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年号 タイトル 第一著者 発行

ノルディックウォークジャパ
ニーズスタイルの効果

2010
Japanese StyleNordic Walkの回復期、維持期心臓
リハビリテーションにおける有用性

川内基裕 Walking ResearchNo14

2010
トレッドミルにおけるシルバーカー歩行とノルディック・
ウォーク-動作抑制型シルバーカーと動作拡大型ノル
ディック・ウォーク-

鈴木盛史 Walking ResearchNo14

2011
トレッドミル上におけるノルディック・ウォークと通常
歩行比較-遊脚期と立脚期の膝関節負担の考察-

鈴木盛史
日本慢性期医療学会大会抄
録集19th

2011
ノルディック・ウォークにおける歩行周期変数の比
較

佐藤和久
第30回東京都理学療法士学
会抄録集

2011
ノルディック・ウォークと普通歩行の3次元動作解析
における動作比較-高齢者症例における症例報告
及びノルディック・ウォーク指導員との動作比較-

櫻井一平 Walking Research.No15

2012
ノルディックウォークジャパニーズスタイルの始動
時の動作分析

鈴木盛史 Walking Research.No14

2012 75歳以上高齢者Nordic Walk外来の経験 川内基裕 Walking ResearchNo16

2013
乳児型歩行に上肢タスクを与えた一例～ノルディッ
クウォークを用いて～

鈴木盛史
第18回日本ウォーキング学会
大会抄録集

2014
ノルディック・ウォークの上肢駆動ポール-actionと
ノルディック・ウォークの関係性について

佐藤和久
第2回日本ノルディック・ウォー
ク学会学術大会抄録集

2014
ノルディック・ウォークdifensive style(Japanese
style)の基本

芝田竜文
第19回日本ウォーキング学会
大会抄録集

2014
ジャパニーズスタイルのノルディックウォーキング
における下肢機能特性

青木利彦 住友病院医学雑誌

2014 循環器疾患とノルディック･ウォーク 川内基裕
第3回日本ノルディック・ウォー
ク学会学術大会抄録集

2015 高齢者のノルディック・ウォーク 佐藤和久 バイオメカニクス研究vol19no1

2015
ウォーキングの膝と足の機構について-ノルディッ
ク・ウォークとの比較

佐藤和久
第19回日本ウォーキング学会
大会抄録集

2015
ジャパニーズスタイルの回旋が生み出す力－膝と
足の連動

佐藤和久
第4回日本ノルディック・ウォー
ク学会学術大会抄録集

2015
ノルディック・ウォークジャパニーズスタイルのピット
フォール～立位訓練用ノルディックポールの開発と
効果～

鈴木盛史
第4回日本ノルディック・ウォー
ク学会学術大会抄録集

2015
ノルディック・ウォークのストレッサー抑制～即時効
果と指導効果の一考～

櫻井一平
第4回日本ノルディック・ウォー
ク学会学術大会抄録集

2015
歩行発達中の側方バランス代償効果について
～乳幼児歩行発達期の自由歩行とノルディック・
ウォークの比較～

鈴木盛史
第19回日本ウォーキング学会
大会抄録集

2016
ノルディック・ウォークによるトゥクリアランスの改善
-ウォーキングの足と膝の機構について-

佐藤和久 Walking ResearchNo19

基本姿勢 2010
肩甲帯・体幹の柔軟性の向上への効果―ノルディ
ックウォーキング用ポールの応用―

西谷佐智子
中国ブロック理学療法士学会
抄録誌24

2011
介護保険事業所利用者へのポールウォーキング
の応用-介入による姿勢および歩容の変化-

後藤寛司 理学療法学38巻

2013
かっこよく背筋を伸ばして歩きたい！-ノルディック・
ウォークと自立体力全国検定の導入

西依昌子
全国介護老人保健施設大会
抄録集２３rd

2013
ポールウォーキングによる歩行姿勢の維持能力へ
の影響に関する研究‐画像解析を用いた歩行中の
体幹の左右への移動量の分析‐

加藤麻樹
日本人間工学学会関東支部
大会講演集４３rd

2013 ノルディックウォーキングが姿勢改善に及ぼす影響 深野美和
第2回日本ノルディック・ウォー
