対象とした鍼の刺入深度の違いによる効果の検討
明治国際医療大学　鍼灸学部　　大崎　彩加

P-2-068 筋機能並びに膜透過性亢進からみた伸張性筋収縮の繰り返し効果
木戸病院　　中川　弘毅

P-2-069 伸張性収縮の反復的介入が筋線維膜透過性に及ぼす影響
新潟医療福祉大学　　早尾　啓志

P-2-070 マウスがんカヘキシアモデルにおける筋萎縮の身体部位特異性
長崎大学大学院　医歯薬学総合研究科　　吉岡　潔志

P-2-071 股関節屈曲筋への施術が股関節可動域に及ぼす影響ー置鍼と鍼通電の比較検討ー
明治国際医療大学　鍼灸学部　　荒木　憲人

P-2-072 コンカレントトレーニングを構成するトレーニング順序がオートファジーに与える影響
筑波大学　　白井　隆長

P-2-073 不活動に伴う筋核数の減少に対して電気刺激とレモンマートル摂取の併用が及ぼす効果
神戸大学　　松本　智博

P-2-074 糖尿病性筋萎縮に対する血流制限下の電気刺激の予防効果
神戸大学　　田中　稔

P-2-075 廃用性筋萎縮に対するパルス磁気刺激の予防効果
神戸大学大学院　　小野　紘平

P-2-076 筋サテライト細胞における極性因子PAR複合体の役割
長崎大学大学院　医歯薬学総合研究科　　瀬古　大暉

P-2-077 筋硬度の性差および月経周期における変動
京都大学大学院　　佐伯　純弥

P-2-078 再生初期におけるレジスタンス運動が筋線維のタンパク質合成に及ぼす影響
日本体育大学　　高木　領

P-2-079 糖化反応生成物による骨格筋タンパク質リン酸化動態変化の解析
京都大学大学院人間・環境学研究科　　江川　達郎

P-2-080 骨格筋の機能低下がキヌレニン代謝および「うつ」症状に与える影響
静岡県立大学　　石野　真悠

P-2-081 Kinase阻害剤がPGC-1α活性に及ぼす影響
静岡県立大学　　望月　裕介

P-2-082 Egr3はNF-κB経路を介して筋芽細胞の増殖を制御する
聖マ医大　医学部　生理学　　小倉　裕司

P-2-083 マウス筋芽細胞C2C12細胞由来の筋管細胞への分化に関わる因子の検討
福岡大学　大学院　　後藤　里奈

P-2-084 三次元培養筋モデルの遺伝子発現解析
東北大学　　布宮　亜樹

スポーツと疾患②
P-2-085 高校ラグビー選手におけるSCATスコアの信頼性の検討

新潟医療福祉大学　健康スポーツ学科　　熊崎　昌
P-2-086 以全内懸固定扣進行前十字靱帯重建手術

台北醫學大學 雙和醫院骨科部　　李　協興
P-2-087 ジュニア期のバドミントン試合中における体幹加速度と体格の関係

東京有明医療大学　　笹木　正悟
P-2-088 ランニングが足関節底屈筋群の筋硬度に及ぼす影響

新潟医療福祉大学　　大箭　周平
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P-2-089 大学男子体操選手における肩痛と肩甲胸郭関節機能の関係
新潟医療福祉大学　　池津　真大

P-2-090 月経周期における女性ホルモンの変動が他動的膝関節屈曲時の膝蓋腱長に及ぼす影響について
新潟医療福祉大学　医療技術学部　理学療法学科　　佐々木　美憂

P-2-091 膝関節屈曲角度と膝関節伸展トルクの変化に伴う膝蓋腱長の変化
新潟医療福祉大学　医療技術学部　理学療法学科　　後藤　聡介

P-2-092 両脚スクワット肢位時の膝関節屈曲角度の違いにおける膝蓋腱長の変化について
新潟医療福祉大学　医療技術学部　理学療法学科　　奥山　遼

P-2-093 投球動作のWind-up相における体幹伸展が後相に及ぼす影響
医療法人社団　悠仁会　羊ヶ丘病院　　鈴森　雄貴

P-2-094 100球の全力投球後の肩関節および肩甲骨周囲の筋硬度変化
順天堂大学大学院スポーツ医学　　窪田　敦之

P-2-095 中学生における体幹保持機能と成長期スポーツ障害との関係
(医)大場整形外科　　河野　吉喜

リハビリテーション，運動療法①
P-2-096 遷延性意識障害患者に対する歩行運動の有用性

和歌山県立医科大学 リハビリテーション医学　　木下　利喜生
P-2-097 高齢者における30秒椅子立ち上がりテストと足趾把持筋力、膝伸展筋力の関係

東京医療学院大学　保健医療学部　リハビリテーション学科　　鈴木　輝美
P-2-098 回復期リハビリテーション病棟入院患者においてサルコペニアとロコモティブシンドロームの合併が

日常生活活動能力に及ぼす影響
立命館大学大学院　スポーツ健康科学研究科　博士課程前期課程　　西村　朋浩

P-2-099 ダイナミックストレッチングが神経系興奮性に与える影響
北海道大学　保健科学院　　西川　百合子

P-2-100 随意的に骨盤底筋群を活動させた時の機能的MRIによる脳機能の分析
首都大学東京　健康福祉学部　理学療法学科　　神尾　博代

P-2-101 キネクトを用いた虚弱高齢者に対する自立評価指標－起居動作について－
朝日大学　健康スポーツ科学科　　竹島　伸生

P-2-102 地域在住高齢者における下腿周径と運動機能との関連－肥満の有無による検討－
姫路中央病院　リハビリテーション科　　田實　裕嗣

P-2-103 Jonse骨折に対する減捻リハビリテーションシューズを用いた保存的治療とシューズの歩行に与える影響
市橋クリニック　　武村　政徳

P-2-104 人工股関節全置換術後の日本代表馬術選手の乗馬シミュレータ騎乗中の運動学的特徴および筋電図学的特徴
医療法人和幸会　阪奈中央病院　スポーツ関節鏡センター　　井上　純爾

