
⋆ 優秀発表賞対象者

▶ COVID-19と健康

P01 〇 北見 由奈 湘南工科大学工学部

鈴木 美恭 横浜市立深谷中学校

P02 臨時休校にともなうメンタルヘルスの悪化はなぜ生じたのか？ 〇 飯島 有哉⋆ 富山大学学術研究部人文科学系

―中学生のストレスへの影響プロセスの検討― 松本 茂美 川口市立仲町中学校

桂川 泰典 早稲田大学人間科学学術院

P03 コロナ禍における大学での睡眠に関する遠隔授業の効果 〇 竹澤 みどり 富山県立大学

P04 COVID-19禍での大学生のコーピングとストレス反応 〇 田坂 咲耶子⋆ 東京工業大学 環境・社会理工学院

永岑 光恵 東京工業大学リベラルアーツ研究教育院

P05 COVID-19 パンデミックにおける大学生のメンタルヘルス 〇 西垣 悦代 関西医科大学医学部

藤村 あきほ 関西医科大学医学部

P06 オンライン授業における大学生のZoom疲れの検討 〇 吉武 尚美 順天堂大学国際教養学部

P07 COVID-19感染拡大が与える看護学生の生活と学業への影響 〇 篠原 幸恵⋆ 人間環境大学松山看護学部

讃井 真理 人間環境大学松山看護学部

中島 紀子 人間環境大学松山看護学部

P08 小学校教員の二次元レジリエンス要因とバーンアウトとの関連 〇 奥野 洋子 近畿大学総合社会学部

―コロナ禍における調査―

P09 COVID-19禍における勤労者の心理社会的負担
―テキストマイニングを用いた検討―

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

小林 智之 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

竹林 唯 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

P10 新型コロナウィルスに関する勤め先への不満のテキスト分析 〇 髙橋 健人⋆ 東北大学

前田 駿太 東北大学

P11 コロナ禍における従業員のストレス 〇 永井 智 立正大学心理学部

―緊急事態宣言発出前後の比較を通してー 佐藤 秀行 立正大学心理学部

結木 啓太 株式会社ラフール

大木 都 株式会社ラフール

ポスター発表プログラム

中学生のコロナ禍による外出自粛中のストレスとストレス解消方
法について
―自由記述データによる分析―



P12 〇 村山 陽 東京都健康長寿医療センター研究所

長谷部 雅美 聖学院大学

山崎 幸子 文京学院大学

山口 淳 東京都健康長寿医療センター研究所

小林 江里香 東京都健康長寿医療センター研究所

P13 〇 安達 圭一郎 山口大学医学部

矢田 浩紀 帝京大学福岡医療技術学部

大達 亮 大阪大学医学部

P14 〇 加藤 舞⋆ 大阪大学大学院人間科学研究科

平井 啓 大阪大学大学院人間科学研究科

山村 麻予 大阪大学大学院人間科学研究科，関西
福祉科学大学

三浦 麻子 大阪大学大学院人間科学研究科

P15 コロナ禍における生活満足度とその後の成長 〇 菅原 大地⋆ 筑波大学人間系

―2つの1年間縦断データを用いたパターン解析― 千島 雄太 筑波大学人間系

増山 晃大 医療創生大学心理学部

久保 尊洋 筑波大学人間系

P16 エンターテインメントの心理的効果の検討 〇 合澤 典子⋆ お茶の水女子大学

―コロナ禍ストレッサーと精神的健康の関係に及ぼす調整効果 千葉 咲香 お茶の水女子大学

大森 美香 お茶の水女子大学，東北大学

