
■ストレスとストレスマネジメント

P01 非合理的ストレスコーピングと自傷行為 情動焦点型ストレスコーピングの連続
性についての考察

〇 姫野 紗也加 埼玉工業大学人間社会研究科

P02 課題遂行時の座位姿勢が心身の急性ストレス反応に及ぼす影響 〇 髙井 美咲 京都橘大学大学院健康科学研究科
田中 芳幸 京都橘大学健康科学部

P03 他者を「頼ること」に伴うサポート感とメンタルヘルス 〇 小野田 紫歩 京都橘大学大学院健康科学研究科
─自身の頼り感と他者からみた頼り行動の不一致に注目して─ 田中 芳幸 京都橘大学健康科学部

P04 大学生の適応とレジリエンスの関連 〇 藤田 良子 横浜相原病院
─失恋と不本意入学に着目して─ 森 俊之 仁愛大学

P05 注意制御がwell-beingに及ぼす影響 〇 山中 佑記 花王（株）　感覚科学研究所
─化粧の心理的効果に着目した検討─ 門地 里絵 花王（株）　感覚科学研究所

原水 聡史 花王（株）　感覚科学研究所

P06 セルフ・コンパッションはコロナ疲れを軽減するか？ 〇 菅原 大地 筑波大学
増山 晃大 医療創生大学
久保 尊洋 医療創生大学
千島 雄太 Wilfrid Laurier University

P07 ケアリング能力がレジリエンスを介してストレスに与える影響 〇 鄧 琪 東北大学大学院教育学研究科
－多国籍サンプルを用いて－ 三上 佳祐 東北大学大学院教育学研究科

P08 大学生の首尾一貫感覚と知覚されたストレスおよび健康に関連する生活の質
との関連

〇 曹 家瑋 神戸大学大学院人間発達環境学研究科

王 一然 神戸大学大学院人間発達環境学研究科
加藤 佳子 神戸大学大学院人間発達環境学研究科

P09 ハーディネス・レジリエンスの組み合わせとストレスの関係 〇 門利 知美 川崎医療福祉大学
堀家 弥姫 川崎医療福祉大学大学院
田島 誠 川崎医療福祉大学

P10 炭酸水の飲用による作業時の感性変動の検証 〇 太田 英作 (株)電通サイエンスジャム
満倉 靖恵 慶應義塾大学
小杉 亘 アサヒ飲料(株)
水野 征一 アサヒ飲料(株)

P11 ウェアラブル生体情報センシングデバイスを活用した重度知的障害者のストレ
スイベントの特定方法と課題

〇 本吉 大介 熊本大学大学院教育学研究科

─IoTを活用した心身の健康管理の試み─ 仲間 亜由美 熊本大学大学院教育学研究科教職実践開発専

P12 大学生のストレス経験評価尺度の試作　その2 〇 今井田 貴裕 甲南大学
―基礎統計量と床効果・天井効果からの項目の検討― 磯和 壮太朗 くらしき作陽大学

福井 義一 甲南大学

P13 看護師におけるタッピングタッチのストレス緩和効果 その1 〇 今井田 真実 市立芦屋病院
―自覚されたストレッサーやバーンアウト症状を指標としたパイロット・スタディ― 今井田 貴裕 甲南大学

福井 義一 甲南大学

P14 大学生のストレス経験評価尺度の試作　その3 〇 磯和 壮太朗 くらしき作陽大学
─経験者における基礎統計量と床効果からの項目の検討─ 今井田 貴裕 甲南大学

福井 義一 甲南大学

P15 ラズベリーリーフティーの飲用がストレスや疲労感に及ぼす影響 〇 武田 ひとみ 大阪電気通信大学
民安 紳吾 大阪電気通信大学

P92 プレイフルネスが拓く生産性の高い働き方の可能性 〇 中野 在人 HR GATE  産業カウンセラー

■健康教育・健康政策

P16 中学生のネットメディア使用の自制心を育てる心理教育の開発 〇 日潟 淳子 姫路大学教育学部
─時間的展望の視点から─

P17 思春期女子生徒へのメンタルヘルスリテラシー教育プログラム 〇 佐瀬 竜一 常葉大学　教育学部
─「こころとからだの健康」の実施とその効果2─ 太田 正義 常葉大学　教育学部