P-2-105 局所寒冷刺激が筋腱伸張性に与える影響
北海道大学大学院　保健科学研究院　　寒川　美奈

P-2-106 柔軟性の低いハムストリングに対する一過性低強度伸張性運動実施がピークトルク発揮時の関節角度
に与える影響

筑波大学　　西田　智
P-2-107 障害児における種々の基礎体力習得にかかわる段階的指導方法の検討－反復横とびと立ち幅跳びに注目して－

東京福祉大学　大学院　教育学部　　張　偉績
P-2-108 ウォームアップにおける有酸素運動とダイナミックストレッチングが筋温および垂直跳び高に与える影響

北海道大学　保健科学院　　千葉　至
P-2-109 Exercise-based management of flexible flatfoot in adolescent golfers

南ソウル大学　保健福祉部　理学療法科　　金　アラム
P-2-110 The effect of corrective exercise in a patient with knee joint valgus deformity: a single-subject 

A-B-A experimental design
檀国大学校　運動医科学科　　李　ソンア
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スポーツと疾患②
P-2-111 180°方向転換減速動作における前足部接地と後足部接地の筋活動の違いについて

筑波大学大学院　　今野　壮大

9月17日(日）　14：30～15：30　ポスター会場②（2号館1Ｆ214番教室）
呼吸，循環②
P-2-112 簡易版呼吸操体法の生理的・心理的コンディションに与える影響