ク学会学術大会

2013 ノルディックウォークを活用した姿勢改善の一考察 柳本有二
第2回日本ノルディック・ウォー
ク学会学術大会

2014
当院におけるノルディック・ウォークが脳血管疾患
患者の姿勢変化に及ぼす影響について

藤本瑛司 日本理学療法学術大会49th

2014 Nordic Pole の至適長さの決定方法（第一報） 丸谷龍思
第19回日本ウォーキング学会
大会抄録集

2014 ノルディックウォーキングが姿勢改善に及ぼす影響 大西弘展
回復期リハビリテーション病棟
協会研究大会プログラム・抄
録集23

2015
加速度・角速度センサーを用いたノルディック
ウォークによる歩容改善の評価

加藤徳明 バイオメカニクス研究vol19no1

2015
ポールへの荷重量を変化させたノルディックウォー
キングが体幹の筋活動に与える影響

地神裕史 日本理学療法学術大会50th



運動学 2003
運動療法におけるポールウォーキングの有用性の
検討

中西美木子
バイオメカニズム学術講演会
予稿集24ｔｈ

2003
ノルディックウォーキング時の下肢への荷重負荷に
ついて

福島重宣
東日本整形災害外科学会雑
誌15

2004 ストックウォーキング 中川喜直 大学体育 30
2004 ノルディックウォーキング時の荷重負担について 田中賢 日本整形外科学会雑誌78

2005
ストックウォーキングによる歩行訓練の効率化に関
する研究

冨田広太郎 講演論文集 2005

2005 ノルディックウォーキングの下肢荷重の免荷効果 中野和彦 北海道整形災害外科学会雑
2008 ポールウォーキングの運動機能学的解析 KAJI D. Anthropol Sci116

2008 ノルディックウォーキングの動作解析に関する研究 小泉孝之
日本機械学会関西支部定時
総会講演会講演論文集83

2008
ノルディックウォーキングにおける関節負荷特性の
評価

小泉孝之
日本機械学会スポーツ工学シ
ンポジウム・シンポジウム
ヒューマン・ダイナミクス講演

2009 ノルディックウォークにおける床反力の特徴 佐藤哲壮 体力科学58巻

2009
筋骨格モデルによるポールウォーキングの生体力
学解析

二宮彰久
日本機会学会福祉工学シンポ
ジウム講演論文集2009

2009
中高齢者を対象としたポールウォーキングの効果
について-6週間の介入効果-

太田進 臨床スポーツ医学

2010
ノルディックポールウォーキング中の身体活動につ
いて

佐藤健
人間生活環境系シンポジウム
報告集34ｔｈ

2010
高齢者に対するポールウォーキングの効果につい
ての検討

後藤寛司
臨床歩行分析研究会定例会
抄録集

2010
ストックを用いた歩行が膝関節に与える影響につ
いて-通常歩行とノルディックウォーキングとポール
ウォーキングの比較-

中西愛
東海北陸理学療法学術大会
誌26th

2010
ノルディックウォークと通常ウォーキングの生理学
的・力学的特性の比較

前川剛輝 ウォーキング科学(4)

2010 ストックウォーキングは高齢者の歩行能力を高める 浦辺幸夫 理学療法の臨床と研究 (19)

2010
要介護高齢者におけるノルディックウォーキングが
歩行能力に及ぼす影響―シングルケースデザイン
を用いた検討―

佐藤貴徳 愛知県理学療法学会誌

2010
ノルディックウォーキングにおける合成重心点変位
の特徴

佐藤啓壮 体力科学59

2010
要介護高齢者におけるノルディックウォーキングの
バランス能力に及ぼす影響―シングルケースデザ
インを用いた検討―

佐藤貴徳 理学療法学37

2011
ポールウォーキング使用前後の足圧分布変化につ
いて

若槻圭
中国ブロック理学療法士学会
抄録誌25ｔｈ

2011
ストックを用いた歩行の膝関節運動解析-通常歩
行とノルディックウォーキング・ポールウォーキング

太田進 ＪＯＳＫＡＳ３６巻

2011
ノルディックウォーキングにおける関節の負荷動力
学

小泉孝之
日本機械学会シンポジウム:ス
ポーツ・アンド・ヒューマンダイ
ナミクス講演論文集

2011
高齢者に対する複合運動としてのノルディックウォ
ーキングの有効性に関する研究

竹島伸生 体力科学60

2011
ノルディックウォーキングにおける歩行効率の検討
(第2報)

