
【ポスター発表】 

11 月 27 日（土） 16：00～17：12 
G 会場  16：00～17：18 

〔発育・発達〕    

   座長 ： 野井 真吾  （埼玉大学）  16:00～16:35 

P27G01 保育園児の衝突回避行動の観察測定結果について 

○宮本 邦彦  （大阪青山大学健康科学部） 

P27G02 「幼児を対象とした生活改善と体力向上を目指す実証的研究」 

○山下 みどり  (国際武道大学) 

P27G03 幼児の足底円蓋形成の実態と重心動揺量との関連性 

○田邊 郁恵  （都立青井高等学校・杏林大学） 

P27G04 子どもが運動を継続するための要因の検討 

 ―地域スポーツ少年団に参加する小学生とその保護者の調査から― 

○金 美珍  （女子栄養大学大学院） 

P27G05 体つくり運動への応用を意図したコミュニケーション・ワークプログラムの開発とその検証 

○中西 純  （国際武道大学） 

 

座長 ：小磯 透  （国際武道大学）  16:36～17:18 

P27G06 通学方法が児童の発育と生活に及ぼす影響の検討 

○佐藤 江莉  （宮城県松山高等学校） 

P27G07 学校と家庭における発育曲線活用の検討 

○近藤 志保  （女子栄養大学） 

P27G08 児童生徒の健康を見守る発育グラフ 

○福田 彩子  （川越市立大東西小学校） 

P27G09 寒冷昇圧試験による子どもの血圧反応に関する検討：血圧反応の速度に注目して 

○鹿野 晶子  （埼玉大学） 

P27G10 小学生における平日と休日のメラトニン・リズムに関する検討 

○野井 真吾  （埼玉大学） 

 

〔疾病予防・健康管理〕 

   座長 ： 和気 則江  （琉球大学） 16:00～16:35  

P27G11 青少年期における摂食障害の一次予防 

○小原 久未子  (神戸大学発達科学部) 

P27G12 大学生の体調不良時の対処法の実態と健康教育の意義に関する検討 

○島本 太香子  （奈良大学教養部） 

P27G13 大学新入生の精神的健康の変化 

○佐々木 浩子  （北翔大学） 

P27G14 高校生の抑うつ傾向と生活習慣との関わり 

○中永 寛士  （倉敷芸術科学大学） 

P27G15 20 歳代女性の便秘対策とその要因 

○西山 悦子  （新潟大学医学部保健学科） 



   座長 ： 青柳 直子  （浜松学院大学短期大学部）  16:36～17:11 

P27G16 男子大学生の睡眠と自律神経機能との関連 

○樫地 千恵美  （徳島文理大学） 

P27G17 学校欠席者情報収集システムを用いた学級閉鎖の有効性についての検討 

○鈴江 毅  （香川大学医学部公衆衛生学） 

P27G18 校種別にみた慢性疾患のある児童生徒が学校生活を送るための効果的な支援に関する教員の意識

○大倉 幸子  （関西女子短期大学) 

P27G19 養護教諭が実感する“理解しがたい”子どもの外傷に関する調査研究 

○松本 稜子  （埼玉大学大学院教育学研究科） 

P27G20 大学生における「清潔」に対する認識についての研究 

○中村 真美  (川崎幸病院) 

 

〔保健学習・保健指導〕  

   座長 ： 栗林 貴子  （東京都教育庁） 16:00～16:35  

P27G21 女子中学生における骨量と生活習慣との関連 第 1 報 －体格・月経・食生活との関連を中心に－ 

○林 和枝  （中部大学生命健康科学部） 

P27G22 女子中学生における骨量と生活習慣との関連 第 2 報 ―睡眠・運動習慣との関連を中心に― 

○高見 精一郎  （日本赤十字豊田看護大学看護学部） 

P27G23 女子中学生における骨量と生活習慣との関連 第 3 報 

 －骨量の低い女子中学生の生活習慣を中心に－ 

○中島 佳緒里  （愛知淑徳大学大学院心理学研究科） 

P27G24 小学校との連携による発育グラフソフトの活用 

○青木 美子  （加須市立北川辺中学校） 

P27G25 インターネットを用いた自己の食生活マネジメント教育 

○坂本 恵里佳  （園田学園女子大学人間健康学部） 

 

