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氏名/所属/職名 宮側敏明 / 人間科学部 食物栄養学科 / 特任教授 

専門分野 

①運動環境生理学、②運動生理学 

研究課題 

①種々環境が生体反応に及ぼす影響、②健康体力の維持増進に関する研究 

教育活動 

 担当授業科目（学部） 

運動生理学、健康運動科学、スポーツ指導論、スポーツ指導論Ⅰ、スポーツ指導論Ⅱ、健康運動方法論、運動療法Ⅰ、健康スポーツ学 A-4 、健康スポーツ

B-4、レクレーション現場実習、健康運動演習Ⅰ、演習 A、 

 担当授業科目（大学院） 

該当なし 

事項 年月 対象者 概要 

 教育方法の実践例    

本年は該当なし 

 

   

 作成した教材･資料集    

本年は該当なし 

 

 

 

  

 その他教育活動上特記すべき事項    

１）住吉校創研講座（高大接続） 

 

 

 

 

平成 28 年 9 月 3 日 

 

帝塚山学院住吉高校生 

 

「運動時の体温調節」について解説し、

熱中症予防と対策について取り組み、日

常の運動を安全に実施できるようにする

内容である。 

 

2）住吉校創研講座（高大接続） 

 

平成 28 年 10 月 29 日 

 

帝塚山学院住吉高校生 

 

「運動と健康管理」について解説し、運

動の効用と生活習慣病の予防に関する

知識を享受する。そして、健康は貯蓄で

きることを理解し、若いうちから健康づくり

に取り組むことを可能にする内容であ

る。 

 

3）帝塚山学院大学開学 50 周年記念講座 

 

平成 28 年 11 月 14 日 堺市市民および本学学生 

 

「運動は健康の万能薬」について解説

し、運動の分類の考え方や運動薬として

の運動処方について理解するとともに健

康体力を養成し、生涯健康で活動的な

生活を送れるようにするために資する内

容である。 

 

研究活動 

著書・CD・論文・学会発表 

・演奏会等の名称 

単共 

の別 

発行又は 

発表の年月 

発行所、発表雑誌等又は 

発表学会等の名称 

共著者、共同発表者、共演者の名

前、曲名、担当頁、概要など 

 著書・訳書・CD 等 

本年は該当なし 

 

    

 学術論文 

 

１）Thermal sensation during mild hyperthermia is 

modulated by acute postural change in humans. 

 

 

 

 

共 平成 28 年 

Int J Biometeorol.Dec;60（12）：

１925-1932 

 

 

行動性体温調節のドライビングフォース

としての皮膚及び深部の温度感覚は、

経度高体温時の仰臥位から座位への姿

勢変換によって就職されるかどうか評価

した。その結果、皮膚（胸部）の冷感閾値

は、座位時、常体温（NT）条件より高体

温（HT）条件で低下した。全身の温度感

覚は、量子政治において NT より HT で

高く、両体温条件においては仰臥位より
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座位で高かった。したがって、経度高体

温の温度感覚は、仰臥位から座位への

姿勢変換によって修飾され、皮膚での冷

たさに対する感度を小さくし、全身の暖

かさに対する感度を増す。 

Takeda R, Imai D, Suzuki A. Naghavi 

N、Yamashina Y、Hirasawa Y, Yokoyama 

H, Miyagawa T, Okazaki K. 

 

２ ） The effect of cognitive-motor dual-task 

training on cognitive function and plasma amyloid 

β peptide 42/40 ratio in healthy elderly persons: 

a randomized controlled trial. 

共 平成 28 年 J Phys Ther Sci. 28:412-418. 

水中運動は、水深によっては吸気時に

は抵抗が加わり吸気筋力を増強させる

有効な手段と考えられるが、呼吸筋に対

する影響についての報告はほとんどみら

れない。そこで本研究では、水深（鎖骨

部・第４肋間・臍部）の違いが吸気筋に

与える影響について検討し、鎖骨レベル

の水深における負荷呼吸は吸気筋疲労

を生じさせることを明らかにした。 

Yamashina Y, Yokoyama H, Naghavi N, 

Hirasawa Y, Takeda R, Ota A, Imai D, 

Miyagawa T, Okazaki K 

 

３）Treadmill walking in water induces greater 

respiratory muscle fatigue than treadmill walking 

on land in healthy young men. 

