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業績（2012.4-2013.3）

1 勝川史憲 スポーツ医学研修ハ
ンドブック・応用科
目 第２版

文光堂, 東京 pp.93-101 2012

2 勝川史憲 NHK出版，東
京

2012

3 勝川史憲 シンコー
ミュージッ
ク・エンタテ
イメント, 東京

2012

4 勝川史憲  NHK出版，東
京

2012

5 石田浩之 日本学校保健会ビデ
オ配信教材

日本学校保健
会

2012 4

6 石田浩之 薬剤師のための糖尿
病療養指導ガイド

じほう pp28-31 2012 5

7 橋本健史 運動器の痛み　プラ
イマリケア　下腿・
足の痛み（菊地臣一
編集）

南江堂 pp.268-274 2012 11

8 2012

9 2012 6

10 2012 9

11 2013 1

12 2013 3

13 杏林書院 54(5): 345-350 2012

14 杏林書院 54(6); 415-421 2012

熱中症対策

Ⅲ成人の主な疾患や病態によ
る痛みの治療－私はこうして
いる　種子骨・過剰骨による
痛み。

山下光雄、勝川史憲 実践栄養学の航跡・第１回：日本の
食品栄養学のはじまり

山下光雄、勝川史憲 実践栄養学の航跡・第２回：人間栄
養学のはじまり

2012年度スポーツ医学研究セ
ンター公開講座「スポーツと
健康」～安全にスポーツを楽
しむために～講演集
慶應義塾大学スポーツ医学研
究センターニューズレター第
10号
慶應義塾大学スポーツ医学研
究センターニューズレター第
11号
慶應義塾大学スポーツ医学研
究センターニューズレター第
12号
慶應義塾大学スポーツ医学研
究センターニューズレター第
13号

著書・翻訳
腎・肝・消化器疾患とスポー
ツ

スポーツ少年少女の勝ちごは
ん
皇居ランナーズバイブル（監
修）

アクティブウォーキング：健
康ですてきな体形に！（監
修）

薬剤師が知っておくべき運動
療法の基本について教えてく
ださい

論文
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15 杏林書院 54(7); 489-494 2012

16 診断と治療社 100(7); 1233-
1237

2012

17 科学評論社 2012

18 杏林書院 54(8); 561-566 2012

19 杏林書院 54(9); 633-638 2012

20 杏林書院 100(11); 1863-
1868

2012

21 診断と治療 100(11); 1863-
1868

2012

22 Foot & Ankle
International

33:320-325 2012

23 European
Spine Journal

21:304-308 2012

24 靴の医学 26：143－148 2012

25 女子体育 54：12-15 2012

26 日本臨床 70(3)765-771 2012 5

27 呼吸と循環 60(5):509-518 2012 5

28 公衆衛生 76(6):437-440 2012 6

29 体育の科学 62(9)644-650 2012 9

30 トレーニング
ジャーナル

34(10):40-41 2012 10

31 健 41(7):10-12 2012 10

32 保健の科学 54(11):777-782 2012 11

33 保健の科学 54(12):841-846

ヒトと地球をつなぐもの－足と靴の
はたらき－

真鍋知宏、山澤文裕 安全なロードレースを目指して（綜
説）

真鍋知宏 ダーレオーエン選手の事例に学ぶ-
循環器系疾患への対応

真鍋知宏 スポーツ中の突然死

山下光雄、小熊 祐子 人工栄養①―乳幼児の場合（哺乳器
を含む）―

山下光雄、小熊 祐子 人工栄養②―食事摂取不能者の栄養
補給（成人）―

小熊祐子 定期的な運動(身体活動)のもたらす
健康上の効果

宮地 元彦、村上 晴香、川上
諒子、田中 憲子、田中 茂

健康づくりのための運動基準2006の
改定の手順と方向性

熱中症の病態と治療・予防

勝川史憲 高齢者糖尿病の運動療法

山下光雄、勝川史憲 実践栄養学の航跡・第4回：食品の
胃内停留（消化）時間について

山下光雄、勝川史憲

小熊祐子 身体活動と糖尿病に関する疫学研究

実践栄養学の航跡・第5回：病院規
則と病院給食

山下光雄、勝川史憲 実践栄養学の航跡・第6回：患者の
食事摂取基準

勝川史憲 肥満症の運動療法

Kokubo T., Hashimoto T.,
Nagura T., Nakamura T.,
Suda Y., Matsumoto H.,
Toyama Y.