東京農工大学　　田中　幸夫
P-2-113 異なる負荷様式における酸素摂取効率勾配の比較

東海学園大学　スポーツ健康科学部　　浦井　久子
P-2-114 下腿筋の脊髄運動ニューロン活動に対する中枢化学受容器の関与

北海道大学　　波多野　慶
P-2-115 呼吸性アルカローシス誘導後の高強度自転車運動時における酸素摂取動態

山形大学　院理工　応用生命システム工学　　齊藤　直
P-2-116 子どもにおける自体重負荷ジャンプ運動時の呼吸循環応答と生理的負荷

国立スポーツ科学センター　　原村　未来
P-2-117 外部死腔付加と組み合わされた運動トレーニングが運動時の換気応答に及ぼす影響

北海道大学　　川島　将人
P-2-118 筋代謝受容器反射による心拍出量増加反応における静脈還流量の重要性

明治大学　　一之瀬　真志
P-2-119 波状負荷運動時における心拍変動解析を活用したAnaerobic Threshold（AT）同定法の評価

旭川工業高等専門学校　　木本　理可
P-2-120 ３次元スペクルトラッキング法による運動群と非運動群における左心室心筋ストレインの比較

杏林大学　　須田　智也
P-2-121 ３次元心臓超音波法で測定した左室容量と心機能の再現性

杏林大学医学部付属病院　　畑　典孝
P-2-122 扁桃体破壊が自由行動下ラットの循環動態および圧受容器反射に及ぼす影響

順天堂大学大学院　　月岡　惠惟

代謝①
P-2-123 コンプレッション・ウェアによる下腿加圧が運動中の血中乳酸濃度と無酸素性作業閾値に及ぼす効果

文化学園大学　衣・環境学研究所　　永野　順子
P-2-124 ケルセチンが骨格筋のエネルギー代謝に及ぼす影響

神奈川大学　　北岡　祐
P-2-125 運動前のアルギニン・アラニン・フェニルアラニン混合物摂取が中年肥満男性における低強度運動時

の脂質代謝に及ぼす影響
株式会社 明治　　上田　啓輔

P-2-126 長寿関連因子の mRNA 発現に及ぼす運動と食事制限の相互作用
山梨大学　　柴山　雄大

P-2-127 炭水化物マウスリンスの効果特性に関する研究
関西大学　　仲西　加奈

P-2-128 持久系ランナーにおける高強度運動時の呼気ガス動態
国立スポーツ科学センター　スポーツ科学部　　丹治　史弥

P-2-129 レスリング選手におけるトレーニング期の総エネルギー消費量，身体活動レベルおよび水分代謝
国立スポーツ科学センター　　下山　寛之

P-2-130 高齢者における下肢筋および体幹筋の筋輝度と内臓脂肪量の関連性
雅の里　地域リハビリテーション・ケア研究所　　門條　宏宣

P-2-131 加速度計を用いた思春期前期小児の総エネルギー消費量評価の妥当性
同志社大学大学院　　香村　恵介

P-2-132 超最大運動後のアクティブリカバリーにノルディックウォーキングは有効か？
順天堂大学　　辻川　比呂斗



－ 63 －

2
日
目 

9
月
17
日
㈰

P-2-133 糖摂取前後の運動が血糖値とインスリンの変化に及ぼす影響
長崎県立大学　　永山　千尋

P-2-134 持久性運動後のマルチ飲料の摂取が筋・肝グリコーゲン再蓄積を促進させる機序の解明
金沢大学　　芝口　翼

P-2-135 ルチンがラット骨格筋グリコーゲン含量に及ぼす影響
長岡工業高等専門学校　物質工学科　　丸山　裕輝

P-2-136 ホエイペプチドの継続摂取によるGKラットの糖代謝改善効果
株式会社　明治　　高井　祥子

栄養，消化①
P-2-137 エネルギー不足の女性アスリートに対する栄養介入が運動パフォーマンスに与える影響

日本体育大学　　須永　美歌子
P-2-138 シトルリン摂取が学生アスリートの短時間高強度運動パフォーマンスに及ぼす効果

金沢大学　人間科学系　　寺沢　なお子
P-2-139 アントシアニン含有茶品種「サンルージュ」と従来品種「やぶきた」の遊泳持久力に及ぼす影響の比較

農研機構　果樹茶業研究部門　　白井　展也
P-2-140 乳酸菌R30株摂取は廃用に伴う筋線維タイプ移行を抑制する

神戸大学大学院　保健学研究科　　池治　拓也
P-2-141 運動後における糖質飲料の補給時間の相違はインスリン分泌に影響を及ぼさない

酪農学園大学　　東郷　将成
P-2-142 大規模災害を想定した消防救助活動訓練における活動量およびエネルギー摂取量の検証

筑波大学　人間総合科学研究科　　小泉　奈央

加齢，性差②
P-2-143 裸足保育が幼児の足趾形状に及ぼす影響～横断的および縦断的データを利用して～

滋賀大学 教育学部　　松田　繁樹
P-2-144 生まれ月が小学生のスポーツ活動種目および種目別体力水準に及ぼす影響

静岡大学　　杉山　康司
P-2-145 一致タイミング能力の発達

就実大学　　飯田　智行
P-2-146 小学校中学年・高学年児童における体力・運動能力、骨強度、日常の身体活動量の関係

びわこ成蹊スポーツ大学　　秋武　寛
P-2-147 被災地沿岸部における子どもの平日歩数の縦断変化：震災発生半年後から5年間まで

東北学院大学　教養学部　　岡崎　勘造
P-2-148 中学校の体育授業における身体活動量と体力・運動意識

岡山大学　　細田　洸二
P-2-149 小規模特認校に通学する児童の身体活動量と新体力テストに関する基礎的研究

東海大学　　塚本　未来
P-2-150 フレイルと高次生活能力低下との関連：地域住民を対象とした4年間の縦断研究

高知大学　　幸　篤武
P-2-151 高齢者の年齢と関係する機能的・形態的指標の検索

名古屋大学　　秋間　広
P-2-152 単関節および多関節運動による下肢筋力と体力テストの関連

同志社大　　伊藤　祐希
P-2-153 健康関連QOLと6分間歩行との関係について

同志社大　　小川　慶図
P-2-154 特別養護老人ホームにおけるリズム体操の実践効果－注意機能に着目して－

筑波大学　人間総合科学研究科　　保科　健太
P-2-155 ストレッチング教室に参加した地域在住高齢者の教室終了後の追跡調査

筑波大学　　城寳　佳也
P-2-156 高齢者におけるロコチェックとトレイルメイキングテストとの関連性

筑波大学大学院　　阿部　巧
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P-2-157 要介護高齢者の下肢機能評価における椅子立ち上がり動作時の地面反力変数の有用性
筑波大学　人間総合科学研究科　体育科学専攻　　慎　少帥

P-2-158 長期的なスクエアステップ・エクササイズの実践が女性中高年者の認知機能に与える影響
筑波大学　　佐藤　文音

P-2-159 短期間のピラティス実践が中高年女性の身体組成および身体機能に与える影響
筑波大学大学院　　藤井　悠也

スポーツ心理学
P-2-160 住民主導型減量教室の参加継続とPOMSによる感情・気分の関連

筑波大学　　左　しん雨
P-2-161 アスリートのトレーニング後における積極的休息が主観的疲労に与える影響

国際基督教大学　教養学部　アーツ・サイエンス学科　　佐藤　かほり
P-2-162 高校生チアリーディング選手の大会前の不安感と呼吸パターンの検討

東京有明医療大学　保健医療学部　柔道整復学科　　坪松　真央
P-2-163 階級別にみた大学柔道選手の競技力とレジリエンス能力との関係について

国際武道大学　体育学部　　笠原　政志
P-2-164 一過性運動が感情およびホルモン分泌に及ぼす影響

日本大学　理工学部　　難波　秀行
P-2-165 児童における学校外での運動頻度と社会的スキルの関連

順天堂大学　スポーツ健康科学部　　川田　裕次郎
P-2-166 Associations of environmental perception with LTPA and screen time among older Taiwanese adults.

Dept. HPHE., Univ. NTNU., Taipei, Taiwan　　Huang　PinHsuan
P-2-167 児童における相対的年齢、体格、運動能力および運動有能感の関連

和洋女子大学　　上村　明

その他のスポーツ医学的研究①
P-2-168 女子軟式野球選手を対象とした投能力調査 -基礎能力の第一報-

大手町病院　　北山　和志
P-2-169 スタティック及びダイナミックストレッチが膝関節の関節覚に及ぼす影響およびその性差

福井大学大学院　福井総合クリニック　　菅原　慎弥
P-2-170 高周波通電刺激が筋機能に及ぼす影響について

日本体育大学　スポーツキュアセンター　横浜・健志台接骨院　　櫻井　唯太
P-2-171 ゴールボール選手における守備動作とボール位置把握に関して

筑波大学大学院　人間総合科学研究科　　内　小百合
P-2-172 ランニング(50km・20km)における自律神経応答（中高年ランナーの場合）（第三報）

桐蔭横浜大学　　清水　智美
P-2-173 身体活動環境の違いから見た身体活動量の違い ~看護専門学校学生の通学手段及び医療系アルバイトと

身体活動量の関連~
香川大学　教育学部　　宮本　賢作

P-2-174 スポーツ救護現場における酸化ストレス・抗酸化力評価（マラソン時の熱中症脱水症を中心に）
大東文化大学 大学院スポーツ・健康科学研究科　　太田　眞

P-2-175 温／冷浴および交代浴刺激が自律神経系に及ぼす影響
帝京大学　スポーツ医科学センター　　佐賀　典生

P-2-176 運動負荷テストからみた鍼刺激と灸刺激の違いについて
履正社医療スポーツ専門学校　　古田　高征

9月18日(月祝）　12：10～13：10　ポスター会場①（カルフール2Ｆ談話室）
神経，感覚③
P-3-001 運動後低血圧の中枢性機序に関する一考察～分界条床核－中脳中心灰白質経路による降圧効果～

順天堂大学　スポーツ健康科学部　生理学研究室　　黒阪　帆
P-3-002 幼少期ストレス直後の一過性運動が恐怖記憶形成に及ぼす影響

首都大学東京大学院　人間健康科学研究科　　石田　舞奈
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P-3-003 運動時に賦活する脳神経ネットワークは運動強度によって異なる
首都大学東京大学院　人間健康科学研究科　　笠原　秀昭