水田陽子 大分県理学療法学4

2011
高齢者におけるノルディックウォーキングの運動効
果に関する研究

竹島伸生 デサントスポーツ科学32

2012
ポールウォーキングにおける物理的・生理的・自覚
的運動強度間の関係

田中ひかる
日本体育学会大会予稿集
63rd

2012
ノルディックウォーキングが骨盤動揺と骨盤周囲筋
活動に与える影響

本間大介 日本理学療法学術大会2012

2012
高齢者ノルディックウォーキング愛好家における歩
行時の運動学的特徴

佐藤啓壮
第１回日本ノルディック・
ウォーク学会学術大会抄録集

2012 ノルディックウォーク時の足底圧変化 須貝奈美子
第１回日本ノルディック・
ウォーク学会学術大会抄録集

2012
ノルディックウォークの歩行方法による足底圧分布
と重心軌跡の変化

阿久澤弘
第１回日本ノルディック・
ウォーク学会学術大会抄録集

2012 ノルディック・ウォークの医療への応用・展望 松谷之義
第１回日本ノルディック・
ウォーク学会学術大会抄録集

2012 ノルディック・ウォークは生物進化から 柳本有二
第１回日本ノルディック・
ウォーク学会学術大会抄録集

2012
ノルディックウォーキングにおける種々 速度に対す
る生理的および力学的負荷の関係

田中ひかる 体育学研究

2012
ノルディックウォーキング実施直後による通常歩行
の歩幅に与える影響について

諏訪直人 ウォーキング研究16

2012
傾斜角度の変化に伴うノルディックウォーキングの
負荷特性評価

小泉孝之
日本機械学会シンポジウム:ス
ポーツ・アンド・ヒューマンダイ
ナミクス講演論文集

2012
歩幅と歩行率を変化させた通常歩行とノルディック
ウォーキング時の体幹動揺の比較―3軸ジャイロ
センサーを用いた検討―

地神裕史 ウォーキング研究16

2012 ノルディックウォーキングの歩行速度の検討 成田和穂 日本臨床スポーツ医学会誌20



2013
高齢者が行うポールウォーキングの至適運動強度
について‐気分尺度からの考察‐

山内賢
日本公衆衛生学会総会抄録
集72nd

2013
介護予防に役立つポールウォーキングの運動処方
について‐気分尺度と体力に合わせた至適運動強
度を探る‐

山内賢
日本看護科学学会学術集会
講演集33rd

2013 科学　ノルディックウォークのお話し 矢野英雄 青淵(777)