Effect of the posterior tibial and
peroneal longus on the
mechanical properties of the foot
arch.

Matsumoto M., Okada E.,
Ichihara D., Watanabe K.,
Chiba K., Toyama Y.,
Fujiwara H., Momoshima
S., Nishiwaki Y.,
Hashimoto T., Iwanami A.,
Ikegami T., Takahata T.

Changes in the cross-sectional
area of deep posterior extensor
muscles of the cervical spine after
anterior decompression and
fusion: 10-year follow-up study
using MRI.

曽我敏雄、山下敬史、小野嘉
昭、栗末健次、柏　宗太郎、
奥村庄次、宇佐見則夫、井口
傑、橋本健史、須田康文

足底装具採型手技の標準化

橋本健史

山下光雄、勝川史憲 実践栄養学の航跡・第３回：エネル
ギー代謝の研究

勝川史憲
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34 関節外科 32：61-66 2013 1

35 保健の科学 55(1):53-59 2013 1

36 循環器内科 73(1):80-85 2013 1

37 日本臨床ス
ポーツ医学会
誌

21(1):170-175 2013 1

38 保健の科学 55(2):135-142 2013 2

39 保健の科学 55(3):199-207 2013 3

40 Journal of
International
Society of Life
Information
Science

31（1）:7-16 2013 3

41 慶應義塾大学
スポーツ医学
研究センター
紀要

pp.1-4 2013 3

42 慶應義塾大学
スポーツ医学
研究センター
紀要

pp.5-8 2013 3

43 慶應義塾大学
スポーツ医学
研究センター
紀要

pp.9-14 2013 3

44 慶應義塾大学
スポーツ医学
研究センター
紀要

pp15-20 2013 3

45 慶應義塾大学
スポーツ医学
研究センター
紀要

pp.21-24 2013 3

46 慶應義塾大学
スポーツ医学
研究センター
ニューズレ
ター第10号

2012 6

橋本健史 特集足趾の疾患Ⅱ．成人母趾種子骨
障害　母趾種子骨障害

マラソン大会における循環器疾患に
対する安全対策

真鍋知宏

今井丈 足関節・足部底屈位における安定性
に関与する筋̶長腓骨筋と前脛骨筋
の役割̶

山下光雄、小熊 祐子 栄養補助食品

飯田 健次、小熊 祐子 太極拳練習者の脳波測定によるポジ
ティブ感情とフロー体験の関係

山下光雄、小熊 祐子 糖尿病患者の食事

山下光雄、小熊 祐子 周術期の食事

石田浩之 スポーツと貧血-ヘモグロビン正
常、フェリチン低下にどう対応する
か？-

小熊祐子 スポーツで健康に？……

山澤文裕、真鍋知宏、三橋敏
武

東京マラソンにおける内因性事故対
策

勝川史憲 食の環境因子と肥満の関連ー食品価
格とエネルギー密度、および地域差
の検討

橋本健史 足アーチ構造の機能解明（The
study of the foot arch
mechanism）

岩本航、大木聡、東宏一郎、
清水千華子、田畑尚吾、岩本
潤、石田浩之、大谷俊郎、松
本秀男

成長期野球選手の腱板筋群の性状変
化-投球側と非投球側のエコー輝度の
違いによる分析-
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47 慶應義塾大学
スポーツ医学
研究センター
ニューズレ
ター第11号

2012 6

48 慶應義塾大学
スポーツ医学
研究センター
ニューズレ
ター第12号

2013 1

49 慶應義塾大学
スポーツ医学
研究センター
ニューズレ
ター第13号

2013 3

51 19th
European
Congress on
Obesity

Lyon, France 2012 5

52 第55回日本糖
尿病学会年次
学術集会

横浜 2012 5

53 第55回日本糖
尿病学会年次
学術集会

横浜 2012 5

54 第８５回日本
整形外科学会
学術集会

2012 5

55 第８５回日本
整形外科学会
学術集会

2012 5

56 17th Annual
Congress of
the European
College of
Sport Science

Bruges,Belgiu
m

2012 7

須田康文、早稲田明生、松崎
健一郎、宇佐見則夫、武田勇
樹、井口　傑、橋本健史、戸
山芳昭

重度外反母趾に対するＤＬＭＯ法の
応用。

学会発表

Kinoshita, N. ,Ishida, H.,
Katsukawa, F.

