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ご挨拶   

 
 本年、我が国は平成から令和へと元号もかわり新しい時代を迎えました。平成の時代は経

済の変動、災害も多く発生したものの、平和で一定の経済的な成長を保つことができた時代

でありました。新しい令和の時代も我が国の輝かしい未来と成長を期待したいところですが、

少子高齢化が深刻さを増し、今後は年金、介護・医療保険等の社会保障費が日本経済を圧迫

することが予想されています。このような背景がある中で障がいを持った人々、高齢となっ

た人々がいきいきと生活できる社会を構築していく人材の育成が本学の役割の一つだと考え

ています。 
 今回の学術集会は、「アスリートを支援する先進的保健・医療・福祉・スポーツネットワー

ク」をテーマに開催することにしました。2020 年にオリンピック、パラリンピックを控えた

現在、アスリートだけでなく日本全体がスポーツを愛し、健康でいきいきとした社会になる

ことを願っています。 
そこで本学術集会ではこのような背景のもと、本学の強みである保健・医療・福祉・スポ

ーツの専門職養成教育ならびにその連携教育を活かし、本学の建学の理念である“ＱＯＬサポ

ーターの育成”を令和の時代でどうさらに進展させるかを考える集会にしたいと思っており

ます。 
 特別講演は、公益財団法人日本障がい者スポーツ協会日本パラリンピック委員会事務局長

中森邦男先生に行っていただきます。中森先生は、「人間の能力に限界はない。これを感じて

ほしい」というコメントにもあるようにパラスポーツ、アスリートの魅力を世界に向けて発

信され、長きにわたり障がい者スポーツを支えてきた方です。この度の講演では 2020 年東京

パラリンピックに向けた様々な取り組みや専門職連携についてお願いしています。 
 またシンポジウムでは、アスリートの支援だけでなく、スポーツの普及やスポーツを通し

た健康増進に取り組んでいる先生方にご登壇いただき、スポーツを通して我が国全体を元気

にする方策および本学の強みである保健・医療・福祉・スポーツの人材育成教育を、今後ど

のように展開していくべきかディスカッションする予定です。 
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を学内のみならず学外か

らも募集し、本学術集会が新しい令和の時代を通してここ新潟よりさらに発展することを願

っております。 
 本学術集会の趣旨にご賛同いただき、ご支援ならびにご高配を賜りたく、お願い申し上げ

ますとともに、多くの皆さまのご参加をお待ち申し上げます。 
 
 

2019 年 5 月吉日 
                      第 19 回新潟医療福祉学会学術集会 
                      大会長  東江 由起夫 

 
 
 
 
 
 
 
 



開催概要 

学会名称：第 19 回新潟医療福祉学会学術集会 

１． 主催 ：新潟医療福祉学会 
 

２． 責任者および事務局 
 大 会 長 ：東江 由起夫 
（新潟医療福祉大学 リハビリテーション学部 義肢装具自立支援学科 学科長・教授） 
  実行委員長 ：勝平 純司 
（新潟医療福祉大学 リハビリテーション学部 義肢装具自立支援学科 准教授） 
  主催事務局 ：第 19 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 リハビリテーション学部義肢装具自立支援学科 
               〒950-3198 新潟市北区島見町 1398 番地 
         電話・ファックス: 025-257-4605 
               URL：http://www.nuhw.ac.jp/gakkai/ 
               Email：gakkai2019@nuhw.ac.jp 
 
３． 会期 ：2019 年 10 月 26 日（土） 

会場 ：新潟医療福祉大学 第 2 講義棟 2 階 Q201（講義室） 
                第 9 研究・実習棟 2 階 S201（学生食堂） 
 
４． 開催計画の概要 

＜プログラム＞ 別紙参照 

＜学術集会ホームページ＞ http://www.nuhw.ac.jp/gakkai/ 
＜予定参加者数＞ 約 300 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、救急救命

士、管理栄養士、診療放射線技師、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 

 

５． 最近の開催実績 

 第 17 回新潟医療福祉学会学術集会   約 300 名                 
会長：塚本 康子 （新潟医療福祉大学 健康科学部看護学科 学部長・学科長・教授）  

会期：2017（平成 29）年 10 月 28 日（土） 

会場：新潟医療福祉大学 （第 2 講義棟 Q201 講義室、第 9 研究・実習棟 S201 学生食堂）  

 

第 18 回新潟医療福祉学会学術集会   約 300 名                 
会長：前田 史篤 （新潟医療福祉大学 医療技術学部 視機能科学科 学科長・教授）  
会期：2018（平成 30）年 10 月 27 日（土） 

会場：新潟医療福祉大学 （第 2 講義棟 Q201 講義室、第 9 研究・実習棟 S201 学生食堂）  



第 19 回新潟医療福祉学会学術集会 プログラム 
 

期日：2019 年 10 月 26 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 2 階 Q201（講義室） 

「一般演題（ポスター）」：第 9 研究・実習棟 2 階 S201（学生食堂） 
学会テーマ：「アスリートを支援する先進的保健・医療・福祉・スポーツネットワーク」 
 
08：30－09：30 
09：30－09：40 
 
 
 
 
 
 
09：40－10：55 
 
 
 
 
11：00－12：10 
 
 
 
 
12：10－12：40 
 
12：40－13：40 
 
13：40－14：40 
 
14：50－16：10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16：15－16：30 
 

受 付 
開会式 
会頭挨拶  新潟医療福祉学会 会頭 
      新潟医療福祉大学 学長 山本 正治 
大会長挨拶 第 19 回新潟医療福祉学会学術集会 大会長 
      新潟医療福祉大学 リハビリテーション学部 義肢装具自立

支援学科 学科長・教授 東江 由起夫 
 
一般演題（口演）              発表時間 各 7 分 
座長：真柄 彰(新潟医療福祉大学 義肢装具自立支援学科 教授) 

笹本 嘉朝(新潟医療福祉大学 義肢装具自立支援学科 准教授) 
 
特別講演 
座長：東江 由起夫(新潟医療福祉大学 義肢装具自立支援学科 教授) 
講師：中森 邦男(公益財団法人日本障がい者スポーツ協会 日本パラリン      
   ピック委員会事務局長)  
   「2020 年東京パラリンピックが目指す無限の可能性」 
 
新潟医療福祉学会総会 
 
昼休み 
 
一般演題（ポスター） 
 
シンポジウム「QOL を向上させる最先端スポーツ活動」 
座長：西原 康行(新潟医療福祉大学 健康スポーツ学科 教授) 
シンポジスト： 
   中森 邦男(公益財団法人日本障がい者スポーツ協会 日本パラリン 
   ピック委員会事務局長) 
   東江 由起夫(新潟医療福祉大学 義肢装具自立支援学科 教授) 
   佐近 慎平(新潟医療福祉大学 健康スポーツ学科 准教授) 
   江玉 睦明(新潟医療福祉大学 理学療法学科 教授) 
                    発表時間 各 15 分の後討論 
 
会頭賞・奨励賞表彰 
閉会式 
 
実行委員長挨拶 第 19 回新潟医療福祉学会学術集会 実行委員長 
 勝平 純司 (新潟医療福祉大学 義肢装具自立支援学科 准教授) 
 

  