伊東 明子 常葉大学　教育学部
毛利 智果 常葉大学 健康科学部
岡本 典子 常葉大学 健康科学部
龍野　 浩寿 常葉大学 健康科学部
石村 佳代子 一宮研伸大学 看護学部

P18 子宮頸がん検診受診における主観的規範の向上方法 〇 春田 悠佳 上智大学大学院
─Fernández et al. (2009)およびLe & Holt (2018)に基づく検討─ 加藤 優奈 上智大学

清水 莉佳 上智大学
飯田 妃那 上智大学
樋口 匡貴 上智大学

P19 避難区域住民に対する電話支援での相談内容の年次推移
─福島県県民健康調査「こころの健康度・生活習慣に関する調査」─

〇 佐藤 秀樹 福島県立医科大学医学部災害こころの医学講
座, 福島県立医科大学放射線医学県民健康管
理センター

前田 正治 福島県立医科大学医学部災害こころの医学講
座, 福島県立医科大学放射線医学県民健康管
理センター

ポスター発表プログラム



桃井 真帆 福島県立医科大学医学部災害こころの医学講
座, 福島県立医科大学放射線医学県民健康管
理センター

後藤 沙織 福島県立医科大学医学部災害こころの医学講
座, 福島県立医科大学放射線医学県民健康管
理センター

堀越 直子 福島県立医科大学放射線医学県民健康管理セ
ンター

及川 祐一 福島県立医科大学放射線医学県民健康管理セ
ンター

澁谷 香 福島県立医科大学放射線医学県民健康管理セ
ンター

安村 誠司 福島県立医科大学医学部公衆衛生学講座
神谷 研二 福島県立医科大学放射線医学県民健康管理セ

ンター

P20 新型コロナウイルス感染予防行動のヘルスビリーフモデル 〇 吉武 尚美 順天堂大学国際教養学部
─大学生と成人を比較して─

P21 自殺に対するスティグマとリテラシーとの関連 〇 辻本 耐 学校法人　長栄学園　木島幼稚園
森山 花鈴 南山大学
樋口 麻里 北海道大学

P22 中国における睡眠医療の現状と課題 〇 王 尚 東洋大学大学院社会学研究科
松田 英子 東洋大学社会学部

■介入・カウンセリング

P23 研究としてのライフレビューにおいて潜在するこころの傷をいかに扱うか 〇 林 智一 香川大学医学部
─救急的にケアして「語らないことで語られること」を聴き取る─

P24 コーヒーの香りが集中度としての情報処理能力に与える効果 〇 北見 由奈 湘南工科大学工学部
─ハワイ・コナコーヒーと100マス計算による検討─ 奈良 英侃 飛龍高等学校

P25 職場におけるワーク・エンゲイジメントに対する行動論的理解の試み 〇 貫井 侑 早稲田大学大学院人間科学研究科
浅見 祐香 早稲田大学大学院人間科学研究科
嶋田 洋徳 早稲田大学人間科学学術院

P26 児童青年期を対象とした認知行動療法における維持・般化を促進する介入内 〇 三井 梓実 早稲田大学大学院人間科学研究科
堀川 柚 早稲田大学大学院人間科学研究科
加藤 海咲 早稲田大学大学院人間科学研究科
嶋田 洋徳 早稲田大学人間科学学術院

P27 大学におけるセクシュアルマイノリティ学生からの相談内容 〇 松井 めぐみ 岡山大学全学教育・学生支援機構
－啓発活動との関連－

P28 Behavioral Change Approach to Health Promotion among Musicians: Pilot
study of a brief online intervention