2013
センターアーチ形成による足部機能の改善および
ノルディックウォーキングとの相乗効果

奥田貴史
第２回日本ノルディック・
ウォーク学会学術大会抄録集

2013
ノルディックウォーキングは下半身の関節間力を低
減させエネルギー消費量を増大させるか

竹田正樹
大阪ガスグループ福祉財団調
査・研究報告集26

2014
ノルディックウォークが健常成人の歩行に与える影
響について

福田拓也
日本慢性期医療学会大会抄
録集22th

2014
ノルディック・ウォーキングの形態の違いが足圧に
及ぼす影響

富田寿人
第19回日本ウォーキング学会
大会抄録集

2014 ノルディック･ウォークの駆動と制動 矢野英雄
第３回日本ノルディック・
ウォーク学会学術大会抄録集

2014
Nordic walking 駆動と制動の技術指導　Defensive
Style を中心に

丸谷龍思
第３回日本ノルディック・
ウォーク学会学術大会抄録集

2014 ノルディック・ウォークの駆動と制御の技術指導 竹田正樹
第３回日本ノルディック・
ウォーク学会学術大会抄録集

2014
ノルディックウォーキングの運動力学的解析①～
床反力とポールへの荷重量による検討～

小野晃路
第3回日本ノルディック・ウォー
ク学会学術大会抄録集

2014
ノルディックウォーキングの運動力学的解析②～
筋活動と体幹加速度を用いて～

吉村洋輔
第3回日本ノルディック・ウォー
ク学会学術大会抄録集

2014 高齢者が行うポールウォーキングの運動処方を探 山内賢 体力科学63巻

2014
ノルディックウォーキングとポールウォーキング実
施による気分と反応能力向上の事例及び運動処

山内賢
日本看護科学学会学術集会
講演集34th

2014
ノルディックウォーキング実施による重心動揺への
影響~当院回復期リハビリテーション病棟でのノル
ディックウォーキングの取り組み~

作谷誠一
回復期リハビリテーション病棟
協会研究大会プログラム・抄
録集

2015
ポールウォーキングの運動処方を探る‐反応時間
と歩行速度の関係から導いた至適運動強度の提

山内賢 Walking ResearchNo18

2015
ノルディックウォーク（NW）に対する更なる発展のた
めの工夫～他の医療手段とのコラボレーション～

太田貴之
第4回日本ノルディック・ウォー
ク学会学術大会抄録集

2015 スマートポールと歩行運動 矢野英雄
第4回日本ノルディック・ウォー
ク学会学術大会抄録集

2015 ノルディックウォークでロコモ予防 和田卓郎
第4回日本ノルディック・ウォー
ク学会学術大会抄録集

筋出力・トレーニング 2006
ノルディックウォーキングが広背筋および大胸筋の
筋酸素動態に及ぼす影響

村田芳久 体力科学55

2007
ストックウォーキングの筋電図解析--ストック使用
が歩行時の筋活動に及ぼす影響

水谷名 Walking ResearchNo1１

2008
8週間のノルディックウォーキング実施が中高年者
の身体機能に及ぼす影響

河村孝幸 体力科学57

2009
3ケ月間のノルディックウォーキング実施が生活習
慣病罹患者の身体組成,運動能力,血液性状に及

島崎あかね 体力・栄養・免疫学雑誌19

2009
高齢者を対象としたノルディックウォーキングの効
果

小林三純
東海北陸理学療法学術大会
誌25

2009 ノルディックウォーキングの関節負荷特性評価 小泉孝之
日本機械学会スポーツ工学シ
ンポジウム・シンポジウム
ヒューマン・ダイナミクス講演

2009 目的に応じたノルディックウォーキング手法の確立 松谷之義 ウォーキング研究　13

2009
ノルディックウォーキング時のエネルギー消費量―
初心者における消費量の検討―

冨岡徹 名城大学総合研究所紀要14

2010
高齢者に対するノルディックウォーキングの運動効
果に関する研究

仙石直子 日本体育学会大会予稿集

2011
ポールウォーキングにおける下肢の筋への負担に
ついて

松本和博 体力科学60ｔｈ

2011
ノルディックウォーキングがもたらす効果について
―広背筋の筋活動における検討―

岡田英治 理学療法学38

2012
グループエクササイズにおけるノルディックポール
の活用‐準備体操のスクワット導入‐

鈴木盛史
第１回日本ノルディック・
ウォーク学会学術大会抄録集

2012
エネルギー消費量からみたウォーキングとノル
ディックウォークの違いと現場への応用

加藤敏明
第１回日本ノルディック・
ウォーク学会学術大会抄録集

2012
ノルディックウォーキング実施直後による肩関節伸
展可動域に与える影響について

諏訪直人
第１回日本ノルディック・
ウォーク学会学術大会抄録集

2012
緩斜面登行における通常歩行とノルディックウォー
キングとの生理学変数の差異

辻川比呂斗 順天堂保健看護研究

2012
機能的体力を指標とした高齢者に対するノルディッ
クウォーキングの介入効果について

仙石直子 体育学研究57

2012
ノルディックウォーキング実施時のポールへの荷重
量の違いが筋活動に与える影響

地神裕史 ウォーキング研究16

2012
ノルディックウォーキング中の酸素摂取量と筋活動
について

渡邉陵由
人間-生活環境系シンポジウ
ム報告集36

2012
高齢者におけるノルディックウォーキングの運動効
果に関する事例研究―公開講座受講者を対象とし

田中一徳
國學院大學北海道短期大学
部紀要29



2012
屋外ノルディックウォーキング中の血中乳酸濃度
動態の変化

辻川比呂斗 体力科学61

2012
ノルディックウォーキングにおける歩行様式の違い
による筋活動の検討

本間大介 新潟医療福祉学会誌12

2013
ノルディックウォーク時の生体応答について‐酸素
摂取量と筋活動‐

佐藤健 人間工学49

2013
松谷モデルノルディックダイエットポールの開発（第
１報）

松井孝文
第２回日本ノルディック・
ウォーク学会学術大会抄録集

2013
アグレッシブウォーク中の上肢筋活動‐ポール接地
期とポールスイング期との比較‐

山崎肇
第２回日本ノルディック・
ウォーク学会学術大会抄録集

2013
ウォーキング様式の違いが上肢筋活動に与える影
響について‐アグレッシブウォークとディフエンシブ
ウォークとの比較‐

徳富みずき
第２回日本ノルディック・
ウォーク学会学術大会抄録集

2013
深部感覚（知覚）による閉眼片足立ちに及ぼす影
響について

諏訪直人
第２回日本ノルディック・
ウォーク学会学術大会抄録集

2013
肥満高齢者に対するノルディックウォーキング・プ
ログラムの有効性に関する研究

藤田和樹 J Epidemiol23

2013
パワーリハビリテーションでの動作性を更に引き出
すための取り組みについて~歩行動獲得のため,ノ
ルディックウォーキングを用いての検証~

津留史絵 パワーリハビリテーション12

2013
筋力がノルディックウォーキング中の運動強度―
血中乳酸濃度関係に及ぼす影響

富田エミ 体力科学62

2013
ノルディックウォーキングはエネルギー消費量を高
めるか?

