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Report on Research Activities
(2009年 1 月 1 日～2009年12月31日)
ここに収録された題目及びその概要は，学内研究者の発表したもののうち，2009年 1 月 1 日より2009年12月
31日迄の期間に刊行されたものに限り，論文の性質，発表機関などには一切制限を加えず，すべて規定の用紙

で提供された原稿のまま掲載した．

己，花輪朋樹，七田祐匡，山倉文幸，河合祥雄，形本靜

〔スポーツ科学科〕

夫，岩井秀明．中高年における身体活動レベルと動脈硬化

―スポーツ医科学コース―
. 教授
形本

指標との相関― MDALDL，ウエスト周囲径，HDLcho
を中心としての検討―．日本衛生学雑誌， 63 ( 2 ) 512,

靜夫（運動生理学）

2008.（前年度脱落分）

1.

原著論文

2)

雨宮有子，池田啓一，中島

滋，山倉文幸，河合祥

1)

Tainaka K, Takizawa T, Katamoto S, Aoki J Six-year

雄，形本靜夫，中里祐二，加部

勇，信太直己，岩井秀

prospective study of physical ˆtness and incidence of disa-

明．肥満者・動脈硬化症患者における酸化傷害の亢進と血

bility among community-dwelling Japanese elderly women

清中銅・亜鉛濃度との関連．BIOMEDICAL RESEARCH

Geriatr Gerontol Int 9(1): 2128, 2009. 3

ON TRACE ELEMENTS, 19(2): 192, 2008.（前年度脱落

2)

分）

Amamiya Y, Nakajima S, Ikeda K, Shida N, Yamakura

F, Kawai S, Katamoto S, Kabe I, Tsuchiya T, Iwai H. Nega-

3)

池田啓一，雨宮有子，信太直己，高子真吾，山倉文

tive correlations between free histidine content in plasma

幸，加部

and BMI or area of visceral fat. J Phys Fitness, Nutr Im-

症早期診断項目としての血中マーカー探索．日本衛生学雑

勇，河合祥雄，形本靜夫，岩井秀明．動脈硬化

munol 18(2): 87～91. 2009. 5

誌，64(2): 569, 2009

3)

4)

Ishii H, Yanagiya T, Naito H, Katamoto S, Maruyama

雨宮有子，池田啓一，信太直己，高子真吾，中里祐

T. Numerical study of ball behavior in side-foot soccer kick

二，中島

滋，山倉文幸，河合祥雄，形本靜夫，岩井秀

based on impact dynamic theory. J Biomech 2009. 9 (Epub

明．動脈硬化症患者における血清中骨代謝指標および亜鉛
濃度．日本衛生学雑誌，64(2): 573, 2009.

ahead of print)

5)

柿木

亮，内藤久士，小倉裕司，形本静夫．温熱負荷

2.

研究報告・研究資料等

がラット骨格筋の mTOR シグナル伝達系に及ぼす影響．

1)

形本静夫，内丸

第17回日本運動生理学会大会，東京，2009. 7

仁，田畑昭秀，福田公夫，斑目秀

雄．低酸素トレーニングが自転車競技トラック選手の無酸

6)

素パワー出力に及ぼす影響． JISS スポーツ医・科学研究

人，形本静夫．持久的運動後の糖質およびペプチドの摂取

事業プロジェクト研究 B（競技種目別研究）報告書平成17

が骨格筋の mTOR シグナル伝達に及ぼす影響．第64回日

～18年度，84～91, 2009. 2

本体力医学会大会，新潟，2009. 9

2)

7)

佐賀典生，内藤久士，形本静夫．伸張性運動直後の温

柿木

亮，内藤久士，関根紀子，佐賀典生，深井勇

深井勇人，内藤久士，形本静夫．ダウンランニングが

熱処置が筋痛・筋損傷に及ぼす影響．デサントスポーツ科

ラット骨格筋における HSP 発現および筋損傷に及ぼす影

学 30, 62～69, 2009. 5

響．第64回日本体力医学会大会，新潟，2009. 9
8)

3.

第64回日本体力医学会大会，新潟，2009. 9

【国内学会】
1)

雨宮有子，池田啓一，中島

似田泰子，内藤久士，形本静夫． Wii Fit を用いたバ

ランストレーニングが全身のバランス能力に及ぼす影響．

学会発表
滋，加部

勇，信太直

9)

佐賀典生，形本静夫，内藤久士．伸張性収縮前の温熱
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処置が女性の筋損傷・筋痛に及ぼす影響．第64回日本体力

49, 2009

医学会大会，新潟，2009. 9

5)

10)
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Ishizaki S, Katamoto S, Naito H, Nogawa H, Sakuraba

関根紀子，内藤久士，張間裕子，佐賀典生，形本静

K, Kai F, Seita T, Kunii M, Aoki J. EŠects of creatine sup-

夫． ACTN3 遺伝子多型と中高年女性のトレーニング効

plementation on 12week water exercise program in older

果．第64回日本体力医学会大会，新潟，2009. 9

adults. The 14th Annual Congress of the European College of

11 )

Sport Science in Oslo/Norway, June. 2009.

内田

孝，形本静夫，内藤久士． ACTN3 遺伝子型

と筋力発揮特性との関連性．第52回卒業論文・修士論文発

6)

表会（日本女子体育連盟）2009年 2 月

Kakigi R, Katamoto S. EŠects of diŠerent intensity and du-

12)

祐，内藤久士，形本静夫．身体のバランス能

ration of endurance training on satellite cell content in rat

力向上をねらいとした足底感覚刺激運動の有効性．第52回

skeletal muscle. The 14th Annual Congress of the European

卒業論文・修士論文発表会（日本女子体育連盟）2009年 2

College of Sport Science in Oslo/Norway, June. 2009.

月

7)

13)

突山

今井

Kurosaka M, Naito H, Ichinoseki-Sekine N, Ogura Y,

Saga N, Imai H, Kai F, Katamoto S, Naito H, Sakuraba

悠，形本静夫，内藤久士．女性の月経周期の

K. In‰uence of heat preconditioning on eccentric contrac-

違いが遅発性筋痛に及ぼす影響．第52回卒業論文・修士論

tion-induced muscle damage and muscle sorness in women.

文発表会（日本女子体育連盟）2009年 2 月

The 14th Annual Congress of the European College of Sport

14)

Science in Oslo/Norway, June. 2009

辻本香緒里，内藤久士，形本静夫．陸上競技中距離

走トレーニングにおけるスパイクシューズの使用が筋疲労
へ及ぼす影響．第52回卒業論文・修士論文発表会（日本女

4.

その他

子体育連盟）2009年 2 月

1)

形本静夫．スポーツ生理学．キャリアを切り拓く大学

院・大学通信教育，仕事を磨ける社会人大学院の研究
【国際学会】
1)

Saga N, Nagata T, Katamoto S, Naito H, Kurosaka M,

Kobayashi I, Kakigi R, Ichinoseki-Sekine N. EŠect of nor-

と授業26, 44，朝日新聞出版東京，2009
2)

形本静夫．めざめよ

からだ―自転車で手軽に健康

づくりを―．清流 16(10): 90～91, 2009. 10

mobaric diŠerent oxygen concentration on anaerobic
energy release during supramaximal exercise in cyclists.

The American College of Sports Medicine 56th Annual Meeting, Seattle, USA, 2009, Medicine and Science in Sports and
Exercise, 41: 5 supplement, S375, 2009.
2)

Kakigi R, Naito H, Ichinoseki-Sekine N, Saga N, Fukai

〔スポーツ科学科〕
―スポーツ医科学コース―
. 教授
河合 祥雄（スポーツ医学（内科））

Y, Katamoto S. The eŠect of a carbohydrate supplement

著

with peptide provided after endurance exercise on mTOR

河合祥雄リウマチ熱，「新臨床内科学，第 9 版」，高久史

signaling in skeletal muscle. The American College of Sports

麿ほか監修，貫和敏博ほか編集，医学書院，東京， 199 

Medicine 56th Annual Meeting, Seattle, USA, 2009, Medi-

201.

cine and Science in Sports and Exercise, 41: 5 supplement,

河合祥雄心筋症病理の包括的理解―心筋症の病理像はひ

S279, 2009.

とつではない―，in 鄭

3)

Up to Date」2227，医師薬出版株式会社，東京．

Ichinoseki-Sekine N, Naito H, Kakigi R, Fukai Y,

書

忠和編集「心筋症―基礎と臨床

Katamoto S. EŠects of long- term voluntary wheel running

河合祥雄｢健康生活コーディネート学習教材」，千葉県健

on liver and muscle in SNARK-deˆcient mice. 14th Inter-

康福祉部健康づくり支援課がん・生活習慣病病対策室

national conference: Biochemistry of exercise. (Guelph,

河合祥雄心臓腫瘍，「メディカルノート

Canada) Book of abstracts 66, 2009

わかる」，相澤義房編集，西村書店，東京，160163.

4)

循環器疾患が

Fukai Y, Naito H, Katamoto S. EŠect of downhill run-

ning on HSP expression and muscle damage in rat hin-

原

著

dlimb skeletal muscles. 14th International conference:

Sumide T, Shimada K, Ohmura H, Onishi T, Kawakami K,

Biochemistry of exercise. (Guelph, Canada) Book of abstracts

Masaki Y, Fukao K, Nishitani M, Kume A, Sato H, Sunaya-
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ma S, Kawai S, Shimada A, Yamamoto T, Kikuchi K, Ama-

抄

録

no A, Daida H.: Relationship between exercise tolerance

Kawai S: Clinicopathology of Takotsubo (Ampulla)

and muscle strength following cardiac rehabilitation: Com-

Cardiomyopathy in Japan. Journal of the Taiwan Society of

parison of patients after cardiac surgery and patients with

Echocardiography 3(1): 3132, 2009.

myocardial infarction. J Cardiol. 2009 Oct; 54(2): 27381.

河合祥雄，染谷由希，丸井英二学生時代および現在の運

Amamiya y, Nakajima S, Ikeda K, Shida N, Yamakura F,

動量，生活様式と疾病との関連順天堂同窓生研究．順天

Kawai S, Nakazato Y, Katamoto S, Kabe I, Tsuchiya T, Iwai

堂医学55巻 3 号，363 (2009).

H.: Journal of Physical Fitness, Nutrition and Immunology, 18(2): 8791, 2009.

学会発表

Onishi T, Shimada T, Sunayama S, Ohmura H, Sumide T,

S, Kawai: Clinicopathology of Takotsubo (Ampulla)

Masaki Y, Fuako K, NishtaniM, Kume A, Sato HI, Naito H,

Cardiomyopathy in Japan. 2009 annual scientiˆc session of

Kawai S, Amano A, Daida H.: EŠects of cardiac rehabilita-

Taiwan Society of Echocardiography. 2009. 5. 3

tion in patients with metabolic syndrome after coronary

河合祥雄，石原智美，鈴木勝彦，鈴木大地館山 OWS に

artery bypass grafting. J Cardiol 53: 381387, 2009.

おけるレース後体温と食事調査の報告．第12回

水と健康

医学研究会，如水会館，東京，座長吉川茂樹， 2009. 6.
報告書
仲村

6

明，染谷由希，河合祥雄，澤木啓祐，丸井英二，高

河合祥雄，鈴木勝彦，鈴木大地，石原智美海浜実習にお

田和子陸上競技部 OB における競技歴と現在の運動習

ける遠泳後体温と食事調査．第 12 回

慣・健康状態

会，如水会館，東京，座長吉川茂樹，2009. 6. 6

順天堂大学同窓生研究．順天堂スポーツ健

水と健康医学研究

康科学研究 1 巻 2 号198201, (2009).

河合祥雄，久保田洋一，代田浩之スクーバ潜水時におけ

河合祥雄，熊倉啓祐，大津一義体育系学部大学生を対象

る心拍変動解析．第106回内科学総会・講演会，会頭

としたアンチ・ドーピング授業とその評価．順天堂スポー

芳知，座長福井次矢，東京国際フォーラム，2009. 4. 10

ツ健康科学研究 1 巻 2 号188193, (2009).

染谷由希，河合祥雄，藤田淑香学生時代の食・運動習慣

石原智美，河合祥雄，鈴木大地，鈴木勝彦館山オープン

と生活習慣病の関連．第20回日本臨床スポーツ医学会学術

ウォータースイムレース参加者における体温低下，身体組

集会，神戸国際展示場，神戸，（臨床スポーツ医学会誌17

成および栄養調査．順天堂スポーツ健康科学研究 1 巻 2 号

(4): S136, 2009, 2009. 11. 14.

194197, (2009).

塩谷みき，島田和典，大西

鈴木大地，石原智美，河合祥雄，鈴木勝彦遠泳における

性 心不全 患者 に対す る心 臓リハ ビリ テーシ ョン介 入の

深部体温低下におよぼす身体組成の影響．順天堂スポーツ

例．第20回日本臨床スポーツ医学会学術集会，神戸国際

岡

朋，角出貴宏，河合祥雄慢

健康科学研究 1 巻 2 号209213, (2009).

展示場，神戸，（臨床スポーツ医学会誌 17(4): S136, 2009.

久保田洋一，河合祥雄マリン実習参加者における誘発潜

2009. 11. 14.

水反射心電図と心拍変動記録．順天堂スポーツ健康科学研

山本正彦，河合祥雄過換気による呼吸筋持久力トレーニ

究 1 巻 2 号184187, (2009)

ングが安静時最大換気量（MVV）呼吸パターンに及ぼす
影響．第20回日本臨床スポーツ医学会学術集会，神戸国際

総

展示場，神戸，（臨床スポーツ医学会誌 17(4): S153, 2009.

説

上野めぐみ，河合祥雄，三野大来，鴨下

博在宅生活高

2009. 11. 14.

齢者の転倒関連因子についてのレビュー―メタアナリシス

河合祥雄，山本正彦体育系学部大学生を対するアンチ・

手法を用いて―．保健の科学51(3): 166171, 2009.

ドーピングプログラムとその効果．第 4 回日本体力医学会

河合祥雄たこつぼ心筋症の診断と治療．Medical Prctice

大会，朱鷺メッセ，新潟，会長宮崎秀夫，予稿集 263.

26(11): 18591862, 2009.

2009. 9. 19.

河合祥雄心膜・心筋炎診療における性差．成人病と生活

河合祥雄，山本正彦呼吸筋トレーニングが反復運動パフ

習慣病 The Journal of Adult Diseases 39(10):, 210921094,

ォーマンスと呼吸機能に及ぼす影響．第 4 回日本体力医学

2009.

会大会，朱鷺メッセ，新潟，会長宮崎秀夫，予稿集280.
2009. 9. 19.
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高遠哲也，芦田映直，世古義規，藤井

潤，河合祥雄家
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Science, 6: 128134, 2008

兎頸部迷走神経刺激後に出現する左心室基部心筋病変―逆

石川拓次，桜庭景植，丸山麻子，窪田敦之，門屋悠香，戸

タコツボ型心筋症の新しい実験モデル．第57回日本心臓病

塚涼子中高年における VTR を視聴しながら自宅で行う

学会学術集会，会長島本和明，札幌，9 月20日，座長阿

運動が QOL に及ぼす影響．EŠects of home exercises by

南隆一郎，岩永史郎．2009. 9. 20.

watching VTR on QOL for middle-age and elderly persons．

河合祥雄，鈴木宏昌，末吉徳芳，長浜眞人，芦田映直病

日本臨床スポーツ医学会誌 17(2): 291296, 2009

理から見た「たこつぼ心筋障害」の機序．厚生労働省難治

杉浦雄策，右田孝志，桜庭景植，佐久間和彦，青木純一

性疾患克服研究事業特発性心筋症に関する調査研究〈友池

郎牽引走トレーニングが筋の痛みと CK 値に及ぼす影

班〉2008年度第 2 回総会・研究報告会主任研究者北風政

響―超高速疾走に習熟した短距離走者を対象に―．日本臨

志，大阪府吹田，国立循環器病センター図書館． 2009. 3.

床スポーツ医学会誌 17(2): 247253, 2009
石川拓次，桜庭景植，丸山麻子，窪田敦之，門屋悠香，戸

3

河合祥雄，末吉徳芳，芦田映直，藤井

潤，長浜眞人逆

塚涼子閉経後の女性における体格および生活習慣が骨塩

タコツボ心筋症モデルにおける病変の局在について．厚生

量に及ぼす影響．日本臨床スポーツ医学会誌 17(3): 551

労働省難治性克服研究事業特発性心筋症に関する調査研

559, 2009

究〈北風班〉第 1 回2009年度班会議，座長吉川

勉，東京

石川拓次，桜庭景植さまざまなスポーツおよび身体活動

大学医学部付属病院入院棟 A15階大会議室．2009. 10. 1.

における骨代謝動態．Bone Metabolism Movement in Vari-

栗原壮太，河合祥雄，熊倉啓祐，大津一義体育系学部大

ous Sports and Physical Activities. CLINICAL CALCIUM

学生を対象としたアンチ・ドーピング教育プログラムの内

19(8); 11251131, 2009

容とその効果．第 5 回順天堂大学スポーツ健康科学部国際

金 勝 乾，三木英之，内山英司，成田哲也，森石丈二，森

シンポジウム

順天堂大学・北京体育大学国際交流協定締

淳，武田秀樹，桜庭景植，野沢雅彦，松田圭二小児のバ

結記念講演会

2009年 1 月31日さくらキャンパス．

スケットボールにおけるスポーツ障害について．日小整会

田代

剛

河合祥雄

山本正彦

石原智美

鈴木大地

遠

矢英憲安全なスノーケリングを目的としたスノーケル講

誌，18(2): 306309, 2009
【著書】

習教程の開発と評価．第 5 回順天堂大学スポーツ健康科学

桜庭景植第章．身体つくりの基礎知識，順天堂メソッ

部国際シンポジウム

順天堂大学・北京体育大学国際交流

ド―勝つための陸上競技―，澤木啓祐監修，ベースボー

協定締結記念講演会

2009年 1 月31日さくらキャンパス．

ル・マガジン社，東京，172178, 2009
桜庭景植膝・障害．外科的スポーツ外傷・障害，スポー

〔スポーツ科学科〕
―スポーツ医科学コース―
. 教授
桜庭 景植（スポーツ医学（外科）
）
【原著】

ツ指導者のためのスポーツ医学，改定第 2 版，小出清一，
福林

徹，河野一郎編集，南江堂，p115122, 2009

桜庭景植スポーツ外傷・障害のリハビリテーションと再
発予防スポーツの施設・用具・競技ルールからみた傷害
予防，スポーツ医学実践ナビ，武藤芳照編集，日本医事新
報社，東京，p280287, 2009

Sakuraba K, Ishikawa T: EŠect of isokinetic resistance

桜庭景植オーバーエクササイズー身体的側面の問題点，

training under a condition of restricted blood ‰ow with

「健康・体力づくりのための」トレーニング科学，北川薫

pressure J Orthop Sci 14(5); 631639, 2009

編集，東京，（印刷中），2009

Sumide T, Sakuraba K, Sawaki K, Ohmura H, Tamura Y:
EŠect of resistance exercise training combined with rela-

【シンポジウムなど】

tively low vascular occlusion. J Science and Medicine in

桜庭景植骨関節疾患リハビリテーション

―Up to date

Sports, 12: 107112, 2009

―膝関節に対する運動療法・筋力トレーニングの up to
～血流制限下筋力訓練を中心に～第46回日本リハビ

Yoshimitsu Kohmura, Hiroshi Yoshigi, Keishoku Sakuraba,

date

Kazuhiro Aoki,and Ryoko Totsuka; Development and Gen-

リテーション医学会学術集会，静岡， 6 月 4 6 日， 2009

der DiŠerences in Dynamic and Kinetic Visual Acuities in

抄録集 46 Suppl: s116, 2009

Children from 8 to 17 Years of Age. Intl J Sports and Health

金

勝乾，三木英之，内山英二，桜庭景植，成田哲也，森

順天堂スポーツ健康科学研究
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淳，武田秀樹(パネルディスカッショ

35

鈴木良雄，小原

誠，清水智美，金子幸輝，関

泰一

ン）成長期のバスケットボールにおけるスポーツ障害．第

時間ランニングにおける小麦 Wheat Gluten Hydrolysate

35回日本整形外科スポーツ医学会，群馬，9 月25日，2009

( WGH ）の摂取の影響（酸化ストレス・抗酸化力の面か
ら）．第 20 回日本臨床スポーツ医学会学術集会，神戸，

【国内発表】

2009. 11. 1415

杉浦雄策，佐久間和彦，桜庭景植，渋谷尚弘牽引走（超

村上幸士，桜庭景植超音波診断装置による腹横筋測定の

高速疾走）トレーニングにおけるハムストリング肉ばなれ

再考

とその予防について．第17回よこはまスポーツ整形外科フ

ツ医学会学術集会，神戸，2009. 11. 1415

ォーラム，横浜，2009. 6. 7.

丸山麻子，桜庭景植，甲斐史朗，引地美果，鹿倉二郎体

金子雅明，大島基紀，北川和彦，市川

毅，柿崎藤泰，桜

～筋膜の緊張に着目して～．第20回日本臨床スポー

育系大学生における全身関節弛緩性の特徴．第20回日本臨

庭景植片脚着地時の膝外反に関与する静的下肢アライメ

床スポーツ医学会学術集会，神戸，2009. 11. 1415

ントが接地後の筋活動に与える影響．第 17 回よこはまス

窪田敦之，桜庭景植，戸塚涼子，甲斐史朗，丸山麻子，石

ポーツ整形外科フォーラム，横浜，2009. 6. 7.

川拓次，洪

甲斐史朗，桜庭景植，雅樂十一，野尻英俊，石川拓次，丸

よび歩行に与える影響と血流制限の効果．第20回日本臨床

定男，鹿倉二郎固定・非荷重が下肢筋力お

山麻子，窪田敦之，門屋悠香，戸塚涼子第中足骨疲

スポーツ医学会学術集会，神戸，2009. 11

労骨折術後の再骨折に対して骨移植術を施行した例．第

東口友紀子，桜庭景植，丸山麻子，木村雅彦，下田良治，

17回よこはまスポーツ整形外科フォーラム，横浜， 2009.

永井

智，宮川俊平インソールの衝撃緩衝材の違いが身

6. 7.

体の疲労に及ぼす影響．第20回日本臨床スポーツ医学会学

小森裕子，桜庭景植，丸山麻子，渥美友理子，Patrick O'

術集会，神戸，2009. 11

Sullivan, Melanie Gran; 大学生に対するスポーツ傷害調査

門屋悠香，桜庭景植，石川拓次，丸山麻子，鹿倉二郎，日

―アメリカの B 大学と日本の J 大学の比較―．第 17 回よ

暮恭子足関節テーピングが膝関節機能へ及ぼす影響．第

こはまスポーツ整形外科フォーラム，横浜，2009. 6. 7.

20回日本臨床スポーツ医学会学術集会，神戸，2009. 11

鈴木良雄，太田

眞，今西昭雄，渡辺雅之，桜庭景植，小

熊崎敏真，桜庭景植，廣津信義，吉村雅文，窪田敦之，丸

林弘幸，清水智美，時間走における定時的な WGH 摂

山麻子フットサルにおける傷害と傷害要因についての検

取が血中グルタミン濃度，走行能力等に及ぼす影響につい

討 年 F リーグ開幕年目に注目して．第 20 回日本

て．第 17回日本運動生理学会大会，東京， 7 月 25 26日，

臨床スポーツ医学会学術集会，神戸，2009. 11

2009

戸塚涼子，桜庭景植，窪田敦之，甲斐史朗，丸山麻子，石

伴

好彦，木村瑞生，桜庭景植，木籐友規，米田継武

川拓次，鹿倉二郎血流制限が固定・非荷重によって生じ

Go-noGo 条件下の素早い力発揮と随伴する皮膚電気活動

る筋萎縮および筋力低下に及ぼす影響

について．第64回日本体力医学会，新潟，9 月20日，2009

着目して．第20回日本臨床スポーツ医学会学術集会，神戸，

牧野文彦，伊藤

2009. 11

潤，原田紀宏，熱田

了，桜庭景植，高

筋断面積の変化に

橋和久運動選手における運動誘発生喘息（EIA）の検討．

石川拓次，桜庭景植，丸山麻子，島

第20回日本臨床スポーツ医学会学術集会，神戸，2009. 11.

倉二郎，鈴木良雄，松岡由記km マラソンの完走を

1415

目指した一般ランナーへの医科学的サポート．第20回日本

平尾朋美，鯉川なつえ，青木和浩，桜庭景植，松岡由記，

臨床スポーツ医学会学術集会，神戸，2009. 11

鈴木良雄，澤木啓祐女子長距離ランナーにおける走運動

石川拓次，桜庭景植，鹿倉二郎，甲斐史朗，丸山麻子，窪

寿子，甲斐史朗，鹿

負荷後の WGH 摂取の効果．第 20 回日本臨床スポーツ医

田敦之，門屋悠香，戸塚涼子大学生競技者における膝関

学会学術集会，神戸，2009. 11. 1415

節筋力と競技種目．第 36回関東膝を語る会，神戸， 2009.

鈴木良雄，越智利国，小島美和子，本仮屋雅美，桜庭景

11

植， 石川 拓次 ，松岡 由記 半年 間の総 合サ ポート より
km ウルトラマラソンを完走した市民ランナー

～

【講演】

WGH 摂取の影響を中心に～．第20回日本臨床スポーツ医

桜庭景植運動器の機能・解剖と外傷・傷害（下肢）．，日

学会学術集会，神戸，

本体育協会公認アスレチックトレーナー養成講習会，東京，

太田

2009. 11. 1415

眞，渡辺雅之，桜庭景植，小笠原定雅，小堀悦考，

2 月 4 日，2009

順天堂スポーツ健康科学研究

36

第 1 巻 Supplement (2010)

桜庭景植スポーツ行事と安全管理～現場における救急処

. km マラソンの完走を目指した一般ランナーへの

置～．日本体育協会公認スポーツドクター講習会，東京，

医科学的サポート（前向き調査）石川拓次，桜庭景植，

2 月22日，2009

丸山麻子，島

桜庭景植トップアスリートへの医科学支援，日向市ス

岡由記．第20回臨床スポーツ医学会学術集会，2009年11月．

寿子，甲斐史朗，鹿倉二郎，鈴木良雄，松

ポーツ医学会講演，宮崎，3 月 3 日，2009
桜庭景植スポーツ外傷と救急処置．2009年度関東大学バ

.

スケットボール連盟安全講習会．7 月 4 日，東京，2009.