P-3-004 エストラジオールが卵巣摘出ラットの自発性運動量に及ぼす影響
順天堂大学大学院　スポーツ健康科学研究科　生理学　　和気　秀文

P-3-005 手関節運動時の筋収縮様式の変化に伴う皮質脊髄路興奮性の分析
早稲田大学スポーツ科学学術院　　東原　綾子

P-3-006 急性運動による脳内神経活動と抗うつ作用－運動時間と強度の交互作用－
首都大学東京　人間健康科学科　　森川　涼子

P-3-007 一過性超低強度運動で高まる海馬の記憶能とその神経基盤：機能的MRI研究
筑波大学　　諏訪部　和也

P-3-008 激しい運動時の島皮質と扁桃体の拮抗的な循環調節
順天堂大学　スポーツ健康科学部　生理学研究室　　金　芝美

P-3-009 運動がラットの向社会的行動とその神経機構に及ぼす影響
首都大学東京大学院　人間健康科学研究科　　椎葉　竜生

P-3-010 近交系ラットにおける自発的高活動/低活動個体のスクリーニング手法の検討
東京理科大学　　柳田　信也

P-3-011 筋疲労が低強度・低周波の力調節正確性と神経筋活動へ及ぼす影響
名古屋大学　　富田　彩

P-3-012 マウス体内埋込型の小型活動量計の妥当性検証
首都大学東京　大学院人間健康科学研究科　　船橋　大介

P-3-013 運動学習測定アプリケーションPoMLabによるパーキンソン病患者の潜在的運動学習測定
広島大学　大学院総合科学研究科　　進矢　正宏

P-3-014 競争課題は運動意思決定におけるリスク感受性に影響する
東京農工大学　工学研究院　　太田　啓示

P-3-015 加齢が立位保持における下腿筋内および筋間コヒーレンスに与える影響
名古屋大学大学院　医学系研究科　　渡邊　龍憲

P-3-016 片手および両手での低強度筋力制御課題実施時における両側大脳一次運動野活動の相違性
産業能率大学　　中川　直樹

P-3-017 静止立位時のフィードフォワード制御とフィードバック制御の加齢変化
倉敷芸術科学大学　　枝松　千尋

P-3-018 腱への振動刺激が筋力・筋出力調節に及ぼす影響
土佐リハビリテーションカレッジ　理学療法学科　　竹林　秀晃

P-3-019 運動イメージが下肢複数筋の脊髄反射興奮性に与える影響
東京大学　大学院　総合文化研究科　　中川　剣人

P-3-020 チームスポーツにおける試合中の心理的要因による心拍変動量の定量評価
東京大学　身体運動科学研究室　　井尻　哲也

トレーニング③
P-3-021 車いすバドミントンの運動強度把握

株式会社LIXIL Technology Research本部　　長島　理
P-3-022 パドルボードエルゴによるニーリングパドル中の生理応答の特徴

城西国際大学　　深山　元良
P-3-023 呼吸制限を伴うマウスピースが運動時の身体生理学的指標に及ぼす影響

筑波大学　　曽根　良太
P-3-024 EMSにおける脳血流応答

東京学芸大学　　佐藤　耕平
P-3-025 吸気筋トレーニングがもたらす漸増負荷運動中の呼吸循環適応

名古屋大学　　北田　友治
P-3-026 時計遺伝子の発現リズムに基づく1日2回トレーニングがミトコンドリア生合成に及ぼす影響

同志社大学　　高倉　久志
P-3-027 肥満モデル動物における有酸素運動がAdropinに及ぼす影響

豊橋技術科学大学　　稗田　睦子



－ 66 －

P-3-028 自体重を用いたレジスタンス運動中のエネルギー消費量
順天堂大学大学院スポートロジーセンター　　中潟　崇

P-3-029 「血中乳酸濃度増加率」を用いた短時間・高強度運動の測定評価法の開発
東京大学大学院　総合文化研究科　　竹井　尚也

P-3-030 バレーボール選手のスパイクジャンプの持久性と体力要素の関係
島根大学　教育学部　健康・スポーツ教育講座　　原　丈貴

P-3-031 肥満者の潜水徐脈反応は運動トレーニングにより変化するか？
早稲田大学　スポーツ科学学術院　　小西　真幸

P-3-032 バスケットボールのチェストパスにおける正確性と生理学的運動強度との関係
明星大学　　村岡　慈歩

P-3-033 ウィンドサーフィン競技（RS:X級）男子オリンピック選手に対するスプリントインターバルトレーニ
ングの効果

日本オリンピック委員会　　萩原　正大
P-3-034 全身選択反応時間に対する静的・動的ストレッチングの急性効果

平成国際大学　　加藤　雄一郎
P-3-035 敏捷性トレーニングが運動・移動能力に及ぼす影響

名桜大学　　東恩納　玲代

生活，健康③
P-3-036 泳力能の違いが遠泳時における筋硬度に及ぼす影響

日本体育大学　衛生学公衆衛生学　　木村　直人
P-3-037 仮眠がその後の運動パフォーマンスに及ぼす影響

日本体育大学大学院　博士後期課程　　田邊　弘祐
P-3-038 高齢者における身体活動と睡眠との関連性－身体活動の形態および強度の視点から－

筑波大学大学院　　薛　載勲
P-3-039 唾液中時計タンパクの高強度運動に対する応答

国立スポーツ科学センター　　清水　和弘
P-3-040 運動習慣を有する高齢者の最大酸素摂取量とその影響因子

医）聖ルカ会　パシフィック　ホスピタル　　西尾　進也
P-3-041 入浴方法の違いによる翌日の作業効率への影響

新潟大学大学院　　大島　卓馬
P-3-042 季節と地理的環境の違いが喘息体質を有する者の屋外運動後の肺機能に及ぼす影響

奈良教育大学　　高木　祐介
P-3-043 ウェアラブルデバイスを用いた運動習慣の啓蒙に関する検討

東京慈恵会医科大学　　浦島　崇
P-3-044 小学生の生活習慣が骨密度・体力テストに及ぼす影響

日本体育大学　大学院　　具志堅　武
P-3-045 中学生のストレス対処能力と関連する心理的特性の探索

岡山大学大学院　教育学研究科　　高橋　昌宏
P-3-046 男性限定の運動教室への参加が男性高齢者の身体機能・認知機能・心理状態に与える影響

筑波大学大学院　　佐賀　若菜
P-3-047 小学生における一過性の身体活動促進と日常身体活動パターンとの関連

就実大学　教育学部　　森村　和浩
P-3-048 朝または夕方の12週間の運動が身体組成および代謝に及ぼす影響

早稲田大学　　金　鉉基
P-3-049 管理栄養士が実施する学生アスリートに対する栄養教育プログラムの検討

東京聖栄大学　健康栄養学部　管理栄養学科　　風見　公子
P-3-050 大学生における運動部活動の参加は学生生活の不安を軽減させるか？ ～ 2年間の縦断研究～

福岡県立大学　　中原（権藤）　雄一
P-3-051 登山食のメニュー提案

安田女子大学　　野瀬　由佳
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P-3-052 高齢者健康度調査参加者のライフスタイルと運動能力，生活機能，社会的属性間との関連
西九州大学　リハビリテーション学部　リハビリテーション学科　　宮原　洋八