P17 中国におけるコロナウイルス・パンデミックドリームの実際 〇 王 尚⋆ 東洋大学大学院社会学研究科

―COVID-19予防のための都市封鎖が夢の内容に与える影響 松田 英子 東洋大学社会学部

松岡 和夫 岩手大学人文社会科学部

P18 新型コロナウイルス感染者に対する偏見や差別意識 〇 福井 義一 甲南大学文学部

―寄与因の探索的検討―

▶ ストレスとストレスマネジメント

P19 ライブコンサート体験によるメンタルヘルス効果の検討 〇 上田 瑞穂 一般社団法人ライフタイムコンディション

P20 アンガーマネジメントを含むマインドフルネスの効果 〇 安藤 満代 第一薬科大学看護学部

―精神科看護師のストレスマネジメント― 久木原 博子 福岡大学医学部看護学科

栗原 はるか 第一薬科大学看護学部

P21 病棟に勤務する看護師のメンタルヘルスに関する質的検討 〇 矢田部 哲也⋆ 東京家政大学人文学部心理カウンセリン
グ学科

三浦 正江 東京家政大学人文学部心理カウンセリン
グ学科

P22 中途障がい男性のナラティヴにみるレジリエンス要因 〇 高井 範子 大阪行岡医療大学医療学部

コロナ禍における生活困窮者自立支援事業の相談員が抱える
職務ストレスの実態とその内容

新型コロナウイルス感染症のヘルスリテラシーと心身の健康お
よび生活への影響との関連

COVID-19に対する病気認知や不安は一般市民のメンタルヘル
スとどう関わるか



P23 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

桜美林大学

石川 利江 桜美林大学大学院国際学術研究科

P24 〇 小野田 紫歩⋆ 京都橘大学大学院

田中 芳幸 京都橘大学

P25 学校教員の学校組織風土認知と対人関係満足度がバーンアウ
トに及ぼす影響

〇 磯和 壮太朗⋆ 名古屋芸術大学人間発達学部

―媒介分析を用いた検討― 今井田 貴裕 甲南大学文学部

▶ 健康教育・健康政策

P26 ヘルシーリテラシーと機能性食品の利用意向の関連性 〇 平井 啓 大阪大学大学院人間科学研究科

三浦 健人 一般社団法人北海道バイオ工業会

杉山 幹夫 一般社団法人北海道バイオ工業会

工藤 昌史 公益社団法人北海道科学技術総合振興
センター

P27 「しょうがい」表記にみる大学生の障害者観 〇 岩﨑 眞和 茨城キリスト教大学生活科学部

清原 舞 茨城キリスト教大学生活科学部

田家 英二 茨城キリスト教大学生活科学部

渡邉 孝憲 茨城キリスト教大学生活科学部

藤島 稔弘 茨城キリスト教大学生活科学部

P28 〇 大矢 薫⋆ 新潟リハビリテーション大学

菊池 春樹 東京成徳大学

P29 日本における社交不安症患者の併存精神疾患について 〇 西内 基紘⋆ 武蔵野大学大学院人間社会研究科

野田 昇太 武蔵野大学人間科学部，日本学術振興
会特別研究員

城月 健太郎 武蔵野大学人間科学部

P30 子宮頸がん検診受診における行動計画の向上方法 〇 春田 悠佳⋆ 上智大学大学院総合人間科学研究科

樋口 匡貴 上智大学総合人間科学部

P31 知的・発達障害者と共に働く職場作りについて 〇 奥田 訓子 桜美林大学

佐野 友美 大原記念労働科学研究所

酒井 一博 大原記念労働科学研究所

P32 一般市民のがんに対する偏見軽減のためのウェブ体験学習プロ
グラム「友人サポーター」の実用性評価

〇 土屋 雅子 国立がん研究センターがん対策研究所
医療提供・サバイバーシップ政策研究部

藤田 理紗子 国立がん研究センターがん対策研究所
医療提供・サバイバーシップ政策研究部

安達 圭一郎 山口大学大学院医学系研究科