香，桜庭景植，石川拓次，丸山麻子，鹿倉二郎，日暮恭

桜庭景植職域や地域で簡単に出来る運動指導―筋力ト

子．第20回臨床スポーツ医学会学術集会，2009年11月．

足関節テーピングが膝関節機能へ及ぼす影響門屋悠

レーニングの実際―．第18回健康スポーツ医学研修会．東
京都医師会，7 月12日，東京，2009

.

桜庭景植膝関節の筋力特性加圧式血流制限の効果を中

力バランス勝原竜太，桜庭景植，吉儀

心に，第31回埼玉整形外科フォーラム，埼玉，9 月 3 日，

彦，窪田敦之，石川拓次，鹿倉二郎．第20回臨床スポーツ

2009

医学会学術集会，2009年11月．

大学スポーツ競技者における腰痛と体幹部の筋力・筋
宏，佐久間和

桜庭景植地域・職場で役に立つ運動療法の実際．千代田
区医師会産業医研修会，9 月23日，東京，2009

.

桜庭景植スポーツ指導者に必要な医学的知識―アス

筋力低下に及ぼす影響―筋断面積の変化に着目して―戸

リートの外傷・傷害と対策―．11月19日，東京，2009.

塚涼子，桜庭景植，窪田敦之，甲斐史朗，丸山麻子，石川

血流制限が固定・非荷重によって生じる筋萎縮および

拓次，鹿倉二郎．第 20 回臨床スポーツ医学会学術集会，
【そのほか】

2009年11月．

英語教育ビデオ
Visual Basic Medicine second ed. Skeletal and Muscle System. Sakuraba K supervisor, Institute of AV medical educa-

tion, Tokyo, (in press), 2009

桜庭景植長距離ランナーの疲労骨折，ラジオ放送（ラジ
オ日経），マルホ整形外科セミナー，12月30日，2009
桜庭景植第17回よこはまスポーツ整形外科フォーラム主
催，6 月 7 日，横浜，2009（シンポジウム小谷実可子，
高橋尚子ら）

〔スポーツ科学科〕
―スポーツ医科学コース―
. 教授
内藤 久士（運動生理学）
論文等
Onishi T, Shimada K, Sunayama S, Ohmura H, Sumide
T, Masaki Y, Fukao K, Nishitani M, Kume A, Sato H, Naito
H, Kawai S, Amano A, Daida H. EŠects of cardiac rehabili-

〔スポーツ科学科〕
―スポーツ医科学コース―
. 教授
鹿倉 二郎（アスレティックトレーナー）

tation in patients with metabolic syndrome after coronary
artery bypass grafting. J Cardiol. 53: 381387 (2009)

Ichinoseki-Sekine N, Naito H, Tsuchihara K, Kobayashi I,
Ogura Y, Kakigi R, Kurosaka M, Fujioka R, Esumi H. Pro-

〈学会発表〉

vision of a voluntary exercise environment enhances run-

.

ning activity and prevents obesity in Snark-deˆcient mice.

体育系大学生における全身弛緩性の特徴丸山麻子，

桜庭景植，甲斐史朗，引地美果，鹿倉二郎．第20回臨床ス

Am J Physiol Endocrinol Metab 296: E10131021 (2009)

ポーツ医学会学術集会，2009年11月．
Kurosaka M, Naito H, Ogura Y, Kojima A, Goto K,

.

固定・非荷重が下肢筋力および歩行に与える影響と血

Katamoto S. EŠects of voluntary running on satellite cells

流制限の効果窪田敦之，桜庭景植，戸塚涼子，甲斐史

in rat plantaris muscle. J Sports Sci Med. 8: 5157 (2009)

朗，丸山麻子，石川拓次，洪

定男，鹿倉二郎．第20回臨

床スポーツ医学会学術集会，2009年11月．

Ogura Y, Naito H, Kakigi R, Akema T, Sugiura T,
Katamoto S, Aoki J. DiŠerent adaptations of alpha-actinin
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isoforms to exercise training in rat skeletal muscles. Acta

ing, Seattle, USA, 平成21年 5 月，Medicine and Science in

Physiol 196: 341349 (2009)

Sports and Exercise, 41: 5 supplement, S375, 2009.

専門誌・報告書等
平成二十年度

Sawada SS, Naito H, Kakigi R, Okamoto T, Tsukamoto

体力・運動能力調査報告書（内藤久士，

K, Muto T, Blair SN. Fitness, fatness and cancer mortality.

廣津信義，関根紀子その他体育局担当官 3 名）．文部科学

Prospective study of japanease man. The American College

省（2009）

of Sports Medicine 56th Annual Meeting, Seattle, USA, 平成
21年 5 月，Medicine and Science in Sports and Exercise, 41:

平成年度日本体育協会スポーツ医・科学研究報告．

5 supplement, S279, 2009.

No. 子どもの発達段階に応じた体力向上プログラムの開

発事業（調査研究協力者として）．（2009）

Yoshihara T, Naito H, Sugiura T. EŠects of combination
of astaxanthin and heat stress on disuse muscle atrophy.

持久的トレーニング期間中の魚肉ペプチドの摂取がラッ

14th International conference: Biochemistry of exercise,

ト骨格筋の筋タンパクおよび筋グリコーゲン含量に及ぼす

Guelph, Canada, 平成21年 6 月，Book of abstracts 193, 2009

影響（内藤久士，関根紀子，黒坂光寿，柿木
フードインダストリー

亮）．ニュー

51(9) pp. 11～18 (2009)

Kakigi R, Naito H, Ichinoseki-Sekine N, Saga N, Fukai Y,
Katamoto S. The eŠect of a carbohydrate supplement with

「体力テスト」その評価と活用の視点（変わる力 探る
振り返る―効果的なフィードバック）．女子体育

51 ( 9 )

pp. 10～13 (2009)

peptide provided after endurance exercise on mTOR signaling in skeletal muscle. 14th International conference:

Biochemistry of exercise, Guelph, Canada, 平成21年 6 月，
Book of abstracts 78, 2009

伸張性運動直後の温熱処置が筋痛・筋損傷に及ぼす影響
（佐賀典生，内藤久士，形本静夫）．デサントスポーツ科学
30 pp. 62～69 (2009)

Ichinoseki-Sekine N, Naito H, Kakigi R, Fukai Y, Katamoto S. EŠects of long-term voluntary wheel running on liver
and muscle in SNARK-deˆcient mice. 14th International

conference: Biochemistry of exercise, Guelph, Canada, 平成

シンポジウム講演等
子どもの体力・運動能力の現状
果から―．日本運動生理学会

―文部科学省の調査結

21年 6 月，Book of abstracts 66, 2009

第17回大会（東京）シンポ

ジウム．平成21年 7 月25日

Fukai Y, Naito H, Katamoto S. EŠect of downhill running on HSP expression and muscle damage in rat hin-

特殊環境が生体機能適応システムに及ぼす影響―温熱と
運動・トレーニング．日本体力医学会

第64回大会（新潟）

シンポジウム．平成21年 9 月19日

dlimb skeletal muscles. 4th International conference: Bioche-

mistry of exercise, Guelph, Canada, 平成21年 6 月，Book of
abstracts 49, 2009

加熱負荷によりトレーニング効果をいっそう高める．ス

Ishizaki S, Katamoto S, Naito H, Nogawa H, Sakuraba K,

ポーツサイエンステクノロジー2009
（東京）シンポジウム．

Kai F, Seita T, Kunii M, Aoki J. EŠects of creatine sup-

平成21年10月 4 日

plementation on 12-week water exercise program in older
adults. The 14th Annual Congress of the European College of

国際（海外）学会発表

Sport Science in Oslo/Norway, 平成21年 6 月

Saga N, Nagata T, Katamoto S, Naito H, Kurosaka M,
Kobayashi I, Kakigi R, Ichinoseki-Sekine N. EŠect of nor-

Koltai E, Szabo Z, Kaneko T, Naito H, Goto S, Nyakas C,

mobaric diŠerent oxygen concentration on anaerobic

Radak Z. Age associated increase in SIRT1 and SIRT6 con-

energy release during supramaximal exercise in cyclists.

tent attenuated by exercise in rat skeletal muscle. The 14th

The American College of Sports Medicine 56th Annual Meet-

Annual Congress of the European College of Sport Science in
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会大会，東京，平成21年 7 月

Oslo/Norway, 平成21年 6 月
Kurosaka M, Naito H, Ichinoseki-Sekine N, Ogura Y,

杉浦崇夫，芝口

翼，後藤勝正，吉原利典，内藤久士，

Kakigi R, Katamoto S. EŠects of diŠerent intensity and du-

吉岡利忠．細胞骨格からみた熱ストレスによる筋萎縮抑制

ration of endurance training on satellite cell content in rat

効果．第17回日本運動生理学会大会，東京，平成21年 7 月

skeletal muscle. The 14th Annual Congress of the European

College of Sport Science in Oslo/Norway, 平成21年 6 月

関根紀子，内藤久士，張間裕子，佐賀典生，形本静夫．
ACTN3 遺伝子多型と中高年女性のトレーニング効果．第

Saga N, Imai H, Kai F, Katamoto S, Naito H, Sakuraba K.
In‰uence of heat preconditioning on eccentric contraction-

64回日本体力医学会大会，新潟，平成21年 9 月，体力科学
58(6): 900

induced muscle damage and muscle sorness in women. The

14th Annual Congress of the European College of Sport

佐賀典生，形本静夫，内藤久士．伸張性収縮前の温熱処
置が女性の筋損傷・筋痛に及ぼす影響．第64回日本体力医

Science in Oslo/Norway, 平成21年 6 月

学会大会，新潟，平成21年 9 月，体力科学

58(6): 663

Ichinoseki-Sekine N, Umetsu Y, Kakigi R, Naito H. EŠect
of voluntary wheel running on lipid peroxidation in Snark-

似田泰子，内藤久士，形本静夫． Wii Fit を用いたバラ

deˆcient mice. The 14th Annual Congress of the European

ンストレーニングが全身のバランス能力に及ぼす影響．第

College of Sport Science in Oslo/Norway, 平成21年 6 月

64回日本体力医学会大会，新潟，平成21年 9 月，体力科学
58(3): 902

Sawada SS, Kakigi R, Naito H, Okamoto T, Tsukamoto
K, Muto T. Joint in‰uence of dˆnking habits and

吉原利典，杉浦崇夫，芝口

翼，山元勇樹，後藤勝正，

cardiorespiratory ˆtness on the incidence of type 2 dia-

磯山智美，内藤久士，大森大二郎，吉岡利忠．筋タンパク

betes: A prospective study of japanease men. The First

質分解からみた熱ストレス負荷とアスタキサンチン投与の

Asia-Paciˆc Conference on Health Promotion and Education

組み合わせによる筋萎縮の抑制効果．第64回日本体力医学

in Chiba/Japan, 平成21年 7 月

会大会，新潟，平成21年 9 月，体力科学

58(6): 620

Ogura Y, Naito H, Kakigi R, Kurosaka M, Akema T.

深井勇人，内藤久士，形本静夫．ダウンヒルランニング

EŠect of ageing and exercise training on macroautophagy

がラット骨格筋における HSP 発現および筋損傷に及ぼす

proteins in rat skeletal muscles. The 37th International Con-

影響．第64回日本体力医学会大会，新潟，平成21年 9 月，

gress of Physiological Sciences, Kyoto, Japan, 平成21年 7 月

体力科学
柿木

国内学会発表

58(6): 621

亮，内藤久士，関根紀子，佐賀典生，深井勇人，

晋，内藤久士．

形本静夫．持久的運動後の糖質およびペプチドの摂取が骨

ホエイペプチド HW 3 の摂取が廃用性筋萎縮の回復過程

格筋の mTOR シグナル伝達に及ぼす影響．第64回日本体

に及ぼす影響．第17回日本運動生理学会大会，東京，平成

力医学会大会，新潟，平成 21 年 9 月，体力科学

21年 7 月

624

関根紀子，柿木

柿木

亮，小倉裕司，三浦

亮，内藤久士，小倉裕司，形本静夫．温熱負荷が

ラット骨格筋の mTOR シグナル伝達系に及ぼす影響．第
17回日本運動生理学会大会，東京，平成21年 7 月

梅津裕香，内藤久士，関根紀子，柿木

亮，形本静夫．

（）エピガロカテキンガレートの摂取がラットの廃用性
筋萎縮に及ぼす影響．第64回日本体力医学会大会，新潟，
平成21年 9 月，体力科学

芝口

58 ( 6 ) :

58(6): 620

翼，杉浦崇夫，後藤勝正，吉原利典，内藤久士，

大森大二郎，吉岡利忠．間欠的な再負荷と温熱負荷の組み
合わせによる筋萎縮抑制について．第17回日本運動生理学

小倉裕司，内藤久士，柿木

亮，明間立雄．運動トレー

ニングに伴うラット骨格筋 a アクチニンアイソフォーム
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の適応．第 64 回日本体力医学会大会，新潟，平成 21 年 9

レーニングにおけるスパイクシューズの使用が筋疲労へ及

月，体力科学

ぼす影響．第52回卒業論文・修士論文発表会（日本女子体

58(6): 634

育連盟）2009年 2 月
田村好史，櫻井裕子，筧佐

織，池田真一，佐賀典生，

小倉裕司，内藤久士，綿田裕孝，河盛隆造．ヒトにおける
高脂肪食負荷が，骨格筋細胞内脂質蓄積とインスリン抵抗
性発生に与える影響とその規定因子．第64回日本体力医学
会大会，新潟，平成21年 9 月，体力科学

58(6): 881

〔スポーツ科学科〕
―スポーツ医科学コース―
. 教授
吉儀

張間裕子，内藤久士，関根紀子，佐賀典生，形本静夫．

著書

有酸素およびレジスタンストレーニングにおける実施順序
の違いが中高齢女性の健康関連体力に及ぼす影響．第64回
日本体力医学会大会，新潟，平成21年 9 月，体力科学

宏（測定評価）

順天堂メソッド勝つための陸上競技
ガジン社

ベースボール・マ

2009年 4 月

58

(6): 901

原著論文
Development and Gender DiŠerences in Dynamic and

澤田

亨，柿木

亮，田中宏暁，桧垣靖樹，熊原秀晃，

Kinetic Visual Acuities in Children from 8 to 17 Years of

綾部誠也，内藤久士，岡本隆史，塚本浩二．加速時計を用

Age. International Journal of Sport and Health Science 6, pp

いて計測した身体活動量と生活習慣病の関係を調査する研

128134, 2008

究デザインの報告．第64回日本体力医学会大会，新潟，平
成21年 9 月，体力科学

58(6): 844

EŠects of Oral Supplementation with Cystine and Theanine on the Immune Function of Athletes in Endurance

山元勇樹，杉浦崇夫，吉原利典，芝口

翼，後藤勝正，

Exercise: Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled

磯山智美，内藤久士，大森大二郎，白木

仁，吉岡利忠．

Trial. Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry 73(4),

筋衛星細胞からみた熱負荷とアスタキサンチン摂取の組み

pp. 814821, 2009

合わせが筋萎縮抑制に及ぼす影響．第64回日本体力医学会
大会，新潟，平成21年 9 月，体力科学

58(6): 617

陸上競技m 選手における上肢及び下肢の無機的能力
と競技成績の関係

Future Athletics 6, 17, 2009

小林生海，内藤久士．競泳選手のアクチニン遺伝子
型．第52回卒業論文・修士論文発表会（日本女子体育連盟）
2009年 2 月，女子体育

51(12)

pp. 62～63 (2009)

競技会アナウンスに関する観客の満足度調査
コースーパー陸上競技大会川崎を中心に―
研究紀要

内田

―セイ
陸上競技

第 5 巻，3843, 2009

孝，形本静夫，内藤久士．ACTN3 遺伝子型と筋

力発揮特性との関連性．第52回卒業論文・修士論文発表会
（日本女子体育連盟）2009年 2 月

資料，報告他
順天堂大学体格体力累加測定

順天堂スポーツ健康

科学研究，11, 118128, 2009/3
突山

祐，内藤久士，形本静夫．身体のバランス能力向

上をねらいとした足底感覚刺激運動の有効性．第52回卒業
論文・修士論文発表会（日本女子体育連盟）2009年 2 月

片眼での基礎的守備練習が高校野球選手の視機能及び守
備能力に及ぼす影響

順天堂スポーツ健康科学研究，12,

251252, 2009/9

今井

悠，形本静夫，内藤久士．女性の月経周期の違い

が遅発性筋痛に及ぼす影響．第52回卒業論文・修士論文発
表会（日本女子体育連盟）2009年 2 月

アミノ酸混合物の経口摂取による陸上競技・長距離夏期
強化合宿時の免疫状態はの影響
誌

辻本香緒里，内藤久士，形本静夫．陸上競技中距離走ト

174, S137, 2009

日本臨床スポーツ医学会
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大学スポーツ競技者における腰痛と体幹部の筋力・筋力
バランス

日本臨床スポーツ医学会誌

174, S147, 2009

〔スポーツ科学科〕

米田

〔スポーツ科学科〕
―スポーツ医科学コース―
. 准教授
鈴木

―スポーツ医科学コース―
. 教授

第 1 巻 Supplement (2010)

勝彦（スポーツ栄養学）

【学会発表】
女子中学生・高校生・大学生の運動実施状況と生活習慣

継武（生理学）

との関連

Characteristic variation of muscle discharge during bal-

内敏康

鈴木勝彦・山田浩平・土屋
民族衛生

基・井上忠夫・竹

75（付録）7071 2009

中学から大学生までの女子 8000 名を調査対象からの分

listic force exertion

Yoneda T., Ogata K (Juntendo Univ.), Uchida Y (Waseda

析．中・高・大学生と年齢が上がるにつれ運動実施は減少

Univ.), Kitoh T, Ehara Y (Juntendo Univ.)

していた．日常生活で運動の少ないほど不規則な生活習慣

月，リスボン'09

平成21年 6

European Workshop on Movement

を送っていた．

Science (EWOMS)

本学学部生の食生活の実態と改善に関する一考察
Application of contact type muscle hardness meter during voluntary isometric contraction

貴司・野木淳裕・野村

Mitsuyoshi MURAYAMA, Ryota ITO, Takanori UCHIYA-

美・矢野可奈子・鈴木勝彦

MA (Keio Univ.), Tsugutake YONEDA (Juntendo Univ.)

部国際シンポジウム一般研究発表抄録集

平成21年 6 月，オスロ'09

European College of Sports

児玉

大雅・逆詰洋平・佐藤まりえ・田中千尋・綱島浩太・中山
将・萩谷勇太・前山隼人・安田聡
順天堂大学スポーツ健康科学
p. 59 2010

食習慣，食事内容について寮生といくつかの運動部を対
象に，アンケート調査と一部には体組成分析をおこなっ

Science (ECSS)

た．栄養素の不足と食に対する意識の低いことが見いださ
れた．競技力向上のための食の改善策を提案した．

着地筋放電への予測の影響
須田悠紀（順天堂大學大学院），米田継武，木藤友規（順
天堂大)

平成21年 7 月第17回日本運動生理学会（東京，

【報告】
関東大学バスケットボール選手権・リーグ戦にむけて～

慈恵医大）

男子バスケットボール部フィジカルトレーニングの取り組
Go-noGo 条件下の素早い力発揮と随伴する皮膚電気活

竹内敏康・中獄

誠・鈴木勝彦・桜庭景植

スポーツ健康科学研究第 1 巻 2 号

動について
伴

み～

好彦（順天堂大學大学院），木村瑞生（東京工芸大），

櫻庭景植，木藤友規，米田継武（順天堂大)

平成 21 年 9

月日本体力医学会（新潟市）

順天堂

202208 2009

本学男子バスケットボール部は，2007年度に 2 部リーグ
復帰，2008年全日本総合バスケットボール選手権ベスト32
位，2007年度リーグ戦では，得点王，スリーポイント王，
リバウンド王の個人表彰を独占した．そこで，これまでの
取り組みの検証を行った．

落下着地動作時の筋活動に関する研究
須田悠紀（順天堂大學大学院），木藤友規，加納
野光之，廣津信義，米田継武（順天堂大)
日本体力医学会（新潟市）

實，浜

平成21年 9 月

館山オープンウォータースイムレース参加者における体
温低下，身体組成および栄養調査
鈴木大地・鈴木勝彦
2号

石原智美・河合祥雄・

順天堂スポーツ健康科学研究第 1 巻

194208 2009

競技前後の体温を舌下温，鼓膜温で測定した（ 27名）．
体脂肪の低いほど体温低下がみられた．浸水時間の長いほ
ど遠泳後の体温が高くなる傾向がみられた．タンパク質，
脂質の摂取量の多いほど競技後の体温が高い傾向がみられ
た．
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遠泳における深部体温低下に及ぼす身体組成の影響
木大地・石原智美・河合祥雄・鈴木勝彦
健康科学研究第 1 巻 2 号
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鈴

Reconsideration of the Best Batting Order: Is the Order

順天堂スポーツ

to Maximize the Expected Number of Runs Really the

209213 2009

遠泳後の体温と体脂肪率に相関が見られた．3 群に分け
た男子は体脂肪率の低いほど体温低下がみられた．また海

Best? N. Hirotsu. The 2rd International Conference on

Mathematics in Sport (Groningen). 平成21年 6 月18日．
Proceedings of IMASport2009, 6368 (2009).

水温が2629度では深刻な体温低下はみられなかった．鼓
膜温による測定についての課題が見いだされた．

国内学会発表
複数の DMU から成る集合体の評価の方法―サッカー

〔スポーツ科学科〕
―スポーツ医科学コース―
. 准教授
廣津

信義

（統計学）

選手のデータを例として―．廣津信義，上田

日本 OR 学会春季研究発表会（筑波）．平成21年 3 月18日．
2009 年日本 OR 学会春季研究発表会アブストラクト集，
168169 (2009).

論文
得点先取方式の球技の試合における確率計算の方法―定
式化とバレーボールの試合への応用―．廣津信義，濱野光

徹．2009年

得点先取方式の球技の試合における簡易的な確率計算の
方法．廣津信義，濱野光之．日本体育学会第60回記念大会
（東広島）．平成21年 8 月26日．予稿集，224 (2009).

之．順天堂スポーツ健康科学研究，1, 112 (2009).
テニスや卓球などの得点先取方式の球技で，得点 i 対 j

ワールドベースボールクラシック（ WBC）の対戦方式

となる確率やそこから勝つ確率などを表計算ソフトにて計

に関する確率計算．廣津信義，須崎政文，尾崎俊治．2009

算する方法を示すと共に，バレーボールでのサイドアウト

年日本 OR 学会秋季研究発表会（長崎）．平成 21年 9 月10

制とラリーポイント制の試合の長さを計算した．

日． 2009 年日本 OR 学会秋季研究発表会アブストラクト
集，189190 (2009).

Modeling Tactical Changes of Formation in Association
Football as a Non-Zero-Sum Game. N. Hirotsu, M. Ito, C.

その他
ゲーム理論を応用したバレーボールの戦術分析プログラ

Miyaji, K. Hamano, A. Taguchi. Journal of Quantitative
Analysis in Sports, 5(3), Article 2 (2009).

サッカーの試合を非ゼロ和ゲームとして定式化し，両

ムの開発．廣津信義，伊藤雅充，宮地
口

力，濱野光之，田

東．順天堂スポーツ健康科学研究，1, 7888 (2009).

チームがミニマックス戦略を用いたときの戦術変更のタイ
ミングと勝ち点の期待値の計算例を示すとともに，両チー
ムが共に得する状況があることを示した．
国際学会発表
An Evaluation of Combination of DMUs using a FDH
Model ―An Application to Soccer Players―. N. Hirotsu,

T. Ueda. DEA (Data Envelopment Analysis) Symposium
2009 (Osaka). 平成21年 1 月13日．Proceedings of DEA
Symposium 2009, 4853 (2009).

DEA を用いたプロ野球の投手の評価．廣津信義，上田

徹．オペレーションズ・リサーチ，54, 761767 (2009).

〔スポーツ科学科〕
―スポーツ医科学コース―
. 准教授
柳谷登志雄（バイオメカニクス）
〈著書〉
1)

An Example of Game Theoretic Analysis in the Phase of

柳谷登志雄，安光達雄．「バイオメカニック スタビラ

イゼーション」PCY 出版．2009年11月．

Reception Attack in Volleyball. N. Hirotsu, M. Ito, C.

Miyaji, K. Hamano, A. Taguchi. The 7th International Sym-

2)

posium on Computer Science in Sport (Canberra). 平成21年

日本トレーニング科学会編（「4.1

柳谷登志雄，杉田正明．「スプリントトレーニング」

9 月23日．Draft Proceedings of IACSS2009, 7587 (2009).

レーニング方法」を分担執筆）2009年10月．

フォームを改善するト

順天堂スポーツ健康科学研究
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2009年10月

〈原著論文〉
3)

石井秀幸，永野康治，井田博史，赤居正美，佐保泰

明，柳谷登志雄，福林

徹． Point Cluster Technique を

用いた接地中の膝関節運動の運動力学的分析．日本臨床バ
イオメカニクス学会誌
4)

第 1 巻 Supplement (2010)

2009年30: pp 437475

〔スポーツ科学科〕
―スポーツ医科学コース―
. 助教
木藤

Ishii H, Yanagiya T, Naito H, Katamoto S, Maruyama

T. Numerical study of ball behavior in side-foot soccer kick

友規（生理学）

〈論文〉

based on impact dynamic theory. Journal of Biomechanics.

Listening to rhythms activates motor and premotor cor-

2009; 25. In Press.

tices.

Bengtsson SL, Ull áen F, Ehrsson HH, Hashimoto T, Kito T,
Naito E, Forssberg H, Sadato N., Cortex, 45(1): 6271, 2009.

〈学会発表〉
1)

Watanabe K, Yanagiya T. Is passive plantar ‰exion

torque determinant of lower limb stiŠness? 27th Int. Con-

ference on Biomechanics in Sports 2009 Aug; Ireland.

〈学会発表〉
Characteristic Variation of Muscle Discharge during Ballistic Force Exertion.

2)

Miyamoto A, Umezawa J, Yanagiya T. Study on de-

velopments of body composition and physical ˆtness for a

Yoneda T., Ogata K., Uchida Y., Kito T., Ehara Y., European Workshop on Movement Science, Lisbon, 2009.

year in Japanese adolescent track and ˆeld athletes. 27th

Int. Conference on Biomechanics in Sports 2009 Aug; Ireland.

