
－ 3 －

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

9:00

Day 1 ー 9/17（金）
Ch.1 Ch.2 Ch.3

9:00 ～ 9:40

演 者：加藤　公（鈴鹿回生病院院長）
座 長：鈴木　政登（東京慈恵会医科大学）

9:50 ～ 10:50
「テレワーク時代におけるメディカル
フィットネスの重要性」
演 者：田中　喜代次（筑波大学）
座 長：重松　良祐（中京大学スポーツ科学部）

11:00 ～ 12:00
「長寿社会における活動支援ロボット
の展開」
演 者：才藤　栄一（藤田医科大学医学部
　　　　　　　　　　　リハビリテーション医学 I講座）
座 長：加藤　公（鈴鹿回生病院）

12:10 ～ 14:10
１.「東京オリンピック・パラリンピック
におけるスポーツ科学が果たした役割」
座　長：
杉田　正明（日本体育大学）
荻田　太（鹿屋体育大学）
演　者：
平野　加奈子（日本バドミントン協会）
平松　竜司（東京大学）
久木留　毅（ハイパフォーマンススポーツセンター
　　　　　国立スポーツ科学センター）

10:00 ～ 12:00
４.「体力・健康科学における骨格筋
ミトコンドリアの意義を再考する」
座　長：
江島　弘晃（長崎国際大学）
演　者：
熊谷　仁（The University of Southern California）
江島　弘晃（長崎国際大学）
関根　紀子（放送大学，順天堂大学スポーツ健康科学部）
田村　優樹（日本体育大学体育学部，
　　　　　日本体育大学大学院体育科学研究科，
　　　　　日本体育大学体育研究所）

10:10 ～ 12:00
８.「女性アスリートの競技力向上に
資する最新のコンディショニング戦略」
座　長：
後藤　一成（立命館大学）
松生　香里（川崎医療福祉大学）
演　者：
須永　美歌子（日本体育大学）
松生　香里（川崎医療福祉大学）
石橋　彩（日本学術振興会，
　　　　東京大学大学院総合文化研究科）
後藤　一成（立命館大学）

12:10 ～ 14:10
９.「身体活動と代謝の最新研究から
みる代謝性疾患の予防」
座　長：
宮下　政司（早稲田大学スポーツ科学学術院）
演　者：
畑本　陽一（国立研究開発法人医薬基盤・健康・
　　　　　栄養研究所）
髙橋　将記（東京工業大学リベラルアーツ研究
　　　　　教育院）
永山　千尋（早稲田大学スポーツ科学研究科）

12:10 ～ 14:10
５.「オンライン社会における運動疫学
研究の展開：コロナ禍を契機として」
座　長：
清野　諭（東京都健康長寿医療センター研究所）
甲斐　裕子（公財・明治安田厚生事業団体力医学研究所）
演　者：
井上　茂（東京医科大学公衆衛生学分野）
甲斐　裕子（公財・明治安田厚生事業団体力医学研究所，
　　　　　日本運動疫学会公式声明委員会委員長）
重松　良祐（中京大学スポーツ科学部）
塩谷　竜之介（千葉大学予防医学センター）

14:20 ～ 16:20
６.「非侵襲的な手法により生体組織の
特性や運動適応を探る　～高齢者から
アスリートまでを見据えて～」
座　長：
秋間　広（名古屋大学総合保健体育科学センター）
吉子　彰人（中京大学教養教育研究院）
演　者：
菅原　順（国立研究開発法人産業技術総合研究所）
吉子　彰人（中京大学教養教育研究院）
安藤　良介（国立スポーツ科学センター）
谷口　圭吾（札幌医科大学保健医療学部理学療法学科）

14:20 ～ 16:20
10.「卓越研究員企画：若手研究者による
骨格筋の分子生物学　-基礎から臨床まで -」
座　長：
北嶋　康雄（広島大学大学院医系科学研究科，
　　　　　文部科学省卓越研究員）
藤田　諒（筑波大学トランスボーダー医学研究センター，
　　　　文部科学省卓越研究員）
演　者：
藤田　諒（筑波大学トランスボーダー医学研究センター再生医学分野）
常陸　圭介（藤田医科大学総合医科学研究所難病治療学研究部門）
北嶋　康雄（広島大学大学院医系科学研究科）
江口　貴大（東京大学医科学研究所）
林地　のぞみ（順天堂大学大学院ゲノム再生医療センター）
鈴木　直輝（東北大学病院）