竹田正樹
大阪ガスグループ福祉財団調
査・研究報告集26

2014 松谷モデルノルディックポールの効果 松谷之義
第３回日本ノルディック・
ウォーク学会学術大会抄録集

2014 ノルディック・ウォークAggressive Style指導 田村秀人
第３回日本ノルディック・
ウォーク学会学術大会抄録集

2014
ウォーキング様式の違いが上肢筋活動に与える影
響-第2報-

小松原靖子
第３回日本ノルディック・
ウォーク学会学術大会抄録集

2014 伸縮ポール（松谷モデル）の活用 神保優子
第３回日本ノルディック・
ウォーク学会学術大会抄録集

2014
相対強度を同一にしたノルディックウォーキングお
よびウォーキングにおける主観的運動強度の比較

時野谷勝幸 体力科学24

2014
ノルディックウォーキングが変形性股関節症患者
の歩容に与える影響  骨盤の動きと股関節周囲筋
活動に着目して

本間大介 日本理学療法学術大会49

2015 松谷モデルダイエットポール 松谷之義
第4回日本ノルディック・ウォー
ク学会学術大会抄録集

2015
過体重中年女性に対するインターバル・ノルディッ
ク・ウォーキングの効果

木村靖夫
第4回日本ノルディック・ウォー
ク学会学術大会抄録集

2015
ノルディックウォーキング時の異なる歩行スタイル
におけるエネルギー消費量の比較

長谷川太一 日本体育学会大会予稿集

2015
高強度運動後のアクティブリカバリーに及ぼすノル
ディックウォーキングの影響

辻川比呂斗 体力科学64

2015
ノルディックウォーキング時の異なる歩行様式での
筋活動量の比較

長谷川太一 体力科学64

2015
傾斜角度の変化に伴うノルディックウォーキングの
運動強度―運動習慣のある女子大学生を対象とし

池島明子 大阪体育大学紀要46

脳科学 2010
高齢者の歩行形態変化が認知機能および生活習
慣におよぼす影響‐3か月間にわたるノルディック
ウォーキング前後の比較から

柳本有二 Walking ResearchNo14

2012 認知症と運動 森本益雄
第１回日本ノルディック・
ウォーク学会学術大会抄録集

2015
ノルディック・ウォークの科学　ノルディック・ウォー
クを実践する根拠とその活動について

柳本有二 バイオメカニクス研究vol19no1

2016
ウェアラブル脳波測定によるウォーキング及びノル
ディック・ウォーク時の脳活性度について

柳本有二 Walking ResearchNo19

呼吸 2010
ストックウォーキングが高齢者の呼吸筋力改善に
及ぼす影響

分木ひとみ Walking ResearchNo14

2011
健常成人男性におけるポールウォーキングが呼吸
循環応答に及ぼす影響について

澤入豊和
東海北陸理学療法学術大会
誌25ｔｈ

2012
呼吸リハビリテーションへのNordic Walking導入効
果

中嶋仁
第１回日本ノルディック・
ウォーク学会学術大会抄録集

2013
COPD患者に対するノルディックウォーキングを加
えた呼吸リハビリプログラムの効果

中川泰慈
第２回日本ノルディック・
ウォーク学会学術大会抄録集

2013
ノルディックウォーキングが呼吸補助筋に及ぼす影
響

中嶋仁
第２回日本ノルディック・
ウォーク学会学術大会抄録集

2013
ノルディックウォーキングの習得初期段階における
呼吸循環応答について

祝原豊 体力科学62



2013
ポールへの荷重量を統一したノルディックウォーキ
ングが運動強度,筋活動,呼吸機能に与える影響

本間大介 ウォーキング研究16

2014
呼吸リハビリテーションプログラムとしてのノル
ディック・ウォークについて-呼吸補助筋の筋活動

中嶋仁
第3回日本ノルディック・ウォー
ク学会学術大会抄録集

2014 呼吸器疾患とノルディック・ウォーク 辻文生
第3回日本ノルディック・ウォー
ク学会学術大会抄録集

2015
ノルディックウォークの科学　呼吸循環応答および
ＥＭＧ解析結果からみるノルディックウォーキング

杉山康司 バイオメカニクス研究vol19no1

2015
ノルディックウォークを取り入れた呼吸リハビリと通
常の呼吸リハビリの違いについて