着地筋放電への予測の影響
須田悠紀，米田継武，木藤友規，第17回日本運動生理学会

3)

柳谷登志雄，渡辺圭佑，小山桂史，梅澤譲司．トレッ

大会，2009年

ドミル走における走速度が足圧分布パタンおよび足底屈力
に及ぼす影響．第60回日本体育学会大会．広島．2009年 8

Go-noGo 条件下の素早い力発揮と随伴する皮膚電気活動

月．

について
伴

4)

渡辺圭佑，柳谷登志雄．トレッドミル走における傾斜

好彦，木村瑞生，櫻庭景植，木藤友規，米田継武，第

64回日本体力医学会大会，2009年

角度が足圧分布と足底圧力パタンに及ぼす影響．第60回日
本体育学会大会．広島．2009年 8 月．

落下着地動作時の筋活動に関する研究
須田悠紀，木藤友規，加納

5)

小山桂史，石井秀幸，内藤久士，柳谷登志雄．子ども

實，濱野光之，廣津信義，米

田継武，第64回日本体力医学会大会，2009年

用運動靴における曲走路疾走中の靴および足関節の動態．
第60回日本体育学会大会．広島．2009年 8 月．
6)

梅澤譲司，柳谷登志雄．曲走路疾走における子どもの

疾走速度，ピッチおよびストライド長の特徴．第60回日本
体育学会大会．広島．2009年 8 月．

〔スポーツ科学科〕
―スポーツ医科学コース―
. 助手
長尾（丸山） 麻子（スポーツ医学（外科））
【学会発表】全10件

7)

陸上競技者における年間を通しての疾走能力と動作の

変化．宮本

彩，柳谷登志雄．第 14 回産業保健人間工学

会，千葉，2009年10月

.

体育系大学生における全身関節弛緩性の特徴

丸山麻子，桜庭景植，甲斐史朗，引地美果，鹿倉二郎
第20回日本臨床スポーツ医学会学術集会

2009. 11

体育系大学生の全身関節弛緩性点数を性別や競技種目
8)

靴のソール形状が筋活動量およびパタンに及ぼす影

響．柳谷登志雄，小山桂史．第14回産業保健人間工学会，

別，また点数と過去および現在の受傷歴との関連について
検討した．

順天堂スポーツ健康科学研究
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固定・非荷重が下肢筋力および歩行に与える影響と血
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第20回日本臨床スポーツ医学会学術集会

流制限の効果

2009. 11

100 km マラソンの完走を目指したランナーへの医科学

窪田敦之，桜庭景植，戸塚涼子，甲斐史朗，丸山麻子，石

的サポートを含めた計画的な総合サポートについて報告し

川拓次，洪

た．

定男，鹿倉二郎

第20回日本臨床スポーツ医学会学術集会

2009. 11

固定・非荷重によって生じる筋力低下および歩行の変化
と，それらに対する血流制限の効果を調査した．

.

大学スポーツ競技者における種目別膝関節周囲筋筋力

の特徴
石川拓次，桜庭景植，鹿倉二郎，甲斐史朗，丸山麻子，窪

.

インソールの衝撃緩衝材の違いが身体の疲労に及ぼす

田敦之，門屋悠香，戸塚涼子
第36回関東膝を語る会

影響
東口友紀子，桜庭景植，丸山麻子，木村雅彦，下田良治，
永井

智，宮川俊平

2009. 11

大学スポーツ競技者における種目別の膝関節周囲筋筋力
の特徴について検討し， PW / BW および最大パワーにお

第20回日本臨床スポーツ医学会学術集会

2009. 11

インソールの衝撃緩衝材の違いが長時間歩行後の身体疲

いて各スポーツ種目間に有意差がみられ，スポーツ種目間
の筋力発揮の特徴をみるのに有効な指標となることが示唆

労に及ぼす影響について検討した．

された．

.

.

足関節テーピングが膝関節機能へ及ぼす影響

第中足骨疲労骨折術後の再骨折に対して骨移植術を

門屋悠香，桜庭景植，石川拓次，丸山麻子，鹿倉二郎，日

施行した例

暮恭子

甲斐史朗，桜庭景植，雅樂十一，野尻英俊，石川拓次，丸

第20回日本臨床スポーツ医学会学術集会

2009. 11

足関節捻挫経験者における足関節テーピングが，膝関節
機能に与える影響について検討した．

山麻子，窪田敦之，門屋悠香，戸塚涼子
第17回よこはまスポーツ整形外科フォーラム

2009. 6

第 5 中足骨疲労骨折術後の再骨折 1 例の治療経過および
方法について報告した．

.

フットサルにおける傷害と傷害要因についての検討

年 F リーグ開幕年目に注目して

.

熊崎敏真，桜庭景植，廣津信義，吉村雅文，窪田敦之，丸

学と日本の J 大学の比較―

山麻子

小森裕子，桜庭景植，丸山麻子，渥美友理子，Patrick O'

第20回日本臨床スポーツ医学会学術集会

2009. 11

2007年日本フットサルリーグ開幕 1 年目に所属するチー

ムの傷害実態，環境要因や意識要因と傷害の関連について
検討した．

大学生に対するスポーツ傷害調査―アメリカの B 大

Sullivan, Melanie Gran

第17回よこはまスポーツ整形外科フォーラム

2009. 6

大学生スポーツ選手のコンディショニングに対する意識
と傷害の実態について，日米の二大学間で比較検討を行っ
た．

.

血流制限が固定・非荷重によって生じる筋萎縮および

筋力低下に及ぼす影響

筋断面積の変化に着目して

【原著論文】全 1 件

戸塚涼子，桜庭景植，窪田敦之，甲斐史朗，丸山麻子，石

.

川拓次，鹿倉二郎

が QOL に及ぼす影響

第20回日本臨床スポーツ医学会学術集会

2009. 11

筋断面積の変化から筋萎縮の評価を行い，血流制限の筋
力低下および筋萎縮に対する効果を調査した．

中高年における VTR を視聴しながら自宅で行う運動

石川拓次，桜庭景植，丸山麻子，窪田敦之，門屋悠香，戸
塚涼子
日本臨床スポーツ医学会誌

17巻 2 号291296 (2009)

中高年者に対して，ストレッチおよび筋力訓練を中心と
. km マラソンの完走を目指した一般ランナーへの

した運動教室を実施し， 8 週間，週 2 ～ 5 回各自のペース

医科学的サポート

で VTR を視聴しながらの運動を指示した結果，筋力や関

石川拓次，桜庭景植，丸山麻子，島
倉二郎，鈴木良雄，松岡由記

寿子，甲斐史朗，鹿

節可動域の改善や， ADL を高めるのに有効であったが，
継続率は低下した．
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大会，2009. 11.

〔スポーツ科学科〕

真横スウィング投げがハンマー投げ動作に及ぼす影響を

―コーチング科学コース―
. 教授

他者評価と自己評価の両面から検討した結果，指導現場に
役立つ基礎的な資料を収集することができた．

金子今朝秋（陸上競技）
（著書）

〔スポーツ科学科〕

順天堂メソッド・勝つための陸上競技
第 6 章「投てき」．金子今朝秋．127149, 2009. 4
順天堂大学陸上競技部コーチングスタッフによる指導書

―コーチング科学コース―
. 教授
加納

の「投てき」を担当した．投てき 4 種目の技術面の留意点
や指導方法，トレーニング計画や方法について解説した．

實（体操競技）

［論文］
採点規則の改訂に伴う平行棒の演技構成に関する一考察
加納

〈学術論文〉
女子学生投てき競技者の競技パフォーマンスと種目テ
ストおよび無酸素パワー能力との関連性梨雄太，青木
和浩，河村剛光，與名本

實・木下紘一郎・原田睦巳

順天堂スポーツ健康科学研究第 1 巻第 1 号，4862, (2009.
3)

稔，金子今朝秋．陸上競技研究

2006年に改訂された採点規則により，10点満点が廃止さ

れる大きな変革をもたらした．本研究は改訂前と後で実施

76: 3944, 2009. 3

されたオリンピック大会での平行棒の演技構成の比較考察

青木和浩の項参照

を行った．
×m リレーにおける走者の疾走方法に関する研

その結果，A スコア（演技価値点）の上昇を目的として，

究森川正光，佐久間和彦，青木和浩，金子今朝秋．陸上

特定の高難度技への集中的な実施傾向が見られた．また，

競技研究

そのことは A 難度技の増加傾向を誘引し，演技の技数と

78: 2126, 2009. 9

演技時間の増加傾向を引き起こしていた．

青木和浩の項参照
女子学生投てき競技者を対象としたフィールドテストに

［学会発表］
つり輪における中水平支持のトレーニングに関する一考

よる運動能力評価の有効性梨雄太，青木和浩，河村剛
光，與名本

稔，金子今朝秋．陸上競技研究

79: 3038,

2009. 12

青木和浩の項参照

察
釘宮宗大・加納

實・原田睦巳

日本体操競技・器械運動学会，第23回大会（2009. 12）
現在つり輪の演技構成は力技が主体であり，中でも中水

〈学会発表〉

平支持に関連した技の習得は不可欠となっている．そこ

投擲競技者を対象としたウエイトトレーニングにおける

で，中水平支持の習得・習熟にとって有効なトレーニング

WGH 摂取の効果梨雄太，青木和浩，鯉川なつえ，金

を探るとともに，筋の活動にも着目し，実際に現場で行わ

子今朝秋，鈴木良雄．日本陸上競技学会第 8 回大会，

れているトレーニングの有効性を検証した．

2009. 11

青木和浩の項参照
女子フィールド競技者のウエイトコントロールに関する
実態調査中丸信吾，梨雄太，越川一紀，金子今朝秋，
青木和浩．日本陸上競技学会第 8 回大会，2009. 11
青木和浩の項参照

〔スポーツ科学科〕
―コーチング科学コース―
. 教授
久保田洋一（サッカー）
【報告】
.

ハンマー投げにおけるスウィング投げに関する研究野
口裕史，高梨雄太，金子今朝秋．日本陸上競技学会代 8 回

マリン実習参加者における誘発潜水反射心電図と心拍

変動記録
久保田洋一・河合祥雄，順天堂大学スポーツ健康科学研究
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 秋元延大
200 m ◯

21.39

より安全・効率の良いダイビング指導の一資料を得るた

4×100 m


◯

39.75

め，誘発潜水反射反応を検査し，2 分間の心電図記録によ

4×400 m


◯

3.06.79

る心拍変動解析が可能であるか検討したが心電図記録時間
日本学生個人陸上競技選手権大会（6/12～14）

などで検討課題が残された．

 若菜優太
400 m ◯

.

サッカー選手の試合中の生理学的応答について―異な

るレベルの試合における総移動距離・移動スピード変化に

第22回六大学対校陸上競技大会（7/19）

着目して―

 榊原
100 m ◯

啓

10.46

 草野誓也
◯

10.50

久保田洋一・青葉幸洋・吉村雅文・勝俣康之・宮森隆行，

 若菜優太
400 m ◯

47.41

 添川隆博
◯

49.49

順天堂大学スポーツ健康科学研究第 1 巻第 2 号
月

2009年 9

p 225230

4×100 m


◯

40.11

4×400 m


◯

3.10.71

大学サッカー選手を対象に調査．その結果，レベルの低
い試合と比較して，レベルの高い試合では，総移動距離

第 6 回トワイライトゲームス（7/26）

と，それに占める無酸素性スピードでの移動距離が有意に

4×100 m

優勝

39.77（大会新）

増加していることが確認された．
第78回日本学生陸上競技対校選手権大会（9/4～6）

〔スポーツ科学科〕
―コーチング科学コース―
. 教授
佐久間和彦（陸上競技）
図書

 秋元延大
200 m ◯

21.04

 若菜優太
400 m ◯

47.31

4×100 m


◯

39.76

4×400 m


◯

3.15.29

 高瀬
◯

慧

21.16

 秋元延大
◯

20.99

群馬リレーカーニバル（10/11）

順天堂メソッド

勝つための陸上競技

ベースボールマ

 高瀬
200 m ◯

慧

20.90

ガジン社（2009）
監修澤木啓祐

執筆者吉儀

宏，金子今朝秋，佐久間

第92回日本陸上競技選手権リレー大会（10/23～25）

和彦，櫻庭景植，越川一紀，松田克彦，今村文男，仲村

4×100 m


◯

明，青木和浩，山崎一彦，鯉川なつえ

4×400 m

優勝

研究資料
×m リレーにおける走者の疾走方法に関する研究
森川正光，佐久間和彦，青木和浩，金子今朝秋
陸上競技研究第78号（2009. No. 3) pp: 21～26
指導歴

39.80
3.09.01

〔スポーツ科学科〕
―コーチング科学コース―
. 教授
中島 宣行（体育心理学）
（論文）

第45回四大学対校陸上競技大会（4/25）


◯

中学運動部員の自尊感情は他者からの承認によって変

容するか山田泰行，竹下一郎，真鍋清孝，中島宣行，

 塚越健太郎
100 m ◯

10.93

 石井達哉
200 m ◯

22.23

 浜野大蔵
◯

22.97

 若菜優太
400 m ◯

48.81

 添川隆博
◯

49.49

東京国際大学論叢経済学部編第41号，9397 (2009. 9)
中学運動部員が周囲からの承認によって自尊感情が高ま


4×100 m ◯

41.78

るかどうかを検証したところ，競技場面で受容するチーム


4×400 m ◯

3.14.73

メイトや指導者からの承認感が運動有能感を高め，自尊感
情の変容に影響を及ぼすプロセスが支持された．

第 88 回関東学生陸上競技対校選手権大会（ 5 / 16 ・ 17, 5 /
23・24）
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ジュニアユースサッカー選手における「勇気づけ」が

泰久，菊池啓

ミニゲーム中の心理状態およびボールタッチ数に及ぼす影

太，長田洋亮，加藤恭章，中島宣行，日本ウエルネス学会

響川村佑貴，川田裕次郎，中島宣行，日本スポーツ心理

第 6 回大会発表抄録集25 (2009. 9)

学会第36回大会発表抄録集226227 (2009. 11)


◯

スポーツ参加の動機づけの現状石

国民健康・栄養調査によると，定期的な運動習慣のある

勇気づけとは成功，失敗に関わらず肯定的な言語的フ

20歳以上の人の割合は，過去 5 年間増加する事無く横ばい

ィードバックを与えるものである．そこで，ジュニアサッ

としている．そこで，過去のスポーツ，運動における動機

カー選手に指導者からの「勇気づける」言語的フィードバ

づけ研究論文を精査し，問題および課題を指摘した．動機

ックを与える事による，ミニゲーム中の効果を測定した．

づけ研究は調査手法，対象者により異なる結果となった，

その結果，統計的な差はなかったものの，心理状態，ボー

一貫して言える事として，初期の取り組みに心理的要因を

ルタッチ数ともに他群より高い数値を出し，「勇気づけ」

加える事の重要性が示唆された．

による効果が示唆された．


◯


◯

健康科学系大学生におけるパーソナリティと健康意識

の関係性について伊藤詩織，橋舞衣，那須野歩，菊池

Systemizing とスポーツ場面での技術への「こだわり」

との関連川田裕次郎，加藤恭章，伊藤詩織，沖

和砂，

啓太，中島宣行，日本ウエルネス学会第 6 回大会発表抄録

山田泰行，中島宣行，広沢正孝，日本スポーツ心理学会第

集26 (2009. 9)

36回大会発表抄録集228229 (2009. 11)

健康科学系大学生に対し，質問紙調査を行いパーソナリ

スポーツ場面において「こだわり」とは巧みな技術の獲

ティと健康意識の関係性を検討した．寮生活の女性は，

得を可能とする重要な心理的要因の 1 つであると考えられ

CP（厳格な父親の自我状態）もしくは FC（自由奔放な子

る ． そ こ で ，「 こ だ わ り 」 の 測 定 ，「 こ だ わ り 」 と Sys-

どもの自我状態）と間食が関連する．また，男女ともに一

temizing という心理的特徴との関連，そして競技ごとの違

人暮らしは CP（従順な子供の自我状態）と飲酒が関連す

いを検討した．その結果，技術に関する「こだわり」の測
定，「こだわり」と Systemizing との関連，競技による相

ることが明らかになった．

違が検証された．

◯

筋運動感覚的な学習における手引き指導の効果に関す

る研究―その頻度に着目して―山村

伸，加藤恭章，中

島宣行，日本スポーツ心理学会第 36 回大会発表抄録集
222223 (2009. 11)

運動学習において，筋運動感覚を用いる事は重要である
とされている．そこで，筋運動感覚的な学習における手引
き指導の効果を測定するため，手引き指導の回数によって
5 群にわけ，閉眼でのポインティング課題を行なわせた．

〔スポーツ科学科〕
―コーチング科学コース―
. 教授
濱野 光之（バレーボール）
【原著論文】
大学男子バレー選手のおける体力トレーニングの有効性

その結果， 25 受動群において最も高い学習効果が見ら

濱野光之

日本臨床スポーツ医学学会誌Vol. 17 No 1, 97

れ，適切な頻度で手引き指導を用いる事により有効に作用

～103, 2009. 1

するといった可能性が示唆された．

概要
大学バレーボール競技者を対象に体力とトレーニングが

大学生アスリートのパーソナリティと生活習慣の関

バレーボールに必要な体力要素および競技成績に与える影

連伊藤詩織，川田裕次郎，中島宣行，日本スポーツ心理

響を検証することを目的とした．結果バレーボール選手に

学会第36回大会発表抄録集224225 (2009. 11)

対して体力トレーニングはバレーボールのトレーニング内


◯

本研究では大学生アスリートの生活習慣の現状を把握
し，パーソナリティと生活習慣の関連を検討した．東大式

容として有効であり実践的なトレーニングであると考えら
れる．

エゴグラム第 2 版（ TEG ）と日常生活習慣調査を使用
し，男子の方が女子よりも規則的な生活習慣を送っている，

得点先取方式の球技の試合における確率計算の方法―定

AC（順応した子どもの自我状態）のみ「余暇の充実」と

式化とバレーボールの試合への応用―

正の相関を示しているなどの結論を得た．

廣津信義・濱野光之
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上級走幅跳選手の跳躍記録の異なる試技を対象に当該試
技におけるコーチの他者観察内容とバイオメカニクス的分

概要

析内容の関連を明らかにした．

廣津信義参照

女子学生投てき競技者の競技パフォーマンスと種目テ

【報告】
ゲーム理論を応用したバレーボールの戦術分析プログラ

和浩，河村剛光，與名本

ムの開発
順天堂スポーツ健康科学研究

第 1 巻第 1 号（通巻13号），

78～88, 2009. 3

廣津信義・伊藤雅充・宮地

ストおよび無酸素パワー能力との関連性梨雄太，青木
稔，金子今朝秋．陸上競技研究

76: 3944, 2009. 3

女子学生投てき競技者を対象として，4 種目テストおよ
力・濱野光之・田口

東

び自転車エルゴメータを用いた無酸素パワー能力と競技力
との関連について検証した．

概要
廣津信義参照

EŠects of oral supplementation with cystine and theanine on immune function of athletes in endurance exercise

〔スポーツ科学科〕
―コーチング科学コース―
. 准教授
青木 和浩（体力トレーニング）
（著書）

at a training camp: randomized, double-blind, placebocontrolled trial: Shigeki Murakami, Shigekazu Kurihara,

Natsue Koikawa, Akira Nakamura, Kazuhiro Aoki, Hiroshi
Yosigi, Keisuke Sawaki, and Masaru Ohtani. Bioscience,
Biotechnology, and Biochemistry 73(4): 817821, 2009. 4

順天堂メソッド・勝つための陸上競技
第 5 章「跳躍」越川一紀，青木和浩．99125, 2009. 4

長距離選に被験食品を合宿前10日間摂取させ，合宿前後
に臨床検査を実施した．その結果，プラセボ群では合宿前

順天堂大学陸上競技部コーチングスタッフによる指導書

後で血中高感度 CRP 及び好中球数の有意な増加，リンパ

の「跳躍」を担当した．跳躍各種の技術面の留意点や指導

球数の減少傾向が認められたが，CT 群では認められなか

方法，トレーニング方法や計画について解説した．

った．

第 8 章「身体づくりの基礎知識（トレーニング方法）」青
木和浩166171, 2009. 4

Delayed-Onset Muscle Injury and its Modiˆcation by

順天堂大学陸上競技部コーチングスタッフによる指導書

Wheat Gluten Hydrolysate: Natsue Koikawa, Akira

の「トレーニング内容」を担当した．陸上競技の短距離や

Nakamura, Isao Ngaoka, Kazuhiro Aoki, Keisuke Sawaki,

跳躍選手に必要な筋力，パワーの養成方法について解説し

and Yoshio Suzuki. NUTRITION 25(5): 493498, 2009. 5

た．

“鯉川なつえ”の頁参照

〈学術論文〉

国内一流上級走幅跳選手におけるパフォーマンスに影響

The relationship between dynamic visual acuity and sac-

を与える質的要因と量的要因の関係に関する事例的研究―

cadic eye movement: Kohmura Y, Aoki K, Honda K, Yoshi-

選手の自己観察内容とバイオメカニクス的分析結果の関係

gi H, and Sakuraba K. Human Performance Measurement,

から―青山清英，越川一紀，青木和浩，森長正樹，吉田

5, 2333, 2009. 2

孝久，尾縣

貢．体育学研究

54(1): 197212, 2009. 6

横方向動体視力と眼球運動の潜時や速度等の関係を検証

国内一流走幅跳選手を対象として，そのパフォーマンス

した．その結果，眼球運動潜時が短い方が横方向動体視力

に影響を与える質的要因と量的要因を明らかにするため両

も優れていることが示唆された．

者の関係を事例的に検討した．

上級走幅跳選手におけるパフォーマンスに影響を与える

×m リレーにおける走者の疾走方法に関する研

バイオメカニクス的要因とコーチの他者観察内容の関係

究森川正光，佐久間和彦，青木和浩，金子今朝秋．陸上

青山清英，越川一紀，青木和浩，森長正樹，吉田孝久，尾

競技研究

縣

貢．スポーツ方法学研究

22(2): 87100, 2009. 3

78: 2126, 2009. 9

大学で 4× 100 m リレーの経験がある男子短距離選手を
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対象とした．バトンパス練習時の渡し走者の走り位置につ
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機能及び打撃能力に与える影響について検討した．

いて，2 種類のスタート方法による違いや適正距離の算出
を検討した．

女子長距離ランナーにおける走運動負荷後の WGH 摂
取の効果平尾朋美，鯉川なつえ，青木和浩，桜庭景植，

Development and gender diŠerences in dynamic and kinetic visual acuities in children from 8 to 17 years of age:

松岡由記，鈴木良雄，澤木啓祐．日本臨床スポーツ医学会
第20回学術集会，2009. 11
女子長距離ランナーを対象に 2 時間走後の WGH の選

Kohmura Y, Yoshigi H, Skuraba K, Aoki K, and Totsuka R.
International Journal of Sport and Health Science, 6: 128

手を行わせた．その結果，血中 CK の上昇を抑制する効

134, 2009. 11

果が見られた．

横方向動体視力と前後方向動体視力の発達の様子と性差
を明らかにすることを目的とした．その結果，横方向動体
視力には性差が認められた．

投擲競技者を対象としたウエイトトレーニングにおける
WGH 摂取の効果梨雄太，青木和浩，鯉川なつえ，金

子今朝秋，鈴木良雄．日本陸上競技学会第 8 回大会，
走幅跳における選手の自己観察内容とコーチの他者観察

2009. 11

内容の関係に関する試合論的研究青山清英，越川一紀，
青木和浩，森長正樹，吉田孝久，尾縣

貢．陸上競技研究

ウエイトトレーニングを負荷し，安静時，直後，24時間
後にそれぞれ血液生化学データを検討した結果，WGH を
継続摂取することにより，筋損傷の抑制に有用である可能

79: 1729, 2009. 12

走幅跳を対象として選手の遂行した当該試技における選

性が明らかとなった．

手とコーチの直後情報の内容とその対応関係について失敗
と判断した試技については両者の見解が分かれる可能性が
示唆された．

エリート陸上競技選手のコンディショニングチェックに
関する基礎的研究鯉川なつえ，青木和浩，鈴木良雄，桜
庭景植，澤木啓祐．日本陸上競技学会第 8 回大会， 2009.

女子学生投てき競技者を対象としたフィールドテストに
よる運動能力評価の有効性梨雄太，青木和浩，河村剛
光，與名本

稔，金子今朝秋．陸上競技研究

79: 3038,

11

北京五輪代表14名を対象に，血中グルタミン濃度等の疲
労マーカーを測定し，競技成績との関連を検討した．

2009. 12

女子学生投てき競技者を対象として，4 種目テストおよ

女子フィールド競技者のウエイトコントロールに関する

び無酸素素パワー能力と競技力との関連についてトレーニ

実態調査中丸信吾，梨雄太，越川一紀，金子今朝秋，

ング期分けごとの評価による有効性について検討した．

青木和浩．日本陸上競技学会第 8 回大会，2009. 11
陸上競技女子フィールド競技者のウエイトコントロール

黄色コンタクトレンズの使用と大学野球選手の視機能及
び打撃能力河村剛光，村上茂樹，吉儀
青木和浩．臨床スポーツ医学会誌

宏，桜庭景植，

に関する実態調査を行った．その結果，種目により特性の
違いが見られた．

16(3): 414419, 2008.