共 平成 28 年 J Physiol Sci. 66:257-264. 

水中運動は、水深に応じて吸気時の胸

郭拡張に対し抵抗を加えることができ、

呼吸筋力を増強させるより有効な手段と

考えられるが、呼吸動態や呼吸筋に及

ぼす影響についてはほとんど検討されて

いない。本研究では陸上歩行と水中歩

行が呼吸筋疲労に及ぼす影響を検証

し、水中歩行は同強度の陸上歩行と比

べて、吸気および呼気筋により強い疲労

をもたらすことを明らかにした。 

Yamashina Y, Yokoyama H, Naghavi N, 

Hirasawa Y, Takeda R, Ota A, Imai D, 

Miyagawa T, Okazaki K. 

 

４）Treadmill walking in water induces greater 

respiratory muscle fatigue than treadmill walking 

on land in healthy young men. 

共 平成 28 年 J Physiol Sci. 66:257-264. 

水中運動は、水深に応じて吸気時の胸

郭拡張に対し抵抗を加えることができ、

呼吸筋力を増強させるより有効な手段と

考えられるが、呼吸動態や呼吸筋に及

ぼす影響についてはほとんど検討されて

いない。本研究では陸上歩行と水中歩

行が呼吸筋疲労に及ぼす影響を検証

し、水中歩行は同強度の陸上歩行と比

べて、吸気および呼気筋により強い疲労

をもたらすことを明らかにした。

Yamashina Y, Yokoyama H, Naghavi N, 

Hirasawa Y, Takeda R, Ota A, Imai D, 

Miyagawa T, Okazaki K. 

 

 

５）The effect of cognitive-motor dual-task 

training on cognitive function and plasma amyloid 

β peptide 42/40 ratio in healthy elderly persons: 

a randomized controlled trial. 

共 平成 27 年 
BMC Geriatr. 28;15:60. doi: 

10.1186/s12877-015-0058-4. 

身体活動は認知機能障害の発生を減ら

しその進行を遅らせることが知られてい

る。本研究では、健常な高齢者を対象に

運動と認知課題のデュアルタスクトレー

ニングがアルツハイマーのバイオマーカ

ーである血漿アミロイドβペプチド 42/40

率（Aβratio）に及ぼす影響について検

討した。その結果いずれのトレーニング

においても Aβratio の低下がみられたも

のの、それらは血漿アミロイドβの直接

的な代謝に因らないことを明らかにした。 

Yokoyama H, Okazaki K, Imai D, 
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Yamashina Y, Takeda R, Naghavi N, Ota 

A, Hirasawa Y, Miyagawa T 

 

 学会発表 

（海外） 

１）The elevation of serum irisin level after single 

bout of exercise does not modulate diet-induced 

thermogenesis in healthy young adults. 

 

 

 

 

 

 

共 平成 27 年 

European College of Sport 

Science 20th Annual Congress 

(Malmo) 

食事誘発性熱産生（DIT）に対する身体

活動の影響は、統一した見解が得られて

いない。アイリシンは急性の運動によっ

て筋から体循環へ分離される新しタンパ

クで、脂肪細胞を褐色化する。そこで、

単回の運動が DIT を修飾してアイリシン

を変化させるか検討した。その結果か

ら、単回の運動はアイリシンを上昇する

が安静時のエネルギー消費や DIT には

影響しないことを示した。 

Naghavi N, Yokoyama H, Yamashina Y, 

Hirasawa Y, Takeda R, Ota A, Imai D, 

Okazaki K, Miyagawa T 

 

2）Brain Insulin Delivery by Intranasal Insulin 

Administration Increases Postprandial GLP-1 

Secretion. 