〇 王 偉玲 早稲田大学大学院人間科学研究科

竹中 晃二 早稲田大学人間科学学術院

P29 『こころと肌』に関する研究１ 〇 八若 志帆 株式会社セプテム総研
─こころの状態が肌状態に与える研究 ─ 菊池 香奈 株式会社セプテム総研

安食 冴香 株式会社セプテム総研
西川 恵美 株式会社セプテム総研
石神 政道 株式会社セプテム総研
岡田 正紀 株式会社セプテム総研
山口 創 桜美林大学リベラルアーツ学群

P30 マインドフルネス・セルフ・ボディタッチの効果の検討 〇 山口 伊久子 マインドフルネス＆ヨガネットワーク
─ボディ・スキャンとマインドフルネス・セルフ・ボディタッチを比較して─ 宮田 裕光 早稲田大学文学学術院

永峰 大輝 桜美林大学大学院
石川 利江 桜美林大学

P31 ボディワークを用いた自尊感情の研究 〇 久米 喜代美 桜美林大学 健康福祉学群
─子育て中の母親と高齢者を対象として─

P32 職場でのポジティブな関係の促進を目指した コミュニケーション研修の効果 〇 奥田 訓子 桜美林大学
石川 利江 桜美林大学
松田 チャップマ

ン与理子
桜美林大学

■ライフスタイル・健康習慣

P33 健康関連行動における心理学的構成概念としての習慣とは？
─自己報告式習慣指標日本語版(SRHI-J)の開発─

〇 高見 和至 神戸大学大学院人間発達環境学研究科

P34 大学生の食生活における自己制御尺度の信頼性と妥当性の検討 〇 王 一然 神戸大学大学院人間発達環境学研究科
曹 家瑋 神戸大学大学院人間発達環境学研究科
加藤 佳子 神戸大学大学院人間発達環境学研究科

P35 自動思考が寝つきおよび睡眠の質に及ぼす影響 〇 周 雄正傑 神戸大学大学院人間発達環境学研究科
古谷 真樹 神戸大学大学院人間発達環境学研究科

P36 身体活動の促進および食習慣改善を目的とした実行意図手法の文献レビュー 〇 吉田 椋 早稲田大学大学院人間科学研究科
竹中 晃二 早稲田大学人間科学学術院

P37 ワーク・ライフ・インテグレーションと精神的健康の関連 〇 矢澤 美香子 武蔵野大学人間科学部
―柔軟な働き方を含めた検討から―



P38 健康行動の生起と維持に関わるポジティブ心理学的アプローチの可能性　① 〇 永峰 大輝 桜美林大学大学院国際学研究科
石川 智 桜美林大学大学院国際学研究科
石川 利江 桜美林大学
松田 チャップマ

ン与理子
桜美林大学

P39 健康行動の生起と維持に関わるポジティブ心理学的アプローチの可能性　② 〇 石川 智 桜美林大学大学院国際学研究科
永峰 大輝 桜美林大学大学院国際学研究科
松田 チャップマ

ン与理子
桜美林大学

石川 利江 桜美林大学

P40 健康診査受診に及ぼす心理社会的要因： 文献レビュー 〇 周 麗韵 早稲田大学人間科学研究科
松井 智子 早稲田大学人間科学研究院
竹中 晃二 早稲田大学人間科学研究院

■認知・感情・パーソナリティ

P41 ギャンブル障害者への否定的態度の軽減を目指して 〇 清水 佑輔 東京大学人文社会系研究科
─ラベリングがもたらす影響の包括的検討─ 橋本 剛明 東京大学人文社会系研究科

唐沢 かおり 東京大学人文社会系研究科

P42 タイプDパーソナリティにおける心疾患再発率への影響 〇 石原 俊一 文教大学人間科学部

P43 感謝が児童の向社会的行動に及ぼす影響 〇 小國 龍治 関西学院大学
大竹 恵子 関西学院大学, 関西学院大学応用心理科学研

究センター

P44 感情に焦点を当てると援助想像の鮮明さは高まるのか 〇 豊田 雪乃 関西学院大学
大竹 恵子 関西学院大学, 応用心理科学研究センター

P45 高校生の曖昧性耐性と気分，運の捉え方について 〇 川角 公乃 学習院大学人文科学研究所
依田 尚也 学習院大学学生相談室

P46 確認不足によるエラーに焦点を当てた医療安全のためのゲーミングシミュレー 〇 兵藤 好美 岡山大学ヘルスシステム統合科学研究科
ZUO WANXIN 岡山大学ヘルスシステム統合科学研究科
田中 共子 岡山大学社会文化科学研究科