水平跳躍種目における踏切位置に対する主観誤差につい

8

大学野球選手を対象に黄色コンタクトレンズの使用が視
機能及び打撃能力に与える影響について検討した．その結
果，黄色コンタクトレンズでも視機能や打撃能力に悪影響
を及ぼさないことが明らかになった．

て青木和浩，河村剛光，中丸信吾，越川一紀．日本陸上
競技学会第 8 回大会，2009. 11
陸上競技水平跳躍種目における踏切位置の主観と客観の
誤差についてその場踏み切りから10歩助走踏み切りまでの
変化について検討した．

〈学会発表〉
黄色コンタクトレンズの使用と視機能に関する研究河
村剛光，村上茂樹，吉儀

宏，青木和浩．第16回スポーツ

ビジョン研究集会，2009. 8
大学野球選手を対象に黄色コンタクトレンズの使用が視
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【著書】

〔スポーツ科学科〕

1)

―コーチング科学コース―
. 准教授
今関

教師を目指す学生必携

店

保健体育科教育法

大修館書

2009/11/1

新学習指導要領に対応させて，保健体育の考え方，学習

豊一（体育科教育学）

の進め方，評価法などに関する理論を分かりやすく記述，
教員採用試験に対応できるよう試験想定問題と解答例を明

【学会発表】
1)

49

日本体育学会第60回記念大会（広島大学)

｢スポーツ

示．（体育の学習評価を担当）

マネジメントのゼネラリティとスペシャリティ―この分野
の実践的業務と研究課題及び方法論の検討―｣
畑

共同発表

攻（日本女子体育大学）

2)

体育科・保健体育科の指導と評価―学年別でみる授業

づくりの工夫―

ぎょうせい

2009/4/1

新学習指導要領に対応させて，指導内容と実現状況の評
シン

価の視点で編著．授業実践例は，小学校低学年から中学校

ポジウムシンポジスト「これからの保健学習をどう進める

まで幅広く18例を取り上げ，授業直後と一ヶ月後の評価を

か―新学習指導要領に注目して―

行い検討した．

2)

第 56回日本学校保健学会（沖縄県立看護大学)

どう図るか｣

体育の分野との関連を

2009/11/29
3)

【講師等】
1)

明治図書

2009/3

平成 21 年度子どもの体力向上指導者養成研修

独立行政法人教員研修センター主催
2009/5/19～21

小学校新学習指導要領の展開―体育科編―

講師

文部科学省共催

渡邉

彰・今関豊一編著小学校新学習指導要領に対応さ

せて，従前の考え方と改善の方向性を踏まえつつ，体力及
び技能から構成される身体能力とそれにかかわる知識並び

長野県長野市

子どもの体力低下への対応として体育の授業を始めとし

に保健に関わる内容を明確にした指導の方向性を示した．

た学校教育活動を通して運動意欲を高めるなどの取り組み

（体育科改訂のねらいと要点，新しい体育科の目標と

を進めるために，体力向上に資する指導法について指導者

内容，指導計画の作成とポイント，体育・健康に関す

としての必要な知識や技術の習得を図ることを目的とした

る指導，を担当）

研修．
4)
2)

第 48 回全国学校体育研究大会島根大会

シンポジウ

小学校教育課程講座―体育―

ぎょうせい

2009/ 1/

10

ム・コーディネーター「発達の段階のまとまりを踏まえた

渡邉

体育学習の在り方｣

て，体育科の指導において，指導内容を明確にし，身に付

文部科学省主催

2009/ 11/10

島根

彰・今関豊一編著小学校学習指導要領に対応させ

けさせることへの指導の充実や，知識や技能を活用する学

県松江市
学習指導要領の実施に向けて，指導計画の作成，授業づ
くり，学校種間の接続を踏まえてどのように取り組んでい
くかについてコーディネートした．
3)

第 59回全国学校保健研究大会（広島)

催

2009/11/11

習活動などへの指導の改善について Q & A 方式で解説．
（1 章

体育科の改善の基本方針，2 章

点，4 章
文部科学省主

第 2 課題（保健学習）講師

「知識を活

5)

体育科の改訂の要

指導計画作成上の留意点，を担当）

中学校教育課程講座―体育―

ぎょうせい

2009/ 1/

10

用する学習活動を重視する保健学習～思考力・判断力等の

今関豊一・岡出美則・友添秀則編著中学校学習指導要領

育成を目指して～」

に対応させて，保健体育科の指導において，指導内容を明

学習指導要領における，体育科・保健体育科の保健の分

確にし，身に付けさせることへの指導の充実や，知識や技

野の改善の方向性，保健学習における知識を活用する学習

能を活用する学習活動などへの指導の改善について Q &

活動のとらえ方，今後の保健学習の授業改善の方向性につ

A 方式で解説．（1 章

いて，講義．

科の目標及び内容の変遷， 5 章

保健体育科の改善，2 章

保健体育

指導計画の作成， 6 章

保健体育科におけるこれからの学習指導の要点，を担当）
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【専門誌・報告書等】
1)

保健主事研修プログラム
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Delayed-Onset Muscle Injury and its Modiˆcation by

2009/ 5/ 15

財 日本学校保


健会

Wheat Gluten Hydrolysate: Natsue Koikawa, Akira

Nakamura, Isao Ngaoka, Kazuhiro Aoki, Keisuke Sawaki,

保健主事の資質向上のための研修プログラム作成の枠組
みについて，そのプログラムをとりまとめた．

and Yoshio Suzuki, NUTRITION 25 (5): 493498 (2009. 5)
Subjects in control group, the peak plasma creatine kinase
activity was observed at 1 d after the race, and correlated with

2)

思考力の育成を重視したこれからの高等学校保健学習

2009/6/22

財 日本学校保健会「保健学習推進委員会」報


告書

post-race WBC. The post-race elevation of CK activity was
suppressed by WGH intake in a dose-dependent manner. In
well-trained distance runners, after a half-marathon, delayed-

高等学校保健体育科科目「保健」の学習指導について，

onset muscle injury peaked at 1 d after the race and was sup-

新学習指導要領にもとづくこれからの授業のあり方につい

pressed by post-race intake of WGH in a dose-dependent man-

て解説．（新学習指導要領における保健学習の内容の示し

ner.

方について，保健学習における指導と評価，を担当）
（著書）
3)

新学習指導要領に基づくこれからの小学校保健学習

2009/2/18

財 日本学校保健会「保健学習推進委員会」報


告書

順天堂メソッド・勝つための陸上競技澤木啓祐，鯉川
なつえ他10名，ベースボールマガジン社，第 3 章中・長距
離，駅伝 6385，第 8 章身体づくりの基礎知識「栄養とサ

小学校体育科保健領域の学習指導について，新学習指導

プリメント」179183 (2009. 4)

要領にもとづくこれからの授業のあり方について解説．
（新学習指導要領における保健学習の内容の示し方につい
て，保健学習における指導と評価，を担当）
4)

新学習指導要領に基づくこれからの中学校保健学習

2009/2/18

財 日本学校保健会「保健学習推進委員会」報


告書
中学校保健体育科保健分野の学習指導について，新学習
指導要領にもとづくこれからの授業のあり方について解
説．（新学習指導要領における保健学習の内容の示し方に

陸上競技版・4 スタンス理論鯉川なつえ，井上将憲，
廣戸聡一，ベースボールマガジン社（2009. 10）
（学会発表）
女子長距離ランナーにおける走運動負荷後の WGH 摂取
の効果平尾朋美，鯉川なつえ，青木和浩，桜庭景植，松
岡由記，鈴木良雄，澤木啓祐，日本臨床スポーツ医学会誌
17 (4) P136（2009. 11）

（平尾の項参照）

ついて，保健学習における指導と評価，を担当）
エリート陸上競技選手のコンディショニングチェックに関

〔スポーツ科学科〕
―コーチング科学コース―
. 准教授
鯉川なつえ（陸上競技）

する基礎的研究鯉川なつえ，青木和浩，鈴木良雄，桜庭
景 植 ， 澤 木 啓 祐 ， 日 本 陸 上 競 技 学 会 第 8 回 大 会 P27
(2009.11）
北京五輪代表14名を対象に，血中グルタミン濃度等の疲
労マーカーを測定し，競技成績との関連を検討した結果，

EŠects of oral supplementation with cystine and thea-

血中グルタミン濃度の高い順（競歩，長距離，男子マラソ

nine on immune function of athletes in endurance exercise

ン）で平均順位が良い傾向がみられ，血中グルタミン濃度

at a training camp: randomized, double-blind, placebo-

の測定は，アスリートの重要なレースのコンディショニン

controlled trial: Shigeki Murakami, Shigekazu Kurihara,

グの指標になり得ると推察された．

Natsue Koikawa, Akira Nakamura, Kazuhiro Aoki, Hiroshi
Yosigi, Keisuke Sawaki, and Masaru Ohtani, Bioscience,

投擲競技者を対象としたウエイトトレーニングにおける

Biotechnology, and Biochemistry 73 (4): 817821 (2009. 4)

WGH 摂取の効果高梨雄太，鈴木良雄，青木和浩，鯉川

（青木の項参照）

なつえ，金子今朝秋，日本陸上競技学会第 8 回大会 P26
(2009. 11）
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男子学生競技者 5 名に対し，運動負荷 5 日前より WGH
（グルタミン 27.0 g 相当）及びプラセボを継続摂取させ，

51

に関する実態調査を行った．その結果，種目により特性の
違いが見られた．

ウエイトトレーニングを負荷し，安静時，直後，24時間後
にそれぞれ血液生化学データを検討した結果，WGH を継

水平跳躍種目における踏切位置に対する主観誤差につい

続摂取することにより，筋損傷の抑制に有用である可能性

て青木和浩，河村剛光，中丸信吾，越川一紀．日本陸上

が明らかとなった．

競技学会第 8 回大会，2009. 11
（青木の頁参照）

〔スポーツ科学科〕
〔スポーツ科学科〕

―コーチング科学コース―
. 准教授
越川

―コーチング科学コース―
. 准教授

一紀（陸上競技）

菅波

（著書）
順天堂メソッド・勝つための陸上競技

盛雄（柔道）

【原著】

第 5 章「跳躍」越川一紀，青木和浩．99125, 2009. 4

.

順天堂大学陸上競技部コーチングスタッフによる指導書の

技場面に着目して～

「跳躍」を担当した．跳躍各種の技術面の留意点や指導方
法，トレーニング方法や計画について解説した．

大学柔道選手の攻撃性の因子構造～日常生活場面と競

前川直也，山本真己，廣瀬伸良，菅波盛雄，中村
長岡工業高等専門学校紀要第45巻

充

第 1 号1116, 2009

全日本学生柔道連盟に所属する大学生 411名に攻撃性に
〈学術論文〉

関する質問紙調査をおこない，大学柔道選手の日常生活お

上級走幅跳選手におけるパフォーマンスに影響を与える

よび競技場面での攻撃性の構造を明らかにし，また男女別

バイオメカニクス的要因とコーチの他者観察内容の関係

の検討を行った．男子選手は勝負に対する執着心から日常

青山清英，越川一紀，青木和浩，森長正樹，吉田孝久，尾

生活および競技場面での攻撃性がみられることが予想され

縣

た．女子選手では失敗不安が強く，それを回避するために

貢．スポーツ方法学研究22 (2): 87100, 2009. 3

日常生活，競技場面で攻撃性が見られる傾向があった．

（青木の頁参照）
国内一流上級走幅跳選手におけるパフォーマンスに影響

.

柔道競技における団体試合の競技特性―勝敗決定位置

を与える質的要因と量的要因の関係に関する事例的研究―

からの検討―

選手の自己観察内容とバイオメカニクス的分析結果の関係

廣瀬伸良，中村

から―青山清英，越川一紀，青木和浩，森長正樹，吉田

谷恒男，前川直也

孝久，尾縣

講道館柔道科学研究会紀要第十二輯8794, 2009

貢．体育学研究54 (1): 197212, 2009. 6

（青木の頁参照）

充，廣津信義，菅波盛雄，石井兼輔，渋

〔廣瀬伸良の項参照〕

走幅跳における選手の自己観察内容とコーチの他者観察

.

青年期から中年期にかけて剣道が視機能に及ぼす影響

内容の関係に関する試合論的研究青山清英，越川一紀，

中村

青木和浩，森長正樹，吉田孝久，尾縣

武道学研究第42巻第 1 号18, 2009

貢．陸上競技研究

79: 1729, 2009. 12

充，田中

〔中村充の項

稔，廣瀬伸良，菅波盛雄，前川直也

参照〕

（青木の頁参照）
【学会発表】
〈学会発表〉
女子フィールド競技者のウエイトコントロールに関する

1.

Screening Examination and Treatment of T. tonsurans

Infection in Judo Athletes A‹liated with the University

実態調査中丸信吾，梨雄太，越川一紀，金子今朝秋，

Judo Federation of Tokyo

青木和浩．日本陸上競技学会第 8 回大会，2009. 11

Nobuyoshi Hirose, Morio Suganami, Yumi Ogawa, Masataro

陸上競技女子フィールド競技者のウエイトコントロール

Hiruma
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.
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―コーチング科学コース―
. 准教授
鈴木

充，山内直人，鈴

大地（水泳）

【論文・報告書】

木桂治
日本武道学会第42巻別冊26, 2009

｢水中運動と健康関連指標に関する疫学研究」 2009年

1.

2009年の国際柔道連盟試合審判規定の改正による競技内

3月

平成20年度スポートロジーセンタープロジェクト研

容変化を検証した．改正前後のパリ国際柔道大会男子試合

究報告書

順天堂大学

を詳細なパソコンを使用した分析シートによりデータ化し

黒沢美智子，池田若葉，竹内正次，王

た．その結果，改正後の施技が「十分組み手」から繰り出

深尾宏祐，大西

されており，足技に減少傾向がみられた．

2.

稲葉

裕，鈴木大地，長阪裕子，
美華，島田和典，

朋

｢館山オープンウォータースイムレース参加者におけ

る体温低下，身体組成および栄養調査」2009年 9 月
.

柔道「投の形」の評価における類似性について

金持拓身，菅波盛雄，廣瀬伸良，中村

堂大学スポーツ健康科学研究

充，田村昌大

日本武道学会第42巻別冊27, 2009

194 197

(2009）石原智美，河合祥雄，鈴木大地，鈴木勝彦
3.

柔道「投の形」の評価について評者間の類似性の検討を

第 1 巻第 2 号

順天

｢遠泳における深部体温低下におよぼす身体組成の影

響」鈴木大地，石原智美，河合祥雄，鈴木勝彦2009年 9 月

目的とする．数量化類による分析結果から A. B 両組の

順天堂大学スポーツ健康科学研究

全ての試技における全ての項目で高い類似性が認められ

213 (2009)

第 1 巻第 2 号

209 

た．このことから，評価者の裁量に任されている採点につ
いて評価者間の観点に高い類似性があることが認められ

【学会発表】

た．この要因として形や形競技の普及活動の成果があらわ

1.

れていると予想された．

カデミア2009年 1 月
2.

.

大学柔道選手用ストレッサー尺度の作成

松平憲彦，田村昌大，菅波盛雄，廣瀬伸良，中村

｢水泳・水中運動と健康について」第 3 回聖ルカ・ア
聖路加国際病院

｢内臓脂肪と運動・食習慣および血清検査値との関連」

日本衛生学会
充，山

招待講演

若葉，稲葉

2009年 3 月

裕，王

竹内正次，黒沢美智子，池田

美華，鈴木大地，長阪裕子，加我

内直人

徹，松山容子，鈴木淳平，中村千尋

日本武道学会第42巻別冊31, 2009

3.

大学柔道選手が日常に経験しているストレッサーを明ら

｢ 2 型糖尿病患者における水中運動の食後高血糖の是

正効果」日本体力医学会

かにし「大学柔道選手用ストレッサー尺度」を作成するこ

地，田村好史

とを目的とした．選定した70項目の質問紙調査を実施し25

4.

項目 7 因子構造の尺度を作成した．7 因子は「過度の練習」

本民族衛生学会総会

「試合への出場機会減少」「精神論的な練習，指導者」「競
技成績の停滞」「怪我」「減量・増量」「経済状態」であっ

2009年 9 月

長阪裕子，鈴木大

｢身体活動の実施頻度と健康関連 QOL との関連」日

子，稲葉

2009年11月

裕，池田若葉，王

金森

悟，黒沢美智

美華，竹内正次，鈴木大

地，長阪裕子，島田和典，深尾宏祐，大西

朋

た．
【雑誌】
全日本「形」競技大会
菅波盛雄
柔道第80巻 1 号6067
平成20年度の全日本「形」競技大会について，成績およ

〔スポーツ科学科〕
―コーチング科学コース―
. 准教授
竹内 敏康（バスケットボール）
〈論文〉

びその内容について報告をした．この大会の優勝者が IJF
主催の Kata World Cup 2008の代表に選ばれた．

学生スポーツに対するメディカルサポートの問題点と対
策
桜庭景植，吉本完明，倉石

平，竹内敏康，鹿倉二朗，日

順天堂スポーツ健康科学研究
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本整形外科スポーツ医学会雑誌，28 (4): 249254, 2009年
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也．武道学研究

第42巻

第1号

pp18, 2009.

青年期から中年期の男性を対象とし，剣道実践が視機能
に及ぼしている影響を検討した．その結果， DVA・ E / H

〈報告〉
関東大学バスケットボール選手権・リーグ戦に向けて～

などで剣道実践が好影響を与えている可能性が示唆された．

男子バスケットボール部フィジカルトレーニングの取組み
～

〈学会発表〉

竹内敏康，中嶽

誠，鈴木勝彦，桜庭景植，順天堂スポー

ツ健康科学研究，1 (2): 202208, 2009年

.

ルール改正による競技内容の変化について―改正前後

の大会を比較して―田村昌大，菅波盛雄，廣瀬伸良，中
村

充，山内直人，鈴木桂治．日本武道学会第 42 巻別冊

26, 2009．

〈学会発表〉
コーディネーショントレーニングが「動き」の習得過程

2009年の国際柔道連盟試合審判規定の改正による競技内

に及ぼす影響

容変化を検証した．改正前後のパリ国際柔道大会男子試合

中村

を詳細なパソコンを使用した分析シートによりデータ化し

剛，竹内敏康，第36回日本スポーツ心理学会大会，

た．その結果，改正後の施技が「十分組み手」から繰り出

2009年

されており，足技に減少傾向がみられた．
女子中学・高校・大学生の運動実施状況の生活習慣との
.

関連
鈴木勝彦，山田浩平，土屋

基，井上忠夫，竹内敏康，第

柔道「投の形」の評価における類似性について金持

拓身，菅波盛雄，廣瀬伸良，中村

充，田村昌大．日本武

道学会第42巻別冊27, 2009.

74回日本民族衛生学会，2009年

柔道「投の形」の評価について評者間の類似性の検討を
目的とする．数量化類による分析結果から A. B 両組の

〔スポーツ科学科〕
―コーチング科学コース―
. 准教授
中村
充（剣道）

全ての試技における全ての項目で高い類似性が認められ
た．このことから，評価者の裁量に任されている採点につ
いて評価者間の観点に高い類似性があることが認められ
た．この要因として形や形競技の普及活動の成果があらわ
れていると予想された．

〈著書〉
剣道を知る事典日本武道学会剣道専門分科会（分担執

.

筆）．東京堂出版，2009．

大学柔道選手用ストレッサー尺度の作成松平憲彦，

田村昌大，菅波盛雄，廣瀬伸良，中村
本武道学会第42巻別冊31, 2009.

〈原著〉
.

充，山内直人．日

大学柔道選手の攻撃性の因子構造―日常生活場面と競

大学柔道選手が日常に経験しているストレッサーを明ら

技場面に着目して―前川直也，山本真巳，廣瀬伸良，菅

かにし「大学柔道選手用ストレッサー尺度」を作成するこ

波盛雄，中村
第1号

充．長岡工業専門高等学校紀要

第 45 巻

pp1116, 2009.

【廣瀬伸良の項

とを目的とした．選定した70項目の質問紙調査を実施し25
項目 7 因子構造の尺度を作成した．7 因子は「過度の練習」
「試合への出場機会減少」「精神論的な練習，指導者」「競

参照】

技成績の停滞」「怪我」「減量・増量」「経済状態」であっ
.

柔道競技における団体試合の競技特性―勝敗決定位置

からの検討―廣瀬伸良，中村

た．

充，廣津信義，菅波盛

雄，石井兼輔，渋谷恒男，前川直也．講道館柔道科学研究

.

会紀要第十二輯8794, 2009.

治，廣瀬伸良，廣津信義，前川直也

【廣瀬伸良の項

参照】

剣道団体試合の戦力評価について中村

充，岩切公

日本武道学会第42巻別冊25, 2009
戦力を記録や数値で表せない剣道の競技力について，

.

青年期から中年期にかけて剣道が視機能に及ぼす影

響中村

充，田中

稔，廣瀬伸良，菅波盛雄，前川直

AHP を利用して強さを順位付けしてすることを試みた．

そして高校剣道団体試合を対象として，その大会結果を基
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として各ポジションの強さを順位付けし，チームの勝敗と

Nobuyoshi Hirose, Morio Suganami, Yumi Ogawa, Masataro

の関連性を探った．その結果，複数のポジションが大会結

Hiruma

果に大きな影響を及ぼし，ポジション考案の一助となる

The International Society for Human and Animal Mycology

データが得られた．

Program and Abstract Book; 414. 2009
We surveyed 902 individuals (754 males and 148 females)
a‹liated with Judo clubs in 21 universities and found 102 posi-

〔スポーツ科学科〕

tive cases (11.3). Males had a higher infection rate (95

―コーチング科学コース―
. 准教授
廣瀬

cases; 12.6) than females (7 cases; 4.7). Ninety individuals (88.2) with positive hairbrush-culture results reported

伸良（柔道）

a history of tinea corporis, and 88 individuals (86.3) with

【原著】

positive hairbrush-culture results considered themselves

.

``asymptomatic'' at the time of the examination. Ninety-six of

大学柔道選手の攻撃性の因子構造～日常生活場面と競

the 102 individuals who tested positive for T. tonsurans infec-

技場面に着目して～
前川直也，山本真己，廣瀬伸良，菅波盛雄，中村
長岡工業高等専門学校紀要第45巻

充

tion accepted treatment with oral and topical antifungal a-

第 1 号1116, 2009

gents. After 3 months of treatment, 85 (90) were culture-

全日本学生柔道連盟に所属する大学生 411名に攻撃性に

negative.

関する質問紙調査をおこない，大学柔道選手の日常生活お
よび競技場面での攻撃性の構造を明らかにし，また男女別

.

の検討を行った．男子選手は勝負に対する執着心から日常

の大会を比較して―

生活および競技場面での攻撃性がみられることが予想され

田村昌大，菅波盛雄，廣瀬伸良，中村

た．女子選手では失敗不安が強く，それを回避するために

木桂治

日常生活，競技場面で攻撃性が見られる傾向があった．

日本武道学会第42巻別冊26, 2009

ルール改正による競技内容の変化について―改正前後
充，山内直人，鈴

2009年の国際柔道連盟試合審判規定の改正による競技内

.

柔道競技における団体試合の競技特性―勝敗決定位置

からの検討―

容変化を検証した．改正前後のパリ国際柔道大会男子試合
を詳細なパソコンを使用した分析シートによりデータ化し

廣瀬伸良，中村

充，廣津信義，菅波盛雄，石井兼輔，渋

谷恒男，前川直也

た．その結果，改正後の施技が「十分組み手」から繰り出
されており，足技に減少傾向がみられた．

講道館柔道科学研究会紀要第十二輯8794, 2009
大学柔道競技における競技方式が異なる全日本学生柔道

.

柔道「投の形」の評価における類似性について

優勝大会と全日本学生柔道体重別団体優勝大会の 2 大会 3

金持拓身，菅波盛雄，廣瀬伸良，中村

競技方式を対象にした競技特性の内，勝敗を決定づけた選

日本武道学会第42巻別冊27, 2009

手位置について検討した．その結果，体重別団体優勝大会
（抽選方式）において勝敗が後半に持ち越される傾向があ
った．

充，田村昌大

柔道「投の形」の評価について評者間の類似性の検討を
目的とする．数量化類による分析結果から A. B 両組の
全ての試技における全ての項目で高い類似性が認められ
た．このことから，評価者の裁量に任されている採点につ

.

青年期から中年期にかけて剣道が視機能に及ぼす影響

中村

充，田中

稔，廣瀬伸良，菅波盛雄，前川直也

武道学研究第42巻第 1 号18, 2009
【中村充の項

いて評価者間の観点に高い類似性があることが認められ
た．この要因として形や形競技の普及活動の成果があらわ
れていると予想された．

参照】
.

【学会発表】
1.

Screening Examination and Treatment of T. tonsurans

Infection in Judo Athletes A‹liated with the University
Judo Federation of Tokyo

大学柔道選手用ストレッサー尺度の作成

松平憲彦，田村昌大，菅波盛雄，廣瀬伸良，中村

充，山

内直人
日本武道学会第42巻別冊31, 2009
大学柔道選手が日常に経験しているストレッサーを明ら

順天堂スポーツ健康科学研究
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かにし「大学柔道選手用ストレッサー尺度」を作成するこ

signiˆcantly higher than that in controls (P＜0.05), suggest-

とを目的とした．選定した70項目の質問紙調査を実施し25

ing that type II collagen degradation is relatively enhanced

項目 7 因子構造の尺度を作成した．7 因子は「過度の練習」

compared with type II collagen synthesis in soccer players than

「試合への出場機会減少」「精神論的な練習，指導者」「競

in control students. Of importance, the ratio was reduced by

技成績の停滞」「怪我」「減量・増量」「経済状態」であっ

glucosamine administration but returned to the pre-adminis-

た．

tration level after withdrawal of administration. Together
these observations suggest that glucosamine is expected to ex-

.

剣道団体試合の戦力評価について

中村

充，岩切公治，廣瀬伸良，廣津信義，前川直也

日本武道学会第42巻別冊25, 2009
【中村充の項

参照】

〔スポーツ科学科〕
―コーチング科学コース―
. 准教授
吉村 雅文（サッカー）
【原著】

ert a chondroprotective action in athletes (soccer players) by
preventing type II collagen degradation but maintaining type
II collagen synthesis, although the eŠect is transient and disappears after withdrawal of administration.

.

軟骨型コラーゲンの分解マーカー C2C と合成マー

カー CPを用いた変形性膝関節症の病態評価
日本膝関節学会
渡

第33巻

泰士，内藤聖人，長岡

第 2 号233～237, 2009
功，吉村雅文他

変形性関節症（ OA）の病態を客観的に評価するための
指標としてヒアルロン酸やアグリカンなどが用いられてい

Evaluation of the eŠect of glucosamine administration

るが，これらの物質は軟骨以外の組織からも分泌されるた

on biomarkers for cartilage and bone metabolism in soccer

め必ずしも軟骨代謝を反映していない．そこで本研究で

players.

は，軟骨型コラーゲン分解と合成のそれぞれのマーカー

1.

M. Yoshimura, K. Sakamoto, A. Tsuruta, T. Yamamoto, K.

である C2C, CP に注目し，それらを用いて膝 OA を評

Ishida, H. Yamaguchi and I. Nagaoka

価した．

International Journal of Molecular Medicine 24: 487494,
2009
In the present study, to investigate the eŠect of glucosamine,

.