16:30 ～ 18:20
３.「安全な運動処方の開発を目指して 
－運動時の循環調節異常を病態から紐解く」
座　長：
水野　正樹（テキサス大学サウスウェスタン医学センター）
木場　智史（鳥取大学医学部）
演　者：
篠原　啓介（九州大学循環器内科学）
木場　智史（鳥取大学医学部統合生理学分野）
石澤　里枝（テキサス大学サウスウェスタン医学センター）
柴田　茂貴（杏林大学保健学部）

16:30 ～ 18:20
11.「運動による脳機能の向上と，神経
修飾物質を介した脳機能調節メカニズム」
座　長：
七五三木　聡（大阪大学全学教育推進機構，
　　　　　　大阪大学大学院医学系研究科）
角田　圭輔（大阪大学全学教育推進機構，
　　　　　京都大学大学院医学研究科）
演　者：
安藤　創一（電気通信大学大学院情報理工学研究科）
小見山　高明（大阪大学全学教育推進機構）
角田　圭輔（大阪大学全学教育推進機構，
　　　　　京都大学大学院医学研究科）

16:30 ～ 18:20
７.「筋トレの疫学」
座　長：
門間　陽樹（東北大学大学院医学系研究科）
本田　貴紀（九州大学大学院医学研究院）
演　者：
谷本　道哉（近畿大学生物理工学部）
門間　陽樹（東北大学大学院医学系研究科）
川上　諒子（早稲田大学スポーツ科学学術院）
本田　貴紀（九州大学大学院医学研究院）

14:20 ～ 16:20
２.「身体活動ガイドライン改定の方向性と内容」
座　長：
井上　茂（東京医科大学）
小熊　祐子（慶應義塾大学）
演　者：
丸藤　祐子（駿河台大学）
岡　浩一朗（早稲田大学スポーツ科学学術院）
井上　茂（東京医科大学）
小熊　祐子（慶應義塾大学）
澤田　亨（早稲田大学）
中田　由夫（筑波大学）
宮地　元彦（早稲田大学）
桑原　恵介（国立国際医療研究センター，帝京大学）

「整形外科医からのスポーツ医学概論」
 開会・大会長講演

教育講演１

特別講演１

＝シンポジウムライブ配信スケジュール
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Day 2 ー 9/18（土）
Ch.1 Ch.2 Ch.3

10:40 ～ 11:40
「海馬機能を高める運動ホルミシス
効果：動物から人への橋渡し研究」
演 者：征矢　英昭（筑波大学体育系）
座 長：鍋倉　淳一（生理学研究所）

9:00 ～ 10:30
12.「コロナ禍から学ぶ健康管理と
コンディショニング」
座　長：
宮川　俊平（筑波大学医学医療系）
赤間　高雄（早稲田大学スポーツ科学学術院）
演　者：
赤間　高雄（早稲田大学スポーツ科学学術院）
絹笠　友則（いちはら病院）
長尾　雅史（順天堂大学スポーツ健康科学科）
渡部　厚一（筑波大学体育系）
鈴木　克彦（早稲田大学スポーツ科学学術院）

9:00 ～ 10:30
15.「本邦におけるHIIT 研究（その有
益性と留意点）」
座　長：
田中　喜代次（筑波大学）
松尾　知明（労働安全衛生総合研究所）
演　者：
田畑　泉（立命館大学スポーツ健康科学部）
松尾　知明（労働安全衛生総合研究所，宇宙航空研究開発機構）
増木　静江（信州大学大学院医学系研究科スポーツ医科学，バイオ
　　　　　　　　　　メディカル研究所，NPO法人熟年体育大学リサーチセンター）

9:00 ～ 10:30
19.「学際研究から挑む歩行姿勢制御機構の
解明：地域保健・臨床応用を見据えた研究」
座　長：
桜井　良太（東京都健康長寿医療センター研究所）
進矢　正宏（広島大学大学院人間社会科学研究科）
演　者：
樋口　貴広（東京都立大学人間健康科学研究科）
横山　光（東京大学大学院総合文化研究科）
冨田　洋介（高崎健康福祉大学保健医療学部理学療法学科）
萬井　太規（大分大学福祉健康科学部理学療法コース）

