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開催趣意書 

 

 

会 期 

 2016年（平成 28年） 10月 29日（土） 

 

 

 

会 場 

 新潟医療福祉大学 第 2講義棟 2階 Q201（講義室）  

          第 2講義棟 2階 Q203（学生サロン） 

（新潟市北区島見町 1398 番地） 

 

 

 

 

 

 

 

大会長 

 西原 康行（新潟医療福祉大学健康科学部健康スポーツ学科 学科長・教授） 

  

 

〔実行委員長〕 

越中 敬一（新潟医療福祉大学健康科学部健康スポーツ学科 講師） 

 

      事務局：新潟医療福祉大学健康科学部健康スポーツ学科 

〒950-3198 新潟市北区島見町 1398 番地 

          電話・ファックス: 025-257-4590 

                    URL: http://www.nuhw.ac.jp/gakkai/ 

  



ご挨拶 

少子高齢化や成熟した社会の進展とともに、スポーツや身体運動の必要性と可能性

が高まっています。スポーツや身体運動を行うことは、子どもの健全育成や成人の生

活習慣病の予防、高齢者の認知機能低下やロコモティブシンドローム（運動器症候群）

の予防、あるいは複雑多様化した高度情報社会におけるストレスの軽減に必要不可欠

です。また、現代社会においては、スポーツや身体運動を行なうことに加えて、スポ

ーツを観たり支えたりすることが質の高い生活の実現に結びつくことから、文化とし

ての多くの可能性を見出すことができます。トップアスリートの洗練された動きや生

き様に共感したり、勝負に一喜一憂する姿から私たちは多くの勇気や感動を得ること

ができます。さらにスポーツが地域のコミュニティの再生や街づくりに寄与する事例

も増えています。このようなスポーツの必要性と可能性の高まりという社会の潮流か

ら、2011年にスポーツ基本法が制定され、2015年にはスポーツ庁が設置されました。

そして、2020年には、東京でオリンピック・パラリンピックが開催され、過去とは全

く次元の異なるスポーツムーブメントが胎動しています。 

そこで今年度の新潟医療福祉学会は、「東京オリンピック・パラリンピックに向け

た保健・医療・福祉・スポーツの連携のあり方」というテーマで学術集会を開催しま

す。特別講演では、女子ソフトボール 元日本代表選手および元日本代表監督であり

ます宇津木妙子氏をお招きして「【 夢の実現 】オリンピック、苦難と栄光、そしてこ

れから」というテーマでご講演をいただきます。アスリート、監督というまなざしか

らオリンピックがどのように映るのか、そしてこれからのスポーツを取り巻く環境の

あり方について、多くの示唆を与えて下さることと思います。シンポジウムでは、国

立スポーツ科学センター（通称：JISS）でオリンピックアスリートを統括的にサポー

トされている高橋英幸氏、海外でのプロ水球選手として活躍後、新潟県柏崎市でブル

ボンウォーターポロクラブ柏崎という水球クラブを立ち上げ、日本代表チームのキャ

プテンを務めた青栁勧氏、現役のパラリンピアンとしてご活躍中であります大西瞳氏

の 3 名から、「リオから東京へ 業種間連携における課題と展望」というテーマでそ

れぞれの専門的な立場からのご発表とディスカッションを予定しております。 

また、例年どおり保健・医療・福祉・スポーツに関する一般演題も広く募集いたし

ます。この学術集会が活発な発表と議論の場となり、ご参加くださる皆様の研究及び

教育の糧となることを願っております。 

 何卒、本学術集会の趣旨にご賛同いただき、ご支援並びにご高配を賜りたく、お願

い申し上げます。今年は、リオデジャネイロでオリンピック・パラリンピックが開催

されるオリンピックイヤーでもあることから、その余韻を引き継ぎ、実行委員一同、

熱い気持ちで学術集会を運営して参りますので、多くの皆様のご参加をお待ち申し上

げております。 

平成 28年 7月吉日 

第 16回新潟医療福祉学会学術集会 

                大会長  西原 康行 



開催概要 

１． 学会名称：新潟医療福祉学会学術集会 

２． 主催  ：新潟医療福祉学会 

３． 責任者および事務局 

  大 会 長：  西原 康行 

（新潟医療福祉大学健康科学部健康スポーツ学科 学科長・教授） 

  実行委員長：  越中 敬一 

（新潟医療福祉大学健康科学部健康スポーツ学科 講師） 

  主催事務局：  第 16回新潟医療福祉学会学術集会 実行委員会事務局 

          新潟医療福祉大学健康科学部健康スポーツ学科 

〒950-3198 新潟市北区島見町 1398 番地 

電話・ファックス: 025-257-4590 

  

