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平成２７年４月 吉日  

日本体力医学会東北地方会会員各位 

第２４回日本体力医学会東北地方会 

大会長 立身 政信 公印略 

 

第２４回日本体力医学会東北地方会開催のご案内（第２報） 

拝啓 春の陽が柔らかく感じられるこの頃、益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。 

さて、第２４回日本体力医学会東北地方会を来る平成２７年６月１３日（土）、いわて 

県民情報交流センター「アイーナ」（盛岡市）を会場に開催する運びとなりました。 

 つきましては、大会要領と演題および参加申込書をお送り致しますので、会員の先生方に

は、多数ご参加下さいますようご案内申し上げます。            敬具 

記 

１．日時：平成２７年６月１２日（金） 幹事会、懇親会 

            １３日（土） 大会 

２．会場：幹事会  ホテルルイズ（JR 盛岡駅南口徒歩５分） 

（盛岡市盛岡駅前通７－１５℡０１９－６２５－２６１１） 

     大会   いわて県民情報交流センター「アイーナ」（５階５０１A・B） 

   （盛岡市盛岡駅西通１－７－１℡０１９－６０６－１７１７JR 盛岡駅西口徒歩５分）  

３．日程：６月１２日（金） ホテルルイズ  

      １７：００～１８：１５ 幹事会 

      １８：３０～２０：３０ 懇親会 

   ６月１３日（土） いわて県民情報交流センター「アイーナ」 

       ９：００～      受付（５階５０１A・B） 

       ９：３０～１１：３０ 一般演題発表 

      １１：４０～１２：００ 総会 

      １２：００～１３：００ 昼休み 

      １３：００～１５：００ 公開シンポジウム（一般公開：無料）  

         テーマ「運動・スポーツによる被災地支援」 

         コーディネーター 立身政信（岩手大学保健管理センター長） 

           基調講演   永富良一（東北大学大学院教授） 

           シンポジスト 安田俊広（福島大学人間発達文化学類准教授）   

                  山内武巳（石巻専修大学人間学部准教授） 

                  廣澤正紀（岩手県教育委員会主任指導主事） 

        １５：００ 閉会 

１５：１５～１６：３０ 第７１回日本体力医学会全体実行委員会 

（P5 に全体実行委員会名簿（案）を掲載しております） 
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４．公開シンポジウム（一般公開：無料） 

メインテーマ「運動・スポーツによる被災地支援」 

コーディネーター 立身政信（岩手大学保健管理センター長）１３：００～１３：０５ 

○基調講演 

永富良一（東北大学大学院医工学研究科副研究科長教授） １３：０５～１３：２０ 

パネリスト（各１０分） 

① 福島県（１３：２０～１３：３０） 

安田俊広（福島大学人間発達文化学類スポーツ・芸術創造専攻准教授）     

② 宮城県（１３：３０～１３：４０） 

山内武巳（石巻専修大学人間学部人間文化学科准教授）  

③ 岩手県（１３：４０～１３：５０） 

廣澤正紀（岩手県教育委員会スポーツ健康科学担当主任指導主事） 

＊公開シンポジウムは、会員以外の一般の方も無料でご参加いただけます。 

 

５．各種資格の単位認定について（当日受付にて申請下さい） 

（１） 日本医師会認定健康スポーツ医制度健康スポーツ医再研修 

公開シンポジウム受講により、２単位が認定されます（費用１，０００円 ） 

（２） 健康運動指導士・健康運動実践指導者（（公財）健康・体力づくり事業財団） 

この学会大会全体（午前・午後）は、健康運動指導士及び健康運動実践指導者 

の単位認定更新に必要な履修単位として講義２単位が認められます。 

（認定番号：       ） 費用２，０００円 

６．参加申込および演題申込要領 

（１） 学会大会に参加される方は、氏名、所属および懇親会への出席の有無をメールにて

大会事務局までお送り下さい。 

（２） 一般演題発表の方は、演題申込と予稿集原稿及び抄録原稿（体力科学掲載）を大会

事務局までお送り下さい。なお、発表者は日本体力医学会員とします。共同演者は

会員以外の方もなれます。 

公開シンポジウムのシンポジストの方も予稿集原稿及び抄録原稿（体力科学掲載）

を大会事務局までお送り願います。 

① 予稿集原稿（平成２７年５月２２日（金）必着） 

・予稿集原稿は、演題はゴシック体 12 ポイント、所属、氏名及び演題要旨は MS

明朝体タイプ 10.5 ポイントで A4 サイズ１枚（余白上下左右 25mm）に作成願

います。原稿は PDF にしてメールでお送り下さい。予稿集にそのまま印刷しま

す。 

 ・共同研究の場合は、演者を筆頭にして○印をつけて下さい。 

・本文は目的、方法、結果、考察等の順にまとめて記入して下さい。 
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② 抄録原稿（平成２７年６月１３日（土）必着） 

・発表者は「体力科学」に掲載する抄録原稿をⅯicrosoft Ｗｏｒdで作成、大会当

日までに事務局にメール添付願います。 

・抄録原稿は、体力科学投稿規定（Ｅ.地方会の抄録）により、原稿は、一編９００

字以内で表題、著者名、所属、本文を和文で記す。（体力科学参照） 

（３） 演題申込および予稿集原稿締切日 

平成２７年５月２２日（金）必着 

 

＜予稿集見本＞ 

高校体育学系生徒における競技別体格・体力の検討                 

○小山 薫１、高橋一男２ 

１岩手医科大学、２岩手県教育委員会 

【目的】 

 岩手県立K高等学校は県内においてはもとより、全国大会においても上位入賞する

運動部が多く、県内の高校スポーツ界をリードしている。 

 

