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【2016年度実績】

１．研究業績

著作・論文・学会発表等の名称 単著・共著の別

(1)発行所、全ページ数
(2)雑誌名、巻（号）、開始-終
了ページ
(3)学会名、開催都市

(1)(2)著者、編者名
(3)発表者（発表者は○印）

発行・発表年月

（１）著作

1

（２）論文

1

共著 Menopause, 23(8), p.
827-32

Kai Y; Nagamatsu T;
Kitabatake Y; Sensui
H

2016. 8

2

共著 日本公衆衛生学雑誌,
63巻9号,  p. 560-568,

佐藤 慎一郎, 根本
裕太, 高橋 将記, 武
田 典子, 松下 宗洋,
北畠 義典, 荒尾 孝

2016. 11

3

単著 MEDICAL
REHABILITATION, 203
号,  p. 68-74,.

北畠義典 2016. 11

4

共著 運動疫学研究, 19巻1号,
p. 12-23.

根本裕太, 稲山貴代,
北畠義典, 荒尾 孝

2017. 3

（３）学会発表

1

単著
America College of
Sports Medicine 63th
Annual Meeting

Kitabatake Y. 2016. 5

2

共著 日本健康教育学会誌 根本 裕太, 佐藤 慎
一郎, 武田 典子, 松
下 宗洋, 北畠 義典,
荒尾 孝

2016. 6

3

共著 日本健康教育学会誌 佐藤 慎一郎, 根本
裕太, 武田 典子, 松
下 宗洋, 北畠 義典,
荒尾 孝

2016. 6

4

共著 日本体力医学会 Nemoto Y, Sato S.,
Takahashi M.,
Takeda N.,
Matsushita M.,
Kitabatake Y.,
Arao T.

2016. 9

5

共著 日本体力医学会 Kitabatake Y., Sato
S.,  Nemoto Y.,
Takahashi M., Takeda
N.,  Matsushita M.,
Arao T.

2016. 9

該当なし

運動疫学、体力科学、健康科学、公衆衛生

修士（体育学）

1987年 中京大学体育学部体育学科、1991年 中京大学大学院体育学研究科修士課程、1993年 中京大学
大学院体育学研究科博士課程

1994年財)明治安田厚生事業団 体力医学研究所研究員、2005年同研究所副主任研究員、2011年同財団
新宿健診センター学術室　室長(兼務) 、2012年公立大学法人 埼玉県立大学 保健医療福祉学部 健康開
発学科 健康行動科学専攻 准教授、同大学院 保健医療福祉学研究科 博士課程前期 健康福祉科学専修
准教授、2014年 同大学院保健医療福祉学研究科 博士課程後期 准教授

日本運動疫学会（理事）、日本健康教育学会（理事）、日本体力医学会（評議員）、American college of
sports medicine、日本公衆衛生学会、日本疫学会、日本体育学会、日本運動生理学会、日本栄養改善学
会、日本民族衛生学会、日本学校保健学会、日本ストレス学会

Effects of stretching on menopausal and
depressive symptoms in middle-aged
women: a randomized controlled trial. （査
読付）原著

地域在住高齢者における膝痛の関連要
因　横断研究 （査読付）原著

【リハビリテーションに役立つ!睡眠障害・
睡眠呼吸障害の知識】 睡眠障害と身体
活動・運動療法　（解説/特集）

Effects of an increased exercise program
on sleep in elderly people.

 地域在住高齢者における膝痛の関連要
因　横断研究.

小学5年生を対象とした身体活動量増加
を促す授業介入効果の検討（査読付）原
著

地域高齢者における認知機能低下の関
連要因の検討.

The association of cognitive decline with
physical activity, sedentary behavior in
older
adults.

Relationship between physical activity
and
insomnia in the community-dwelling
elderly
people.