P47 乳性飲料飲用による気分変化の評価 〇 小杉 亘 アサヒ飲料(株)
水野 征一 アサヒ飲料(株)
片岡 洋祐 (株)Kokorotics

P48 薬物への依存における報酬・罰感受性の心理臨床への応用 〇 山口 昂亮 早稲田大学大学院人間科学研究科
―システマティック・レビュー― 石川 満里聖 早稲田大学人間科学研究科

浅見 祐香 早稲田大学人間科学研究科
野村 和孝 早稲田大学人間科学学術院
嶋田 洋徳 早稲田大学人間科学学術院

P49 対人場面における曖昧さへの非寛容の年代差の検討 〇 友野 隆成 宮城学院女子大学学芸学部

P50 大学生アスリートにおけるグリットが感情調節に及ぼす影響 〇 石田 泰之 順天堂大学大学院スポーツ健康科学研究科
川田 裕次郎 順天堂大学大学院スポーツ健康科学研究科,

順天堂大学スポーツ健康科学部
山口 慎史 順天堂大学スポーツ健康科学部
加藤 勇志 順天堂大学大学院スポーツ健康科学研究科
長谷川 賢典 順天堂大学大学院スポーツ健康科学研究科
中村 美幸 順天堂大学大学院スポーツ健康科学研究科,

順天堂大学スポーツ健康医科学研究所
野栗 立成 順天堂大学大学院スポーツ健康科学研究科
室伏 由佳 順天堂大学大学院スポーツ健康科学研究科,

順天堂大学スポーツ健康科学部
柴田 展人 順天堂大学大学院スポーツ健康科学研究科,

順天堂大学スポーツ健康科学部,順天堂大学ス
ポーツ健康医学研究所

黄田 常嘉 順天堂大学大学院スポーツ健康科学研究科,
順天堂大学スポーツ健康科学部

P51 大学生アスリートのセルフスティグマが感情調節に及ぼす影響 〇 寺下 博貴 順天堂大学大学院スポーツ健康科学研究科
川田 裕次郎 順天堂大学大学院スポーツ健康科学研究科,

順天堂大学スポーツ健康科学部
山口 慎史 順天堂大学スポーツ健康科学部
加藤 勇志 順天堂大学大学院スポーツ健康科学研究科
長谷川 賢典 順天堂大学大学院スポーツ健康科学研究科
中村 美幸 順天堂大学大学院スポーツ健康科学研究科,

順天堂大学スポーツ健康医科学研究所
野栗 立成 順天堂大学大学院スポーツ健康科学研究科
室伏 由佳 順天堂大学大学院スポーツ健康科学研究科,

順天堂大学スポーツ健康科学部
柴田 展人 順天堂大学大学院スポーツ健康科学研究科,

順天堂大学スポーツ健康科学部, 順天堂大学ス
ポーツ健康医科学研究所

黄田 常嘉 順天堂大学大学院スポーツ健康科学研究科,
順天堂大学スポーツ健康科学部

P52 大学生のSNS利用と特性不安および自己開示態度の関連 〇 西原 進吉 北海道大学　環境健康科学研究教育センター
藤木 晶子 北星学園大学　短期大学部

P53 大学生における自己志向的完全主義の検討 〇 南雲 今日子 さいたま市教育委員会
三浦 正江 東京家政大学



P54 マインドフルネスは読書時間と心理的健康の関連を媒介する 〇 宮田 裕光 早稲田大学文学学術院

■希望・幸福感・ユーモア

P55 食に関する幸福感と食生活リテラシー及び共食観との関連 〇 三村 千春 淑徳大学大学院総合福祉研究科

P56 未婚・非婚の中年期女性における中年期危機と幸福感との関連 〇 齋藤 済子 甲南大学大学院人文科学研究科
森 茂起 甲南大学文学部人間科学科

■スポーツ・運動

P57 大学生アスリートにおけるうつ親和性性格が傷つきやすさに及ぼす影響 〇 山口 慎史 順天堂大学スポーツ健康科学部
川田 裕次郎 順天堂大学スポーツ健康科学部, 順天堂大学