熊谷 歌織 北海道医療大学　看護福祉学部

木全 明子 国立がん研究センターがん対策研究所
医療提供・サバイバーシップ政策研究部

近藤 奈美 埼玉医科大学国際医療センター

職業人のメンタルヘルス維持増進に資する 機能的・構造的観点
でのソーシャルサポート

―併存精神疾患の特徴と大うつ病性障害の併存と関連のある
要因―

JD-Rモデルに基づいた福祉従事者のセルフ・コンパッションに関
する研究

臨床実習をやり抜くためのレディネスを高める心理教育プログラ
ムの作成

松田チャップマン
　　　　　 与理子



▶ 介入・カウンセリング

P33 大学生における身近な他者および専門機関への開示抵抗感 〇 飯尾 愛子 帝京大学文学部心理学科

―質的調査に基づく検討―

P34 〇 堀川 柚⋆ 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

P35 高齢者のライフレビューにおける戦争体験の多様な相貌 〇 林 智一 香川大学医学部臨床心理学科

―高齢者が戦争体験を語ることの心理学的意味と語り手-聴き
手がともに守られる面接関係を目指して―

P36 〇 三住 倫生⋆ 早稲田大学大学院人間科学研究科

野村 和孝 早稲田大学人間科学学術院

　 山口 昂亮 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

姜 来娜 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

P37 〇 寺島 瞳 東京経済大学全学共通教育センター

松井 めぐみ 岡山大学全学教育・学生支援機構

宇井 美代子 玉川大学リベラルアーツ学部

宮前 淳子 香川大学教育学部

竹澤 みどり 富山県立大学工学部

▶ ライフスタイル・健康習慣，スポーツ・運動

P38 感情制御と子育てバーンアウトの関連 〇 古谷 嘉一郎 北海学園大学

　 中村 菜々子 中央大学

松永 美希 立教大学

P39 〇 大山 一樹⋆ 早稲田大学大学院人間科学研究科

三住 倫生 早稲田大学大学院人間科学研究科

山口 昂亮 早稲田大学大学院人間科学研究科

野村 和孝 早稲田大学人間科学学術院

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

P40 東洋医学における五臓の健康と基本情動の関連 〇 宮田 裕光 早稲田大学文学学術院

―パス解析による検討― 董 子玉 早稲田大学文学学術院

P41 減塩に対する態度の日中比較 〇 齋田 涼裕⋆ 東北大学文学研究科

夏 暢 東北大学文学研究科

末永 美聖 東北大学文学研究科

坂井 信之 東北大学文学研究科

P42 室内での運動・スポーツを行う動画配信サービスの利用状況 〇 尼崎 光洋 愛知大学地域政策学部

Intimate Partner Violence（IPV）における 加害経験・被害経験の
因果関係の検討

インターネットゲーム障害におけるキュー・エクスポージャーに影
響を及ぼす要因の検討

コンサルテーションにおける効果の向上を目的とした教師側の要
因の検討

小児わいせつ型性犯罪者の再犯防止を目的とした認知行動療
法の動向と課題



▶ 認知・感情・パーソナリティ

P43 感謝が向社会的行動を促進する動機づけ過程の検討 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 鏡を見るだけで自分の身体が好きになる？ 〇 鈴木 公啓 東京未来大学こども心理学部