P-3-053 2型糖尿病罹患に対する全身持久力の長期的な影響
早稲田大学　　川上　諒子

P-3-054 児童期のスポーツ活動と中学1年時の体力・心理的特性・欠席日数との関連性
福岡女子大学　　長野　真弓

P-3-055 人口密度が生活習慣病指標に及ぼす影響
上越教育大学　大学院学校教育研究科　　池川　茂樹

P-3-056 近隣の身体活動環境と歩行時間との関連－都市部在住後期高齢女性325名を対象とした横断研究－
東京都健康長寿医療センター研究所　　大須賀　洋祐

P-3-057 地域住民におけるシューズへの興味および関心に関する調査
筑波大学大学院　人間総合科学研究科　体育学専攻　　井上　大樹

P-3-058 小中学生のスポーツ活動とGrit（やり抜く力）の関連
北里大学　　山北　満哉

運動器③
P-3-059 L-アルギニンの摂取が伸張性収縮後の興奮収縮連関の機能に及ぼす影響

川崎医療福祉大学　　神崎　圭太
P-3-060 骨格筋萎縮に伴う選択的スプライシング因子の挙動

豊橋創造大学大学院　　中村　文音
P-3-061 マスリン酸が筋分化に及ぼす影響の解析

日本製粉株式会社　　鈴木　啓人
P-3-062 骨格筋細胞の分化に伴う熱ショック転写因子の発現応答

豊橋創造大学大学院　　藤本　理沙
P-3-063 2型糖尿病に伴う骨格筋毛細血管構造の破綻に対するアスタキサンチンの抑制効果

県立広島大学　　金指　美帆
P-3-064 糖尿病に伴う筋萎縮に対するアスタキサンチン摂取の効果

大阪人間科学大学　　田中　雅侑
P-3-065 間欠的低酸素暴露がマウス骨格筋の血管新生に与える影響

山口大学創成科学研究科　生物機能科学　　長久　広
P-3-066 筋衛星細胞の活性化に乳酸が及ぼす影響

豊橋創造大学　　大野　善隆
P-3-067 マウス骨格筋におけるPCG-1α発現の加齢性低下とMBNL1の関与

豊橋創造大学　　横山　真吾
P-3-068 筋疲労を伴う運動時における中間広筋の筋束長と膝伸展筋力の関係

国立スポーツ科学センター　　安藤　良介
P-3-069 ラット内側腓腹筋の形態的・代謝的特性に対する発育の影響

国際武道大学　　刈谷　文彦
P-3-070 プレコンディショニングは筋痛関連分子の発現を抑制する

山口大学創成科学研究科　生物機能科学　　池崎　和海
P-3-071 低酸素トレーニングはサラブレッドの走能力を再強化できるか？

山口大学創成科学研究科　生物機能科学　　江口　諒太
P-3-072 グルコース依存性インスリン分泌刺激ポリペプチド受容体のノックダウンが骨格筋細胞の分化に及ぼす影響

豊橋創造大学 健康科学研究科　　青島　恵
P-3-073 Lrp4の機能抑制による神経筋刺激伝達の変化

東京都健康長寿医療センター研究所　老年病態研究チーム　運動器医学　　森　秀一
P-3-074 糖尿病ラット骨格筋の筋萎縮とミトコンドリア機能

慈恵医大　分子生理　体力医学　　山内　秀樹
P-3-075 一過性の伸張性運動を行うタイミングの違いがラットヒラメ筋の時計遺伝子発現に及ぼす影響

順天堂大学　　張　碩文
P-3-076 NADPHオキシダーゼおよびキサンチンオキシダーゼの阻害は運動後のAMPKシグナルの活性化を減弱させる

順天堂大学　　都築　孝允
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P-3-077 りんごポリフェノール経口摂取による骨格筋毛細血管増生へのトロンボスポンジン１の関与
日本体育大学　大学院　　吉田　裕輝

P-3-078 継続的なレジスタンストレーニングによるリボソーム量の増加メカニズムの検討
東京大学　　小谷　鷹哉

P-3-079 タンパク質の細胞内局在制御技術を用いたin vivoでの骨格筋Aktシグナルの解析
名古屋工業大学　　礒野　友里絵

P-3-080 レジスタンス運動によって活性化されるラパマイシン非感受性mTORシグナルの解析
名古屋工業大学　　小笠原　理紀

P-3-081 骨格筋培養細胞におけるc-myc過剰発現が筋タンパク質合成に及ぼす影響
名古屋工業大学　　杉野原　武史

P-3-082 ラットの代償性筋肥大時のインターロイキン受容体の遺伝子発現の変化
名古屋工業大学　大学院　工学研究科　　花井　淑晃

形態，体構成②
P-3-083 若年やせ女性の身体的特徴は、高身長

愛知県立芸術大学　美術学部　　石垣　享
P-3-084 パノラマ超音波画像による腹部骨格筋定量の再現性

名古屋大学　　田中　憲子
P-3-085 足把持力と筋厚との関係

国士舘大学　体育学部附属体育研究所　　山田　健二
P-3-086 社会人ラグビーフットボール選手における内臓脂肪面積の経時的変化と臨床データとの関連

大阪キリスト教短期大学　　山崎　圭世子

スポーツと疾患③
P-3-087 大学陸上競技選手における、食事とヘモグロビン値の関係について

日本大学大学院　　安倍　宏駿
P-3-088 片脚着地時の動作に注視点は影響するのか -予備調査の結果から-

筑波大学大学院　　菅野　陽介
P-3-089 地域マラソン大会におけるランナーの主訴に関する調査［第二報］　～練習距離に着目して～

水戸済生会総合病院　リハビリテーション科　　岡田　翔吾
P-3-090 足関節不安定性の有無がスクワット・ランジ動作時の下肢の動きに与える影響

筑波大学大学院　人間総合科学研究科　スポーツ医学専攻　　河村　崇史
P-3-091 パラバドミントン競技者における大会期間中の疼痛発生およびコンディション変化の実態