大学院スポーツ健康科学研究科
野栗 立成 順天堂大学大学院スポーツ健康科学研究科
衣笠 竜世 順天堂大学大学院スポーツ健康科学研究科
室伏 由佳 順天堂大学スポーツ健康科学部, 順天堂大学

大学院スポーツ健康科学研究科
柴田 展人 順天堂大学スポーツ健康科学部, 順天堂大学

大学院スポーツ健康科学研究科

P58 スポーツ推薦入学経験の有無による大学生アスリートの家族・家族的関係にあ
る者への依存性の違い

〇 煙山 千尋 岐阜聖徳学園大学教育学部

小川 千里 琉球大学グローバル教育支援機構

P59 オンラインスポーツサービスにおける消費者行動に関する研究 〇 藤田 美幸 新潟国際情報大学経営情報学部
－リアルなスポーツサービスとの比較における消費者志向に着目して－

P60 大学生アスリートにおける組織内自尊感情が抑うつ症状に及ぼす影響 〇 野栗 立成 順天堂大学大学院スポーツ健康科学研究科
川田 裕次郎 順天堂大学大学院スポーツ健康科学研究科,順

天堂大学スポーツ健康科学部
山口 慎史 順天堂大学スポーツ健康科学部
加藤 勇志 順天堂大学大学院スポーツ健康科学研究科
広沢 正孝 順天堂大学大学院スポーツ健康科学研究科,順

天堂大学スポーツ健康科学部
柴田 展人 順天堂大学大学院スポーツ健康科学研究科,順

天堂大学スポーツ健康医科学研究所

P61 大学生アスリートのコンピュータゲーム実施に関する実態調査 〇 榎本 恭介 法政大学大学院
―競技的ゲーム（eスポーツ）の実施率に着目して― 内田 遼介 流通科学大学

寺口 司 大阪大学大学院
大工 泰裕 大阪大学大学院
荒井 弘和 法政大学

P62 大学生アスリートにおけるヴァルネラビリティと不安と気分変調の関連 〇 衣笠 竜世 順天堂大学大学院スポーツ健康科学研究科
川田 裕次郎 順天堂大学大学院スポーツ健康科学研究科,

順天堂大学スポーツ健康科学部
山口 慎史 順天堂大学スポーツ健康科学部
中村 美幸 順天堂大学大学院スポーツ健康科学研究科
野栗 立成 順天堂大学大学院スポーツ健康科学研究科
室伏 由佳 順天堂大学大学院スポーツ健康科学研究科,

順天堂大学スポーツ健康科学部
柴田 展人 順天堂大学大学院スポーツ健康科学研究科
黄田 常嘉 順天堂大学大学院スポーツ健康科学研究科,

順天堂大学スポーツ健康科学部

■慢性疾患

P63 お腹が痛いとき，何かに祈ったことがありますか？ 〇 福井 義一 甲南大学文学部
―過敏性腸症候群の症状の深刻度や対処行動と症状発現時に祈る対象の関係―

P64 乳がんサバイバーの身体との受容的信頼関係と心理的適応の関連 〇 駿地 眞由美 追手門学院大学心理学部
─配偶者からの情緒的サポートにも着目して─

P65 てんかん患者の障害受容パターンと生物心理社会的特徴 〇 小川 舞美 東北大学大学院医学系研究科
藤川 真由 東北大学大学院医学系研究科, 慶應義塾大学

医学部
柿坂 庸介 東北大学大学院医学系研究科
神 一敬 東北大学大学院医学系研究科
上埜 高志 東北福祉大学総合福祉学部
中里 信和 東北大学大学院医学系研究科