大澤祐介 全振動刺激（Whole-body
Vibration）を利用したトレーニン
グの効果

隅田祥子 こどものスポーツとおとなの骨̶未
成年期のスポーツ歴と閉経前女性の
骨密度の関連̶

湯本典子 あるスポーツ選手の心の成長̶面接
を通した一考察̶

Impact of body scale  and the
type of the left ventricular
dimensions in junior competitive
athletes

須田康文、早稲田明生、松崎
健一郎、宇佐見則夫、井口
傑、橋本健史、戸山芳昭

外反母趾に対するＤＬＭＯ法を用い
た遠位中足骨骨切り術

Shimojima K, Katsukawa F,
Azuma K, Sasaki S, Itoh H

Influence of macronutrient
composition and exercise intensity
on serum GLP-1, peptide YY and
leptin levels and hunger

河合俊英、小熊祐子、勝川史
憲、東宏一郎、石田浩之、松
本秀男、伊藤裕

中高年者の運動処方作成を目的とし
たトレッドミルプロトコール(KEIO-
SEINOR)とその臨床応用

東宏一郎、河合俊英、小熊祐
子、石田浩之、勝川史憲、伊
藤裕、松本秀男

２型糖尿病に対する運動指導の効果
と糖尿病罹病期間の関係
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57  第２６回日本
靴医学会学術
集会

