
挨拶 ：陶山　哲夫（日本障害者スポーツ学会理事長）

基調講演

座長 ：荻荘　則幸（第25回日本障害者スポーツ学会大会長）

一般演題発表１

：立川　厚太郎（新潟県障害者スポーツ協会）

：大島　さとみ（新潟県聴覚障害者情報センター）　　

A-01

A-02

A-03

A-04

A-05

一般演題発表２

座長 ：佐近　慎平（新潟医療福祉大学）

B-01

福永 克己（筑波技術大学保健科学部）

B-02

ブラインドサッカー選手の競技支援に関する研究 －ペナルティキック精度向上－

11：00～

木下 裕光（筑波技術大学保健科学部）

ウィルチェアーラグビー国際クラシフィケーションワークショップの参加報告

3月26日（土） 11：00～11：50

11：40～

近藤 克之（日本大学）

トップアスリート個々の記録の経年推移を基にした検討ー

パラ陸上競技選手の競技パフォーマンス評価

上出 杏里（国立障害者リハビリテーションセンター）

2015 IPC陸上競技世界選手権大会医務活動を通した傷病発生に関する一考察

堀川 裕二（日本卓球バレー連盟）

卓球バレーの歴史と現状、そして今後の方向性について

会場：【B】2F／会議・研修室　

ブラインドサッカーの国際試合における勝敗分析

11：30～

第１日目　３月２６日（土）

10：00～10：503月26日（土）

開会

田島　文博（和歌山県立医科大学教授）

東京パラリンピックでメダルを獲得するために

3月26日（土） 11：00～11：50

11：10～

開場・受付

11：00～

座長

3月26日（土）

3月26日（土） 9：40～

会場：【Ａ】1F／体育館　

会場：【Ａ】1F／体育館　

会場：【Ａ】1F／体育館　

場所：1F／ロビー

開場8：00～　受付9：00～

Paralympic Legacy - From A Medical Perspective

鄭 京秀（和歌山県立医科大学）

澤田 佑介（（一社）日本ウィルチェアーラグビー連盟クラシフィケーション部会
                東京大学医学部付属病院リハビリテーション科）

11：20～

11：10～



B-03

B-04

B-05

西日本で活躍するアンプティサッカー選手に対する体力評価

福原 幸樹（広島大学病院スポーツ医科学センター）

ランチョンセミナー

座長 ：武井　恒美（新潟医療福祉大学）

一般演題発表３

座長 ：粟生田　博子（新潟リハビリテーション大学）

A-06

A-07

A-08

2015年水泳世界選手での交代浴についての検討

青木 隆明（岐阜大学大学院医学系研究科骨再建外科学先端医療講座）

A-09

日本パラ陸上競技連盟強化選手のブースティング意識調査の報告

伊藤 倫之（（社）日本パラ陸上競技連盟）

A-10

車いすダンスによる心理的健康変化

小林 香織（日本車いすダンススポーツ連盟新潟支部）

一般演題発表４

座長 ：堀川　裕二（（福）太陽の家）

B-06

高田 大輔（新潟医療福祉大学）

大学の教養体育における車椅子バスケットボール

小林 充（日高リハビリテーション病院）

障害者スポーツとしてのテーブルサッカーの可能性

松井 康（筑波技術大学保健科学部）

ブラインドサッカーにおけるPKの得点率とボール速度との関係

会場：【B】2F／会議・研修室　

会場：【Ａ】1F／体育館　

乗馬シミュレーターによるボッチャ投球能力の即時的効果の探求

間野 直人（大阪府立大学地域保健学域総合リハビリテーション学類理学療法学専攻）

11：40～

13：55～

13：45～

13：25～

片岡 正教（大阪府立大学大学院総合リハビリテーション学研究科）

11：30～

3月26日（土） 13：25～14：15

13：25～

3月26日（土） 13：25～14：15

13：35～

14：05～

3月26日（土） 12：15～13：15

会場：【Ａ】1F／体育館　

健康診断で見えてくる体力と健康の関係

加藤　公則（新潟大学大学院医歯学総合研究科生活習慣病予防検査医学講座 特任教授）

ボッチャ選手の競技パフォーマンス向上における無負荷・高速運動によるウォーミングアップの効果の検証

11：20～



B-08

B-09

車椅子バスケットボール日本代表候補選手のメディカルチェック

和田野 安良（茨城県立医療大学医科学センター）

B-10

広島県の障がいヨットにおける大学生ボランティアの取り組み

森田 美穂（広島大学大学院医歯薬保健学研究科）

一般演題発表５

座長 ：田村　真明（（株）田村義肢製作所）

A-11

A-15

小川 哲弘（（株）田村義肢製作所 ）

下腿義足アスリートの短距離スタートの特性 速いのは前足が健足？義足？

沖野 敦郎（（公財） 鉄道弘済会義肢装具サポートセンター）

3月26日（土） 14：25～15：35

14：25～

14：35～

会場：【Ａ】1F／体育館　

13：35～

13：45～

13：55～

14：05～

戒能 奈央（広島大学医学部保健学科理学療法学専攻4年）

A-12

15：15～

14：45～

14：55～

A-1715：25～

A-14

徳井 亜加根（国立障害者リハビリテーションセンター）

幸村 久弥（川村義肢（株））

両下肢・体幹機能障害者へのパラカヌー用バケットシーティングの製作事例

高活動な切断者に対応した義肢パーツの紹介と義肢使用症例

ラーセン症候群の車椅子レーサーにおけるシーティングの検討