〔心の健康・健康相談〕  

   座長 ： 板谷 幸恵  （女子栄養大学）  16:36～17:11 

P27G26 アスペルガー障害の大学生に対する支援 

○糠谷 敬子  （愛知学院大学保健センター） 

P27G27 自傷する児童・生徒の対応経験をもつ養護教諭の語りからみる「自傷」 

○砂谷 有里  （明治学院大学大学院社会学研究科社会学専攻博士後期課程） 

P27G28 自己認識と携帯電話に対する依存との関係性 

○満武 華代  （佐賀大学大学院） 

P27G29 高校生の携帯電話使用と睡眠との関連 

○本田 優子  （熊本大学） 

P27G30 WHO-5 を用いた高校生の精神的健康とその関連 

○瀧澤 透  （八戸大学人間健康学部） 

 

 



H 会場 16：00～17：12 

〔特別支援教育〕〔その他〕  

   座長 ： 大家 さとみ  （佐賀大学）  16:00～16:35 

P27H01 自閉症スペクトラムをもつ子どもと家族への支援 

○津本 理衣  (長野県立こども病院) 

P27H02 自閉症をもつこどもの障がいの受容への支援 

○津本 理衣  (長野県立こども病院) 

P27H03 高校の体育授業で実感されている“気になる生徒”の実態 

○野田 耕  （九州共立大学スポーツ学部） 

P27H04 課外活動や習い事が中高生の健康行動に及ぼす影響 

○上地 勝  （茨城大学教育学部） 

P27H05 女子学生の身体活動量と栄養素摂取状況 （平成 21 年度看護系大学入学生における調査結果） 

○糸井 亜弥  （神戸女子大学健康福祉学部健康スポーツ栄養学科） 

 

〔歯科保健〕〔養護教諭・保健室〕 

座長 ： 今野 洋子  （北翔大学）  16:36～17:11 

P27H06 咀嚼と肥満の関連性に関する研究 

 (5)咀嚼習慣定着のための児童，保護者，担任の食・生活習慣の改善の難易度に関する調査 

○関根 幸枝  （茨城県鉾田市立巴第一小学校） 

P27H07 中学生の歯と口腔の健康について 

○大嶺 智子  （杏林大学保健学部） 

P27H08 O 県における中学生のう歯・歯周疾患の被患状況の類型化 

○中山 いづみ  （岡山大学大学院教育学研究科発達支援学系） 

P27H09 女子高生を対象とした｢歯周病予防教育事業｣ 

○深井 智子  （明海大学歯学部） 

P27H20 高校生の食行動異常に影響を及ぼす危険因子について 

○出水 典子  （奈良女子大学大学院） 

 

〔養護教諭・保健室〕  

  座長 ： 吉田 あや子  （西南女学院大学）  16:00～16:21 

P27H10 看護師免許を基礎とする養護教諭養成カリキュラムのあり方（第二報） 

 ―入学者の学習実態・要求をふまえての検討― 

○山梨 八重子  （熊本大学教育学部） 

P27H11 養護教諭養成におけるベーシック・エンカウンター・グループ 

○石田 妙美  （東海学園大学） 

P27H12 養護教諭の健康相談活動スキルアップのためのプログラムの開発 

○坂田 由美子  （筑波大学大学院人間総合科学研究科） 

 

 

 



  座長 ： 山梨 八重子  （熊本大学）  16:22～16:43 

P27H13 心の問題を持つ子どものサインとその養護診断・対応プロセスに関する研究 

○中村 恵子  （新潟青陵大学看護福祉心理学部） 

P27H14 養護教諭が捉える保健師との連携に関する研究 

○伊豆 麻子  （新潟青陵大学） 

P27H15 小学校教員が抱く健康相談活動に関する意識の実態 

○佐藤 倫子  （札幌市立福住小学校） 

 

〔健康評価・保健統計〕〔学校保健組織活動〕 

   座長 ： 宍戸 洲美  （帝京短期大学）  16:44～17:12 

P27H16 思春期の児童・生徒における生活いきいき感（QOL）の変化と関連要因 

 －二次性徴の発現との関連性－ 

○青木 亜里  （東海大学文学研究科コミュニケーション学専攻・伊勢原市立桜台小学校）

P27H17 学校の管理下の災害について－特に負傷に関する過去 39 年間の傾向－ 

○笠次 良爾  （奈良教育大学保健体育講座） 

P27H18 A 県下における朝鮮学校の性教育のあり方 ―性教育が継続的に実施されている要因の検討― 

○崔 賀英  （聖路加看護大学大学院修士課程ウィメンズヘルス・助産学専攻） 

P27H19 子どもの健康認識を育てる生徒保健委員会活動 ―第 20 回 IUHPE 会議の報告を基にー 

○松本 順子  （川崎市立御幸中学校)  