 

共 平成 27 年 

American Diabetes Association 

75th Scientific Sessions 

(Boston) 

鼻腔内へのインスリン投与は脳脊髄液中

のインスリン濃度を末梢に作用することな

く上昇し、食欲や体重を減少し、食後熱

産生を亢進する。ところが、脳へのインス

リン輸送は、腸脳連関を通じてインクレチ

ン分泌に影響するか不明である。そこ

で、GLP-1 分泌、胃排出能、満腹感に対

する鼻腔内インスリン投与の影響につい

て検討した。その結果から、鼻腔内イン

スリン投与は GLP-1 分泌を増加し、胃排

出能および満腹感に影響しないことを示

した。 

本報告では、…を検討した。結果、…ことが示

唆された。 

Hirasawa Y, Yokoyama H, Naghavi N, 

Yamashina Y, Takeda R, Ota A, Imai D, 

Okazaki K, Morioka T, Emoto M, Inaba 

M, Miyagawa T 

 

3）The elevation of serum irisin level after single 

bout of exercise modulates neither resting energy 

expenditure nor diet-induced thermogenesis in 

healthy young adult.  

 

共 平成 27 年 

American Diabetes Association 

75th Scientific Sessions 

(Boston) 

食事誘発性熱産生（DIT）やエネルギー

消費のプロセスに対する身体活動の影

響は一致した見解が得られているもの

の、食事に関わる事については論争の

的となっている。さらにアイリシンは急性

の運動によって筋から体循環へ分離さ

れる新しいタンパクで、脂肪細胞を褐色

化する。そこで、単回の運動が DIT を修

飾してアイリシンを変化させるか検討し

た。血清アイリシンの上昇は単回の運動

によって誘発されるが、それは安静時の

エネルギー消費や食事誘発性熱産生を

修飾しないことを示した。 

Naghavi N, Yokoyama H, Yamashina Y, 

Hirasawa Y, Takeda R, Ota A, Imai D, 

Okazaki K, Morioka T, Emoto M, Inaba 

M, Miyagawa T. 

 

４）The effect of aging on the distribution of 

cerebral blood flow during postural change with 

mild-hyperthermia. 

 

共 平成 27 年 

The 10th Asia/Oceania 

Congress of Gerontology and 

Geriatrics 2015 (Chiangmai) 

一般的な加齢は脳血流を減少すること

が知られている。暑熱ストレスや起立スト

レスは脳組織への血流分配を制限する。

そこで高体温時の姿勢変化は若年者と

比較して高齢者で脳組織への血流分配

を減少するかどうか検討した。その結果、

脳血流は高体温を伴う姿勢変化によっ
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て減少するが、常体温時では年齢に関

わらず維持されることを報告した。 

Ota A, Takeda R, Imai D, Naghavi N, 

Yamashina Y, Hirasawa Y, Yokoyama H, 

Miyagawa T, Okazaki K 

 

５）Lactate threshold during exercise in a cool 

environment is decreased by whole body surface 

cooling prior to exercise with an enhanced 

sympathetic nerve activity 

共 平成 27 年 

The 8th Federation of the Asian 

and Oceanian Physiological 

Society Congress 2015 (Thai) 

全身の表面冷却による皮膚温の低下は

交感神経活動を亢進し、寒冷利尿をとも

なう血漿量の減少を引き起こす。そこで

運動前の全身皮膚冷却は乳酸性作業

閾値を低下すると仮説立て、検証した。

その結果、皮膚温の低下によりノルアド

レナリンの上昇および血漿量の低下を認

め、ノルアドレナリンのみ乳酸性作業閾

値と相関関係示したことから、全身の皮

膚表面冷却は交感神経活動の亢進によ

って乳酸性作業閾値を低下すると結論

付けた。 

Imai D, Okazaki K, Takeda R, Yamashina 

Y, Naghavi N, Ota A, Hirasawa Y, 

Yokoyama H, Miyagawa T 

 

６）Postural change-induced modification of 

thermal sensation during mild-hyperthermia is 

disappeared in elderly men. 

共 平成 27 年 

The 10th Asia/Oceania 

Congress of Gerontology and 

Geriatrics 2015 (Chiangmai) 

若年者では姿勢変換によって熱放散反

応が減弱するが全身の温度感覚が鋭敏

化する。本研究では全身の温度感覚

が、若年者と同様に高齢者における高

体温時の仰臥位から椅座位への姿勢変

換によって修飾されるかどうか検証した。

その結果から、全身の温度感覚は姿勢

変換にかかわらず高体温時で鈍化し、さ

らに、高体温時の姿勢変化に伴う全身の

温度感覚の反応は、高齢者で消失する

ことを示した。 

Takeda R,Okazaki K, Ota A, Naghavi N, 

Yamashina Y, Hirasawa Y, Suzuki A, Imai 

D, Yokoyama H, Miyagawa T. 