P66 中枢性感作症調査票CSI-Jの因子構造の検討 〇 岩田 昇 桐生大学医療保健学部
春山 康夫 獨協医科大学研究連携・支援センター
西連地 利己 獨協医科大学医学部公衆衛生学
内山 浩志 獨協医科大学医学部国際環境衛生室
小橋 元 獨協医科大学医学部公衆衛生学

■看護・介護

P67 てんかん患者におけるソーシャルサポートとQOLの関連 〇 髙𣘺 健人 東北大学
―ネットワーク分析を用いた検討― 上埜 高志 東北福祉大学

小川 舞美 東北大学
藤川 真由 慶応義塾大学
中里 信和 東北大学
前田 駿太 東北大学

P68 精神障がい者への就労支援をするスタッフのケアの認識 〇 安藤 満代 第一薬科大学看護学部



P69 病名告知時に求められる情報 〇 塩崎 万里 名城大学人間学部
─病状説明をめぐる患者と家族の視点─

P70 コミュニケーション行動から考える職場支援体制の検討
─経験年数の浅い訪問介護員を対象として─

〇 渡辺 紀子 早稲田大学人間科学研究科

松井 智子 早稲田大学人間科学学術院
竹中 晃二 早稲田大学人間科学学術院

■高齢者の健康

P71 3か月間の介護予防体操が、人生の目的の高低の異なる女性高齢者のQOL、
生きがいおよび前向きな態度に及ぼす影響

〇 辻下 聡馬 関西大学大学院人間健康研究科

涌井 忠明 関西大学大学院人間健康研究科

P72 地域在住の高齢者を対象としたi-Collage回想法の実践 〇 鵜木 恵子 帝京平成大学健康メディカル学部
─計量テキスト分析による体験の意味性の把握─

■乳幼児・児童の健康

P73 児童の家族関係認知が抑うつ症状に与える影響：2年間の縦断データを用いた 〇 菊地 創 中央大学大学院文学研究科
富田 拓郎 中央大学文学部

P74 食物アレルギーの心理面に与える影響に関する実態調査(1) 〇 小西 瑞穂 国立成育医療研究センター研究所
─原因食物の違いに焦点をあてて─ 浅川 里穂 千葉県子どもと親のサポートセンター

山本 貴和子 国立成育医療研究センター研究所, 国立成育医
療研究センターアレルギーセンター

齋藤 麻耶子 国立成育医療研究センター研究所, 国立成育医
療研究センターアレルギーセンター

佐藤 未織 国立成育医療研究センター研究所, 国立成育医
療研究センターアレルギーセンター

百瀬 良 昭和女子大学生活心理研究所
大矢 幸弘 国立成育医療研究センター研究所, 国立成育医

療研究センターアレルギーセンター

P75 児童の発達障害特性と夢の報告に関する調査 〇 松田 英子 東洋大学社会学部
─夢と悪夢に関する質的データの分析─ 吉原 勝 横浜市教育委員会

川瀬 洋子 江戸川学園

■青年の健康

P76 アレキシサイミア空間からみた女子大学生の摂食障害傾向 〇 後藤 和史 北陸大学 国際コミュニケーション学部
細川 侑希 愛知県中央児童・障害者相談センター
永井 靖人 愛知みずほ短期大学 現代幼児教育学科

P77 ダイエット行動を媒介・調整要因とした過食と衝動性のモデル 〇 鈴木 公啓 東京未来大学
山宮 裕子 テンプル大学ジャパン
矢澤 美香子 武蔵野大学

P78 高校生の慢性疲労症状及び心理的ストレス反応と注意実行機能との関連 〇 伊與田 万実 名古屋学芸大学ヒューマンケア学部
加藤 瑞奈 豊田市立藤岡中学校
今井 正司 早稲田大学応用脳科学研究所