４． 会期：2016（平成 28）年 10月 29日（土） 

会場：新潟医療福祉大学 第 2講義棟 2階 Q201（講義室） 

               第 2講義棟 2階 Q203（学生サロン） 

５． 開催計画の概要 

＜プログラム＞ 次頁参照 

＜学術集会ホームページ＞ http://www.nuhw.ac.jp/gakkai/ 

＜予定参加者数＞ 約 350名 

＜参加予定者＞ 大学教職員、医師、歯科医師、理学療法士、作業療法士、言

語聴覚士、義肢装具士、臨床工学技士、臨床検査技師、視能訓練士、管理栄養

士、健康運動指導士、看護師、保健師、助産師、社会福祉士、精神保健福祉士、

介護福祉士、診療情報管理士、薬剤師、歯科衛生士、歯科技工士、福祉・医療

行政関連、医療機器企業、医療出版企業、医療福祉系大学院生学生、その他 

 

６．最近の開催実績 

 第 15回新潟医療福祉学会学術集会   第 14回新潟医療福祉学会学術集会 

  約 250名                約 270名 

会長：斎藤 トシ子           会長：丸田 秋男 

（新潟医療福祉大学健康栄養学科 学科長・教授）  （新潟医療福祉大学社会福祉学部長・教授）    

会期：2015(平成 27)年 10月 31日(土)     gggg会期：2014(平成 26)年 10月 25日(土)  

会場：新潟医療福祉大学                      会場：新潟医療福祉大学  

（IA棟 3階 IA301、IA棟 2階 IA201）      (A棟 3階 A301、GA棟 2階 GA203） 

 

 

 



第 16 回新潟医療福祉学会学術集会 プログラム 

 

期日：平成 28 年 10 月 29 日（土） 

場所：「特別講演」「シンポジウム」「一般演題（口演）」：第 2 講義棟 Q201 講義室 

「一般演題（ポスター）」：第 2 講義棟 Q203 学生サロン 

学会テーマ： 

「東京オリンピック・パラリンピックに向けた保健・医療・福祉・スポーツの連携のあり方」 
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09：30－09：40 

 

 

 

 

 

 

09：40－10：55 

 

11：00－11：55 

 

12：00－12：30 

12：30－13：30 

 

13：30－15：10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15：15－16：15 

 

 

 

 

 

 

16：20－16：30 

 

 

 

受 付 

開会式 

会頭挨拶  新潟医療福祉学会 会頭  

山本 正治 

大会長挨拶 第 16 回新潟医療福祉学会学術集会 大会長 

      新潟医療福祉大学健康スポーツ学科 学科長 

        西原 康行 

 

一般演題（口演）              発表時間 各 10 分 

座長：佐藤 大輔 (新潟医療福祉大学 健康スポーツ学科) 

一般演題（ポスター） 

 

新潟医療福祉学会総会 

昼休み 

 

シンポジウム 

「リオから東京へ 業種間連携における課題と展望」 

座長：西原 康行 (新潟医療福祉大学 健康スポーツ学科) 

シンポジスト：               発表時間 各 20 分 

・高橋 英幸  

独立行政法人日本スポーツ振興センター 

国立スポーツ科学センター スポーツ科学部 

主任研究員・リサーチユニット長 

・青栁 勧 

新潟産業大学、ブルボンウォーターポロクラブ柏崎 

・大西 瞳 

パラリンピアン T-42 クラス 100m 走 アジア記録保持者、  

切断者スポーツクラブ ヘルスエンジェルス  

            

特別講演 

「 【 夢の実現 】オリンピック、苦難と栄光、そしてこれから 」 

座長：吉田 重和 (新潟医療福祉大学 健康スポーツ学科) 

講師：宇津木 妙子（女子ソフトボール 元日本代表選手および元日

本代表監督、世界ソフトボール連盟 理事、NPO 法人ソフトボー

ル・ドリーム 理事長）  

 

会頭賞・奨励賞表彰  

閉会式 

実行委員長挨拶 第 16 回新潟医療福祉学会学術集会 実行委員長 

越中 敬一（新潟医療福祉大学 健康スポーツ学科） 
 