アスリートにおける関節バイオマーカーに及ぼす D

グルコサミン塩酸塩摂取の効果

a component of glycosaminoglycans with a chondroprotective

グルコサミン研究

action, on articular cartilage in athletes, we looked at soccer

長岡

players, who expose their joints to excessive motion and load-

田かおり，山口英世

5, 3240, 2009

功，吉村雅文，坂本廣司，鶴田暁史，山本哲郎，石

ing, and compared the levels of biomarkers for type II collagen

筋骨格運動によって関節マーカーが変動することが報告

degradation (CTXII) and type II collagen synthesis (CPII)

されているが，サッカー選手では骨吸収とともに軟骨代謝

between soccer players and non-athlete controls, and in soccer

（型コラーゲンの分解と合成）が亢進していることが示

players before and after glucosamine-administration. CTXII

された．さらに，グルコサミンは，サッカー選手に対し

(P＜0.01) and CPII (P＝0.08) levels were substantially

て，摂取中は型コラーゲンの分解抑制作用を示すが，摂

elevated in soccer players compared with those in controls, in-

取を止めるとその効果がなくなることが示唆された．

dicating that cartilage metabolism (type II collagen degradation and synthesis) is increased in soccer players. Of note,

.

glucosamine admin-istration (1.5 g and 3 g/day for 3 months)

策ハムストリングスの肉離れについて

ロングパイル人工芝ピッチに於けるスポーツ傷害と対

signiˆcantly decreased the CTXII level (P＜0.05); however,

関西臨床スポーツ医・科学研究会誌

the eŠect disappeared after withdrawal of administration. In

2009

contrast, glucosamine administration did not essentially aŠect

橋本賢太，辻

2008 VOL18, 3738,

和哉，増田研一，吉村雅文他

the increased level of CPII. Furthermore, cartilage damage

人工芝，天然芝，土の 3 つのサーフェイス上でトレーニ

was evaluated by using the ratio of type II collagen breakdown

ング前後のハムストリングスの筋硬度の推移を検討し，障

to synthesis (CTXII/CPII). The ratio in soccer players was

害予防となる指標とすること，および，ピッチサイドにお

順天堂スポーツ健康科学研究
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けるコンディショニングに関して治療前後の筋硬度の変化

えるが，バレーボールにおけるベストコンディショニング

を比較，検討した．

づくりを紹介する．

.

ロングパイル人工芝ピッチに於けるスポーツ傷害と対

【講演】
バレーボールのコーディネーショントレーニング

策足関節捻挫
関西臨床スポーツ医・科学研究会誌

2008 VOL18, 3940,

新潟県長岡市教育委員会主催(2009. 7）

2009

下地達朗，辻

和哉，増田研一，吉村雅文他

【講演】

クレー，ロングパイル人工芝，天然芝の 3 つのサーフェ
イス上で閉眼片脚起立時間をパラメーターとし，足関節に
及ぼす影響を検討および，足関節捻挫に対するピッチサイ

バレーボールチームの経営・トレーニング
新潟県長岡市中体連・高体連バレー専門部主催（ 2009.
7）

ドでも施行可能なコンディショニング方法を検討した．
.

サッカー選手の試合中の生理学的応答について

順天堂スポーツ健康科学研究
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225 230,

2009

久保田洋一，宮森隆行，吉村雅文他

〔スポーツ科学科〕
―コーチング科学コース―
. 准教授
仲村
明（陸上競技）

大学サッカー選手を対象に，試合中の総移動距離および

EŠects of oral supplementation with cystine and thea-

移動スピードを評価し，総移動距離とそれに占める無酸素

nine on immune function of athletes in endurance exercise

性および有酸素性エネルギー供給の動員比率を異なる競技

at a training camp: randomized, double-blind, placebo-

レベル間で比較検討した．

controlled trial: Shigeki Murakami, Shigekazu Kurihara,

Natsue Koikawa, Akira Nakamura, Kazuhiro Aoki, Hiroshi

〔スポーツ科学科〕
―コーチング科学コース―
. 准教授
蔦宗 浩二（体育科教育学）
【報告】

Yosigi, Keisuke Sawaki, and Masaru Ohtani, Bioscience,
Biotechnology, and Biochemistry 73 (4): 817821 (2009. 4)

鯉川なつえの項

参照

Delayed-Onset Muscle Injury and its Modiˆcation by Wheat
Gluten Hydrolysate: Natsue Koikawa, Akira Nakamura, Isao

登校拒否児の完全なる回復事例

Ngaoka, Kazuhiro Aoki, Keisuke Sawaki, and Yoshio Suzuki,

毎年何万人も発生する登校拒否児（不登校）に対して，

NUTRITION25 (5): 493498 (2009. 5)

現場の教師は発生原因や治療や対策方法があまり理解でき

鯉川なつえの項

参照

ないため，24年の高校教師の経験の中で，重度の登校拒否
児が完全に回復・治癒した事例を紹介した．

（著書）
順天堂メソッド・勝つための陸上競技ベースボールマガ

【専門誌】

ジン社（2009. 4)

バレーボールの「駆け引き」
Coaching Playing Volleyball 62号 p6～9 (2009)

バレーボールの駆け引きが，どのように勝敗に影響する
のか．各局面について紹介する．中級編

（報告）
陸上競技部 OB における競技歴と現在の運動習慣・健康
状態，順天堂大学同窓生研究仲村

明・染谷由希・河合

祥雄・澤木啓祐・丸井英二・高田和子，順天堂大学健康科
【専門誌】
試合に勝つためのコンディショニング

学研究

第 1 巻第 2 号（通巻14号），p198201 (2009. 4)

陸上競技経験者の競技成績区分群間で学生時代の食生

Coaching Playing Volleyball 63号 p8～11 (2009)

活，運動習慣と現在の生活習慣，健康状態との関連性を競

コンディショニングの良し悪しで試合の勝率に影響を与

技歴の高い競技者を一般競技者に分け検討した．上位入賞

順天堂スポーツ健康科学研究
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者群は，有意に週 4 日以上の運動習慣を有する割合が高
く，メタボリック症候群の構成要素である高血圧，糖尿
病，高脂血症の有病率が低い傾向にあった．
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研究者原田睦巳
『労働の科学』労働科学研究所，第64巻 8 号，2009年 8 月，
47頁

〔スポーツ科学科〕

〔スポーツ科学科〕

―コーチング科学コース―
. 准教授

―コーチング科学コース―
. 助教

原田

睦巳（体操競技）

冨田

［論文］

【講演】

採点規則の改訂に伴う平行棒の演技構成に関する一考察
加納

洋之（体操競技）

實・木下紘一郎・原田睦巳

―体操人生について―
株式会社 ASK

主催株式会社 ASK 本社（2009. 6. 4）

順天堂スポーツ健康科学研究第 1 巻第 1 号，4862, (2009.
3)

―体操競技指導―
2006年に改訂された採点規則により，10点満点が廃止さ

株式会社河合楽器製作所主催浜松アリーナ（2009. 9. 12）

れる大きな変革をもたらした．本研究は改訂前と後で実施
されたオリンピック大会での平行棒の演技構成の比較考察
を行った．

―体操競技指導―
セントラルスポーツ主催セントラルスポーツ仙台

その結果，A スコア（演技価値点）の上昇を目的として，

（2009. 12. 6）

特定の高難度技への集中的な実施傾向が見られた．また，
そのことは A 難度技の増加傾向を誘引し，演技の技数と
演技時間の増加傾向を引き起こしていた．

―体操競技普及・指導―
Gymnastics Association of Thailand 主催Rajamangala
National Stadium (2009. 12. 23）

［学会発表］
つり輪における中水平支持のトレーニングに関する一考察
釘宮宗大・加納

實・原田睦巳

【報告書】
第41回世界体操競技選手権大会及び事前調整合宿報告書

日本体操競技・器械運動学会，第23回大会（2009. 12）

日本体操協会立花泰則・冨田洋之（2009. 10. 30）

現在つり輪の演技構成は力技が主体であり，中でも中水
平支持に関連した技の習得は不可欠となっている．そこ
で，中水平支持の習得・習熟にとって有効なトレーニング
を探るとともに，筋の活動にも着目し，実際に現場で行わ
れているトレーニングの有効性を検証した．
［その他］

（学会発表）

―体操競技における日本
「企業に生かすスポーツ心理学

代表選手のメンタルタフネス―

～選手個人を例に～」

ぼす影響青葉幸洋，吉村雅文，宮森隆行，柳谷登志雄，
ロングパイル人工芝上で運動を行なう際，シューズの選
択には注意が必要であることが示唆された．

35頁

―体操競技における団体
「企業に生かすスポーツ心理学

日本代表の例から～」

ロングパイル人工芝におけるシューズの違いが生体に及
第 6 回日本フットボール学会（2009. 2）

研究者原田睦巳
『労働の科学』労働科学研究所，第64巻 7 号，2009年 7 月，

総合への目標設定―

〔スポーツ科学科〕
―コーチング科学コース―
. 助手
青葉 幸洋（サッカー）

～第28回オリンピック・アテネ大会

【報告】
サッカー選手の試合中の生理学的応答について―異なる
レベルの試合における総移動距離・移動スピード変化に着
目して―久保田洋一，青葉幸洋，吉村雅文，勝俣康之，

順天堂スポーツ健康科学研究
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（2009. 11）

(2009. 9)
レベルの高い試合では，総移動距離とそれに占める無酸
素性スピードでの移動距離が有意に増加していることが確
認された．

〔スポーツ科学科〕
―コーチング科学コース―
. 助手
木下紘一郎（体操競技）

〔スポーツ科学科〕

［論文］

―コーチング科学コース―
. 助手
勝俣

採点規則の改訂に伴う平行棒の演技構成に関する一考察
加納

康之（バレーボール）

實・木下紘一郎・原田睦巳

順天堂スポーツ健康科学研究第 1 巻第 1 号，4862, (2009.

（報告）

3)

サッカー選手の試合中の生理学的応答について―異なる

2006年に改訂された採点規則により，10点満点が廃止さ

レベルの試合における総移動距離・移動スピード変化に着

れる大きな変革をもたらした．本研究は改訂前と後で実施

目して―

されたオリンピック大会での平行棒の演技構成の比較考察

久保田洋一，青葉幸洋，吉村雅文，勝俣康之，宮森隆行

を行った．

順天堂大学スポーツ健康科学研究第 14 号 pp,

225 ～ 230

その結果，A スコア（演技価値点）の上昇を目的として，
特定の高難度技への集中的な実施傾向が見られた．また，

(2009. 9)
大学サッカー選手を対象に，試合中の総移動距離および
移動スピードを評価し，総移動距離とそれを占める無酸素

そのことは A 難度技の増加傾向を誘引し，演技の技数と
演技時間の増加傾向を引き起こしていた．

性および有酸素性エネルギー供給の動員比率を異なる競技
レベル間で比較した．その結果，レベルの低い試合と比較
して，レベルの高い試合では，総移動距離と，それに占め
る無酸素性スピードでの移動距離が有意に増加しているこ
とが観察された．
（学会発表）

〔スポーツ科学科〕
―コーチング科学コース―
. 助手
平尾 朋美（陸上競技）
（学会発表）

大学女子バレーボール競技の試合期に行うプライオメト
ッリクスの効果

女子長距離ランナーにおける走運動負荷後の WGH 摂
取の効果平尾朋美，鯉川なつえ，青木和浩，桜庭景植，

大熊伸江，小山桂史，勝俣康之，柳谷登志雄
第 22 回日本トレーニング科学会大会プログラム・抄録集

松岡由記，鈴木良雄，澤木啓祐，日本臨床スポーツ医学会
誌17 (4) P136 (2009. 11)
女子長距離ランナーを対象とし，走運動負荷（60～70

p, 22 (2009. 12)

バレーボール競技の試合期に行うプライオメトリックス

Vo2max で 2 時間）後に WGH （グルタミン 18.0 g 相当）

の有効性について検討した．その結果，試合期前後に実施

を摂取させ，走運動開始前，終了直後，10時間後，24時間

した反動の有無による垂直跳びテストにおいて，試合期で

後にそれぞれ血液生化学データを検討した結果，女子長距

プライオメトリックスを実施した． T 群は， CMJ および

離ランナーにおける走運動負荷後の WGH 摂取は，筋損

SQJ の跳躍高に有意な増加がみられ，実施しなかった C

傷の抑制に有用である可能性が明らかとなった．

群は， CMJ および SQJ の跳躍高に有意な低下がみられ
た．つまり，バレーボール競技の試合期に行うプライオメ
トリックスは有効であることが明らかになった．
（社会活動等）
順天堂大学バレーボール教室（2009. 6～）
順天堂大学生涯学習講座

第 3 回バレーボール教室

〔スポーツマネジメント学科〕
. 教授
青山 芳之（スポーツマネジメント学）
【報告】
掲載誌順天堂大学スポーツ健康科学研究
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くの人々に門戸を開いた「世俗化」を果たしたことにより，

（通巻14号）pp. 231238，平成21年 9 月発行
タイトルスポーツによる「まちづくり」に関する一考察

剣道の近代化を促進するという潜在的機能を有していたこ

概要経済社会の成熟化が進む中で，無形財の一つである

とを明らかにした．

スポーツによる地域振興を考える例が増えているが，その

.

成否は地域住民の参加，関与によるとされる．そこで，ア

チャルとリアルの激突―，北村

ルビレックス新潟を例として，チームの存在が住民の理

夫，高橋昭子，松澤淳子，犬飼博士，古川雅一，柳田尚

解，参加を促し，それがまた地域の活性化を促しているこ

也，日本スポーツ産業学会第 18 回大会号， pp.

とを検証した．

2009. 7

スポーツ産業の新領域『カジュアルスポーツ』―バー
薫，三ッ谷洋子，佐藤由
17 18,

インターネット調査（対象者3000人）の結果，ゲーム産
業のスポーツ化のなかで，スポーツ産業のゲーム化の可能

〔スポーツマネジメント学科〕

性が明らかになった．この新たな産業領域を「カジュアル

.

教授
北村
薫（スポーツ社会学）

スポーツ」と命名した．
.

大日本武徳会の財政基盤と段位制度，藤原昌樹，北村

薫，日本スポーツ産業学会第 18 回大会号， pp.

【報告書】
経済産業省平成20年度サービス産業生産性向上支援調査

21 22,

2009. 7

事業報告書「現代のスポーツ健康産業の新たな課題とその

大日本武徳会は，段位制度の受験資格を一般会員に拡

対応策に関する調査研究―“スポーツ化するゲーム”と

げ，受験料および証書料を徴収することで，意図的であっ

“ゲーム化するスポーツ”―」北村

薫他 7 名，社団法人

たかは別として，結果として段位制度は武徳会を経済的に
支える「資源」として機能したことを明らかにした．

スポーツ健康産業団体連合会，2009. 3
Wii をはじめとするゲーム業界のスポーツ化に対してス

.

組織としてみる大日本武徳会と段位制度，藤原昌樹，

ポーツ健康産業の側からどのように対処すべきかを調査

北村

し，コアなゲーム産業消費者とコアなスポーツ産業消費者

2009. 8

の間に新たな産業領域の可能性が示唆された．

薫，日本武道学会第42回大会研究発表抄録

p.

55

剣道の近代化に多大な貢献をした大日本武徳会を近代化
した組織としてとらえ，その運営・経営，とりわけ段位制

【学会発表】
.

度というカネを生み出す制度が，その後に設立される団

身体活動に対する認識と有能感および学校適応との関

連，田中純夫，山本真己，中山恵一，北村

薫，日本ス

ポーツ社会学会第18回大会抄録集，3233, 2009. 3

体・組織に影響を及ぼした，という仮説を検証した．
.

大日本武徳会における階級規程の変遷とその意味，藤

原昌樹，北村

中学生の生活状況から自己の有能感および学校適応との

薫，日本体育学会第60回大会体育社会学専

門分科会発表論文集

pp. 712 2009. 8

関連性を検討した．その結果，全般的に有能感に関連する

段位制度は，近世武芸の免許の伝授方式が近代化したも

各尺度と「身体活動の恩恵」とは正相関を示し，「身体活

のであり，それは「家元制度」と非常に類似している．本

動の負担」とは負相関を示した．

研究では，団に制度では，家や人が家元ではなく，組織が

.

身体活動に対する認識と反応的攻撃性および学校適応

との関連，山本真己，田中純夫，中山恵一，北村

薫，日

本スポーツ社会学会第18回大会抄録集，106107, 2009
｢Merton, R. K のアノミー論における文化的目標と制度

家元の役割を果たしていることを明らかにした．
.

体育授業の e ラーニング化に関する研究，大沼博靖，

北村

薫，日本体育学会第 60 回大会一般発表抄録集， p.

102, 2009. 8

的手段への適合性という視点を中学生の学校生活に適用

青山学院大学総合研究所ラーニング人材育成研究セン

し，学校生活において学習や生活の目標に適合的に生活す

ターにおいて実際に運用しているラーニングプログラムを

ることが自己の身体の状況や身体活動に対する肯定的な認

下敷きに，どのような種類の教材，授業形態，学習支援体

識を育むことにつながることを示した．

制を構築すべきかを提案した．

.

.

剣道の近代化と段位制度の社会学的研究，藤原昌樹，

北村

薫，日本スポーツ社会学会第18回大会プログラム

抄録集，112～113, 2009. 3
明治から大正にかけて導入された剣道の段位制度は，多

会員制スポーツ施設におけるホスピタリティ・サービ

スの概念モデル，宮崎朋子，野川春夫，北村

薫，日本体

育学会第60回大会一般発表抄録集，p. 175, 2009. 8
会員制スポーツ施設を対象としたフィールド調査から，
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交流分析におけるストロークの考え方を補完的に取り入

スポーツビジネスの歴史を概観し，ビジネスの成功のため

れ，従業員の職務満足，ホスピタリティ・サービス，顧客

にマーケティング戦略の構築の重要性を説く

満足の変数の関連を説明する概念モデルを構築した．

〔スポーツマネジメント学科〕

【講演】
. “スポーツ化するゲーム”と“ゲーム化するスポーツ”，
北村

.

教授
須藤 路子（英語学）

薫，平成21年度スポーツ健康産業団体連合会総会，

2009. 7

EŠects of living in a target language country on the ac-

内容は前記【報告書】に同じ．

quisition of English: Proˆciency in production of rhythmic

. “スポーツ化するゲーム”と“ゲーム化するスポーツ”，

patterns and TOEIC score

北村

Ikuyo Kaneko & Michiko M. Sudo

薫，平成 21年度第 2回情報交換会（関西スポーツ用

品工業協同組合・大阪スポーツ用品卸商業組合二層懇談会

順天堂スポーツ健康科学研究第 1 巻第 2 号（通巻 14 号）

勉強会），2009. 9

165172, 2009. 9

内容は前記【報告書】に同じ．
【その他】

“金子

育世”の項参照

Age of arrival at a target language country as a factor aŠect-

社会理論と社会システム，社会福祉士・精神保健福祉士受

ing English proˆciency measured by production patterns

験ワークブック編集委員会編，社会福祉士・精神保健福祉

and TOEIC score

士受験ワークブック

Michiko M. Sudo & Ikuyo Kaneko

共通科目編，99142, 2009. 7

認定科目変更により，従来北村が執筆していた「社会学」
をもとに若干修正を加えたものの内容を点検して出版した．

大学英語教育学会第48回全国大会要綱163164, 2009, 9
The purpose of this study was to investigate the eŠects of living
in the U.S. on the acquisition of English, regarding English

〔スポーツマネジメント学科〕
. 教授
小林 淑一（スポーツマーケティング）
.

講演
``Sports Marketing in Asia''
The 1st OCA Sport Congress にて（2009年 3 月）

主催

Olympic Council of Asia

proˆciency measured by TOEIC and proˆciency measured by
production patterns.

〔スポーツマネジメント学科〕
. 教授
野川 春夫（生涯スポーツ国際比較）
〈著書〉
スポーツ・ヘルスツールズム

アジアにおけるスポーツマーケティングの現状と今後の課

けるスポーツ・ヘルスツールズム」

題についての講演
“スポーツビジネス・マジック”

第章 「国際市場にお

209226頁

書店

原田宗彦・木村和彦

編著

発行大修館

2009年12月

～スポーツビジネスの舞台裏と成功の秘訣～
第20回コーチャーズカンファレンス（2010年 3 月）

〈論文〉

主催

.

日本テニス協会

スポーツ競技の現場（選手・指導者）とスポーツビジネス

｢観戦エリア別における充足欲求と座席選択要因の相

違について～千葉ロッテマリーンズ観戦者に着目して～」

の現場との融合について

共著者伊藤央二・野川春夫
生涯スポーツ学研究，Vol. 6, No. 2, pp. 2737

.

著書

2009年 3

月

「スポーツビジネス・マジック」
出版

電通（2009年10月）

.

販売

朝日新聞出版

Construct of Recreational Sport Event.''

``Operationalization of the Resource Investments
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第60回日本体育学会，広島大学，2009年 8 月27日

共著者Isao Okayasu & Haruo Nogawa
Event Management, Vol. 12, pp. 117, 2009.

.
.

｢ゴルフギャラリーの特性に関する研究」

｢中学校運動部活動の居心地に関する研究」
発表者渡辺泰弘・野川春夫

共著者渡辺泰弘，松本耕二，野川春夫

第60回日本体育学会，広島大学，2009年 8 月28日

山口県体育学研究，No. 52, pp. 112. 2009年 3 月．
.
.

｢地域スポーツクラブ研究への社会的交換理論の適用

発表者山口志郎・野川春夫

可能性について」
共著者岡安

｢スポーツイベントにおけるスポンサーイメージフィ

ットに関する研究～Gwinner モデルを援用して～」

功・野川春夫

第60回日本体育学会，広島大学，2009年 8 月28日

東京国際大学論叢，第80号，pp. 6779. 2009年 9 月
.

の研究～チャレンジで―に着目して～」

〈その他〉
.

発表者佐野吉彦・野川春夫

｢指定管理者時代の公共スポーツ施設経営」第 1 回
単著

月刊体育施設，5 月号，pp. 3445. 2009年 5 月

｢指定管理者時代の公共スポーツ施設経営」第 2 回

.

単著

｢生涯スポーツイベントに関するマーケティング戦略

月刊体育施設，7 月号，pp. 4041. 2009年 7 月

第60回日本体育学会，広島大学，2009年 8 月28日
.

｢短時間で楽しみながら行えるドラウタビリティ・プ

ログラムの有効性に関する基礎的研究～調整力向上に着目
して～」
発表者安光達雄・野川春夫

｢指定管理者時代の公共スポーツ施設経営」第 3 回

.

単著

月刊体育施設，9 月号，pp. 3233. 2009年 9 月

｢指定管理者時代の公共スポーツ施設経営」第 4 回

.

単著

第60回日本体育学会，広島大学，2009年 8 月26日
.

月刊体育施設，11月号，pp. 3445. 2009年11月

Privatization of youth sports in Japan

Yasuhiro Watanabe, Haruo Nogawa, Yoshiaki Iida &
Fumihiro Sato

.

｢健全なる精神は健全なる身体に宿る～青少年スポー

ツ～を考える」
単著
育連合

社会教育，No. 762, pp. 1015.

North America Society of Sport Sociology Congress 2009 Oral
Presentation

財 全日本社会教


November 6, 2009 Ottawa, Canada

2009年12月

.

Bidding race of the 2016 Olympic Games

〈学会発表〉

Haruo Nogawa

. 「『子どもの体力向上実践事業』の自治体側からみた成

2009 North America Society of Sport Sociology, Ottawa,

果と課題」

Canada, November 2009.

発表者川西正志・北村尚浩・萩裕美子・野川春夫
第60回日本体育学会，広島大学，2009年 8 月26日

.

Socio-cultural understanding of hospitality services

among Japanese Sport Consumers.

.

｢スポーツ団体による社会貢献活動が子供たちに与え

る影響に関する研究」
発表者上代圭子・野川春夫

Tomoko Miyazaki and Haruo Nogawa
2009 North America Society of Sport Sociology, Ottawa,
Canada, November 2009.

第60回日本体育学会，広島大学，2009年 8 月28日
.
.

｢会員制スポーツ施設のおけるホスピタリティ・サー

ビスの概念モデル」
発表者宮崎朋子・野川春夫

｢メガスポーツイベントにおけるエコ対策～イベント

業務者に着目して～」
発表者山田大輔・野川春夫
第11回イベント学会，横浜パシフィコ，2009年 5 月13日．
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年9月5日

ィング戦略について～チャレンジデーに着目して～」
発表者佐野吉彦・野川春夫・工藤保子

.

第11回イベント学会，横浜パシフィコ，2009年 5 月13日．

フィットネスクラブ会員のナラティブ・データからの検討

｢会員制スポーツ施設におけるホスピタリティ～民間

～」
.

｢スポーツ・スポンサーシップに関する研究動向」

発表者山口志郎・野川春夫
第11回イベント学会，横浜パシフィコ，2009年 5 月13日．
.

｢メガスポーツイベントにおけるイベント業務管理者

のエコ対策の現状と課題～東京大マラソン祭りに着目して
～」

発表者宮o朋子・川部夕里・野川春夫
第11回日本生涯スポーツ学会，川崎医療福祉大学，2009
年9月5日
.

｢ドラウタビリティ・プログラムの有効性に関する基

礎的研究～調整力と運動有能感の向上に着目して～」
発表者安光達雄・野川春夫

発表者山田大輔・野川春夫
第11回日本生涯スポーツ学会，川崎医療福祉大学，2009

第11回日本生涯スポーツ学会，川崎医療福祉大学，2009
年9月5日

年9月5日
.
.

｢チャレンジデーにおける参加者のイベント評価に関

する研究」
発表者佐野吉彦・工藤保子・野川春夫
第11回日本生涯スポーツ学会，川崎医療福祉大学，2009

｢児童の習い事，おけいご事に対する親の消費動向に

関する研究」
発表者渡辺泰弘・高橋季絵・野川春夫・佐藤文宏
第11回日本生涯スポーツ学会，川崎医療福祉大学，2009
年9月5日

年9月5日
.
.

｢社会的支援が中高齢者の身体活動実施に与える影響

～古河マスターズサッカー参加者を対象として～」
発表者川部夕里・野川春夫
第11回日本生涯スポーツ学会，川崎医療福祉大学，2009
年9月5日
.

｢スポーツイベントにおけるスポンサーフィットに関

する研究～Gwinner モデルを援用して～」
発表者山口志郎・野川春夫
第11回日本生涯スポーツ学会，川崎医療福祉大学，2009
年9月5日

｢生涯スポーツイベントにおける参加者のイベント満

足度～古河市マスターズサッカー大会を事例に～」
発表者浅賀めぐみ・及川結花・櫻庭暢子・宮o朋子・
野川春夫
第11回日本生涯スポーツ学会，川崎医療福祉大学，2009
年9月5日

〔スポーツマネジメント学科〕
. 准教授
大友 泰司（日本文学）
中世の医家・丹波氏の活動実態を調査すべく実地調査を
行った．久留米の玉垂宮の神社と仏閣の大善寺，対馬の厳

.