 

（国内） 
 

 

 

 

 

1) Effects of intranasal insulin administration on 

thermoregulatory responses during passive 

heating in humans 

 

共 平成 28 年 
The 92th Annual Meeting of the 

Physiological Society of Japan 

 (Sapporo) 

動加温時の体温調節反応は運動前のフ

ルクトース摂取に比してグルコース摂取

時に高まるが、それは、グルコース摂取

によるインスリンの増加によって中枢メカ

ニズムを経て体温調節反応を高めるかも

しれない。そこで、受動加温時の体温調

節反応に対する鼻腔内インスリン投与に

よる脳へのインスリン輸送の影響につい

て評価した。その結果から、鼻腔内イン

スリン投与は受動加温時の体温調節反

応亢進することを示した。 

Okazaki K, Takeda R, Imai D, Ota A, 

Naghavi N, Yamashina Y, Hirasawa Y, 

Yokoyama H, Miyagawa T 

 

2) Treadmill walking in water induces greater 

respiratory muscle fatigue than treadmill walking 

on land at the same exercise intensity in healthy 

young men 

共 平成 28 年 
The 92th Annual Meeting of the 

Physiological Society of Japan 

 (Sapporo) 

水中では陸上にくらべて胸郭に加わる圧

力が上昇する。すなわち陸上と同一強度

の運動を水中で実施すると、その疲労度

は水中の方が高くなると考えられる。そこ

で、呼吸筋疲労に対する水中歩行の影

響について陸上歩行と比較し、検証し

た。その結果、水中歩行は心肺機能のト

レー二ングあるいは呼吸器のリハビリテ

ーションにおいて効果的かつ望ましい呼

吸筋強化法といえることを示した。 

Yamashina Y, Yokoyama H, Naghavi N, 
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Hirasawa Y, Takeda R, Ota A,  Imai D, 

Miyagawa T, Okazaki K 

 

3 ） Skin warm/cold threshold during passive 

heating are attenuated in elderly men.  
共 平成 27 年 

The 91th Annual Meeting of the 

Physiological Society of Japan 

 (Kobe) 

自律性の熱放散反応は、加齢に伴って

劣化することが知られている。一方で、皮

膚・食道温上昇の知覚もまた、加齢に伴

って鈍化するか否か不明であるため、検

証した。その結果から、皮膚の温覚およ

び冷覚閾値だけでなく全身の温度感覚

も加齢によって鈍化することを示した。 

Takeda R, Okazaki K, Ota A, Naghavi N, 

Yamashina Y, Hirasawa Y, Suzuki A, Imai 

D, Yokoyama H, Miyagawa T 

 

4) The forced respiration during the deeper 

upright water immersion causes the greater 

inspiratory muscle fatigue in healthy young men. 

共 平成 27 年 
The 91th Annual Meeting of the 

Physiological Society of Japan 

 (Kobe) 

呼吸筋疲労に対する水浸深度の違い

（臍点、第四肋骨、鎖骨位）による吸気負

荷呼吸（最大呼・吸気圧力の 30%強度で

15 回/分）の影響を検証した。その結果

から、鎖骨位の浸水による呼吸が、他の

水位に比してより高い呼吸筋疲労をもた

らし、それは胸部を静水圧に抵抗して拡

張させるためであることを示した。 

Yamashina Y, Yokoyama H, Naghavi N, 

Hirasawa Y, Takeda R, Ota A, Imai D, 

Okazaki K, Miyagawa T 

 

5) The effect of postural change on the 

distribution of cerebral blood flow during passive 

heating in elderly. 