10:40 ～ 12:10
16.「トレーニング効果を高めるチームづくりとは：新型
コロナウイルス禍での取り組みから得られた「知」の共有」
座　長：
下河内　洋平（大阪体育大学大学院スポーツ科学研究科体育学部）
寺田　昌史（立命館大学スポーツ健康科学部）
演　者：
栗原　俊之（立命館大学総合科学技術研究機構，立命館大学スポーツ健康科学部）
笹壁　和佳奈（大阪体育大学）
沼澤　俊（一般財団法人大阪府バスケットボール協会医科学委員会）
三井　みのり（大阪体育大学大学院スポーツ科学研究科）

10:40 ～ 12:10
20.「身体活動推進政策の認知度と
政策展開」
座　長：
種田　行男（中京大学）
小熊　祐子（慶應義塾大学）
演　者：
原田　和弘（神戸大学大学院人間発達環境学研究科）
田島　敬之（東京都立大学）
武田　典子（工学院大学）
齋藤　義信（神奈川県立保健福祉大学，慶應義塾大学）

16:50 ～ 18:20
14.「交通行動データの活用：体力医学
分野への展開」
座　長：
阿部　巧（東京都健康長寿医療センター， Swinburne University of Technology）
杉山　岳巳（Swinburne University of Technology，Baker Heart & Diabetes Institute）
演　者：
阿部　巧（東京都健康長寿医療センター， Swinburne University of Technology）
久保田　晃生（東海大学）
Manoj Chandrabose（Swinburne University of Technology）
杉山　岳巳（Swinburne University of Technology）

16:50 ～ 18:20
18.「海女に学ぶ環境・運動生理学：
基礎から臨床まで」
座　長：
菅原　順（国立研究開発法人産業技術総合研究所，筑波大学体育系）
演　者：
菅原　順（国立研究開発法人産業技術総合研究所，筑波大学体育系）
平澤　愛（杏林大学保健学部）
宮本　忠吉（大阪産業大学スポーツ健康学部）
小河　繁彦（東洋大学理工学部）

14:40 ～ 16:40
17.「多彩なマイオカインが織り成す
運動効果の分子基盤」
座　長：
古市　泰郎（東京都立大学）
小野　悠介（熊本大学）
演　者：
古市　泰郎（東京都立大学人間健康科学研究科）
岩部　真人（東京大学大学院医学系研究科糖尿病・代謝内科）
大内　乗有（名古屋大学大学院医学系研究科分子循環器医学講座）
橋本　健志（立命館大学スポーツ健康科学部スポーツ健康科学研究科）
小野　悠介（熊本大学発生医学研究所筋発生再生分野）

14:40 ～ 16:40
21.「オリンピック・パラリンピックと
身体活動政策：これまでとこれからの意義」
座　長：
井上　茂（東京医科大学公衆衛生学分野）
重松　良祐（中京大学スポーツ科学部）
演　者：
小熊　祐子（慶應義塾大学スポーツ医学研究センター，
　　　　　慶應義塾大学大学院健康マネジメント研究科）
鎌田　真光（東京大学大学院医学系研究科公共
　　　　　健康医学専攻健康教育・社会学分野）
塩田　琴美（慶應義塾大学総合政策学部）
天笠　志保（東京医科大学公衆衛生学分野）

16:50 ～ 18:50
22.「骨格筋内外における環境への適応
と異常」
座　長：
髙田　真吾（北翔大学生涯スポーツ学部スポーツ教育学科）
宮﨑　充功（広島大学大学院医系科学研究科生理機能情報科学）
演　者：
宮﨑　充功（広島大学大学院医系科学研究科生理機能情報科学）
山口　良文（北海道大学低温科学研究所冬眠代謝生理発達分野）
北嶋　康雄（広島大学大学院医系科学研究科）
髙木　領（日本学術振興会，電気通信大学大学院情報理工学研究科）
髙田　真吾（北翔大学生涯スポーツ学部スポーツ教育学科）

14:40 ～ 16:40
13.「女性アスリートのコンディショニング
－本邦における女性アスリートの栄養
問題はなぜ改善されないのか？－」
座　長：
室伏　由佳（順天堂大学スポーツ健康科学部）
演　者：
相澤　勝治（専修大学スポーツ研究所）
岡田　千詠子（NSCAジャパン認定マスターコーチ，
　　　　　　NSCAジャパン女性 S&C委員会委員長）
長島　恭子（編集，ライター）
協　賛：大塚製薬株式会社