P79 評価懸念が高い個人の反映的自己評価と実際の評価の差異 〇 阿部 夏希 広島大学人間社会科学研究科, 日本学術振興
中島 健一郎 広島大学人間社会科学研究科

P80 緊急事態宣言解除後における大学生のCMI健康調査 〇 藤本 昌央 白鳳短期大学リハビリテーション学専攻

P81 COVID-19と大学生のメンタルヘルス 〇 藤田 益伸 神戸医療福祉大学人間社会学部
─SOC3と生活習慣の関連─ 永浦 拡 神戸医療福祉大学人間社会学部

大西 怜香 神戸医療福祉大学人間社会学部
堤 俊彦 大阪人間科学大学人間科学部
竹森 未来 大阪人間科学大学人間科学部
中西 愛 大阪人間科学大学人間科学部
松田 彩音 兵庫教育大学大学院学校教育研究科
薩摩 篤潤 兵庫教育大学大学院学校教育研究科
野田 哲朗 兵庫教育大学大学院学校教育研究科
浅尾 祐亮 兵庫教育大学保健管理センター

P82 大学生における援助要請スタイルの検討（２） 〇 近藤 有美香 東京家政大学
─クラスター分析による援助要請スタイルの類型の検討─ 大弥 萌恵 石川県中央児童相談所

三浦 正江 東京家政大学

P83 既読無視場面に対する感情の変化とアタッチメントスタイル 〇 矢羽々 紗枝 株式会社薬王堂
堀内 聡 岩手県立大学
片岡 祥 滋賀文教短期大学

P84 アサーションとネガティブな反すう傾向とストレス反応 〇 本多 麻子 東京成徳大学応用心理学部
─ネガティブな反すう傾向とそのコントロール不可能性─

P85 大学生におけるエナジードリンクの摂取状況と心身の自覚症状，生活習慣の乱
れ，危険行動との関連

〇 久保 元芳 宇都宮大学

宮代 こずゑ 宇都宮大学
上原 秀一 宇都宮大学
大森 玲子 宇都宮大学



P86 Instagramの写真の閲覧・投稿行動とボディイメージとの関連 〇 山﨑 洋子 お茶の水女子大学
大森 美香 お茶の水女子大学，東北大学
菅原 ますみ お茶の水女子大学
松本 聡子 お茶の水女子大学
岩壁 茂 お茶の水女子大学
赤松 利恵 お茶の水女子大学
藤原 葉子 お茶の水女子大学
小林 哲幸 お茶の水女子大学

P87 大学生における援助要請スタイルの検討（１） 〇 大弥 萌恵 石川県中央児童相談所
─規定因及びストレス反応，ストレス・コーピングに与える影響の検討─ 近藤 有美香 東京家政大学

三浦 正江 東京家政大学

■アセスメント

P88 教科指導場面での社交不安が生理的変化に及ぼす影響 〇 渡部 雅之 滋賀大学教育学部
─教員養成課程の大学生を対象として─ 高島 聡汰 京都市役所

P89 Health Action Process Approachを用いた手洗い行動の検討 〇 尼崎 光洋 愛知大学地域政策学部
─尺度開発─ 神力 亮太 常葉大学健康プロデュース学部

煙山 千尋 岐阜聖徳学園大学教育学部

P90 軽度認知障害（MCI）のアセスメントツールの作成に向けた課題 〇 岩﨑 眞和 茨城キリスト教大学生活科学部
國見 充展 茨城キリスト教大学生活科学部

P91 禁煙支援における健康心理学的査定法の信頼性・妥当性の検討
－日本語版喫煙意思決定バランス尺度・禁煙自己効力感尺度の再検査信頼
性、ニコチン依存度との関連の検討－

〇 山野 洋一 岡山大学大学院社会文化科学研究科, 立命館
大学 衣笠学生オフィス

畠中 香織 関西医科大学
野々口 陽子 和歌山県立医科大学
水川 夏菜子 帝塚山大学大学院心理科学研究科
野中 美幸 こころのオアシス淀川こころのクリニック
田中 共子 岡山大学大学院社会文化科学研究科