筑波大学　体育系　　藁科　侑希
P-3-092 シンスプリント患者の足部形態及び足趾機能

筑波大学大学院　人間総合科学研究科　体育学専攻　　高須　香里
P-3-093 野球の投球が等速性筋力に与える影響

筑波大学大学院　人間総合科学研究科　　市田　慧治
P-3-094 暑熱環境下における車いすスポーツ選手の体表温度変化

首都大学東京 　　信太　奈美
P-3-095 若年者における運動経験と失神症候に関するアンケート調査

杏林大学　医学部　総合医療学　　平吹　一訓
P-3-096 食前運動による食後高血糖の抑制効果

広島工業大学　　長﨑　浩爾

リハビリテーション，運動療法②
P-3-097 定温保冷具の深部組織温度変化と体感への効果

シャープ株式会社　　篠崎　大祐
P-3-098 バドミントン特異的トレーニングがバランス機能に及ぼす影響

筑波大学　大学院　　林　純平
P-3-099 当院におけるがんリハビリテーションの実態

埼玉県立がんセンター　整形外科　　吉田　龍
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P-3-100 筋損傷後の超早期軽負荷運動は筋回復に与える影響
畿央大学　　今北　英高

P-3-101 自重スロートレーニングの長期的効果-マシントレーニングとの比較-
香川大学　医学部　公衆衛生学　　神田　かなえ

P-3-102 水中運動時に四肢に浮き具を付けた時の運動効果の検討
国士舘大学　体育学部　体育学科　　須藤　明治

P-3-103 鍼刺激と運動療法の併用による運動耐用能に対する効果の検証
東京メディカルスポーツ専門学校 理学療法士科　　鈴木　真由美

P-3-104 要介護者に対するリハビリ（ストレッチ・トレーニング）が身体機能に及ぼす効果
大阪市立大学　都市健康・スポーツ研究センター　　渡辺　一志

P-3-105 高校野球選手の腰痛症に対する体幹・股関節筋力トレーニングの効果について
大阪河崎リハビリテーション大学　リハビリテーション学部　理学療法学専攻　　中尾　英俊

P-3-106 スポーツ系学部新入生の機能的動作評価
法政大学　スポーツ健康学部　　泉　重樹

P-3-107 立位における吸気筋力と胸椎後彎角・可動性との関係
首都大学東京　健康福祉学部　理学療法学科　　古川　順光

P-3-108 動作ピッチの相違が連続跳躍動作時の体幹および下肢運動に及ぼす影響
文京学院大学　保健医療技術学部　理学療法学科　　中俣　修

P-3-109 腸腰筋に対するストレッチングが胸腰椎・骨盤アライメントへ与える効果
八王子スポーツ整形外科　リハビリテーションセンター　　石田　優子

P-3-110 野球選手に対する複合機能評価向上への即時効果
丸太町リハビリテーションクリニック　　松井　知之

P-3-111 低強度負荷によるレッグエクステンション運動後のレッグプレス運動が下肢筋群の協働筋活動に及ぼす影響
東京理科大学　理工学部　教養　　向本　敬洋

P-3-112 高齢者の集団エクササイズプログラムが体力及び脈波伝播速度に及ぼす影響
追手門学院大学　基盤教育機構　　松井　健

スポーツと疾患③
P-3-176 大学女子ハンドボール選手における足関節外傷発生前の身体各部位の疼痛状況について

筑波大学　人間総合科学研究科　体育学専攻　　竹上　綾香

9月18日(月祝）　12：10～13：10　ポスター会場②（2号館1Ｆ214番教室）
代謝②
P-3-113 レジスタンストレーニングが異なる下肢骨格筋の膜輸送タンパク質に与える影響

大阪教育大学　教育学部　健康生活科学講座　　小笠原　佑衣
P-3-114 骨格筋グリコーゲン濃度の違いが高強度運動時の乳酸代謝を中心としたエネルギー代謝に及ぼす影響

東京大学　身体運動科学　　高橋　謙也
P-3-115 二重標識水法による脊髄損傷アスリートの総エネルギー消費量の検討

国立スポーツ科学センター　　元永　恵子
P-3-116 長期間の身体不活動が筋内・筋間・皮下脂肪体積に及ぼす影響

名古屋大学大学院　　小川　まどか
P-3-117 運動強度の違いが遅筋線維群の筋線維鞘下ミトコンドリアのMCT、PDH、COX4発現量に及ぼす影響

大阪教育大学大学院　健康科学専攻　　西口　治佳
P-3-118 大学生男子陸上長距離選手におけるエネルギー摂取量及び消費量の評価

帝京大学　　市川　麻美子
P-3-119 健常男性におけるアルギニン・アラニン・フェニルアラニン混合物の安静時代謝応答

株式会社　明治　　三本木　千秋
P-3-120 黒酢摂取が持久的トレーニングの効果に与える影響

東京大学大学院　総合文化研究科　　萬城　麻衣
P-3-121 肥満ラットにおける短期間の絶食が膵臓のインスリン含量に及ぼす影響

東京大学大学院　　野中　雄大
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P-3-122 13C-MRSによる非侵襲的な肝グリコーゲン濃度の評価方法の確立
国立スポーツ科学センター　　岩山　海渡