教育講演 2

13:30 ～ 14:30

「忍者の心身鍛錬と健康養生の方法」
演 者：川上　仁一（日本忍者協議会　（甲賀忍之
　　　　　　　　　伝宗師家））
座 長：冨樫　健二（三重大学教育学部）

特別講演 2

12:20 ～ 13:20
「暑熱順化を有効に活用するための方策」
演 者：岡﨑　和伸（大阪市立大学都市健康・スポーツ研究センター，
　　　　　　　　　大阪市立大学健康科学イノベーションセンター，
　　　　　　　　　大阪市立大学大学院医学研究科運動環境生理学）
協 賛：大塚製薬株式会社

共催セミナー 1

＝シンポジウム

12:20 ～ 13:20
「東京 2020における手のひら冷却を
用いた暑熱対策について」
演 者：杉田　正明（日本体育大学）

協 賛：セリスタ株式会社

共催セミナー 2 12:20 ～ 13:20
「骨粗鬆症治療薬の過去，現在，未来」
演 者：湏藤　啓広（三重大学大学院医学系研究科科長・医学部長，
　　　　　　　　　運動器外科学・腫瘍集学治療学教授）
座 長：加藤　公（鈴鹿回生病院院長）

共催セミナー 3

協 賛：旭化成ファーマ株式会社

ライブ配信スケジュール
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Day 3 ー 9/19（日）
Ch.1 Ch.2 Ch.3
9:00 ～ 10:30

23.「発達障がいのある人のフィットネス
-発達障がいの特性の理解に向けて-」
座　長：
永富　良一（日本体力医学会渉外委員会委員長，東北大学
　　　　　大学院医工学研究科健康維持増進医工学分野）
演　者：
広沢　正孝（順天堂大学スポーツ健康科学部）
永浜　明子（立命館大学スポーツ健康科学部）
Aju（発達障がい当事者）

9:00 ～ 10:30
26.「次世代を担う新たな日本のための包括的なスポーツ傷害予防
戦略：パフォーマンス向上とスポーツ傷害予防の両立を目指して」
座　長：
栗原　俊之（立命館大学総合科学技術研究機構）
下河内　洋平（大阪体育大学）
演　者：
峯田　晋史郎（大阪体育大学体育学部）
笹壁　和佳奈（大阪体育大学）
沼澤　俊（一般財団法人大阪府バスケットボール協会医科学委員会）
寺田　昌史（立命館大学スポーツ健康科学部）

9:00 ～ 10:30
29.「運動が皮膚に与える影響」
座　長：
林　直亨（早稲田大学）
枝　伸彦（獨協医科大学）
演　者：
白土　真紀（株式会社資生堂みらい開発研究所）
林　直亨（早稲田大学スポーツ科学学術院）
石塚　洋典（大阪大学医学系研究科）
枝　伸彦（獨協医科大学基盤教育部門）

10:40 ～ 12:10
24.「コロナ禍におけるスポーツ選手の
コンディショニング」
座　長：
山本　利春（国際武道大学体育学部，国際武道
　　　　　大学大学院）
演　者：
浦山　真吾（クボタスピアーズ）
笠原　政志（国際武道大学）
佐々木　智徳（医療法人MSMCみどりクリニック）

10:40 ～ 12:10
27.「オミクス解析と健康・運動科学」
座　長：
星野　太佑（電気通信大学大学院情報理工学研究科）
三浦　進司（静岡県立大学食品栄養科学部）
演　者：
星野　太佑（電気通信大学大学院情報理工学研究科）
宮本（三上）　恵里（順天堂大学スポーツ健康科学部）
三浦　進司（静岡県立大学食品栄養科学部）
幡野　敦（新潟大学大学院医歯学総合研究科）

12:20 ～ 14:20
28.「運動・スポーツと脳 
－文武両道は成り立つのか？－」
座　長：
紙上　敬太（中京大学教養教育研究院）
石原　暢（神戸大学大学院人間発達環境学研究科）
演　者：
紙上　敬太（中京大学教養教育研究院）
鳥取　伸彬（立命館大学総合科学技術研究機構）
喜屋武　享（神戸大学大学院人間発達環境学研究科）
石原　暢（神戸大学大学院人間発達環境学研究科）

12:20 ～ 13:50
25.「筋恒常性維持における抗酸化機構
の役割を考える」
座　長：
藤巻　慎（熊本大学発生医学研究所筋発生再生分野）
北岡　祐（神奈川大学人間科学部）
演　者：
北岡　祐（神奈川大学人間科学部）
奥津　光晴（名古屋市立大学大学院理学研究科）
清水　孝彦（国立長寿医療研究センター老化ストレス応答研究 PT）
前田　仁志（熊本大学薬学部薬剤学分野）