―顔版ミラーエクスポージャーの効果検証―

P45 感情調節不全の構造と体験の性差について 〇 姫野 紗也加⋆ 埼玉工業大学大学院人間社会研究科心
理学専攻

P46 抑うつ傾向と睡眠の不調 〇 松田 英子 東洋大学社会学部社会心理学科

―不眠，悪夢，夢の情動，テーマおよび感覚モダリティの分析―

P47 ストレスに対する信念がコルチゾール分泌リズムに及ぼす影響 〇 永岑 光恵 東京工業大学リベラルアーツ研究教育院

織田 弥生 東邦大学理学部

小室 ルナ 東京工業大環境・社会理工学院

上市 秀雄 筑波大学システム情報系

菊地 賢一 東京工業大環境・社会理工学院

P48 顕在／潜在的自尊心と自我脅威場面における攻撃行動の特徴 〇 森川 葉月⋆ 東京家政大学大学院人間生活学総合研
究科

伊藤 義徳 琉球大学人文社会学部

三浦 正江 東京家政大学人文学部

城御堂 玲弥 鹿児島大学大学院臨床心理学研究科

P49 社交不安傾向者の不安反応はオンライン会話時に緩和されるか 〇 前田 駿太⋆ 東北大学大学院教育学研究科

―日本人労働者における検討―

P50 〇 末角 唯仁⋆ 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

P51 思いやりの表出と抑制と共感性 〇 本多 麻子 東京成徳大学応用心理学部

P52 感覚処理感受性と非定型うつとの関連について 〇 塚田 花音⋆ 中央大学大学院

制御焦点とプロセスフィードバックが動機づけと感情に及ぼす影
響



▶ 希望・幸福感・ユーモア

P53 対人援助職者のユーモア表出・受け手の反応と業務評価との関
連について

〇 松中 久美子 関西福祉科学大学

P54 笑いによるストレス応答抑制と認知機能改善効果 〇 山越 達矢⋆ キリンホールディングス株式会社

　 阪本 亮 近畿大学医学部内科学教室心療内科部
門，近畿大学病院

西垣 翔梧 吉本興業株式会社FANY事業部

田中 爽太 吉本興業株式会社FANY事業部

福田 隆文 キリンホールディングス株式会社

金留 理奈 キリンホールディングス株式会社

鈴木 久仁厚 浜松市健康増進課

梁 弘一 吉本興業株式会社FANY事業部

小山 敦子 近畿大学医学部内科学教室心療内科部
門，近畿大学病院

阿野 泰久 キリンホールディングス株式会社

▶ 慢性疾患

P55 女性乳がんサバイバーにおける出来事の中心性とPTGおよびボ
ディイメージの関連

〇 駿地 眞由美 追手門学院大学

P56 心不全に対するPHQ-9の適用性と妥当性・信頼性の検討 〇 石原 俊一 文教大学人間科学部心理学科

▶ 看護・介護

P57 〇 三宅 沙侑美⋆ 岡山大学大学院社会文化科学研究科

田中 共子 岡山大学大学院社会文化科学研究科

P58 地域高齢者の要介護リスクに認知症やうつが及ぼす影響 〇 山内 加奈子 福山市立大学教育学部

―10年間の追跡調査― 小林 敏生 愛知県立大学看護学部

P59 日本における認知症主介護者の心理的プロセスの検討 〇 原 直輝⋆ 一般社団法人メンタルヘルス・ビューロー

―あいまいな喪失の観点から― 石田 航 帝京大学文学部心理学科

▶ 子どもの健康

P60 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(2) 〇 小西 瑞穂 東京成徳大学応用心理学部

―原因食物の違いによる差に焦点をあてて― 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アレルギーセ
ンター