｢自治体における総合型地域スポーツクラブ創設・支

援事業での行政評価項目の構築について」

原大神宮である．これらはいずれも『高良山縁起』・『神宮
皇后絵巻』に描かれている．

発表者遠藤徹也・渡辺泰弘・佐野吉彦・野川春夫
第11回日本生涯スポーツ学会，川崎医療福祉大学，2009
年9月5日
.

｢指定管理者制度における施設の安全管理に関する一

考察～某体育館で発生した利用者事故を契機として～」
発表者松本眞一・野川春夫
第11回日本生涯スポーツ学会，川崎医療福祉大学，2009

〔スポーツマネジメント学科〕
. 准教授
神原 直幸（マス・コミュニケーション）
バレーボール中継映像におけるジェンダー表象
順天堂スポーツ健康科学研究
173183，（2009）
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日本で制作されたバレーボール中継映像を内容分析し，
男女の映像の比較を行った．被写対象，ショット数，サイ

63
role in university hospitals, in order to manage their stress conditions and improve their work-family balance.

ズ，アングル等の構成比から，女子はチームや個人が強調
され，男子は個人成績や競技性が強調された構成が認めら
れた．

産業・組織心理学会編『産業・組織心理学ハンドブック』
丸善，2009年 7 月．
第部，作業「医療・看護労働」（396399頁），および
「人間工学ロードマップおける労働形態の未来予想」（130

〔スポーツマネジメント学科〕

133頁）を担当．

.

准教授
西村 英俊（情報科学）

ヒューマンサービスに従事している看護師に焦点を当
て，医療・看護労働現場における現状や問題点，そして今
後の展望に至るまで明確に解説した．特に看護師のストレ

〈学術論文〉
LDAP を利用したさくらキャンパスネットワークの認

スとストレッサー，看護師のストレス反応，看護師のバー
ンアウト（燃え尽き）症候群，看護師のワークファミリー

証の統一化
著者西村英俊

コンフリクト，医療看護組織の活性化について，国内外の

奥野浩
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第 1 巻第 1 号 71 ～ 77,

最新研究成果をふまえ解説した．
また，人間工学分野で試験的に取り組まれている効果的

2009. 3

順天堂大学さくらキャンパスネットワークの各サーバー

なロードマップ策定手順に関する最新動向を中心に取り上

における認証方法を ldap サーバーでおこなう方式に一元

げた．そして，人間工学ロードマップにみる労働形態の未

化し，この方式を拡張し学内に存在しない宛先への学外か

来予想をまとめた．

らのメールを拒否できるようにしたことを報告した．
秋山義継編著『新版経営学トレーニング』創成社，2009
年 5 月．

〔スポーツマネジメント学科〕
. 准教授
水野 基樹（スポーツ経営組織学）
【著

第 6 章「経営組織」（ 5874 頁）， 7 章「経営戦略」（ 75
87頁）を担当．

「経営組織」と「経営戦略」を勉強するにあたり，大学
の講義で重要な内容と近年のビジネス場面における問題を

書】

『Promotion of work ability towards productive ageing』
CRC Press, Taylor & Francis Group, London March, 2009

取り上げ，効率的にでき短期間で経営の基本となる知識を
習得できるよう問題と解答を作成した．

Editors: Masaharu KUMASHIRO

「Work-family balance and stressors among Japanese adAuthors:

Motoki

MIZUNO,

秋山義継，飯野邦彦，中村陽一編著『環境経営学辞典』
創成社，2009年，10月．

ministrative nurses」(pp. 319322)

Yasuyuki

YAMADA,

Masataka HIROSAWA, Miyuki SUGIURA, Yasunobu
NISHI, Yujiro KAWATA, Sumio TANAKA
This study focuses on the work-family con‰ict (WFC) concept as one of the indicators of work-family balance and clari-

「エコマテリアル」（ 16 頁），「環境 ODA 」（ 31 頁），「環
境支払意志額」（ 39頁），「クリーナー・プロダクション」
（47頁），「コージェネレーション」（60頁），「廃棄物発電」
（103頁），
「マグロ漁業」
（115頁），
「緑化ビジネス」
（124頁）
を担当．

ˆes the job stressor type which can lead to WFC. From the

経営者・企業人・行政関係者・教育関係者・学生など，

result it was clariˆed that some job stressors were signiˆcantly

環境経営にかかわり，あるいは学ぼうとする人にとって必

correlated to WFC. Furthermore, many scores of Work-Fami-

要かつ十分な用語を厳選し，わかりやすく解説した．

ly Con‰ict Scale (WFCS) and Nursing Job Stressor Scale

(NJSS) in administrative class nurse (AC) were higher than

岸田孝弥監修，久宗周二，水野基樹編著『実践

産業・

those of nonAC. Therefore, it was concluded that more atten-

組織心理学―産業現場の事例を中心にして―（改訂版）』

tion needs to be paid to nursing staŠ members, and in particu-

創成社，2009年．

lar to nurses in the administrative class, who play important

第18章「スポーツフィットネスクラブ従業員の雇用形態
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本研究は大学生競技者の抱える「大学生」と「競技者」

計画的偶発性理論の枠組みを用いて，多様な雇用形態が

という多重役割間でネガティブ・スピルオーバー（NSP）

複線的に混在するスポーツフィットネスクラブ従業員のキ

が生起することを確かめ，それが抑うつにどの程度の影響

ャリアに対してアプローチし，今後のスポーツフィットネ

力を示すのかを検証することを目的とした．統計解析の結

スクラブ業界における人的資源アーキテクチャをキーワー

 大学生競技者
果として，次の 2 点の結論が導かれた◯

ドに将来の効果的な人的資源管理に関する提言を行った．

が訴えるストレスの中には多重役割間で生起する NSP が
 NSP は抑うつに対して影響力をもち得る．
認められる．◯

【論文・学会発表・Proceedings】
「Reliability and validity of a Japanese version of the Cambridge depersonalization scale as a screening instrument
for depersonalization disorder」

『Psychiatry and Clinical Neurosciences』March, 2009 Vol.
63, pp. 314321.
Authors: Miyuki SUGIURA, Masataka HIROSAWA, Sumio TANAKA, Yasunobu NISHI, Yasuyuki YAMADA,
Motoki MIZUNO

『The fundamental study of stress improvement in
university athlete. 』

第 5 回順天堂大学スポーツ健康科学部国際シンポジウム，
2009年 1 月．
Authors:

Yasuyuki

YAMADA,

Motoki

MIZUNO,

Masataka HIROSAWA
The purpose of this study was to clarify the improvement
point for the stress condition surrounding university athletes.

The purposes of this study were to develop a Japanese ver-

As the results, we found ˆve clusters having diŠerent features

sion of the CDS (JCDS) and to examine its reliability and

of stress from the 48 teams and provide the improvement

validity as an instrument for screening depersonalization dis-

points based on these results.

order under non-clinical conditions. In this study, JCDS
showed good reliability and validity. The best cutoŠ point,
when we use this for distinguishing individuals with depersonalization disorder from individuals without psychiatric disorders, is 60 points.

「A study on motivation process based on inferiority
complex」

International Ergonomics Association, Proceedings of International Ergonomics Association, CDROM, August, 2009.
Authors: Masayuki YAMADA, Yasuyuki YAMADA,

「参加型アプローチに基づく人間工学ロードマップ策定
ステップの検討」『労働科学』 2009年，第 85巻，第 2 号，
7388頁．

研究者大橋智樹，榎原毅，申紅仙，水野基樹，堀野定
雄，小木和孝，酒井一博，岸田孝弥
参加型アプローチに基づいて人間工学ロードマップに有

Motoki MIZUNO
This study examined an existence of this speciˆc motivation
based on the inferiority complex through the verifying of a
hypothesis; the people having both of high achievement motivation and high inferiority complex were existent. As the
results, this hypothesis was supported to some degree.

効な策定ステップを検証した．人間工学応用を扱う研究者
と実務者からなるタスクフォースを構成し，集団討議を繰
り返すことによって，ロードマップ策定における参加型ア

「A study on consciousness of career planning among
professional football players in Japan」

プローチの有効性を検証した．集団討議の結果，人間工学

International Ergonomics Association, Proceedings of Inter-

分野における2030年までの将来像として，7 領域に分け，

national Ergonomics Association, CDROM, August, 2009.

3 視点で網羅的に到達目標を立てて研究を進めていくロー

ドマップを作成した．

Authors: Mami INOUE, Yasuyuki YAMADA, Motoki
MIZUNO
The purpose of this study was to clarify the degree and

「大学生競技者に生起するネガティブ・スピルオーバー

relationships of a consciousness toward second career planning

と抑うつの関連性」『順天堂医学』 2009年12月，第55巻，

and anxiety among Jleague player. First ˆnding of this study

第 4 号，502510頁．

is that Jleague players don't think about career planning so

研究者山田泰行，岡康大，川田裕次郎，水野基樹，広
沢正孝

much. Second is that the uneasiness to career planning of J
league players is high. Last is that the anxiety among Jleague
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player without a consciousness toward career planning is espe-

derstand Japanese elite university track and ˆeld athletes’

cially high.

perceived success in sports, it is necessary to consider not only
the two goal perspectives, but also more wideranging ones as

「Human ergological approach to career transition of

well.

professional athletes in Japan」

International Ergonomics Association, Proceedings of Inter-

「人間工学ロードマップの効果的な目標設定における参

national Ergonomics Association, CDROM, August, 2009.

加型手法の利点」日本人間工学会『人間工学会誌』第45号

Authors: Motoki MIZUNO, Masayuki YAMADA, Mami

特別号，2009年，506507頁．
研究者榎原毅，大橋智樹，水野基樹，申紅仙，堀野定

INOUE, Yasuyuki YAMADA
The purpose of this study is to clarify the career transition of

雄，小木和孝，酒井一博，岸田孝弥

professional athletes, which is approached from the view point

人間工学ロードマップ策定過程において，効果的な優先

of human ergology. Consequently, when it comes to career

目標・具体的方策設定のエッセンスを検証した．とりわけ，

transition of professional athletes, it is necessary to consider

 ワーキンググループの編成，◯
 主要
6 段階のステップ（◯

``career'' from the whole perspectives of human being. It will

 優先目標の設定，◯
 ベンチマークの設定，
領域の検討，◯

be right raison d'etre of human ergology and it is critical to put

 具体的方策の策定，◯
 社会的効用の見積もり）をスパイ
◯

basic axis for the self-recognition training, taking both

ラルアップしながら，人間工学応用目標としての 3 つの視

physical/ biological and mental/psychological side of human

 共生のための人間中心設計，◯
 多様なニーズに即応
点（◯

being into account.

 自主的な継続改善）基軸とした人間工学ロー
する設計，◯

ドマップの策定の重要性が提言された．
「A study on features of athlete burnout from the perspec「日本フットボールリーグ（ JFL ）選手のキャリア成熟

tive of sports team organization in Japan」

International Ergonomics Association, Proceedings of International Ergonomics Association, CDROM, August, 2009.
Authors:

Yasuyuki

YAMADA,

Motoki

MIZUNO,

Masataka HIROSAWA

に関する研究」人類働態学会『第 44 回全国大会抄録集』
2009年 6 月，1617頁．

研究者井上真実，水野基樹
日本フットボールリーグ（JFL）選手 2 名を対象に Katz

The purpose of this study was to examine the eŠects of team

の 3 つのスキルから構成されるモデルに依拠して30分から

organization on athlete burnout through the veriˆcation of the

60 分の半構造化インタビューを実施した．特にインタビ

hypothesis that ``some diŠerent types of athlete burnout

ューでは JFL 選手のキャリア・トランジションの時期と 3

processes were observed among sports team organizations.''

つのスキルに注目した．その結果，JFL 選手のトランジシ

As the results, we found ˆve clusters having diŠerent features

ョンに伴う時間的推移と関連して，それぞれのスキルの重

of burnout process from the 48 teams and our hypothesis was

要性が変化することが明らかになった．つまり，トランジ

considered to be supported.

ション時期が後期に進むにつれて，それぞれのスキルが高
くなることが明らかになった．

「Perception of success in sports among Japanese elite
university track and ˆeld athletes: Application of a qualitative date analysis approach」

International Ergonomics Association, Proceedings of International Ergonomics Association, CDROM, August, 2009.
Authors: Yujiro KAWATA, Yasuyuki YAMADA, Miyuki
SUGIURA, Motoki MIZUNO, Mastaka HIROSAWA

「大学生運動部員をとりまく競技ストレスとは大学
生と競技者役割間で生じるネガティブ・スピルオーバーの
抽出」人類働態学会『第44回全国大会抄録集』2009年 6 月，
1921頁．

研究者山田泰行，岡康大，川田裕次郎，水野基樹，広
沢正孝

This study examined whether perception of success in sports

大学生競技者が「大学生」と「競技者」という多重役割

among Japanese elite university track and ˆeld athletes can

を担っており，その役割間ではネガティブ・スピルオー

also be interpreted by means of the goal perspective theory or

バーというストレス現象が生じていることを明らかにした．

not. Through the analysis, it is suggested that in order to un-
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「大学生アスリートを対象としたチームビルディングに

役割のうち，大学生役割の構造を検証した．その結果，全

関する事例研究―自他認知の視点から―」人類働態学会

ての NSP は学業，アルバイト，余暇，経済状況という 4

『第44回全国大会抄録集』2009年 6 月，2223頁．

つの役割間で生じていることが明らかにされた．

研究者芳地泰幸，井上真実，水野基樹
大学生アスリートを対象に実際にチームビルディングを

「大学生陸上競技選手におけるスポーツでの成功の知覚」

おこない，自他認知の視点からチームビルディングの効果

日本体育学会『第 60回記念大会予稿集』 2009年 8 月， 117

を検証した．その結果チームビルディング実施前と実施後

頁．

では自他認知の差が減少することが明らかになった．

研究者川田裕次郎，山田泰行，水野基樹，広沢正孝
大学生競技者がスポーツ場面における成功をどのように

「体育系大学生のアンダーマイニング効果に関する研究」

捉えているのかを検証した．その結果，彼らは競技におけ

人類働態学会『第 44回全国大会抄録集』2009年 6 月， 24

る成功をとりわけ「成長」と「承認」という 2 側面から捉

25頁．

えていることが明らかにされた．

研究者沖和砂，稲葉健太郎，水野基樹，広沢正孝
体育系大学生を対象に集団での取り組むジグゾーパズル

「大学生アスリートにおける達成動機と自己受容の関連」

の課題を与え，金銭的報酬と動機づけの関連を検証した．

日本体育学会『第 60回記念大会予稿集』 2009年 8 月， 118

その結果体育系大学生においてアンダーマイニング効果は

頁．

確認されなかった．つまり，体育系大学生の場合，内発的
動機づけがきわめて高いことが考えられる．

研究者山田真行，山田泰行，水野基樹
大学生競技者を対象に達成動機と自己受容との関連を検
証した．その結果，大学生競技者は自己充足的達成動機が

「大学生アスリートにおける目標志向性と心理成熟の関
連」人類働態学会『第44回全国大会抄録集』2009年 6 月，

全体的自己受容感と，競争的達成動機が身体的自己受容感
と関連を持つことが明らかにされた．

2627頁．

研究者川田裕次郎，山田泰行，水野基樹，広沢正孝

「大学生アスリートを対象としたチームビルディングの

大学生アスリートの個人属性および目標志向性と心理的

効果に関する事例研究―TB 介入後の自由記述を分析対象

成熟度の関連を検証した．その結果，男性大学生アスリー

として―」日本体育学会『第60回記念大会予稿集』2009年

トは競技年数が，女性は年齢が心理的成熟に関連する．男

8 月，119頁．

性アスリートは課題志向性が心理的成熟を促進するが，女

研究者芳地泰幸，井上真実，水野基樹

性は課題志向性が心理的成熟を抑制する可能性があること

大学生アスリートを対象に実際にチームビルディングを

を明らかにした．

おこない，実施後の自由記述アンケートからチームビルデ
ィングの効果を検証した．その結果，自主性，コミュニ

「大学生アスリートのストレス改善に関する組織的介入
の視点」日本体育学会『第60回記念大会予稿集』2009年 8

ケーションの向上，リーダーシップの獲得など計10項目の
効果が抽出された．

月，99頁．
研究者水野基樹，山田泰行，広沢正孝

「日本フットボールリーグ（ JFL ）選手のキャリア・ト

非体育系大学の A 大学に対して行ったストレス調査の

ランジションに関する研究―個人属性とスキルに着目して

結果をもとに，A 大学の各運動部に対する組織的介入の視

―」日本体育学会『第60回記念大会予稿集』2009年 8 月，

点を明らかにした．

123頁．

研究者井上真実，水野基樹
「大学生競技者のネガティブ・スピルオーバーに関する

日本フットボールリーグ（JFL）選手を対象に Katz の 3

基礎的研究」日本体育学会『第60回記念大会予稿集』2009

つのスキルから構成されるモデルに依拠して30分から60分

年 8 月，99頁．

の半構造化インタビューを実施した．その結果，とりわけ

研究者山田泰行，岡康大，川田裕次郎，水野基樹，広
沢正孝
大学生競技者が担う「大学生」と「競技者」という多重

JFL 選手のキャリア・トランジション後期においては，個

人属性に応じて求められるスキルが変化することが明らか
になった．
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「組織開発の体験は大学生の自己理解の変容をもたらす

「看護師レジリエンス尺度の信頼性と妥当性」産業保健

か」産業・組織心理学会『第25回大会発表論文集』2009

人間工学会『産業保健人間工学会第14回大会抄録集』2009

年 8 月，9194頁．

年10月，8285頁．

研究者山田泰行，水野基樹，芳地泰幸
大学生に対する組織開発の効果を捉えるための側面とし
て「自己理解」に焦点を当て，実際に組織開発の体験によ
ってそれが変化するのかを明らかにした．その結果，「自

研究者井原裕，尾形広行，犬塚彩，多田則子，永井敏
郎，水野基樹
看護師の直面する状況を反映した「看護師レジリエンス
尺度」を作成し，その信頼性と妥当性を検討した．

己理解」の変容が認められ，それは 7 つの側面から構造化
されることが明らかとなった．

「競技者役割から大学生役割へのポジティブ・スピル
オーバーの抽出」日本スポーツ心理学会『第36回大会研究

「人間工学ロードマップの策定ステップと主要領域」産
業・組織心理学会『第25回大会発表論文集』2009年 8 月，
1011頁．

司会酒井一博
話題提供者（ JAIOP 第 25回大会企画シンポジウム 2）
大橋智樹・水野基樹・榎原毅・申紅仙
企画者岸田孝弥
「人間工学 RM の策定過程と参加型アプローチ」という

発表抄録集』2009年11月，3839頁．
研究者山田泰行，芳地泰幸，岡康大，水野基樹，広沢
正孝
大学生競技者が抱える「大学生」と「競技者」という役
割の間には，ポジティブ・スピルオーバー（PSP）という
現象が生じていることを明らかにした．また， PSP をよ
り高く認知している者は長期にわたる競技継続が期待でき
ることも考察された

テーマで人間工学 RM 策定における，タスクフォース指
向の参加型小集団討議の有効性を紹介した．

「体育系大学生のアンダーマイニング効果に関する研究」
日本スポーツ心理学会『第36回大会研究発表抄録集』2009

「大学病院に勤務する主任看護師の役割意識に関する研

年11月，188189頁．

究―対人影響力の視点から―」産業保健人間工学会『産業

研究者沖和砂，稲葉健太郎，水野基樹，広沢正孝

保健人間工学会第14回大会抄録集』2009年10月，6265頁．

体育系大学生を対象に集団でのジグゾーパズルの課題を

研究者岡田綾，杉浦幸，山田泰行，水野基樹，広沢正

与え，金銭的報酬と動機づけの関連を検証した．その結果
体育系大学生においてアンダーマイニング効果は起こらな

孝
中堅看護師とその一部を構成する主任が職務をどのよう

かった．

に捉え，職務に臨んでいるかという職務遂行意識を調査す
るために，都内 A 大学病院の主任・中堅看護師を対象に

「組織開発が大学生の心理的側面に及ぼす影響―大学に

質問紙調査を実施した．また，中堅と主任の職務遂行意識

対する理解の変容に着目して―」人類働態学会東日本地方

の相違を検討することから，主任の職位にある看護師の職

会『人類働態学会会報』第91号，2009年11月，12頁．

務意識を把握し，職場における対人影響力について考察を
おこなった．

研究者芳地泰幸，山田泰行，水野基樹
大学生に対する組織開発の効果を捉えるための側面とし
て「大学イメージ」に焦点を当て，実際に組織開発の体験

「成果主義人事制度が従業員のメンタルヘルスに与える

によってそれが変化するのかを明らかにした．その結果，

影響について」産業保健人間工学会『産業保健人間工学会

「大学イメージ」の変容が認められ，それは6つの側面から

第14回大会抄録集』2009年10月，7073頁．

構造化されることが明らかとなった．

研究者山中周平，水野基樹
成果主義人事制度下で組織成員が感じる自社人事制度や
職場環境の変化に対する意識とメンタルヘルスの関係をと

【その他】
「企業に生かすスポーツ心理学()―成績不振の原因と

らえるために，首都圏に勤務する会社員 257名を対象に質

は

問紙調査を実施した．その結果，成果主義人事制度そのも

科学研究所，第64巻 1 号，53頁，2009年．

のは高ストレスな環境を生むが，メンタルヘルス悪化の直
接的な原因とはなっていないことが明らかとなった．

スランプとプラトーの違い―」『労働の科学』労働

雇用環境の厳しい昨今では，企業の組織人としてよりも
職業人としてのキャリアに比重を置く傾向になり，従業員
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は常に就業能力（エンプロイアビリティ）の更新にエネル

界に限らず，ビジネス界においても永遠の課題である．つ

ギーを消耗している．このような現状では，習得したビジ

まり「チームの和」という名目のもと，チームや組織が集

ネス・スキルの陳腐化の速度は加速度的である．そこでス

団浅慮に陥っていないか内省し，個人とチーム（組織）に

ポーツの世界で用いられるスランプとプラトーの違いを定

対する丁寧な議論の機会を持ったうえでの結果としての

義し，業績不振に関して考察した．そして，企業において

和，すなわち個人と組織の融合が重要になる．

もスポーツの世界と同様に，従業員の成績不振の原因がス
ランプであるのか，それともプラトーなのかを見極める必

「企業に生かすスポーツ心理学()―交流分析における

要がある．そのうえで，企業の経営者や管理者は，マネジ

人生脚本―」『労働の科学』労働科学研究所，第64巻，11

メント遂行上での適切な対策を講じることが求められてい

号，58頁，2009年．

ることを提言した．

人生脚本とは，その人が「無意識につくる人生計画」で
あり，明確な始まり，中間，結末のあるドラマとして書か

「企業に生かすスポーツ心理学()―「あがり」の原因

れているという．それは脚本の内容から「勝者」，「敗者・

と対処法―」『労働の科学』労働科学研究所，第 64 巻， 2

悲観的な」，
「非勝利者・平凡な」脚本の3つに分類できる．

号，51頁，2009年．

そして，「人生脚本」は自分の決断の仕方によっては，人

スポーツの世界に限らず，いわゆる「あがり（あがる）」

生脚本を書きかえることができるとされている．つまり，

という現象は，ビジネスの現場でも頻繁に見受けられる．

自分自身で書いた脚本であるがゆえに，生き方を変えるこ

そこで主な「あがり」の徴候と原因，「あがり」を防止す

とができるという観点に立脚しているのである．そして働

るトレーニング方法を提示した．そして，ビジネス場面に

き方の多様化が進展する昨今，「人生脚本」はビジネスの

おいても「あがり」を防止するためには，実際の交渉場面

世界でも豊かな人生を築くために，現在の「立ち位置」を

やプレゼンテーション場面などを想定した継続的・計画的

確認するための道具や，長い人生における生き方（キャリ

な社員研修やリハーサルを実施していくことが効果的だと

ア）を考える際に，ますます有効な概念となるであろう．

提言した．
「企業に生かすスポーツ心理学()―対人間コミュニ
「企業に生かすスポーツ心理学()―絆の強いチームを
作るためのチームビルディング―」『労働の科学』労働科
学研究所，第64巻，9 号，57頁，2009年．

ケーションにおけるストローク―」『労働の科学』労働科
学研究所，第64巻，12号，47頁，2009年．
企業やスポーツチームにおいて他の人と一緒に仕事を成

近 年 ，組 織 開 発 の 手 法 と し て 「 チ ー ム ビ ル デ ィ ン グ

し遂げていく際に円滑なコミュニケーションが必要となる

（team building）」が着実と注目を集めている．企業組織で

ことは言うまでもないであろう．そこでストローク

は，日常業務を通じてコミュニケーションの内容が業務中

（stroke）という概念を取りあげ，より豊かなコミュニケー

心になりやすいため，組織メンバーの価値観や信念にまで

ションのあり方を提言した．ストロークとは，日本語に訳

踏み込んだ会話をするのは難しい．そこで，チームビルデ

出しにくい英単語ではあるが，「ある人に話しかける」と

ィング（内省や傾聴を繰り返すプロセス）を通じて，自己

いう意味で把握すると座りが良い．たとえばチームメイト

理解や他者理解を深めて，絆の強いチーム（組織）を作り

に話しかけたり，挨拶したり，握手をするのはすべてスト

上げることが大切である．今後は，企業やスポーツの文脈

ロークと言える．つまり，適切なストロークの交換が対人

に限らず，医療・看護や教育などの現場においても，チー

間コミュニケーションを豊かにするためには必要となろう．

ムビルディングは効果的な研修手法となろう．
「企業に生かすスポーツ心理学()―チームの和と集団
浅慮―」『労働の科学』労働科学研究所，第64巻，10号，
51頁，2009年．

スポーツチームがチーム全体としての目標を達成するこ
とが，必ずしも選手個人の目標に連動して満足度を高める
ことに結び付くとは限らない．個人と組織の一体化，すな
わち個人と組織の目標を融合するという問題は，スポーツ

〔スポーツマネジメント学科〕
. 准教授
山田
満（マーケティング・コミュニケーショ
ン学）
〈学会発表〉
刺激/反応系としてとらえたイベント効果に関する一考
察―人体センサーによる実証実験―
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2009年 5 月13日に開催されたイベント学会第11回大会に

て企業合同出展型イベントのブース訪問者を被験者とし自

69

施，238票を回収（回収率72.3）．10月の学生部委員会，
11月の教授会にて分析結果を報告した

律神経計測センサーによる心拍変動などのデータと記録ビ
デオ映像との相互関連を分析し，外的な刺激が自律神経反

〈電通とのイベント効果に関する共同研究〉

応にどの様な影響を及ぼすか考察を行った．イベント学会

株 電通のスペースブランディ
2008年 9 月から開始された

株 電通のスペースブランディング室との
の研究助成を受け

ング室とのイベント効果に関する共同研究では下記の研究

共同で研究を行った．

プロジェクトが行われた．

〈研究論文〉
イベント効果指標開発のための一考察

.