6

共著 日本公衆衛生学会総会
抄録集

金 さやか, 延原 弘
章, 本間 三恵子, 若
林 チヒロ, 伊藤 奏,
内山 真理, 加藤 朋
子, 北畠 義典, 新村
洋未, 山口 乃生子,
柳川 洋

2016. 10

7

共著 日本公衆衛生学会総会
抄録集

佐藤 慎一郎, 根本
裕太, 高橋 将記, 武
田 典子, 松下 宗洋,
北畠 義典, 荒尾 孝

2016. 10

8

共著 日本公衆衛生学会総会
抄録集

延原 弘章, 本間 三
恵子, 若林 チヒロ, 北
畠 義典, 内山 真理,
伊藤 奏, 加藤 朋子,
新村 洋未, 山口 乃
生子, 金 さやか, 野
口 有紀, 柳川 洋

2016. 10

9

共著 日本公衆衛生学会総会
抄録集

本間 三恵子, 延原
弘章, 若林 チヒロ, 北
畠 義典, 内山 真理,
伊藤 奏, 加藤 朋子,
新村 洋未, 山口 乃
生子, 金 さやか, 野
口 有紀, 柳川 洋

2016. 10

（４）その他

1

２．競争的資金等の研究

研究期間

1
2015.4-2018. 3

2
2014. 4-2017. 3

3
2016. 4-2017. 3

３．教育業績

講義・演習・実習・論文指導等の名称 期間

（１）講義

1

2

3

（２）演習

1

2

3

（３）実習

1

2

3

（４）論文指導

1

2

3

（５）その他

1

2

3

研究名、研究代表者・研究分担者の別

該当なし

健康行動科学演習

武里団地における住民主体の健康なまちづくり－若者と築く
「健康長寿武里モデル」（武プロ）－

埼玉県立大学学長指定研究（研究代表者）

健康科学Ⅰ

概要（教育内容・方法等において工夫した点）

大学院　加齢神経運動機能論

大学院　健康長寿論

課題別演習Ⅰ・　Ⅱ

健康生活測定

博士課程前期 指導1名

健康行動科学臨地実習

学部（卒業研究） 指導5名

地域高齢者における膝痛の関連要因　横
断研究.

日本とハワイの健康関連ライフスタイルの
国際比較.

添加物の摂取制限と階層意識・学歴・健
康情報収集行動との関連　本邦・ハワイ
の比較.

平成26・27・28年度文部科学省科研　基盤研究（C） 公的団地居住高齢者への運動・栄養・口腔複
合介入プログラムの検証（研究分担者）

競争的資金等の名称

平成27・28・29年度
文部科学省科研　基盤研究（B）

地域高齢者を対象とした生活拠点型介護予防
システムの開発（研究分担者）

規則正しい生活習慣を心がけている人の
特徴　ハワイ州と松本市(長野県)の検討.



４．社会貢献活動

（１）講演会、研修会等の講師

講演会、研修会等の名称 主催 講演、研修等のテーマ 開催年月

1
日本健康・体力づ
くり財団 2016. 6

2
町田市教育委員会

2016. 11

3
日本健康・体力づ
くり財団 2016. 11

4 警察庁 2016. 11

（２）国、自治体、財団法人等における委員等

国、自治体、財団法人等の名称 委員等の名称 任期

1 2011～現在

2 2016～現在

3

（３）ジャーナリズムでの発言

メディア等の名称 内容 年月

1

2

3

５．学内運営（委員会委員）

1

2

3

６．受賞（研究、教育、社会貢献活動に関するもの）

受賞名 主催 受賞年月

1

７．特許の保有状況

特許名 特許番号 登録年月

1

８．特記事項

該当なし

戸田市健康長寿プロジェクト評価委員

該当なし

学部教務委員会

該当なし

町田市教育委員会 まちだ市　市民大学　プログラム委員

戸田市福祉保健センター

大学院教務委員会

該当なし

健康運動指導士養成講座（講演） 「体力測定と評価」

警察庁 健康管理実務専科 「運動における生活習慣病対策」

「気軽な運動で、生活習慣病の予防・改善」まちだ市　市民大学「こころ」と「からだ」の
健康学（講演）

健康運動指導士養成講座（講演） 「体力測定と評価」