P-3-123 レジスタンストレーニングが糖尿病の解糖系代謝に及ぼす影響
大阪教育大学　健康生活科学講座　　砂場　優里子

P-3-124 持久的運動後の糖質・タンパク質摂取時の骨格筋タンパク質合成系シグナル経路の応答
東京大学　総合文化　　高橋　祐美子

P-3-125 TGR5を介した細胞内甲状腺ホルモン活性化による骨格筋分岐鎖アミノ酸異化の制御
東京医科大学茨城医療センター　　宮崎　照雄

P-3-126 運動介入による肝臓脂肪の変化と血中βアミノイソ酪酸濃度の関連
長崎県立大学　　石原　麻由

P-3-127 高比重リポ蛋白 (HDL) が骨格筋ミトコンドリア機能へ与える影響
福岡大学　　後藤　佑介

栄養，消化②
P-3-128 運動とミルクプロテイン強化乳飲料およびビタミン・微量元素強化飲料の継続摂取が若年女性の身体組

成、鉄栄養状態に及ぼす影響
株式会社明治　食機能科学研究所　スポーツニュートリション研究部　　高梨　淳子

P-3-129 低強度の運動がシトルリン投与の生理学的作用に及ぼす影響
東京大学大学院　総合文化研究科　　佐藤　洋介

P-3-130 大学ハンドボール選手の食生活と食意識の現状～全日本学生ハンドボール選手権大会時のアンケート
調査より～

和洋女子大学　家政学群　健康栄養学類　　永澤　貴昭
P-3-131 グルタミン摂取が黄体期の主観的コンディション低下に与える効果

日本体育大学　大学院　　亀本　佳世子
P-3-132 スポーツ活動に関わる大学生によるアプリを利用した栄養サポート

日本大学大学院　　中村　和里
P-3-133 大学生陸上競技部選手に対する栄養教育の実践とその検証

和洋女子大学大学院　　高梨　萌
P-3-134 競技スポーツにおける食事サポート－大学生の競技成績に影響を与える要因について－

昭和女子大学　　銭谷　初穂
P-3-135 アスリートの増量を目的とした食事改善方法とたんぱく質強化食品の併用について

日本大学　大学院　　鈴木　愛勇
P-3-136 BCAA摂取はトレーニングの休止に伴う骨格筋ミトコンドリアの減少を抑制する -筋の違いに着目した検討-

東京大学　　松永　裕
P-3-137 グリコーゲンローディング時における筋グリコーゲン量と体水分量の関係ーインピーダンス法を用いた検討ｰ

名桜大学　人間健康学部　スポーツ健康学科　　奥本　正

加齢，性差③
P-3-138 学年別にみた男女児童における投動作の特徴

帝京平成大学　　伊藤　博一
P-3-139 投能力を向上させる新たな教材・教具としてのメンコ遊びの可能性～小学校低学年・中学年・高学年を

対象とした調査から～
帝京平成大学　　塩崎　七穂

P-3-140 3 ヶ月間の運動遊びの導入が幼児の体力・運動能力に及ぼす影響
関東学院大学　　浮田　咲子

P-3-141 成長期男子における大腿四頭筋形態の縦断変化
帝京平成大学　　関根　悠太

P-3-142 カンボジアの学校における給食プログラムが児童の発育に及ぼす効果
愛知教育大学大学院　　古田　理郁

P-3-143 異なる運動様式の運動が感情尺度へ及ぼす影響
東京学芸大学大学院　教育学研究科　　倉田　クラン
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P-3-144 幼児期における全身反応時間の年齢差および脚伸展筋力との関係
愛知教育大学大学院　　片岡　佑衣

P-3-145 立位股関節回旋角度測定法による幼児・児童の動的姿勢制御力の観察
東京医大　人体構造学　　竹内　京子

P-3-146 下肢の制御機能の動きを含んだコオーディネーション運動が園庭の無い保育所に在籍する園児の体力
運動能力に及ぼす影響

WSP　　小林　宜義
P-3-147 コミュニティにおける生き粋びぜん体操の介護予防効果

環太平洋大学　体育学部　健康科学科　　早田　剛
P-3-148 マリアンナ筋力アップ教室におけるサルコペニアへの対応の試み-筋量の差による検討-

聖マリアンナ医科大学　スポーツ医学講座　　寺脇　史子
P-3-149 高齢者の最大下有酸素能力と作業記憶能力の関係

明治安田厚生事業団体力医学研究所　　兵頭　和樹
P-3-150 地域高齢者の睡眠障害と身体能力及び身体活動の関係

福岡大学　　木室　ゆかり
P-3-151 高齢者における身体活動量ならびに体力と時計遺伝子発現の関連

早稲田大学　　高橋　将記
P-3-152 高齢者へのスロージョギングによる運動介入が身体活動量に及ぼす影響～福岡アイランドシティ Study～

福岡大学大学院　スポーツ健康科学研究科　スポーツ健康科学専攻　　高江　理恵
P-3-153 加齢に伴う骨格筋の脂肪化と運動習慣の解析

明治国際医療大学　医学教育研究センター　医療情報学　　渡邉　康晴
P-3-154 12週間のレジスタンス運動と乳たんぱく質・微量栄養素摂取が血漿アミノ酸濃度に及ぼす影響：ランダ

ム化比較試験の二次解析
東京都健康長寿医療センター研究所　　清野　諭

P-3-155 日本人における歩容の性・年代別変化と基準値の検討
花王株式会社　　富崎　真澄

P-3-156 高齢者における安静時脳糖代謝量と5年後の歩行速度低下の関連
東京都健康長寿医療センター研究所　　桜井　良太

P-3-157 月経周期に伴う下腿水分量の変動が運動パフォーマンスに及ぼす影響
筑波大学　　澤井　朱美

P-3-158 高齢者の生活リズムと肥満度との関連
早稲田大学　　樋口　満

P-3-159 中高年者におけるクロノタイプと身体組成との関連
早稲田大学　　伊藤　智子

P-3-160 高血圧ラットにおける血圧調節の性差－孤束核遺伝子発現に着目して－
お茶の水女子大学　　グホ　サビン

P-3-161 暗算負荷に対する唾液アミラーゼ活性および心拍変動における性差
大阪経済大学情報社会学部　　野村　国彦

P-3-162 地域在住の高齢者を対象とした定期的に行う体操教室が身体能力に及ぼす効果
帝京大学　医療技術学部　スポーツ医療学科　　佐野村　学

P-3-163 宮崎県児湯郡木城町における高齢者運動機能測定結果の分析
訪問看護ステーションLife　　川名　俊和

P-3-164 特定健康診査でロコミル（ロコモ健診）を同時受診することの有用性
アルケア株式会社　　三浦　隆

P-3-165 運動習慣を持つ地域在住高齢者のロコモ関連体力と生活習慣
相模女子大学　　坂手　誠治

その他のスポーツ医学的研究②
P-3-166 大学野球新入部員に対するコンディショニングの効果判定－FMSTMを用いた検討－

東海学園大学　スポーツ健康科学部　　高崎　恭輔
P-3-167 中高齢女性における運動介入が動脈スティフネスに及ぼす影響

関西大学　人間健康学部　　小芝　裕也
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P-3-168 ウエットスーツの着用が血圧および脈波伝播速度に及ぼす影響
岡山大学　　吉岡　哲