12:20 ～ 13:50
31.「世代別の座位行動の健康課題と
その対策：COVID-19 を超えて」
座　長：
甲斐　裕子（公益財団法人明治安田厚生事業団体力医学研究所）
柴田　愛（筑波大学体育系）
演　者：
石井　香織（早稲田大学スポーツ科学学術院）
北濃　成樹（公益財団法人明治安田厚生事業団体力医学研究所）
安永　明智（文化学園大学国際文化学部）

10:40 ～ 12:10
30.「骨格筋の量と機能を制御する
分子機構とスポーツ科学への応用」
座　長：
永富　良一（東北大学大学院医学系研究科，東北大学大学院医工学研究科）
奥津　光晴（名古屋市立大学大学院理学研究科）
演　者：
小笠原　理紀（名古屋工業大学生命・応用化学専攻）
宮﨑　充功（広島大学大学院医系科学研究科生理機能情報科学）
長名　シオン（東北大学大学院医工学研究科健康維持増進医工学分野）
奥津　光晴（名古屋市立大学大学院理学研究科）

＝シンポジウムライブ配信スケジュール
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10:40 ～ 11:40
「海馬機能を高める運動ホルミシス
効果：動物から人への橋渡し研究」
演 者：征矢　英昭（筑波大学体育系）
座 長：鍋倉　淳一（生理学研究所）

9:00 ～ 10:30
12.「コロナ禍から学ぶ健康管理と
コンディショニング」
座　長：
宮川　俊平（筑波大学医学医療系）
赤間　高雄（早稲田大学スポーツ科学学術院）
演　者：
赤間　高雄（早稲田大学スポーツ科学学術院）
絹笠　友則（いちはら病院）
長尾　雅史（順天堂大学スポーツ健康科学科）
渡部　厚一（筑波大学体育系）
鈴木　克彦（早稲田大学スポーツ科学学術院）

9:00 ～ 10:30
15.「本邦におけるHIIT 研究（その有
益性と留意点）」
座　長：
田中　喜代次（筑波大学）
松尾　知明（労働安全衛生総合研究所）
演　者：
田畑　泉（立命館大学スポーツ健康科学部）
松尾　知明（労働安全衛生総合研究所，宇宙航空研究開発機構）
増木　静江（信州大学大学院医学系研究科スポーツ医科学，バイオ
　　　　　　　　　　メディカル研究所，NPO法人熟年体育大学リサーチセンター）

9:00 ～ 10:30
19.「学際研究から挑む歩行姿勢制御機構の
解明：地域保健・臨床応用を見据えた研究」
座　長：
桜井　良太（東京都健康長寿医療センター研究所）
進矢　正宏（広島大学大学院人間社会科学研究科）
演　者：
樋口　貴広（東京都立大学人間健康科学研究科）
横山　光（東京大学大学院総合文化研究科）
冨田　洋介（高崎健康福祉大学保健医療学部理学療法学科）
萬井　太規（大分大学福祉健康科学部理学療法コース）

10:40 ～ 12:10
16.「トレーニング効果を高めるチームづくりとは：新型
コロナウイルス禍での取り組みから得られた「知」の共有」
座　長：
下河内　洋平（大阪体育大学大学院スポーツ科学研究科体育学部）
寺田　昌史（立命館大学スポーツ健康科学部）
演　者：
栗原　俊之（立命館大学総合科学技術研究機構，立命館大学スポーツ健康科学部）
笹壁　和佳奈（大阪体育大学）
沼澤　俊（一般財団法人大阪府バスケットボール協会医科学委員会）
三井　みのり（大阪体育大学大学院スポーツ科学研究科）

10:40 ～ 12:10
20.「身体活動推進政策の認知度と
政策展開」
座　長：
種田　行男（中京大学）
小熊　祐子（慶應義塾大学）
演　者：
原田　和弘（神戸大学大学院人間発達環境学研究科）
田島　敬之（東京都立大学）
武田　典子（工学院大学）
齋藤　義信（神奈川県立保健福祉大学，慶應義塾大学）

16:50 ～ 18:20
14.「交通行動データの活用：体力医学
分野への展開」
座　長：
阿部　巧（東京都健康長寿医療センター， Swinburne University of Technology）
杉山　岳巳（Swinburne University of Technology，Baker Heart & Diabetes Institute）
演　者：
阿部　巧（東京都健康長寿医療センター， Swinburne University of Technology）
久保田　晃生（東海大学）
Manoj Chandrabose（Swinburne University of Technology）
杉山　岳巳（Swinburne University of Technology）