共 平成 27 年 
The 91th Annual Meeting of the 

Physiological Society of Japan 

 (Kobe) 

脳組織への血流分配は、暑熱ストレス、

さらには姿勢変換によって制限される。

本研究の目的は、常体温および高体温

時の姿勢変換時における内・外頸動脈、

椎骨動脈の血流量を評価することであっ

た。その結果から、姿勢変換に関わら

ず、頭蓋内血流は高体温時にはよく維

持されることを示した。 

Ota A, Okazaki K, Takeda R, Yamashina 

Y, Naghavi N, Hirasawa Y, Imai D, 

Yokoyama H, Miyagawa T 

 

6) 鼻腔内インスリン投与による脳内高インスリン

状態は食後の GLP-1 分泌を増加させる 
共 平成 27 年 

第 58 回日本糖尿病学会年次

学術集会 

（下関） 

腔内インスリン投与による脳内高インスリ

ン状態が GLP-1 分泌、胃排泄能、満腹

感に及ぼす影響について検証した。そ

の結果、食後の GLP-1 上昇の 180 分

間における総量はプラセボ試行 に比べ

インスリン試行で大きかったが、胃排泄

能や満腹感は試行間で差を認めなかっ

たことから、鼻腔内インスリン投与による

脳内高インスリン状態は、摂食に伴う

GLP-1 分�を増加させることを示唆し

た。 

平沢良和, 横山久代, Nooshin Naghavi, 

山科吉弘, 竹田良祐, 太田暁美, 今井

大喜, 岡﨑和伸, 森岡与明, 絵本正憲, 

稲葉雅章, 宮側敏明 

 

7) Elevation of serum irisin level by acute exercise 

does not modulate diet-induced thermogenesis in 

healthy young adults。 

共 平成 27 年 
第 58 回日本糖尿病学会年次

学術集会 

（下関） 

食事誘発性熱産生（DIT）に対する運動

の影響はまだ議論の的である。アイリシ

ンは急性の運動によって筋より体循環へ

分泌され脂肪細胞を褐色化させる。本研

究では、急性の運動による血清アイリシ

ンレベルの変化が DIT を修飾するか、検

証した。その結果から、急性の運動によ

るアイリシンの上昇は DIT を修飾しないと

結論付けた。 
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Nooshin Naghavi, 横山久代, 山科吉弘, 

平沢良和, 竹田良祐, 太田暁美, 

今井大喜, 岡﨑和伸, 森岡与明, 絵本

正憲, 稲葉雅章, 宮側敏明 

 

8) 運動前の全身皮膚冷却は交感神経活動の亢

進により乳酸性作業閾値を低下する． 
共 平成 27 年 第 70 回日本体力医学会大会

（和歌山） 

運動前の全身皮膚表面冷却によって乳

酸性作業閾値（LT）が低下するが、この

メカニズムは不明である。全身皮膚表面

冷却による交感神経活動の亢進、あるい

は寒冷利尿に伴う血漿量の低下の関与

することが考えられる。そこで、運動前の

全身皮膚表面冷却による LT 低下に及

ぼす交感神経活動の亢進、および、血

漿量の低下の影響を検証した。その結

果から、運動前の全身皮膚表面冷却

は、交感神経活動の亢進により乳酸性

作業閾値を低下することを示した。 

今井大喜, 岡崎和伸, 竹田良祐, 山科

吉宏,  Naghavi Nooshin, 太田暁美, 平

沢良和, 横山久代, 宮側敏明. 

9) 脳内高インスリンが受動加温時の体温調節応

答に及ぼす影響． 
共 平成 27 年 第 70 回日本体力医学会大会

（和歌山） 

受動加温時の体温調節応答は、加温前

のブドウ糖摂取時では果糖摂取時に比

べて亢進し、それは、ブドウ糖摂取によ

って上昇するインスリンが、体温調節中

枢に作用していると考えられる。そこで、

受動加温時の体温調節応答に及ぼす脳

内高インスリンの影響を検証した。その

結果、受動加温時の食道温上昇、さらに

皮膚血管拡張および発汗開始の食道温

閾値は、プラセボ試行に比べてインスリ

ン試行で低い傾向にあった。よって、本

研究では脳内高インスリンによって受動

加温時の体温調節応答は亢進すること

を示した。 

岡崎和伸, 竹田良祐, 今井大喜, 太田

暁美, Naghavi Nooshin, 山科吉宏, 平

沢良和, 横山久代, 宮側敏明 

 