2012 9

58 第33回日本肥
満学会

京都 2012 10

59 第33回日本肥
満学会

京都 2012 10

60 第３７回日本
足の外科学会
学術集会

2012 10

61 第３７回日本
足の外科学会
学術集会

2012 10

62 第３７回日本
足の外科学会
学術集会

2012 10

63 第３７回日本
足の外科学会
学術集会

2012 10

64 第３７回日本
足の外科学会
学術集会

2012 10

65 第23回日本臨
床スポーツ医
学会学術集会

新横浜 2012 11

66 第23回日本臨
床スポーツ医
学会学術集会

新横浜 2012 11

67 第23回日本臨
床スポーツ医
学会学術集会

新横浜 2012 11

68 第23回日本臨
床スポーツ医
学会学術集会

新横浜 2012 11

第１中足骨近位矯正骨切術における
screw固定とLocking Plate固定の比
較

橋本健史、井口　傑、宇佐見
則夫、星野　達、平石英一、
須田康文、小久保哲郎、池澤
裕子

足関節外側靭帯損傷における慢性化
因子についての検討

池澤裕子, 須田康文、宇佐見
則夫、平石英一、橋本健史、
早稲田明生、小久保哲郎、井
口　傑、戸山芳昭

私の勧める高齢者外反母趾手術－Ｄ
ＬＭＯ法－

小久保哲郎、橋本健史、須田
康文、池澤裕子、星野　達

外反母趾手術における第１中足骨矯
正の至適位置について

須田康文、池澤裕子、早稲田
明生、宇佐見則夫、橋本健
史、井口　傑、戸山芳昭

外反母趾に対するＤＬＭＯ法術後の
経年的変化

小久保哲郎、橋本健史、池澤
裕子、須田康文、星野　達

河合俊英，小熊佑子，勝川史
憲，東宏一郎，石田浩之，松
本秀男，伊藤裕

中高年肥満者への運動処方作成を目
的としたTreadmill protocol (KEIO-
SENIOR) とその臨床応用

勝川史憲，下島和弥，佐々木
誠一

食品のエネルギー密度と価格の関
連：地域間格差を含めた検討

大澤祐介、東宏一郎、岩本
航、田畑尚吾、勝川史憲、石
田浩之、小熊祐子、岩本潤、
河合俊英、奥田茂男、松本秀
男

高強度インターバルトレーニングに
よる体組成及び全身持久力への効果

今井丈、石橋秀幸、隅田祥
子、真鍋知宏、小熊祐子、石
田浩之、勝川史憲、橋本健史

横足根関節の機能に着目したテーピ
ングの検討：足関節内反捻挫後の踵
部への方策

今井丈、勝川史憲、橋本健史 果部捻転角とスポーツ傷害調査

河合俊英、小熊祐子、勝川史
憲、東宏一郎、石田浩之、松
本秀男、伊藤裕

中高年肥満・糖尿病患者に対する運
動処方作成を目的としたトレッドミ
ルプロトコール(KEIO-SENIOR)とそ
の臨床応用

曽我敏雄、山下敬史、小野嘉
昭、栗末健次、柏宗太郎、奥
村庄次、宇佐見則夫、井口
傑、橋本健史、須田康文

足底挿板の処方と作製方法　～誰が
作製しても効果のある方法をめざし
て～足底装具の採型手技の標準化に
ついて　～義肢装具士の立場から～
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69 第23会日本臨
床スポーツ医
学会学術集会

東京 2012 11

70 第23回日本臨
床スポーツ医
学会学術集会

2012 11

71 第23回日本臨
床スポーツ医
学会学術集会

2012 11

72 勝川史憲 糖尿病治療戦略セミ
ナー

神戸 2012 4

73 石田浩之 アスレチックトレー
ナー養成講習会特別
講義

東京 2012 4

74 石田浩之 アスレチックトレー
ナー養成講習会特別
講義

東京 2012 4

75 真鍋知宏 スポーツ医学研究セ
ンター公開講座「ス
ポーツと健康」～安
全にスポーツを楽し
むために～

慶應義塾大学
日吉キャンパ
ス

神奈川 2012 5

76 橋本健史 スポーツ医学研究セ
ンター公開講座「ス
ポーツと健康」～安
全にスポーツを楽し
むために～

慶應義塾大学
日吉キャンパ
ス

神奈川 2012 5

77 勝川史憲 スポーツ医学研究セ
ンター公開講座「ス
ポーツと健康」～安
全にスポーツを楽し
むために～

慶應義塾大学
日吉キャンパ
ス

神奈川 2012 5

78 勝川史憲 糖尿病セミナー 新橋 2012 6

79 橋本健史 第２８回先進リウマ
チ医学研究会

新宿 2012 6

80 石田浩之 アスレチックトレー
ナー養成講習会特別
講義

東京 2012 7

81 石田浩之 アスレチックトレー
ナー養成講習会特別
講義

東京 2012 7

ＲＡ足部病変に対する外科的
治療

真鍋知宏 ランニングブームを検証する　循環
器疾患に対する安全性対策

三橋敏武、山澤文裕、田中秀
治、小嵐正治、真鍋知宏、石
川秀樹、島村雅之、岡野裕、
寺嶋毅、兵藤博信、塚原由佳

競技団体が主催する救命講習

下肢のけが予防とその治療

スポーツとドーピング

スポーツ活動と熱中症予防

その他（講演など）

スポーツ活動と突然死

メタボリック症候群と運動療
法

若年成人の肥満・糖尿病と運
動療法

熱中症の予防対策

糖尿病・肥満の運動療法

市民マラソンにおける安全管
理～安全に完走するために～

東宏一郎、二木康夫、岩本
航、清水千華子、田畑尚吾、
岩本潤、大谷俊郎、石田浩
之、松本秀男

膝関節術後のトレーニング-心肺機
能・体組成の側面から-
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82 石田浩之 平成23年度日本体
育協会公認スポーツ
ドクター養成講習会