16:50 ～ 18:20
18.「海女に学ぶ環境・運動生理学：
基礎から臨床まで」
座　長：
菅原　順（国立研究開発法人産業技術総合研究所，筑波大学体育系）
演　者：
菅原　順（国立研究開発法人産業技術総合研究所，筑波大学体育系）
平澤　愛（杏林大学保健学部）
宮本　忠吉（大阪産業大学スポーツ健康学部）
小河　繁彦（東洋大学理工学部）

14:40 ～ 16:40
17.「多彩なマイオカインが織り成す
運動効果の分子基盤」
座　長：
古市　泰郎（東京都立大学）
小野　悠介（熊本大学）
演　者：
古市　泰郎（東京都立大学人間健康科学研究科）
岩部　真人（東京大学大学院医学系研究科糖尿病・代謝内科）
大内　乗有（名古屋大学大学院医学系研究科分子循環器医学講座）
橋本　健志（立命館大学スポーツ健康科学部スポーツ健康科学研究科）
小野　悠介（熊本大学発生医学研究所筋発生再生分野）

14:40 ～ 16:40
21.「オリンピック・パラリンピックと
身体活動政策：これまでとこれからの意義」
座　長：
井上　茂（東京医科大学公衆衛生学分野）
重松　良祐（中京大学スポーツ科学部）
演　者：
小熊　祐子（慶應義塾大学スポーツ医学研究センター，
　　　　　慶應義塾大学大学院健康マネジメント研究科）
鎌田　真光（東京大学大学院医学系研究科公共
　　　　　健康医学専攻健康教育・社会学分野）
塩田　琴美（慶應義塾大学総合政策学部）
天笠　志保（東京医科大学公衆衛生学分野）

16:50 ～ 18:50
22.「骨格筋内外における環境への適応
と異常」
座　長：
髙田　真吾（北翔大学生涯スポーツ学部スポーツ教育学科）
宮﨑　充功（広島大学大学院医系科学研究科生理機能情報科学）
演　者：
宮﨑　充功（広島大学大学院医系科学研究科生理機能情報科学）
山口　良文（北海道大学低温科学研究所冬眠代謝生理発達分野）
北嶋　康雄（広島大学大学院医系科学研究科）
髙木　領（日本学術振興会，電気通信大学大学院情報理工学研究科）
髙田　真吾（北翔大学生涯スポーツ学部スポーツ教育学科）

14:40 ～ 16:40
13.「女性アスリートのコンディショニング
－本邦における女性アスリートの栄養
問題はなぜ改善されないのか？－」
座　長：
室伏　由佳（順天堂大学スポーツ健康科学部）
演　者：
相澤　勝治（専修大学スポーツ研究所）
岡田　千詠子（NSCAジャパン認定マスターコーチ，
　　　　　　NSCAジャパン女性 S&C委員会委員長）
長島　恭子（編集，ライター）
共　催：第 76回日本体力医学会大会
　　　　大塚製薬株式会社

教育講演 2

13:30 ～ 14:30

「忍者の心身鍛錬と健康養生の方法」
演 者：川上　仁一（日本忍者協議会　（甲賀忍之
　　　　　　　　　伝宗師家））
座 長：冨樫　健二（三重大学教育学部）

特別講演 2

12:20 ～ 13:20
「暑熱順化を有効に活用するための方策」
演 者：岡﨑　和伸（大阪市立大学都市健康・スポーツ研究センター，
　　　　　　　　　大阪市立大学健康科学イノベーションセンター，
　　　　　　　　　大阪市立大学大学院医学研究科運動環境生理学）
協 賛：大塚製薬株式会社

共催セミナー 1

＝シンポジウム

12:20 ～ 13:20
「東京 2020における手のひら冷却を
用いた暑熱対策について」
演 者：杉田　正明（日本体育大学）

協 賛：セリスタ株式会社

共催セミナー 2 12:20 ～ 13:20
「骨粗鬆症治療薬の過去，現在，未来」
演 者：湏藤　啓広（三重大学大学院医学系研究科科長・医学部長，
　　　　　　　　　運動器外科学・腫瘍集学治療学教授）
座 長：加藤　公（鈴鹿回生病院院長）

共催セミナー 3

協 賛：旭化成ファーマ株式会社

ライブ配信スケジュール