P-3-169 ジャパンラグビートップリーグチームにおけるゲーム結果を考慮したランニング・パフォーマンスの分析
同志社大学　　山本　隼年

P-3-170 関節可動域と下肢・体幹複合評価の関連に関する検討
丸太町リハビリテーションクリニック　　平本　真知子

P-3-171 EPAの摂取が男子サッカー選手の高強度間欠的運動パフォーマンスに与える影響
筑波大学人間総合科学研究科　　高田　祐太郎

P-3-172 イップスを克服した学生テニスプレイヤーの一症例
ハバナトレーナーズルーム　　石原　心

P-3-173 野球におけるスイングスピードと打球飛距離を決定する要因について
大阪府立大学大学院　総合リハビリテーション研究科　　矢野　勇貴

P-3-174 ハンドエルゴメーター運動後の尿量と尿意感の変化
川崎医療福祉大学 医療技術学部　健康体育学科　　和田　拓真

P-3-175 自閉症者を対象とした水中運動教室における脈拍数の変化
川崎医療福祉大学　　小野寺　昇

バイオメカニクス③
P-3-177 バレリーナのターンアウトの3次元動作解析

同志社大学大学院　スポーツ健康科学研究科　　橘　未都
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【大会長講演】

変形性膝関節症におけるスポーツの功罪

三　浦　裕　正
（愛媛大学医学部附属病院長）

座長：小 野 寺 　昇（川崎医療福祉大学医療技術学部）

　変形性関節症（OA）は関節軟骨の退行変性を基盤と
して，過剰なメカニカルストレスが作用することにより
軟骨の変性，摩耗を生じる疾患である．特に膝関節は骨
性形状が不安定であるという構造上の特徴と，大きな負
荷が作用しやすい力学的環境から，生体関節の中でも
スポーツ傷害やOAをきたしやすい関節のひとつと言え
る．膝OAは高齢者の膝関節痛の原因として最も頻度が
高く，大規模疫学調査であるROAD studyによると国内
の潜在患者数は約2530万人，症状を有する患者は850万
人と推定されている．
　一方で，山登り，ウォーキング，ジョギング，テニス，
ゴルフなどのスポーツを楽しむ高齢者は近年増加傾向に
ある．総務省統計局のデータによると，20歳以上の人で
一週間にスポーツを行った時間は，男女共に60歳代が
もっとも長く，平均で男性60歳代は 2 時間54分，女性
60歳代は 1 時間43分であった．また60歳代のスポーツ
時間はここ20年ほどの間に約 6割増にまで伸びており，
高齢者の運動習慣は増加していると言える．スポーツは
筋力増強効果，敏捷性やバランスの向上，また心理面に
おいても優れた効用が期待できるが，反面，過度なスポー
ツ活動はOAの発症・進行要因となるため注意が必要で
ある．
　今回の講演では，スポーツと膝OAの関係性について，
膝OAの発症原因としてのスポーツ，膝OAの治療とし
てのスポーツ，およびTKA後のスポーツ活動等，いく
つかの異なる観点から考察を深めたい．
1．膝OAの発症原因としてのスポーツ
　一般的には膝OAの危険因子としては女性，高齢であ
ること，また肥満が指摘されており，体重と比べて，相
対的に大腿四頭筋力が弱いと膝OAになりやすいという
報告もある．膝OA発症に関するスポーツの関与につい
ては，多くの論文があるが，正常膝の場合，レクリエー
ションスポーツでは膝OAの進行は少なく，膝外傷の既
往，肥満，運動強度の程度が膝OA発症に影響すると報
告されている．また半月板損傷に対する半月板全切除や
ACL損傷未治療例では膝OAが確実に進行する．
2．OA治療としてのスポーツ
　大腿四頭筋は膝関節の安定化に重要であり，膝OAの
治療として大腿四頭筋訓練の有用性は多くのRCTで確
認されている．膝OAに対しては，下肢挙上訓練，ウォー
キング，自転車，水泳など膝に負担の少ない訓練法や低
衝撃性スポーツを選択する必要がある．ランニングは，
着地時に体重の 8倍から10倍もの大きな関節力が衝撃的
に，しかも反復して股関節や膝関節に作用すると推定さ

れており，膝OAにとって症状の悪化が危惧される．
3．TKAのスポーツ活動
　高度の変形，破壊を来した場合には人工膝関節置換術
（TKA）が適応となる．除痛効果と機能改善によりTKA
術後にスポーツ活動を希望する患者は少なくないが，ど
のようなスポーツを選択するかどうかは，長期成績に直
結する重要な課題である．
　Kusterは，TKA後のスポーツによる適度な刺激は骨
質を改善し，インプラントの固定性を向上させ，ルース
ニングの発生率を低下させる可能性があると述べてい
る．したがって，適性種目に限定すれば，筋力増強，敏
捷性やバランスの向上，あるいは心理面においても，む
しろ有利に働くことが期待できる．
　一方，摩耗量は面圧と摩擦距離の積に比例することか
ら，TKA術後の活動性の増加はポリエチレン摩耗を促
進したり，インプラント界面へのストレス増加によるゆ
るみの増加，あるいは脱臼，インプラント周囲の骨折な
どを惹起する危険性がある．
　人工関節置換術後のスポーツ活動に関して，米国の
Hip SocietyおよびKnee Societyではメンバーへのアン
ケート調査の結果に基づきガイドラインを作成してお
り，衝撃性の少ないスポーツである低衝撃性エアロビク
ス・ダンス，エアロバイク，ボーリング，ゴルフ，乗馬，
ウォーキング，クロケット，水泳，射撃などを推奨して
いる．一方，基本的に衝撃性の高いジャンプ系，コンタ
クト系のスポーツはTKAには禁忌とされている．注意
すべきは禁止種目にジョギングが含まれていることであ
り，前述したように体重の 8～10倍という大きな関節力
が衝撃的に，しかも反復して作用する運動であることを
考慮すべきである．
　われわれはTKA後のゴルフについて動態解析を実施
した．患者には透視装置の間で素振りを行わせ，患側膝
の透視像を記録し，イメージマッチング法を用いて動態
解析を行った．右TKA施行例では，アドレスからバッ
クスイング開始直後，およびトップの位置まで，大腿骨
は脛骨に対し徐々に外旋していき，その後トップから
フィニッシュまで一気に内旋し，平均で20度以上の内旋
が生じていた．左TKA施行例では，アドレスから徐々
に内旋していき，トップからフィニッシュまでで一気に
10度以上の外旋が生じていた．最近接点の移動をみると，
回旋に加え，側方移動も生じており，ポリエチレンイン
サートのエッジでの接触が危惧された．このようにゴル
フスイング中は過剰な回旋および側方移動により厳しい
接触状態にあることが予想される．