中嶋仁 日本理学療法学術大会50th

2015 COPD 患者におけるノルディックウォークの効果 中嶋仁
第4回日本ノルディック・ウォー
ク学会学術大会抄録集

2015
ノルディックウォークの科学  呼吸循環応答および
EMG解析結果からみるノルディックウォーキング

杉山康司 バイオメカニクス研究19

2015
ノルディックウォーキング技能習得の初期段階にお
ける呼吸循環応答の特性

祝原豊 ウォーキング研究18

循環器 2004
平地及び下り坂のポールウォーキングにおける
Vo2,HR及びRPE

Iwahara Y Adv Exerc Sports Physiol 10

2010
Japanese StyleNordic Walkの回復期、維持期心臓
リハビリテーションにおける有用性

川内基裕 Walking ResearchNo14

2010
高齢者におけるストックウォーキングが血液循環動
態に及ぼす影響

南和広 Walking ResearchNo14

2010
心拍数からみたウォーキングとノルディックウォー
キングの負荷強度の比較について

大石哲夫 経営と情報

2011
心拍数にみる歩行時運動強度について  その2  歩
行とノルディックウォーキングの比較

大石哲夫 経営と情報

2012
循環器外来患者におけるノルディックウォークの有
効性

佐藤慎二
国立病院総合医学会講演抄
録集66th

2012 75歳以上高齢者Nordic Walk外来の経験 川内基裕 Walking ResearchNo16

2012
循環器　ノルディックウォークの医療への応用を進
めるために

川内基裕
第１回日本ノルディック・
ウォーク学会学術大会抄録集

2013
心臓病患者に対するノルディック・ウォークを経験し
て‐岡山心臓リハビリテーション研究会への後援事
業について‐

大塚真
第２回日本ノルディック・
ウォーク学会学術大会抄録集

2013
ノルディックウォーキングにおけるポールの重さが
酸素摂取量,心拍数および主観的運動強度に与え

青木謙介 ウォーキング研究

2013
肥満高齢者を対象としたノルディックウォーキング
の心血管病危険因子に対する有効性

藤田和樹
日本公衆衛生学会総会抄録
集72

2014
ウォーキングエクササイズにおける脈拍測定条件
の重要性

饗庭智暁
第3回日本ノルディック・ウォー
ク学会学術大会抄録集

2014 循環器疾患とノルディック･ウォーク 川内基裕
第3回日本ノルディック・ウォー
ク学会学術大会抄録集

2015
ノルディックウォーク経験者の違いによる心負荷へ
の影響

岡住伸介
第4回日本ノルディック・ウォー
ク学会学術大会抄録集

2015
心臓リハビリのおける登山の運動強度の検討～ノ
ルディックポール使用の有無による比較～

住吉良太
第4回日本ノルディック・ウォー
ク学会学術大会抄録集

2015
野外心臓リハビリテーション　札幌モデルにおける
ノルディックウォーキングの位置づけ

堀田大介
第4回日本ノルディック・ウォー
ク学会学術大会抄録集

2015
寒冷地における心リハでのノルディックウォーキン
グの導入

村上光世
日本心臓リハビリテーション学
会学術集会プログラム抄録集

運動器 2010
階段昇降時におけるノルディックウォーキングの下
肢関節負荷特性評価

小泉孝之 Dyn Des Conf

2010
変形性膝関節症に対するノルディックウォーキング
の効果

井上千春 北海道整形災害外科学会18

2010
ストックを用いた歩行が膝関節に与える影響につ
いて―通常歩行とノルディックウォーキングとポー
ルウォーキングの比較―

中西愛
東海北陸理学療法学術大会
誌26

2011
ノルディック・ウォークと普通歩行の3次元動作解析
における動作比較-高齢者症例における症例報告
及びノルディック・ウォーク指導員との動作比較-

櫻井一平 Walking Research.No15

2011
変形性膝関節症患者におけるポールウォーキング
の歩行時疼痛軽減と効果に影響する要因について

大森祐介
東海北陸理学療法学術大会
誌27th

2011
2本のポールを使用したノルディックウォーキング