P61 〇 笠原 美紀 千葉県市原市立八幡中学校

三浦 正江 東京家政大学

中学生の学校生活におけるポジティブ感情と精神的健康に関す
る予備的研究

現役介護士にみられる被介護者との 円滑な関係形成のための
ソーシャルスキル



P62 生活習慣行動が中学生の肥満傾向に及ぼす影響 〇 蓑﨑 浩史⋆ 広島修道大学健康科学部

―親の養育行動と子どもの社会的スキルの調整効果の検討― 新本 かの子 広島修道大学大学院人文科学研究科

P63 〇 西原 希里子⋆ 早稲田大学大学院人間科学研究科

三井 梓実 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

▶ 青年の健康

P64 セクシュアルマイノリティ学生支援の学内外リファーの様相 〇 松井 めぐみ 岡山大学全学教育・学生支援機構

P65 大学生の生活習慣が学業ストレス場面におけるコーピングの実
行およびストレス反応に及ぼす影響

〇 浅見 祐香⋆ 早稲田大学大学院人間科学研究科，
日本学術振興会特別研究員

土屋 里咲子 三井住友信託銀行

石川 満里聖 さいたま家庭裁判所

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

P66 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

P67 大学生のスマートフォン依存傾向に関連する要因の検討 〇 清野 勇介⋆ 桜美林大学大学院心理学研究科

P68 女子大学生の困り感と援助要請スタイル,ソーシャルスキルの関
連

〇 小原 菜々子⋆ 東京家政大学大学院人間生活学総合研
究科

三浦 正江 東京家政大学人文学部

P69 青年期における養育態度と自傷行為傾向との関連性 〇 森 奈都美⋆ 神奈川大学大学院人間科学研究科

―境界性パーソナリティ傾向からの検討― 山蔦 圭輔 神奈川大学人間科学部

P70 夏季休暇終了直後における医療系大学生の心理状態
―Cornell Medical Index(CMI)を用いて―

〇 藤本 昌央 白鳳短期大学　リハビリテーション学専
攻

P71 閉鎖環境における大学生のメンタルヘルスに関する質的研究 〇 石田 航⋆ 帝京大学文学部心理学科

大塚 秀実 帝京大学文学部心理学科

古田 穂奈美 横浜市特別支援教育センター

新井 直人 株式会社be

藏保 妃彌子 帝京大学大学院部学研究科臨床心理学
専攻

原 直輝 一般社団法人メンタルヘルス・ビューロー
實吉 綾子 帝京大学文学部心理学科

P72 〇 久本 晃子⋆ 東京家政大学大学院　人間生活学総合
研究科

 三浦 正江 東京家政大学大学院　人間生活学総合
研究科

女子大学生におけるネット依存度と自己分化度及びネガティブラ
イフイベントに対する脆弱性との関連

中学高校生の学校生活で体験される友人とのかかわり場面に
関する記述的検討

スポーツ推薦入学経験を有す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が適応感に与える影響



▶ アセスメント

P73 日本語版Mindful Eating Questionnaireの作成（1） 〇 山宮 裕子 テンプル大学ジャパン

矢澤 美香子 武蔵野大学

高橋 誠 人間環境大学

鈴木 公啓 東京未来大学

P74 日本語版Mindful Eating Questionnaireの作成（2） 〇 矢澤 美香子 武蔵野大学

―短縮版の検討― 山宮 裕子 テンプル大学ジャパン

高橋 誠 人間環境大学

鈴木 公啓 東京未来大学

P75 社会的状況におけるマインドフルネス尺度の開発
―社交不安症患者における信頼性と妥当性の検討―

〇 野田 昇太⋆ 武蔵野大学人間科学部，日本学術振興
会

西内 基紘 武蔵野大学大学院人間社会研究科

城月 健太郎 武蔵野大学人間科学部

P76 〇 永峰 大輝⋆ 桜美林大学大学院国際学研究科

武田 清香 東海大学

石川 利江 桜美林大学大学院

P77 〇 関谷 祐史⋆ 関西学院大学文学研究科

有光 興記 関西学院大学文学部

P78 日本語版Employee Resilience Scaleの信頼性・妥当性検証 〇 桜美林大学健康福祉学群

石川 利江 桜美林大学大学院国際学術研究科

石川 智 桜美林大学大学院国際学術研究科

P79 職場環境に対する文脈評価の視点尺度の作成 〇 姜 来娜⋆ 早稲田大学大学院人間科学研究科

森本 浩志 明治学院大学心理学部

田中 佑樹 和洋女子大学人文学部

深澤 克二 所沢市立教育センター

嶋田 洋徳 早稲田大学人間科学学術院

松田チャップマン
　　　　　 与理子

四無量心尺度日本語版(SOFI-J)の作成と信頼性, 妥当性の検
討

日本語版Proactive Coping Competence Scaleの作成および因
子構造の検討