野村 潤（桑野協立病院リハビリテーション科）

障害者スポーツ用具の開発および商品化における課題 ―ゴールボール用具開発を通して―

15：05～

車椅子バスケットボールのシュート動作にバスケットボール経験の有無が与える影響

B-07

先天性片側上肢形成不全児のスポーツ参加を目指した受動義手・運動用デバイスの活用

藤原 清香（東京大学医学部付属病院リハビリテーション科）

A-16

地域におけるパラリンピック教育の実践 ーオリパラ連携協定校としての取り組みー

鳥居 昭久（愛知医療学院短期大学リハビリテーション学科）

A-13

車輪付き義足足部 Wheel Footの開発（2）

松田 靖史（川村義肢（株））



一般演題発表６

座長 ：北村　昭子（新潟県障害者スポーツ協会）

女子車椅子バスケットボール日本代表候補選手の心理状態：年代、持ち点別の比較

角田 憲治（明治安田厚生事業団 体力医学研究所）

B-17

一般演題発表７

座長 ：大森　豪（新潟医療福祉大学）

樋口 毅史（日本体育大学保健医療学部）

15：25～

会場：【Ａ】1F／体育館　

スピードガンとモーションキャプチャによるボール速度の比較

佐久間 亨（筑波技術大学保健科学部）

16：15～

A-19

投てき椅子固定フレームの違いによる投てき動作の変化

剣持 悟（川村義肢（株） 製造開発課）

14：55～

15：45～ A-18

石塚 和重（筑波技術大学）

15：55～

16：05～ A-20

3月26日（土） 15：45～16：45

14：45～ B-13

パラカヌー選手に対するパドリング動作時の三次元動作解析

坂光 徹彦（広島大学病院診療支援部リハビリテーション部門）

15：05～

B-16

頸髄損傷者の生活習慣病予防にむけた競技活動および日常生活活動量と栄養摂取状況調査

梶原　史恵（大阪府立急性期・総合医療センター）

15：15～

B-15

女子車椅子バスケットボール日本代表選手における月経障害の検討

清水 如代（筑波大学附属病院リハビリテーション科）

視覚障害柔道女子選手の動的荷重動揺軌跡分析

3月26日（土） 14：25～15：35

14：25～

14：35～ B-12

A-21

下腿切断者の疾走時筋活動特性

野村 潤（桑野協立病院 リハビリテーション科）

車椅子バスケットボール女子日本代表選手に対するシーティング改良の取り組み

運動が脳性麻痺者の脳及び筋代謝に及ぼす影響に関する基礎的研究 －健常者と脳性麻痺者を比較してー

B-14

女子車椅子バスケットボール日本代表候補選手の栄養摂取状況

堀田 和司（茨城県立医療大学作業療法学科）

B-11

会場：【B】2F／会議・研修室　

谷口 公友(広島国際大学総合リハビリテーション学部リハビリテーション支援学校義肢装具学専攻）



一般演題発表８

座長 ：竹森　登志男（新潟県障害者交流センター）

GMFCS LevelⅤの脳性麻痺者に対する車いすダンスのフィットネス効果

視覚障害者のスポーツ活動に対する意識と実施状況に関する調査

聴覚障害学生に対する自然体験活動の教育的効果

向後 佑香（筑波技術大学）

15：55～

16：05～

16：15～

16：25～

井上 明浩（金沢星稜大学人間科学部スポーツ学科）

B-19

中田 綾子（筑波大学附属病院リハビリテーション部）

B-20

寺田 恭子（名古屋短期大学）

B-21

近藤 宏（国立大学法人 筑波技術大学 保健科学部保健学科鍼灸学専攻）

B-22

3月26日（土） 15：45～16：35

15：45～ B-18

会場：【B】2F／会議・研修室　

16：35～

A-22

車椅子のWheelieによるその場回転動作の解析

岡川 暁（日本福祉大学健康科学部）

A-23

石田 和也（和歌山県立医科大学 リハビリテーション医学）

16：25～

脊髄損傷者におけるハーフマラソンによる酸化LDL、酸化ストレス、アドレナリンに対する影響

知的障害者スポーツの国内未普及競技に関する考察　ー2015年スペシャルオリンピックス夏季世界大会・ロスアンジェルスの状況よりー

2015年カタールIPC世界陸上選手権大会におけるトレーナー活動報告　ー知的障害者選手のケアを通してー



座長 ：丸田　徹（新潟県障がい者スポーツ指導者協議会）

特別講演2

座長 ：陶山　哲夫（日本リハビリテーション専門学校）

鼎談

司会 ：荻荘　則幸（第25回日本障害者スポーツ学会大会長）

会場：【Ａ】1F／体育館　

会場：【Ａ】1F／体育館　

オリンピック、パラリンピックへの道

皆川　賢太郎（オリンピアン）

～オリンピアン、パラリンピアン、スポーツドクターの熱き想い～

音田　勉（パラリンピアン）

大森　豪（スポーツドクター）

～共生社会実現を目指して～

11：00～12：003月27日（日）

3月27日（日） 10：00～10：50

会場：【Ａ】1F／体育館　

科学的エビデンスに基づく運動療法と指導

曽根　博仁（新潟大学大学院医歯学総合研究科血液・内分泌・代謝内科学分野 教授）

閉会 3月27日（日） 12：05～

パラリンピックレガシー

藤田　紀昭（同志社大学スポーツ健康科学部教授）

～障害者スポーツの地域振興～

第２日目　３月２７日（日）

開場・受付 3月27日（日） 開場8：00～　受付8：30～

場所：1F／ロビー　

特別講演1 3月27日（日） 9：00～9：50

会場：【Ａ】1F／体育館　