７．演題発表について 

（１）一般演題の発表時間は、１５分（発表１０分、質疑応答５分）の予定です。 

（２）発表機器は液晶プロジェクターとします（スライド不可）。使用パソコンを事務局で

準備いたします（OS：Windows7、アプリケーションソフト：Power Point２０１３）。 

   発表時のパソコン操作は各自でお願い致します。 

Power Point のファイルは６月８日（月）までに事務局にメールでお送り下さい。

事前のご送付が難しい場合は、当日会場にて USB ファイルを保存、受け付けます。

メールでお送り下さった方も、念のため当日、USB ファイルをお持ち下さい。パソ

コンに保存したファイルは大会終了後、消去致します。 

 

８．大会参加について 

（１） 事前登録について 

当日も受付できますが、準備の都合上、できるだけ事前登録をお願い致します。 

所定の用紙に記入し、メール添付で大会事務局までお申し込み下さい。事前登録の

方には、予稿集をお送りする予定です。 

（２） 参加費 

会員・非会員ともに２，０００円（当日、受付にてお支払い下さい） 

公開シンポジウムへの参加は無料です。 

（３） 事前参加登録等締切日 

大会参加・懇親会申込締切日  平成２７年６月 ３日（水）必着 
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（４）懇親会のご案内 

大会前日に懇親会を開催いたしますので、ふるってご参加、ご案内申し上げます。 

   日時：平成２７年６月１２日（金）１８：３０～２０：３０ 

   場所：ホテルルイズ（JR 盛岡駅南口下車徒歩５分、開運橋隣） 

   会費：５，０００円（当日、受付にてお支払い下さい） 

（５）宿泊のご案内（兼幹事会会場） 

上記、ホテルルイズ（〒０２０－００３４盛岡市盛岡駅前通り７－１５ 

℡０１９－６２５－２６１１担当佐々木）で学会参加と各自でお申込み下さい。 

９．大会事務局 

〒０２８－３６９４  

岩手県紫波郡矢巾町西徳田２－１－１ 

岩手医科大学教養教育センター人間科学科体育学分野 小山 薫気付 

第２４回日本体力医学会東北地方会事務局 

℡019-651-5111 内線 5410   Fax：019-698-1961  

E-mail:kaooyama@iwate-med.ac.jp 

 

◎その他 別紙名簿（案）に記載されている学会員の方は、大会終了後同会場にて、第７１

回日本体力医学会（平成２８年９月２３日（金）～２５日（日）盛岡市開催）の

全体実行委員会（１５：１５～１６：３０）を開催する予定ですので併せてご案

内致します。 
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第７１回日本体力医学会全体実行委員会名簿（案） 

大会長   立身政信（岩手大学）  

大会副会長 山崎省一（石巻専修大学） 永富良一（東北大学） 

顧問    田中正敏（福島県立医科大学名誉教授） 三田禮造（弘前大学名誉教授） 

実行委員長 作山正美（岩手県教育委員会） 

大会事務局 岩手大学（〒０２０－８５５０ 岩手県盛岡市上田３－１８－８） 

事務局長  上濱龍也（岩手大学） 

      事務局員  小山 薫（岩手医科大学） 清水 将（岩手大学） 

運営事務局 (有)ヤマダプランニング（担当：八重畑）、JTB 東北（担当：沼山） 

実行委員 

＜岩手県＞ 

栗林 徹（岩手大学）        坂田清美（岩手医科大学） 

鎌田安久（岩手大学）        近藤尚知（岩手医科大学）  

清水茂幸（岩手大学）        高野淳司（一関工業専門学校） 

吉田 実（盛岡大学短期大学部）   飯島 仁（飯島医院） 

佐々木亮平（岩手医科大学）     佐藤 保（佐藤たもつ歯科医院） 

金村清孝（岩手医科大学）      本田昭二（かたくり薬局）     

足澤輝夫（こずかた診療所）     佐藤浩哉（ベターライフ岩手） 

黒川賀重（黒川産婦人科医院）    見木太郎（P.O イノベーション） 

古町克郎（岩手医科大学）      武田正司（盛岡大学） 

千葉 正（修紅短期大学）       

＜宮城県＞ 

鈴木省三（仙台大学）   

＜福島県＞  

       安田俊広（福島大学） 

       杉浦弘一（福島大学）  

＜秋田県＞ 

       重川敬三（日本赤十字秋田看護大学） 

    ＜青森県＞ 

       野田美保子（弘前大学）      

    ＜山形県＞ 

       加藤守匡（山形県立米沢栄養大学） 
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第２４回日本体力医学会東北地方会 

演題、参加、懇親会 申込書 

                

                   申込日：平成    年   月    日 

１．演題申込み 

 

演 題 

 

 

 

発表者 

（演者に○印） 

氏 名 ふりがな 所 属（略記下さい） 

   

   

   

   

   

 

連絡先 

（代表者） 

氏名： 

住所： 

ＴＥＬ：              ＦＡＸ： 

E-mail： 

 

＊演題申込、予稿集原稿締切は平成２７年５月２２日（金）必着でお願い致します 

 

２．参加申込み 

氏 名 所 属 大会（○印） 懇親会（○印） 

    

    

    

    

    

 

連絡先 

（代表者） 

 

氏名： 

住所： 

ＴＥＬ：              ＦＡＸ： 

E-mail： 

＊懇親会申込は平成２７年６月３日（水）必着でお願い致します。 