10) 高体温時の姿勢変化が高齢者の温度感覚

に及ぼす影響 
共 平成 27 年 第 70 回日本体力医学会大会

（和歌山） 

高齢者は若年者に比べ、高体温時の自

律性体温調節応答は減弱し、全身の温

熱感覚は鈍化しているが、姿勢変化に

伴う応答は明らかではない。そこで、高

体温時の姿勢変化が高齢者の全身の温

熱感覚に及ぼす影響について検証し

た。その結果から、高齢者は若年者に比

べ、全身の温熱感覚が鈍化しており、高

体温時の姿勢変化に伴う応答は消失し

ていた。 

竹田良祐, 岡崎和伸, 今井大喜, 太田

暁美, Naghavi Nooshin, 山科吉宏, 平

沢良和, 鈴木明菜, 横山久代, 宮側敏

明 

 

11) 受動加温時の頭部血流配分に及ぼす姿勢

および加齢の影響 
共 平成 27 年 第 70 回日本体力医学会大会

（和歌山） 

齢にともない脳血流量は減少し、また、

暑熱や起立性ストレスが、脳組織への血

流配分を制限する可能性がある。そこ

で、暑熱下における仰臥位から座位へ

の姿勢変化に伴う脳組織への血流配分

の減少は、若年者に比べて高齢者で顕

著であるという仮説を検証した。その結

果から、軽度の高体温時の仰臥位から

座位への姿勢変化によって脳血流量は

減少するが、年齢の影響は認められない



7 
 

ことを示した。 

太田暁美, 竹田良祐, 今井大喜, 

Naghavi Nooshin, 山科吉宏, 平沢良和, 

横山久代, 宮側敏明, 岡崎和伸 

 

 演奏会・発表会 

本年は該当なし         

 その他の研究発表、演奏 

本年は該当なし         

 その他の著書、訳書等（雑誌原稿等を含む） 

本年は該当なし 
    

 研究助成金の受給状況 

 科研費の採択 

研究タイトル 助成金タイトル、支給元 研究代表者・分担者の区別 

本年は該当なし 

  

支給額 支給年度 

  

 その他の外部資金による活動 

研究タイトル 助成金タイトル、支給元 研究代表者・分担者の区別 

本年は該当なし 

  

支給額 支給年度 

  

 その他研究活動上特記すべき事項 年月 概要 

本年は該当なし 
  

学内委員等 

就任期間 機関名・委員名・役職名 

平成 25 年 5 月から現在に至る 資格課程委員会委員 

平成 26 年 5 月から現在に至る 入試問題作成委員会委員 

社会活動 

 学会役員 

就任期間 学会役員名 

昭和 60 年 4 月より現在に至る 日本整理学会評議員 

平成 4 年 9 月より現在に至る 日本体力医学会評議員 

 公開講座 

講座名、講演タイトル 
単共 

の別 
年月 場所 概要 

市民公開講座 

帝塚山学院大学開学 50 周年記念公開講座 単 
平成 28 年⒒月 14

日 

帝塚山学院大学泉ヶ丘キャン

パス 

堺市民を対象にした公開講座で、「運動

は健康の万能薬」について述べる予定。 

 学外機関委員等 

就任期間 機関名・委員名・役職名 

平成 27 年 3 月～平成 29 年 3 月 
マッチングランナープログラム専門委員（国立研究開発法人 科学技術振興機構） 

 その他、学会や学術的団体での活動、社会活動上特記すべき事項 
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1）平成 18 年 10 月～阪神橘友会（県立浜坂高等学校同窓会）副会長（現在に至る） 

2）平成 21 年 09 月～摂泉会兵庫支部（大阪体育大学同窓会）支部長（現在に至る） 

3)平成 22 年 06 月～大阪浜坂会（平成 24 年より「大阪新温泉町会」に改称）幹事長（現在に至る） 

4)平成 22 年 09 月～平成 29 年 1 月 27 日 大阪但馬会実行委員 

5)平成 23 年 04 月～新温泉町（兵庫県）観光大使（現在に至る） 

6）平成 24 年 04 月～但馬（兵庫県）観光大使（現在に至る） 

7)平成 29 年 1 月 28 日～大阪但馬会幹事（現在に至る） 

海外での活動 

 海外での教育、研究、大学運営、国際貢献にかかわること 

期間 国名 概要 

   

 