｢エコプロダクツ」におけるイベント効果に関す

る実証実験

―人体センサーを用いた実証実験―

イベント学会の研究助成を受け，2008年12月東京ビッグサ

株
上記イベント学会の研究助成に対する研究報告として

イトで開催された上記イベントに学部生20名を被験者とし

電通スペースブランディング室の栗原氏と共同執筆しイベ

て実証実験を行い，イベントの外的な刺激がブース訪問者

ント学会に論文を 6 月末に提出．上記論文は同学会の公式

の自律神経にどの様な影響を与えるか電通との共同研究・

ホームページ http: // www.eventology.org /の発表論文集に

分析を行いイベント学会に2010年 6 月に研究報告した（こ

掲示されている．

の項前述）

年本学の箱根駅伝のメディア露出の計測と広告費換
算―～年の総合分析―

.

イベント効果に関する基礎実験
2009年 7 月さくらキャンパスにおいて学部生20名を被験

2007年本学の総合優勝以来，毎年本学ならびに駅伝の総

者とし実験室で様々な映像や音源などの刺激が自律神経に

合 1 ， 2 位校の TV ，新聞へのメディア露出量の計測して

どの様な影響を与えるか実証実験を行った．被験者の各刺

いる．2009年は本学，東洋大，早大の 3 校の露出量の計測

激に対する自記式アンケートとの総合関連を分析した．

と本学に関する2007年以降 3 年間のデータの総合分析を行
った．
研究結果は2010年発行予定の本学の紀要第 1 巻 4 号に掲
載予定．（投稿済み）

.

｢エコプロダクツ」におけるイベント効果に関す

る実証実験
昨年に続き，電通との共同研究の一環として2009年12月
東京ビッグサイトで開催された「エコプロダクツ2009」に

〈学内調査・報告〉

学部生21名を被験者とした実証実験を行った．昨年の研究

学生部委員会の学生生活調査小委員会の委員長として下

継続に加え，ブースへの再訪やガイド効果も合わせて実験

記の調査の企画立案と調査の実施と学生部委員会ならびに

し被験者のパーセプション変化における影響を計測．研究

教授会に分析結果の報告を行った．

成果は2010年 3 月イベント学会にて共同発表した．

年度年生を対象とした調査・報告

.

2008 年度卒業の 4 年生を対象としたアンケート調査を

分析作業

DEEM （展示会経験価値効果調査）データベースの

2009年 1 月に実施， 261票を回収（回収率 82.9）． 5 月の

電通がこれまでに蓄積してきたイベント効果に関するア

学生部委員会，6 月の教授会でその分析結果を報告した．

ンケート調査のデータベース（約60,000サンプル）のデー
タマイニング作業を電通と協力して実施．2009年はイベン

年度年生を対象とした調査・報告

トにおける「ステージ」が持つブース訪問者の共感形成力

本年度の 1 年生を対象としたアンケートを 6 月 22日29

について統計的な分析を用いて証明を行った．

日の間啓心寮にて実施296票を回収（回収率89.4）．9 月
の学生部委員会，11月の教授会にて分析結果を報告した．
年度年生を対象とした調査・報告
本年度の 3 年生を対象としたアンケートを 7 月 2 日に実
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井秀明

〔スポーツマネジメント学科〕
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主に化学物質に関する項目「ダイオキシン，ベ

ンゾピレン，農薬中毒他41項目」について執筆した．

.

准教授
金子 育世（英語学）

.

EŠects of living in a target language country on the ac-

管理栄養士国家試験過去問題集 井上正子監修，

平成21年 9 月30日，誠文堂新光社，著者岩井秀明

第23

quisition of English: Proˆciency in production of rhythmic

回管理栄養士国家試験「社会・環境と健康」の「解答と解

patterns and TOEIC score

説」，「科目別傾向」を担当．

Ikuyo Kaneko & Michiko M. Sudo

順天堂スポーツ健康科学研究第 1 巻第 2 号（通巻14号）

［国際学会］
.

165172, 2009. 9

Suppressive eŠect of blood free histidine on obesity.

We investigated the eŠects of living in the country of a target

S. Nakajima, H. Iwai, S. Nakamura, S. Kasaoka, K. Ikeda,

language on learners' acquisition of English durational pat-

Y. Amamiya, F. Yamakura, S. Kawai, S. Katamoto, 237th

terns with respect to interstress intervals (ISIs).

American Chemical Society National Meeting & Exposition,
Salt Lake City, UT, USA, (Abstract: March 23, 2009,

Age of arrival at a target language country as a factor

TECH4) (Symposium), March 2226, 2009 （招待講演）

aŠecting English proˆciency measured by production pat-

ヒスチジンの抗肥満作用について血中ヒスチジンと肥満
指標との関係について報告した．血中アミノ酸におけるヒ

terns and TOEIC score

Michiko M. Sudo & Ikuyo Kaneko

スチジンの割合と， BMI や内臓脂肪面積とは負の相関関

大学英語教育学会第48回全国大会要綱 163164, 2009, 9

係を示すことが明らかになった．また動脈硬化危険因子と

“須藤

の間にも有意の相関関係が示唆された．

路子”の項参照

英語における感情的プロソディと感情表現―学習者と母

［国内学会］
.

語話者との比較

動脈硬化症早期診断項目としての血中マーカー探索

池田啓一，雨宮有子，信太直己，高子真吾，山倉文幸，加

金子育世
第38回情報文化研究会講演会

部勇，河合祥雄，形本靜夫，岩井秀明，第79回日本衛生学

2009.12

「愛情」と「哀悼」という 2 種の感情について，日本人
英語学習者の音声に現れる感情的プロソディと文字に現れ

会総会講演集，日本衛生学雑誌 ，64 (2), 569, 2009，北里
大学薬学部（東京） 平成21年 3 月

池田啓一の項参照

る感情表現の言語特性を分析し，英語母語話者のものと比
較した．結果から示唆される両者の特徴を報告した．

.

動脈硬化症患者における血中骨代謝指標および亜鉛濃

度

雨宮有子，池田啓一，信太直己，高子真吾，中里祐

二，中島

〔健康学科〕
. 教授
岩井 秀明（環境保健学）

滋，山倉文幸，河合祥雄，形本靜夫，岩井秀

明，第79回日本衛生学会総会講演集，日本衛生学雑誌 ，64
(2), 570, 2009，北里大学薬学部（東京），平成21年 3 月
中高年の動脈硬化症と骨粗鬆症との関連を調べるために，
血清中の骨代謝指標および Zn 濃度を測定し比較したとこ

［著書］
.

医学大辞典第版

伊藤正男，井村裕夫，高久史麿総

編

平成 21 年 2 月，医学書院，著者（分担）岩井秀明

ろ，亜鉛濃度の減少と骨吸収指標 NTx の増加が見られた．

21世紀の新しい全人的医学・医療の展開に役立つことを目

.

指し，約 9 万項目を網羅した医学百科事典機能を備えた辞

金属濃度の比較

典．「アクリロニトリル，ニトログリコール他 14項目」に

子，中島滋，加納達二，中里祐二，加部

動脈硬化症患者と健常者の栄養充足率及び血清中微量
信太直己，池田啓一，雨宮有子，高田和
勇，町田和彦，

岩井秀明，第79回日本衛生学会総会講演集，日本衛生学雑

ついて執筆．

誌 ，64 (2), 601, 2009，北里大学薬学部（東京），平成21年
.

看護大事典改訂版

和田攻，南裕子，小峰光博

総

編，平成 22年 3 月出版予定，医学書院，著者（分担）岩

3月

動脈硬化症患者と健常者の栄養充足率の比較を行っ

た．患者群においては鉄やエネルギーの充足率は高く，亜
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新たな特定検診・特定保健指導の取り組みに悩んでいる

鉛の充足率は低かった．また，患者群の血中亜鉛濃度は低
く，動脈硬化症と亜鉛との関連に興味がもたれた．

保健師や栄養士などの専門職に対し，健康教育の専門家
（健康教育士）養成の視点から，どのような資質を身につ

.

トリブチル錫の骨代謝への影響

池田啓一，信太直

己，雨宮有子，高子真吾，岩井秀明，第20回日本微量元素
学会

プログラム・抄録集，Biomed. Res. Trace Elements, 20

けたらよいかについて，養成機構の経緯と役割を踏まえて
言及した．
3.

大津一義，山羽教文，山田浩平，佐野太郎（2009）基

(2) 187, 2009，平成21年 7 月，京王プラザホテル（東京）

礎課程心の健康（健康と生きがい）．日本ウオーキング

池田啓一の項参照

協会編，健康ウオーキング指導士テキスト，東京，日本
ウオーキング協会，195271

［その他］
.

ラフスキル教育，自己認識スキル，アサーティブコミュ

Exploration of serum biomarker for early detection of

ニケーションスキル，目標設定・問題解決・意志決定スキ

Keiichi Ikeda, Yuko

ル，指導者としての行動変容論，健康教育のための計画づ

Amamiya, Naoki Shida, Shingo Takako, Tatsuji Kanoh, Yuji

くり，健康教育のためのカウンセリングについて言及した．

Nakazato, Fumiyuki Yamakura, Isamu Kabe, Sachio Kawai,

4.

arteriosclerosis in obese person.

大津一義監修，高橋伸佳・岩瀬幸代・臼井香苗著

Shizuo Katamoto, Hideaki Iwai，第 5 回順天堂大学国際シ

（2009）メタパパ脱却マニュアルー家族のための健康パパ

ンポジウム一般発表抄録集 ， p. 33 ，平成 21 年 1 月 池田

を目指して―，お父さんおうえんノート，ヘルスツーリズ

啓一の項参照

ム研究所

.

Inverse association between free histidine content in

予防と対策として，行動変容論において「重要な他者」の

Yuko Amamiya, Shigeru

影響が大きいことから，父親用は無論のこと，母親用と子

Nakajima, Keiichi Ikeda, Naoki Shida, Fumiyuki Yamakura,

供用の支援マニュアルを運動，栄養，休養を主内容として

Sachio Kawai, Yuji Nakazato, Shizuo Katamoto, Isamu

わかりやすく作成した．

家族を支えている父親へのメタボリックシンドロームの
plasma and indices of obesity.

Kabe, Takahide Tsuchiya, Hideaki Iwai，第 5 回順天堂大学

国際シンポジウム一般発表抄録集 ， p. 33 ，平成 21 年 1 月

報告

ヒスチジンと生活習慣病との関係について，血中ヒスチジ

1.

ンと肥満指標との負の相関関係について報告した．

学生を対象にしたアンチ・ドーピング授業とその評価．順

川合祥雄・熊倉啓祐・大津一義（2009）体育系学部大

天堂スポーツ健康科学研究，Vol. 2, 188193

〔健康学科〕
. 教授
大津 一義（健康教育学）
著書
1.

2.

を育てる健康教育．第57回石川県学校保健研究大会，621
3.

大津一義監修（2009）こども健康ずかん，少年写真新

聞，2009

大津一義（2009）ヘルシースクールの推進―生きる力

大津一義（2009）養護教諭のこれから―健康な学校づ

くりの推進者として．平成年度東葛のあゆみ，50周年記
念号，4 号，810

「メリハリ生活」，「すくすく育つ」，「むし歯バイバイ」，
「かぜなんかひかないよ」の 4 分冊から構成されている．

その他

小学校 3， 4 年生以上の保健の教科書に対応した内容にな

1.

っており，マンガやイラストを多用して，子供達が自ら興

大人の遠足マガジン，初版2009秋，106107

味を持って意欲的に深く学習し，実践できるようにしてい
る．
2.

60歳以上を「華齢期」と解し，ウオーキングを生きがい

の対象として捉えて，イキイキ生活チェック表の記入を推

大津一義（2009）健康教育の人材とその専門性．特定

非営利活動法人

大津一義・井上成美（2009）イキイキウオーキング．

奨した．

日本健康教育士養成機構編，メタボリッ

クシンドロームの予防と対策―特定検診・特定保健指導の

2.

課題と提言，東京，保健同人社

増刊「全国学部・学科案内号」，78巻 2 号952953

大津一義（2009）健康科学領域．蛍雪時代， 4 月臨時
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平成 13年より毎年，「健康科学」領域を担当し，健康科
学領域の受験希望者に健康科学の定義や特性，某大学の開

ル形成のための教材開発についての検討．学校保健研究，
vol. 51, suppl. 212, 2009

講科目について，新事項を加えながら，わかりやすく解説
した．

問題解決スキル形成のために開発した教材「ナンバーズ」
の有効性について検討した結果，主体的な学習参加や短時

大津一義（ 2009 ）キーワードは「重要な人」づくり .

3.

第 1 巻 Supplement (2010)

間学習に有効であることが窺えた．

高橋伸佳，ヘルスツーリズム，へるすあっぷ21，No. 299,
56

滝瀬敬二・大津一義・泉澤輝（2009）高齢者介護予防

6.

長野県佐久市の健康ブランド「佐久」推進委員会の委員
として，このプロジェクトの目的を達成する上でのキイー

教室の健康運動プログラムの在り方に関する研究．第13回
千葉県学校保健学会講演集，一般口演，3839, 2009

ポイントについてコメントした．

教室終了後の運動の継続要因に着目して検討した結果，
重要な人の関与，フォロー体制の整備，運動の仕方の知識
習得が重要であることが窺えた．

学会発表
1.

山本澄子・大津一義・上野美穂・他 2 人（2009）看護

職に対する禁煙教育のすすめ方に関する研究―一般病院看

永野忠仁・大津一義・泉澤輝（2009）生活習慣改善の

7.

護師間の比較を通して―．学校保健研究，vol. 51, suppl.

ための効果的な保健授業の進め方に関する研究．第13回千

231, 2009,

葉県学校保健学会講演集，ポスターセッション， 83 84,

看護師への効果的な禁煙教育の進め方について，2 病院

2009

での検証授業を比較した結果，プリシードモデルの行動変

保健授業の効果的な進め方について，一斉指導とグルー

容に関わる 7 要因を禁煙教育計画に盛り込むことの重要性

プ学習との比較を行ったところ，グループ学習の方が運

が示唆された．

動・栄養・休養の知識の習得率・定着率や生活習慣改善に
効果的であった．

2.

上野美保，大津一義，山本澄子，山田浩平，白石孝

久，（2009）「健康手帳」の内容に関する検討．学校保健研

8.

究，vol. 51, suppl. 326, 2009

ススタデイにおける人間関係図の活用の仕方について―．

女子学生を対象に，「生涯健康手帳」に盛り込む内容に
ついての基礎資料を得るために，アンケート調査を行っ

定量化への試み，第13回千葉県学校保健学会講演集，ポス
ターセッション，7677, 2009

た．その結果，健康生活に関わる項目が必要であることが
窺えた．

岩崎順子・大津一義・延原幸子・他 7 人（2009）ケー

人間関係を簡便に可視化でき，定量化できる人間関係図
について検討した結果，クライエントを中心に 5 段階評価
が可能な同心円を描き，4 象限に分けて関係者をプロット

3.

白石孝久・大津一義・山田浩平・上野美穂・山本澄

するやり方が効果的であることが窺えた．

子，（2009）学生，教員，教育管理職の死生観について．
学校保健研究，vol. 51, suppl. 207, 2009

山本澄子・大津一義・松倉聡・上野美穂（2009）看護

9.

Death Education のカリキュラム作成の基礎資料を得る

職に対する禁煙教育の進め方に関する研究―禁煙の継続要

ために，大学生，小学校教員と管理職に対し，死生観に関

因を中心に．第13回千葉県学校保健学会講演集，一般口演，

するアンケート調査とヒアリングを行った．

3435, 2009

看護師への効果的な禁煙教育の進め方について，継続要
直・大津一義（2009）保健学習における情意

因を中心に検証授業を行った結果，喫煙の害の知識習得，

形成に関する研究―セルフエスティームとの関わりに着目

自他肯定感の向上，重要な第三者の励ましが重要であるこ

して―．学校保健研究，vol. 51, suppl. 234, 2009

とが窺えた．

4.

前上里

大学での保健講義において，望まない妊娠の予防行動を
形成する上で，セルフエスティーム，中でも，自己価値の

10.

形成が重要であることが窺えた．

アクティビティを活用したライフスキル教育の可能性―そ

黒崎宏一・山田浩平・山羽教文・大津一義（ 2009）

の．問題解決スキル形成のための身体活動を取り入れた
5.

山羽教文・大津一義・山田浩平（2009）問題解決スキ

教材開発．第12回千葉県学校保健学会講演集，ワークショ
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学会発表

ップ，7273, 2009
問題解決スキル形成に効果的なアクティビティ教材とし

堀

弘明・島内憲夫脳梗塞（初発）患者の再発防止に

て，「ナンバーズ」の開発を継続中であるが，その学習効

関する研究～ヘルスプロモーションンの概念を活かした理

果の評価と現場での活用可能性についてワークした．

学療法～，第 7 回日本ヘルスプロモーション学会学術大
会・総会（抄録集），42, 2009.

講演
大津一義（2009）健康な学校づくり．平成21年度保健・

1.

安全教育研修講座，青森県総合教育センター，11. 18

平間寛正・鈴木美奈子・島内憲夫職場におけるメンタ
ルヘルスの方法に関する研究，第 7 回日本ヘルスプロ
モーション学会学術大会・総会（抄録集），45，2009.

〔健康学科〕
.

教授
島内 憲夫（健康社会学）

シンポジウム（国際・国内）
第回ヘルスプロモーション国際シンポジウム in さく
ら（平成21年11月18日）
シンポジウム「超高齢社会におけるヘルスプロモーション

原著
鈴木美奈子・島内憲夫従業員の主観的健康観と健康づ
くりニーズの関連性研究―ヘルスプロモーションの視点か

戦略～ダイバージョナル・セラピーの可能性を探る～」の
座長を務める．

ら―，ヘルスプロモーション・リサーチ，第 2 巻第 1 号，
第回日本ヘルスプロモーション学会学術大会・総会

10―22, 2009.

従業員のヘルスプロモーション活動に対するニーズと主
観的健康観との関係について明らかにした．拡大している
健康観にあった支援は従業員の主体性を高めるためにも重

（平成21年12月 6 日）
「シンポジウム

民間発のヘルスプロモーション」の

コメンテーターを務めた．

要である．
講演
解説
少年写真新聞社

座間市健康文化都市大学愛と夢と勇気を育む健康なま
中学保健ニュース

ちづくり，座間市主催（平成21年 7 月 5 日）

第回学校で推進する健康づくり～ヘルスプロモーション
とは～，第1431号附録，1011．

ダイバージョナルセラピーワーカー養成講座レジャー

第回学校で推進する健康づくり～愛と夢と勇気を育む健

概論～ヘルスプロモーションの視点から～，日本ダイバー

康な学校づくり～第1434号附録，1011.

ジョナルセラピー協会主催（平成21年 8 月15日）

第回学校で推進する健康づくり～自分自身を愛すること
～，第1437号附録，1011．

練馬区健康づくりサポーター養成講座愛と夢と勇気を
育む健康なまちづくり（平成 21年 6 月 13日），地域での健

報告書
「みんなで進める学校での健康つくり～ヘルスプロモー

康づくり活動の意義～健康で幸せなまちづくりへの一里塚
～（平成21年12月12日），練馬区主催．

ションの考え方を生かして～」財団法人日本学校保健会，
平成21年 4 月

ヘルスプロモーション OneDay セミナーヘルスプロ

文部科学省補助金により「学校保健センター事業」の一

モーションとは何か，佐倉市民を対象に年回行っている

環として保健指導資料作成委員会の編集により作成した．

順天堂大学ヘルスプロモーション・リサーチ・センター主

一編集委員を務めた．

催の健康講座．（平成21年10月10日）

「養護教諭研修プログラム」財団法人日本学校保健会，
平成21年 4 月
文部科学省が日本学校保健会に委託し作成したもの．養
護教諭研修プログラム作成委員会の委員長を務めた．

食生活改善推進団体リーダー中央研修会特別講演「愛
と夢と勇気を育む健康なまちづくり」，日本食生活協会主
催（平成21年10月29日）
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聖路加看護大学公開講座命を育み支え合って慈しむ，

2)
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Tanaka S, Sugiura M, Hirosawa M, Yamada Y, Nishi Y,

聖路加看護大学看護実践開発研究センター主催（平成21年

Mizuno M: Relationship between Depression and Deper-

12月 9 日）

sonalization among Japanese Nurses. In; Kumashiro, M

(ed), Promotion of work ability towards Productive Ageing.
中央区健康支援ボランティア講座愛と夢を育む健康な

Taylor & Francis Group, London, 311314, 2009

まちづくり，聖路加看護大学企画（平成21年12月19日）
3)

Yamada Y, Hirosawa M, Sugiura M, Nishi Y, Tanaka S,

第回神奈川県学校保健学会神奈川県学校保健連合

Mizuno M: Relation between Typus Melancholicus and

会・神奈川県教育委員会主催の大会で基調講演「愛と夢と

Burnout among Japanese Nurses. In; Kumashiro M (ed),

勇気を育む健康な学校づくり」を行った．（平成21年 12月

Promotion of work ability towards Productive Ageing. Taylor

24日）

& Francis Group, London, 307310, 2009.
4)

〔健康学科〕

Sugiura M, Hirosawa M, Yamada Y, Nishi Y, Tanaka S,

Mizuno M: Relationship between Depersonalization Syn-

.

教授
中村 勝二（心身障害学）

drome and Medical Malpractice among Japanese Nurses.

In; Kumashiro M (ed); Promotion of work ability towards

著書

Productive Ageing. (2009) Taylor & Francis Group, London,

東京高等師範学校附属小学校―知的障害教育への挑戦・
その歩みと実践

心身障害学研究室

299302, 2009.

2009. 5
5)

論文

Nishi Y, Hirosawa M, Sugiura M, Yamada Y, Tanaka S,

Mizuno M: EŠect of Obsessive Personality Trait and Im-

渡邉貴裕ほか視覚障害を併せ有するダウン症幼児への
教育支援に関する研究
ンター紀要

第4集

東京学芸大学教育実践研究支援セ
2009. 3

113119

pulsiveness on Obsessive-Compulsive Disorder and Eating
Disorder among Hospital Nurses. In; Kumashiro M (ed),

Promotion of work ability towards Productive Ageing. Taylor
& Francis Group, London, 315318, 2009.

学会発表
渡邉貴裕ほか発達障害幼児へのコミュニケーション指
導に関する研究

日本発達障害学会第44回大会

2009. 8

6)

Kawata Y, Yamada Y, Sugiura M, Nishi Y, Mizuno M,

Hirosawa M, Tanaka S: EŠect of Continuous Exercise on
Job Stress among Japanese Nurses. In Masaharu Kumashiro

渡邉貴裕ほかダウン症児の健康意識に関する実態―日
本ダウン症協会会員への全国調査から―
会第47回大会

日本特殊教育学

(ed) Promotion of work ability towards Productive Ageing.
Taylor & Francis Group, London, 303306, 2009.

2009. 9

【論文】

〔健康学科〕
. 教授
広沢 正孝（精神保健学）
【著書】
1)

1)

Sugiura, M., Hirosawa, M., Tanaka, S., Nishi, Y.,

Yamada, Y., Mizuno, M.: Reliability and validity of a
Japanese version of the Cambridge depersonalization scale
as the screening instrument for depersonalization disorder.

Psychiatry and Clinical Neuroscience, 63; 314321, 2009.

Mizuno M, Yamada Y, Hirosawa M, Sugiura M, Nishi

Y, Kawata Y, Tanaka S: A Study of Work-Family Balance

2)

and Stressors among Japanese Administrative Nurses. In;

tion disorder; A hidden psychopathology related to medi-

Kumashiro M (ed), Promotion of work ability towards

cal errors-retrospective investigation of ten nurse cases.

Productive Ageing. Taylor & Francis Group, London, 319

Jap. J. Gen. Hosp. Psychiatry, 21; 3243, 2009.

322, 2009

Hirosawa, M., Sugiura, M., Okada, A.: Depersonaliza-

順天堂スポーツ健康科学研究
3)
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Sugiura. M., Hirosawa, M., Mizuno, M., Yamada, Y.,

Tanaka, S., Okada, A.: Relationship between depersonali-
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合同研究発表会
「ヒト由来白血病細胞（K562）の増殖抑制を持つオリゴ

zation and eating disorders among Japanese nurses. Journal

糖の作用メカニズムについて」

of Sports and Health science Juntendo, 1; 4047, 2009.

細見

修，三澤義知，又平芳春，竹屋章，山倉文幸

Suppression mechanism of the human leukemia cell

4)

中村恭子，広沢正孝，岩崎

香，稲美理恵，湯田京

(K562) proliferation by oligosaccharides.

子，久保田陵一，岩間雄大精神科デイケア通所の統合失

O. Hosomi, Y. Misawa, Y. Matahira, A. Takeya, F.

 ―精
調症患者を対象としたダンスアクティビティの試み

Yamakura

神面および日常生活面に及ぼす効果について―．病院・地

(Faculty of Sports and Health Science, Juntendo Univ., Yaizu

域精神医学，174; 369371, 2009

Suisankagaku Industry Co., Ltd., Fukui Prefectural Univ.,
Faculty of Nursing, Juntendo Univ.)

5)

ヒト由来の培養白血病細胞の増殖制御・抑制を目的とし

広沢正孝大人になった広汎性発達障害と統合失調

症．医学の歩み，230; 171172, 2009.

た新規のオリゴ糖の利用は，他のがん細胞に対する作用が
徐々に明らかになって来た．同時にそのメカニズムについ

綾，広沢正孝大学病院に勤務する主任看護師

ても，リボ核蛋白質の一種が重要な役目を担っている証拠

の役割意識に関する研究―対人影響力の視点から―．順天

が明らかになって来た．また，その作用は金属キレート作

堂スポーツ健康科学研究，1; 301302, 2009.

用を持つ特殊な蛋白質の発現を過剰にさせることも明らか

6)

岡田

になった．これらによって，「がん細胞はオリゴ糖によっ
7)

川又華代，広沢正孝看護師における身体活動量とス

トレスの関係―ストレス認知と気質，抑うつに焦点を当て

てアポトーシスを起こす．」という一連の流れがほぼ証明
された．

て―．順天堂スポーツ健康科学研究，1; 305306, 2009.
2.