が変形性股関節症患者の体幹動揺に与える影響

地神裕史 日本理学療法学術大会2011

2011
ストックを用いた歩行の膝関節運動解析―通常歩
行・ノルディックウォーキング・ポールウォーキング
の比較―

太田進 JOSKAS

2011
変形性膝関節症に対するノルディックウォーキング
の効果

井上千春
北海道整形災害外科学会雑
誌52

2012
ノルディックウォークジャパニーズスタイルの始動
時の動作分析

鈴木盛史 Walking Research.No14



2012
股関節機能を再建し変形性関節症が改善するノル
ディック・ウォーク

矢野英雄
第1回日本ノルディック・ウォー
ク学会学術大会抄録集

2012
5か月間のノルディックウォーキングで橈骨が強くな
るか

加藤尊 体力科学61

2012
整形外科疾患に対する運動療法  変形性膝関節
症に対する運動療法としてのノルディックウォーキ

井上千春
北海道整形災害外科学会雑
誌53

2012
運動器不安定症に対するノルディックウォーキング
の試み

東端恵美
日本臨床整形外科学会学術
集会プログラム・抄録集25

2012
変形性股関節症患者に対するノルディックウォー
キングの介入効果―無作為化比較試験―

地神裕史
日本股関節学会学術集会プ
ログラム・抄録集39

2012
2本のポールを使用したノルディックウォーキング
が変形性股関節症患者の体幹動揺に与える影響

地神裕史 理学療法学39

2013
運動器不安定とするケースの側方移動コントロー
ルについて-自由歩行とノルディック・ウォークの比

佐藤和久
生活生命支援医療福祉工学
系学会連合大会講演論文集

2013
地域在住高齢者におけるＮｏｒｄｉｃ Backward
Walkingの運動学習に関する研究

森重健太 日本理学療法学術大会48th

2013 骨関節疾患に対するノルディックウォークの有効性 川内信也
第2回日本ノルディック・ウォー
ク学会学術大会抄録集

2013
変形性膝関節症患者におけるノルディック・ウォー
キング時の下肢筋活動について

田中翔平
第2回日本ノルディック・ウォー
ク学会学術大会抄録集

2013
高齢者におけるロコモ対策としてのノルディック
ウォーキングについて

安崎仁
第2回日本ノルディック・ウォー
ク学会学術大会抄録集

2013
ノルディックウォーキングが骨盤動揺と骨盤周囲筋
活動に与える影響

本間大介 日本理学療法学術大会

2013
ノルディックウォーキングが股関節症患者の骨盤
の動き,股関節周囲筋活動に及ぼす影響

本間大介 新潟医療福祉学会誌13

2013
運動器疾患に対するノルディックウォーキングの可
能性―より安全で効果的な実施方法を求めて―

地神裕史
生活生命支援医療福祉工学
系学会連合大会講演論文集

2013
THA後患者の体幹側方動揺に対するノルディック
ウォーキングの与える影響

青木利彦
日本股関節学会学術集会プ
ログラム・抄録集40

2013
関節リウマチの人工関節手術後のノルディックウォ
ーキングによる歩行訓練の試み

小野靜一 Jpn J Rehabil Med50

2013
変形性膝関節症に対する運動療法としてのノルデ
ィックウォーキングの効果

井上千春
日本臨床スポーツ医学会誌
21

2014
ノルディック歩行が意欲と動作向上をもたらした一
例-訪問リハビリテーション時導入に関しての一考-

櫻井一平
第３回日本ノルディック・
ウォーク学会学術大会抄録集

2014
腰痛症に対するノルディックウオーク(Nw)の 有用
性とその位置付け

太田貴之
第3回日本ノルディック・ウォー
ク学会学術大会抄録集

2014
膝OAステージごとのノルディックウォーキング時の
下肢筋活動の比較

細川来実
第3回日本ノルディック・ウォー
ク学会学術大会抄録集

2014
膝関節疾患者に対するノルディックウォーキングポ
ール使用の有用性

安藤正志 理学療法科学

2014
The Effect of Power Nordic Walking on Spine Defo
rmation and Visual Analog Pain Scale in Elderly W
omen with Low Back Pain