東京 2012 7

83 石田浩之 平成23年度日本体
育協会公認スポーツ
ドクター養成講習会

東京 2012 9

84 勝川史憲 みずほ情報総研・第
１回みずほ医療福祉
セミナー

東京 2012 9

85 勝川史憲 全国市町村職員共済
組合連合会・保健事
業事務研修会

86 勝川史憲 東京都福祉保健財
団・特定検診・保健
指導事業従事者養成
研修・保健指導スキ
ルアップ研修

東京 2012 9

87 勝川史憲 第９回奥羽糖尿病合
併症研究会

秋田 2012 9

88 勝川史憲 東京都福祉保健財
団・特定検診・保健
指導事業従事者養成
研修・保健指導スキ
ルアップ研修

東京 2012 10

89 石田浩之 アスレチックトレー
ナー養成講習会特別
講義

東京 2012 10

90 石田浩之 アスレチックトレー
ナー養成講習会特別
講義

東京 2012 10

91 橋本健史 ２０１２年度慶應義
塾大学看護医療学部
市民公開講座

2012 10

92 橋本健史 第２３回日本臨床ス
ポーツ医学会学術集
会教育研修講演

2012 11

93 勝川史憲 第４回豊島区糖尿病
医療連携ネットワー
ク研修会

池袋 2012 12

94 真鍋知宏 平成24年度スポー
ツ栄養ベーシック講
習会

2012 12

95 真鍋知宏 平成24年度日本体
育協会スポーツドク
ター養成講習会

2013 1スポーツ現場での救急処置
（内科系）

子どもの足－元気な発育と靴
えらびのコツ－

内科医にもできる現場での運
動器診察－明日から役立つミ
ニマムエッセンス－

スポーツ医学基礎（内科）

メタボリック症候群と運動療
法

スポーツと内科　競技選手に
多い疾患-貧血、オーバート
レーニング等-

スポーツと内科疾患

高齢化社会と転倒予防

運動習慣の導入と継続の支
援：効果的な運動方法と運動
継続のための動機付け

健診データからみた体重と代
謝指標の関連

運動習慣の導入と継続の支
援：効果的な運動方法と運動
継続のための動機付け

糖尿病の運動療法の意義と実
際

メタボリックシンドローム改
善に向けた効果的な対策

メタボリックシンドローム改
善に向けた効果的な対策
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96 橋本健史 ２０１３年慶應義塾
大学・タニタ・三井
不動産共同開発ウェ
ルネスプログラム＆
コンサルティング

2013 2

97 勝川史憲 日本体育協会公認ス
ポーツドクター養成
講習会

東京 2013 3

98 勝川史憲 山形県市町村職員共
済組合・ 平成24年
度健康セミナー

山形 2013 3

99 勝川史憲 健康保険組合連合
会・東京連合会 第
59回健康教室

東京 2013 3

100 布施努 慶應義塾大学スポー
ツ医学研究センター
主催　強くなるため
のスポーツ医学講座

慶應義塾大学
日吉キャンパ
ス

神奈川 2012 4

101 小熊祐子 慶應義塾大学スポー
ツ医学研究センター
主催　強くなるため
のスポーツ医学講座

慶應義塾大学
日吉キャンパ
ス

神奈川 2012 5

102 石田浩之 慶應義塾大学スポー
ツ医学研究センター
主催　強くなるため
のスポーツ医学講座

慶應義塾大学
日吉キャンパ
ス

神奈川 2012 6

103 橋本健史 慶應義塾大学スポー
ツ医学研究センター
主催　強くなるため
のスポーツ医学講座

慶應義塾大学
日吉キャンパ
ス

神奈川 2012 6

104 今井丈 慶應義塾大学スポー
ツ医学研究センター
主催　強くなるため
のスポーツ医学講座

慶應義塾大学
日吉キャンパ
ス

神奈川 20112 10

105 勝川史憲 慶應義塾大学スポー
ツ医学研究センター
主催　強くなるため
のスポーツ医学講座

慶應義塾大学
日吉キャンパ
ス

神奈川 2012 10

106 橋本玲子 慶應義塾大学スポー
ツ医学研究センター
主催　強くなるため
のスポーツ医学講座

慶應義塾大学
日吉キャンパ
ス

神奈川 2012 11

健康で長生きするための正し
いウォーキングと靴選びのコ
ツ

スポーツ活動と熱中症

腎・肝・消化器疾患とスポー
ツ

山形県市町村職員共済組合の
健康度と効果的な保健事業に
ついて

メタボリックシンドローム改
善のための運動と食事

メンタルトレーニング

スポーツと貧血

下肢のケガ予防、運動時の靴
の選び方

スポーツと栄養：基礎編

スポーツと栄養：実践編

下肢のスポーツ障害、その予
防と治療
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107 勝川史憲 慶應義塾大学スポー
ツ医学研究センター
主催　強くなるため
のスポーツ医学講座

慶應義塾大学
日吉キャンパ
ス

神奈川 2013 2

108 石田浩之 慶應義塾大学スポー
ツ医学研究センター
主催　強くなるため
のスポーツ医学講座

慶應義塾大学
日吉キャンパ
ス

神奈川 2012 3有酸素能力とトレーニング；
VO2,AT, LT

体組成：勝てる身体づくり