キチン・キトサン学会

山口聖子，広沢正孝身体機能障害を有する壮年期が

キウイフルーツ由来オリゴ糖の生理機能について

ん患者の支援．順天堂スポーツ健康科学研究，1; 307308.

安田恵里子，南波祐造，吉岡磨里，御厩貴宏，細見

8)

修

Studies on the physiological function of kiwi fruit

9)

広沢正孝統合失調症患者の生きる世界と精神行動特

性．治療の聲，10; 7176, 2009.

oligosaccharides

E. Yasuda, Y. Nanba, M. Yoshioka, T. Mimaya, O. Hosomi

(Faculty of Sports and Health Science, Juntendo University)
10)

山田泰行，丘

康大，川田裕次郎，水野基樹，広沢

Oligosaccharides, low molecular weight (m.w.) proteins

正孝大学生競技者のネガティブスピルオーバーと抑うつ

and high m.w. materials were extracted and fractionated from

の関連性．順天堂医学，55.（印刷中）

kiwi fruit. We observed that the low m.w. fraction and the low
m.w. protein fraction showed eŠective on increasing prolifera-

11)

Yamada, Y., Hirosawa, M: Does Typus Melancholi-

tion of normal mouse cells (MC3T3). Furthermore, using

cus determine characteristics of athlete burnout symptoms

human cancer cells we would like to clarify functions of ex-

and its process among Japanese athletes? Journal of Human

tracts from kiwi fruit.

Ergology, 39(1) (in print).
3.

〔健康学科〕
. 教授
細見
修（健康生命科学）
【学会発表】
1.

2009/05/11

科学研究所

キチン・キトサン学会
ヒト由来大腸がん細胞の増殖に対する新しいオリゴ糖類

の作用について
渡辺亜衣，山本梨紗子，三並拓司，三澤義知2 ，又平芳
春2，細見

修

Studies on the in‰uence of novel oligosaccharides on

スポートロジー研究会・スポーツ健康医

proliferation of the human colon carcinoma cell

A. Watanabe, R. Yamamoto, T. Minami, Y. Misawa, Y.

順天堂スポーツ健康科学研究
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Matahira, O. Hosomi

(Faculty of Sports and Health Science, Juntendo University, 1
Yaizu Suisankagaku Industry Co., Ltd.)

〔健康学科〕
.

准教授
飯嶋 正博（心身障害心理学）

We have reported that the novel oligosaccharide (Gala1
6GlcNH2 ) had a suppressive activity against human leukemia

第 1 巻 Supplement (2010)

（資料）

K562 cell proliferation. In this experiment, we report the in-


◯

‰uence of the novel oligosaccharides on human colon and

poplar mom&kids

仲尾正代（取材)

不器用さを「動きづくり」で改善

ポプラ社 Vol. 1 1113, 2009

other carcinoma cells because it is thought that another experiment about the eŠect of novel oligosaccharides is important to


◯

application.

Vol. 28 No. 3 3435, 2009

4.

キチン・キトサン学会

飯嶋正博


◯

MelNH2 がヒト白血病細胞（ K562）の増殖を抑制する

一期一会を必死に

岡本典子（取材)

朝日新聞社

発達教育

｢歩く」大研究

発達協会

AERA with Baby

No. 6 5457, 2009

メカニズムについて
細見

修，三澤義知1，又平芳春1，竹屋

章2

Mechanism of suppression of the human leukemia cell


◯

小山まゆみ（取材)

児サイト goo ベビー

飯嶋先生に聞いてみよう

主婦の友社

9 月15日より

育

2009

(K562) proliferation by MelNH2.
O. Hosomi, Y. Misawa, Y. Matahira, A. Takeya


◯

(Faculty of Sports and Health Science, Juntendo University, 1

び成長応援ブック

村田光範

総合監修

あるく

花王株式会社

あるきはじめののびの
秋発行

67, 2009

Yaizu Suisankagaku Industry Co., Ltd., 2Fukui pref. University)
Our experimental purpose is identifying of the receptor and
the transporter molecule(s) of MelNH2 (Gala16GlcNH2 )


◯

発達協会実践セミナー

運動の発達と指導法 A

発達障害のある子への保育と子育て支援
月23日

講演会資料

7

2009

on/in the human leukemia K562 cell. In addition, we expect
the mechanism of the apoptosis induced by adding MelNH2 to


◯

子どものためのあいち AAC 研究所

the cell. We propose a hypothesis of the functional pathway of

18

不器用な子どもの理解と支援

MelNH2. First of all, the galectin3 which is present on the

2009

子育てセミナー

講演会資料

7 月19日

surface of the K562 cell membrane catches MelNH2, and
MelNH2 is taken in the cell. Then MelNH2 receives to the


◯

群馬県タンポポ学園発達を促す療育セミナー

hnRNP A1 (heterogeneous ribonucleoprotein) and the com-

を使ったコミュニケーション

plex transfers into the nucleus. We suppose that the hnRNP

2009

講演会資料

からだ

12 月 13 日

A1 protein loses an original function by becoming a complex
and cannot mature pre-mRNA to mRNA.
On the other hand, we observed that metallothionein gene


◯

千葉県内特別支援学校教員研修会（銚子・八日市場・

市原・市川市特殊教育連盟・長生・東金)

資料

2009

family overexpressed when MelNH2 was added into the cell
culture. Thus we thought these metal-binding proteins also
related to the apoptosis of the cell.

【参考文献】
Hosomi, O., et al., (2009) Glycoconjugate J., 26, 189198.

〔健康学科〕
. 准教授
井上 忠夫（野外教育）
女子中学・高校・大学生の運動実施状況と生活習慣との
関連鈴木勝彦，山田浩平，土屋

基，井上忠夫，竹内敏

康．第74回日本民族衛生学会2009. 11
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行った．両学部とも情緒不安定の得点が低下し情緒面が安

〔健康学科〕
.

准教授
牛尾 直行（教育学）

【著書】

定してより適応的になっているが，体育系学部のほうが変
化が少なく相関が高いことが示された．
Reliability and validity of a Japanese version of the

樋口直宏・林

尚示・牛尾直行編著，『実践に活かす教

Cambridge depersonalization scale as a screeninng instru-

育課程論・教育方法論』（改訂初版），学事出版，2009年 4

ment for depersonalization disorder

月，第 1 部「 2. 学習指導要領」，第 2 部「授業づくり」担

Sugiura Y, Hirosawa M, Tanaka S, Nishi Y, Yamada Y,

当執筆

Mizuno M, Psychiatry and Clinical Neurosciences, 314321,
2009

【論文】
松山

JCDS showed su‹cient reliability and validity. Therefore,

毅・牛尾直行・菰田智恵子，「学校と地域が連携

JCDS can be considered a useable instrument to estimate de-

した福祉教育推進の現状と課題に関する一考察―千葉県福

personalization disorder. When we use this for distinguishing

祉教育協力校へのアンケート調査から―」，『順天堂スポー

individuals with depersonalization disorder from those without

ツ健康科学研究』第 1 巻第 1 号，1326, 2009年 3 月

psy-chiatric disorders, the best cut-oŠ point is 60 points. This
cut-oŠ point also enables us to distinguish those with deper-

【学会発表】

sonalization disorder from those who have recovered from it,

牛尾直行，「インドにおける教育上の留保政策と実態」，

but it was revealed that the latter's JCDS score was sig-

日本教育制度学会第17回大会自由研究発表，常葉学園大学，

niˆcantly elevated even if they were presently estimated as

2009年11月14日

'healthy'.

【書評】

Relationship between depersonalization and eating dis-

「畠博之著『ネパールの被抑圧者集団の教育問題―タラ

order among Japanese nurses, Miyuki SUGIURA, Masata-

イ地方のダリットとエスニック・マイノリティ集団の学習

ka HIROSAWA, Motoki MIZUNO, Yasuyuki YAMADA,

阻害/促進要因をめぐって―』」，日本比較教育学会編『比

Sumio TANAKA and Aya OKADA，順天堂スポーツ健康

較教育学研究』第38号，180182, 2009年 2 月

科学研究第 1 巻第 1 号，4047, 2009
we found clinical cases who used abnormal eating practices

【講演】
「親・地域・社会の子育て」，佐倉市 PTA 連絡協議会運
営研修会講演，12月 5 日，佐倉市中央公民館

which met the criteria of eating disorder in order to cope with
depersonalization symptoms (Study1), and empirically, there
is a certain relationship between depersonalization symptoms
and eating disorder (Study2). However, clinically, deper-

〔健康学科〕
. 准教授
田中 純夫（教育心理学）
〈論文〉

sonalization disorder is a hidden disorder which lies behind the
eating disorder. Considering the fact that depersonalization
often leads to medical errors, it is important to discover possible concurrent evidence of depersonalization when we treat
eating disorder in nurses.

看護系学生とスポーツ系学生の青年期から成人期にかけ
ての YG 性格検査の縦断的変化，山岸明子，山本真己，田
中純夫，順天堂大学スポーツ健康科学研究第 1 巻第 1 号
（通巻13号），6370, 2009
青年期に看護学を学び看護職についた者と，スポーツ健

〈学会発表〉
身体活動に対する認識と有能感および学校適応との関
連，田中純夫，山本真己，中山恵一，北村

薫，日本ス

ポーツ社会学会第18回大会抄録集，3233, 2009

康科学を学んだ者が，約10年経って成人期になった時点で，

中学生の生活状況から運動習慣や身体的についての自己

YG 性格検査の各特性がどの程度変動するのか，あるいは

認識をとらえ，自己の有能感および学校適応との関連性を

安定しているかについて，縦断的データに基づいて検討を

検討した．その結果，全般的に有能感に関連する各尺度と

順天堂スポーツ健康科学研究
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「身体活動の恩恵」とは正相関を示し，「身体活動の負担」

全東京都公立中学校を対象としたダンス男女必修化に伴

とは負相関を示した．女子の場合に身体コンピタンスとの

うダンス授業の変容に関する継続調査の結果，男子の授業

間で「身体恩恵・負担」ともに男子よりもやや関連が強い

数の増加，単元時数の減少，共習・男子クラスの増設，男

傾向が見られた．また，「身体活動の恩恵」は学校適応感

性教員の授業担当者の増加等が明らかになった．

を促進する方向で関連し，「身体活動の負担」は学校適応
感を低減させる方向で機能している可能性が示唆された．

精神科デイケア通所の統合失調症患者を対象としたダン
 ―精神面および日常生活行動
ス・アクティビティの試み

身体活動に対する認識と反応的攻撃性および学校適応と
の関連，山本真己，田中純夫，中山恵一，北村

薫，日本

面に及ぼす効果について―

中村恭子，広沢正孝，岩崎

香，稲見理絵，湯田京子，久保田陵一，岩間雄大 日本病

院・地域精神医学 ，p7779, 2009. 7

スポーツ社会学会第18回大会抄録集，106107, 2009
「Merton, R. K のアノミー論における文化的目標と制度

統合失調症患者10名を対象にダンス・アクティビティを

的手段への適合性という視点を学校生活に適用し中学生の

6 ヶ月間実施した結果，精神症状や不安気分が改善すると

身体活動に対する認識を明らかにすること」，またさらに

ともに，日常生活，対人関係，課題の遂行，持続性，自己

「身体活動に対する認識と反応的攻撃性・逸脱行動・無気

認識において障害が低減したと評価された．

力感・学校適応との関連を明らかにすること」を通して，
学校教育現場において運動やスポーツを通して生徒の適応
を促すための知見を得ることを目的とした．主な結果とし

［専門誌］
ダンスの美的原理を理解させて指導力を養う授業づくり

て，学校生活において学習や生活の目標に適合的に生活す

～学習のキーワードとダンスノート～

ることが自己の身体の状況や身体活動に対する肯定的な認

ダンス授業研究，女子体育 512, pp2025, 2009. 2

識を育むことにつながることが示唆された．

中村恭子，表現・

教員養成課程のダンス授業実践例を示し，共通理解させ
るべき学習のキーワード（ボディゾーン，メリハリ，オリ
ジナル，感じ合い，ひと流れ，空間移動，デフォルメ，な

〔健康学科〕
. 准教授
中村 恭子（ダンス運動学）

りきり等）の活用について解説した．
バージニア・リール（アメリカ)

編フォークダンス・日本の民踊，女子体育517・8, pp80

［学術論文］
中学校ダンスの男女必修化の課題―中学校教員を対象と
した調査にもとづいて―

中村恭子，実技指導

中村恭子，順天堂スポーツ健康

科学研究 ，11, pp2739, 2009. 3

81, 2009. 7

小・中学校の表現運動・ダンスの指導書として，外国の
フォークダンス「バージニア・リール」の由来と特徴，踊

学習指導要領改訂に伴うダンス男女必修化への対応につ

り方，学習のねらいについて解説した．

いて，全東京都公立中学校を対象に調査を実施した結果，
6 割の学校が男子にダンスを実施する計画であるが，教員

郡上踊り≪春駒≫（岐阜県郡上八幡町)

中村恭子，実

技指導編フォークダンス・日本の民踊，女子体育 517・8,

の指導力養成が課題であることが分かった．

pp8081, 2009. 7

縄跳び運動における音楽刺激の心理的効果

中村恭子，

比較舞踊研究 14・15, pp111, 2009. 3

小・中学校の表現運動・ダンスの指導書として，日本の
民踊「郡上踊り≪春駒≫」の由来と特徴，踊り方，学習の

音楽刺激のテンポに同期した縄跳び運動（前方 1 拍子両

ねらいについて解説した．

足跳び）は，メトロノーム音刺激と比較して，不安感，疲
労感，抑うつ感の軽減に有効であり，音楽刺激のリズムと
曲調に対する好みによって有効性に差があった．

［学会発表］
Dance Learning Model with Dance Themes as a Creative
Art Experience―Learning materials and teaching methods

［報告書］
中学校ダンス男女必修化に関する継続調査報告書
恭子，順天堂大学ダンス授業研究会 ，2009. 6

according to developmental stages―

中村

中村恭子，宮本乙女，

16th International Association of Physical Education and
Sports for Girls and Woman Congress, Stellenbosch, SOUTH
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神医療審査会について，同審査会の役割と現状および課題

AFRICA, 2009. 7
We veriˆed the eŠectiveness of the Dance Learning Model

について解説した．

(Matsumoto 1981) for each of the developmental stages. It
was cleared that the image themes are eŠective for younger

【報告書】

students, and the dance movement themes are eŠective for ol-

平成20年度厚生労働科学研究費補助金（こころの健康科

der students. And instructions which bring out the student's

学研究事業）分担研究報告書「医療観察法に携わる精神保

own images and movements are eŠective for both younger and

健福祉士の役割に関する研究」．共著，pp323341, 2009
医療観察法対象者の地域処遇において，地域精神保健福

older students.

祉領域にある精神保健福祉センターや保健所，社会復帰施
中学校ダンス男女必修化に伴うダンス授業実施状況の推
移と問題点

中村恭子，日本体育学会第60回大会，（広島）

設や各機関に勤務する精神保健福祉士の役割などについ
て，全国調査を実施し現状分析と今後の課題を検証した．

2009. 8

新学習指導要領施行後の調査の結果，ダンス男女必修化
に伴う授業数増に対応して指導経験の少ない男性教員の授

【学会発表】
1)

｢医療観察法における社会復帰施設の関与の実際と課

業担当者が急増していたが，指導法研修等の実施率は極め

題―精神障害者社会復帰施設全国調査を中心に―」．四方

て低く，授業の質の低下が危惧された．

田清，五月女純子，佐藤三四郎，佐々木英司，堀切

明，

関口暁雄，尾上孝文，松田裕児，第45回日本精神保健福祉
精神科デイケア通所の統合失調症患者を対象としたダン
 ―文化プログラムとの比較―
ス・アクティビティの試み

中村恭子，広沢正孝，岩崎
田由美，吉田理恵

士協会全国大会，第 8 回日本精神保健福祉学会（静岡），
2009. 6

香，鈴木利人，湯田京子，吉

医療観察法対象者の社会復帰に向け，地域処遇で重要な

第 52 回日本病院・地域精神医学会総

役割を担う社会復帰施設について全国調査を実施し，その
結果から支援の現状と課題について報告した．

会，（和歌山）2009. 9
統合失調症患者を対象としたデイケア・プログラムとし
て，ダンス・アクティビティは文化プログラムと比較し

2)

て，体力（平衡性・敏捷性・筋持久力）の向上と不安気分

いて（第 2 報）―事務局および有識者委員（精神保健福祉

の改善に有効に作用する可能性が示唆された．

士）全国調査から―」四方田清，篠原由利子，橋本みきえ，

｢精神医療審査会における精神保健福祉士の役割につ

第45回日本精神保健福祉士協会全国大会，第 8 回日本精神
中学校体育全領域必修化に伴うダンス授業の変容
都公立中学校の実態調査から

東京

保健福祉学会（静岡），2009. 6

中村恭子，日本教育大学協

精神医療審査会活動について，昨年度の発表の第 2 報と

会全国保健体育・保健研究部門第29回全国創作舞踊研究発

して精神保健福祉士の持つ役割を中心に，事務局および有

表会，（東京）2009. 12

識者委員を対象とした調査を実施し，その結果から現状と

中学校体育全領域必修化を示した新学習指導要領の改訂

課題について報告した．

前，告知後，施行後，完全施行年度のダンス授業計画の年
次推移から，指導経験の少ない教員が増え，指導しやすい
種目を採択する傾向にあることが分かった．

〔健康学科〕
. 准教授
四方田 清（精神保健福祉学）
【著書】
精神保健福祉白書2010年版．共著，精神保健福祉白書編

〔健康学科〕
. 准教授
松山
毅（社会福祉学）
1.

著書

『社会福祉発達史キーワード』（共著）有斐閣

2009. 5

「社会事業法（ 1938年）」「医療保護法（ 1941 年）」「 DV 防
止法」「三位一体の改革」（各 2 ページ）の項目の執筆を担
当した．

集委員会編，pp6868中央法規出版，2009
わが国の精神科医療における権利擁護システムである精

一般社団法人日本精神保健福祉士養成校協会監修『精神
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骨粗鬆症の原因としてのニトロ化ストレス機構とそれ

への女性ホルモン様物質の作用

中央法規出版

池田啓一，日本学術振興

第11回精神保健福祉士国家試験の地域福祉論の解説（10問）

会科学研究費補助金（若手（スタートアップ），平成21年

及び模擬問題・解説（5 問）を作成した

5月

健康であったとしても，加齢に伴って引き起こされ

る骨粗鬆症は，その予防が重要である．環境ホルモン物質
2.

の骨形成への影響について注目し，それらの骨芽細胞にお

論文
毅・牛尾直行・菰田智恵子「学校と地域が連携した

けるニトロ化ストレスの制御について検討した． TNF a

福祉教育推進の現状と課題に関する一考察―千葉県福祉教

刺激による内因性活性窒素種により，骨芽細胞におけるニ

育協力校へのアンケート調査から―」順天堂スポーツ健康

トロ化が確認され，また，環境ホルモン様物質のうち，ダ

松山

科学研究
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イゼイン，ゲニスティンにこの系におけるニトロ化抑制作

p1326

過去 5 年間の千葉県福祉教育協力校へのアンケート調査

用が見られたが，トリブチル錫には見られなかった．

に基づき，学校教育の立場から福祉教育内容・福祉教育推
進体制・地域社会資源との連携などの現状分析および課題
抽出を行った．

［国際学会］
1.

Suppressive eŠect of blood free histidine on obesity. S.

Nakajima, H. Iwai, S. Nakamura, S. Kasaoka, K. Ikeda, Y.
Amamiya, F. Yamakura, S. Kawai, S. Katamoto, 237th

〔健康学科〕
. 助教
池田 啓一（環境保健学）

American Chemical Society National Meeting & Exposition,
Salt Lake City, UT, USA, (Abstract: March 23, 2009,
TECH4) (Symposium), March 2226, 2009

項参照

［著書］
.

岩井秀明の

医学大辞典第版

伊藤正男，井村裕夫，高久史麿総

編，平成21年 2 月，医学書院，著者池田啓一

アクリル

アミドなどの化学物質について10項目を担当した

2.

Identiˆcation of nitrotryptophan by the LCESIMS/

MS analysis in the nitrated proteins generated by the treatment of PC12 cell lysate with peroxynitrite, Hiroaki

［論文］

Kawasaki, Keiichi Ikeda, Hikari Taka, Tsutomu Fujimura,

.

米ぬか水抽出物のペルオキシナイトライト消去能

松

Takeshi Baba, Hideoki Ogawa, Kenji Takamori, Fumiyuki

本

孝，佐々木絵梨，小鹿真由子，池田啓一，川崎広明，

Yamakura, SFRBM's 16th Annual meeting, 2009.11 (Poster

山倉文幸，学苑―生活科学紀要―

830, 3034，平成21年

No. 058), peroxynitrite で処理し培養 PC12 細胞の抽出液中

米ぬか抽出液のペルオキシナイトライト消去能を，

に抗 6 NO2Trp ポリクローナル抗体陽性タンパク質を 5

タンパク質の修飾反応の抑制という視点から異なる三種類

種同定し，アミノ酸配列中におけるニトロ化 Trp 残基を

の方法で検討した．その結果，米ぬか抽出液には60～75

特定した．また，この抽出タンパク質中のニトロトリプト

の修飾抑制効果があることが判った．

ファン量はニトロチロシン量に対しが 1/6 程度であった．

12月

［報告書］

［国内学会］

.

.

ラットの運動に伴う活性酸素・活性窒素によるタンパ

ク質修飾のプロテオミクス解析

山倉文幸，池田啓一，内

動脈硬化症早期診断項目としての血中マーカー探索

池田啓一，雨宮有子，信太直己，高子真吾，山倉文幸，加

藤久士，高ひかり，日本学術振興会科学研究費（基盤 C），

部

平成21年 5 月

学会総会講演集，日本衛生学雑誌 ，64 (2), 569, 2009，北

わが国においても，高齢化が急速に進みつ

勇，河合祥雄，形本靜夫，岩井秀明，第79回日本衛生

つあり，これに伴って高血圧症問題の解決も重要である．

里大学薬学部（東京），平成 21年 3 月

自然発症高血圧ラット（ SHR ）において，高血圧発症後

断項目としての血中マーカー探索を脈波伝導速度を指標に

心臓組織でのニトロ化ストレスが亢進していたが，持久的

して行ったところ，MDALDL, Small dense LDL, LDL/

トレーニングを行うことでその亢進が抑制されることを見

HDL 比が使用できる可能性があることがわかった．

いだした．このことは，人においても同様の効果が期待出
来，健康づくりに貢献できると考えている．

動脈硬化症早期診
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.

動脈硬化症患者における血中骨代謝指標および亜鉛濃

.

度

雨宮有子，池田啓一，信太直己，高子真吾，中里祐

トリプトファン含有タンパク質のニトロ化部位の決定

二，中島

滋，山倉文幸，河合祥雄，形本靜夫，岩井秀

Peroxynitrite 処理 PC12 細胞ライセート中のニトロ

崎広明，池田啓一，松本

孝，高ひかり，藤村

川

務，馬場

明，第79回日本衛生学会総会講演集，日本衛生学雑誌 ，64

猛，小川秀興，森建二，山倉文幸，第31回日本トリプト

(2), 570, 2009，北里大学薬学部（東京），平成21年 3 月

ファン研究会学術大会，平成21年12月

岩井秀明の項参照

じるニトロ化ストレスを想定し，培養 PC12 細胞の抽出液

神経疾患部位で生

を ONOOで処理し，トリプトファンニトロ化タンパク質
.

動脈硬化症患者と健常者の栄養充足率及び血清中微量

金属濃度の比較
子，中島

信太直己，池田啓一，雨宮有子，高田和

同 定 し た ． 同 様 の 解 析 を NGF 添 加 後 の PC12 細 胞 ラ イ

勇，町田和

セートでも行い 5 種のタンパク質が同定され，それらタン

彦，岩井秀明，第79回日本衛生学会総会講演集，日本衛生

パク質アミノ酸配列中でのニトロ化 Trp 残基部位の特定

学雑誌 ，64 (2), 601, 2009，北里大学薬学部（東京），平成

にも成功した．

21年 3 月

滋，加納達二，中里祐二，加部

のプロテオーム解析を行ったところ，6 種のタンパク質を

岩井秀明の項参照
［その他］

.

トリブチル錫の骨代謝への影響

池田啓一，信太直

1.

Exploration of serum biomarker for early detection of

己，雨宮有子，高子真吾，岩井秀明，第20回日本微量元素

arteriosclerosis in obese person. Keiichi Ikeda, Yuko

プログラム・抄録集，Biomed. Res. Trace Elements, 20

Amamiya, Naoki Shida, Shingo Takako, Tatsuji Kanoh, Yuji

(2) 187, 2009，平成21年 7 月，京王プラザホテル（東京)

Nakazato, Fumiyuki Yamakura, Isamu Kabe, Sachio Kawai,

環境ホルモン様作用を示すトリブチル錫のシグナル伝達へ

Shizuo Katamoto, Hideaki Iwai，第 5 回順天堂大学国際シ

の影響について，モデル骨芽細胞を用いて検討した．

ンポジウム一般発表抄録集 ， p. 33 ，平成 21 年 1 月 中高

学会

年を対象に肥満により変化する動脈硬化指標を検討したと
.

Peroxynitrite 処理 PC12 細胞ライセートに見出した

ころ，MDALDL が有用である可能性が見られた．

ニトロ化タンパク質アミノ酸配列中のニトロトリプトファ
ン残基部位の決定，川崎広明，池田啓一，高ひかり，藤村

2.

務，馬場

plasma and indices of obesity. Yuko Amamiya, Shigeru

猛，小川秀興，森健二，山倉文幸，第 82 回

日本生化学会大会，平成21年10月

Inverse association between free histidine content in

脳神経系における炎症

Nakajima, Keiichi Ikeda, Naoki Shida, Fumiyuki Yamakura,

のモデルとして，培養 PC12 細胞の抽出液を peroxynitrite

Sachio Kawai, Yuji Nakazato, Shizuo Katamoto, Isamu

で処理し， 6 NO2Trp 含有タンパク質の検出を抗 6 NO2

Kabe, Takahide Tsuchiya, Hideaki Iwai，第 5 回順天堂大学

Trp・ポリクローナル抗体を用いた二次元電気泳動，ウエ

国際シンポジウム一般発表抄録集， p. 33 ，平成 21 年 1 月

スタンブロッティング，LCMS/MS を組み合わせて行い

岩井秀明の項参照

5 種のタンパク質の同定とそれらのニトロ化 Trp 残基の特

定に成功した．