PARK Hoo-sungJ Phys Ther Sci26

2015
ノルディック・ウォークが脊椎圧迫骨折患者の歩行
距離に与える影響について～ノルディック・ウォー
クとT 字杖歩行を比較して～

椎橋英太
第4回日本ノルディック・ウォー
ク学会学術大会抄録集

2015
5 分間のノルディック・ウォークが、脊柱矢状面アラ
イメントに与える影響

横部旬哉
第4回日本ノルディック・ウォー
ク学会学術大会抄録集

2015
多発性肋骨骨折後、ノルディック・ウォーク（NW）開
始翌日に気胸と胸水の貯留を認めた症例

緒方尚吾
第4回日本ノルディック・ウォー
ク学会学術大会抄録集

2015
腰部脊柱管狭窄症術後患者に対し両側ノルディッ
クポールを用いた理学療法の経験

平野恵健
第4回日本ノルディック・ウォー
ク学会学術大会抄録集

2015
ノルディックウォーキングが下肢関節疾患患者の
歩容に与える急性効果について

加藤徳明 体力科学64

2015
ノルディックウォーキングによる転倒予防―下肢筋
力に着目して―

谷津祥一 日本転倒予防学会誌2

内科 生理 2002
ストックウォーキングの生理学的研究 : 傾斜変化
による酸素摂取量と節電学的検討

中川喜直 臨床スポーツ医学１９

2003
中高齢者のストックウォーキングが糖・脂質代謝お
よび健康関連体力に与える影響

中川喜直 Walking Research.No７

2003 ノルディックウォーキングの運動生理学的分析 三輪浩二 日本ME学会大会論文集42

2007
6ヶ月間のストックウォーキングおよびノーマル
ウォーキングが血液性状・形態・機能に及ぼす影

寄本明 Walking Research.No1１

2008
下りノルディックウォーキングが酸素摂取量,心拍数
および主観的運動強度に与える影響

杉山康司 日本生理人類学会誌

2008
生活習慣病,メタボリックシンドロームを有する高齢
患者の運動療法‐ノルディックウォーキングを加え
た運動プログラムの有用性に関する考察‐

佐々木巌 臨床スポーツ医学

2008
糖尿病運動療法としてのノルディックウォーキング
の試み

筒井信夫 糖尿病51

2009
T字杖を使用したストックウォーキングの生理学的
応答に関する検討

谷口勝茂 日本理学療法学術大会 2008

2009
中高年者のノルディックウォーキング実施が体力
面に及ぼす影響と実施時の留意点

河村孝幸 臨床運動療法研究会誌



2010
日常の運動方法と運動器具  第4回  ノルディック
ウォーキング

加藤光敏 肥満と糖尿病9

2011
ノルディックウォーキングが糖尿病合併症の歩行
指導に効果をもたらした一症例

滝沢さゆみ 善仁会研究年報

2012
野外ノルディックポールウォーク中の血中乳酸蓄
積変化

TsujikawaHirotoJ Physiol Sci

2012
維持透析患者へのノルディック・ウォーク導入の試
み

松井健一
第1回日本ノルディック・ウォー
ク学会学術大会抄録集

2012
肥満高齢者に対するノルディックウォーキングプロ
グラムの有効性に関する研究

藤田和樹
第1回日本ノルディック・ウォー
ク学会学術大会抄録集

2012
中高年者の生活習慣病およびメタボリックシンドロ
ーム予防におけるノルディックウォーキングの有用

寄本明 ウォーキング研究16

2012
従来型の糖尿病ウォーキング教室より運動習慣を
継続することができたノルディックウォーキングの

坂本みのぶ 糖尿病

2012
糖尿病運動療法としてのノルディックウォーキング
の取り組み

中村匡秀 糖尿病

2013 維持透析患者へのノルディック・ウォーク導入検討 左合哲 日本透析医学会誌46

2013
慢性期医療でのリハビリテーション　ノルディック・
ウォークの導入

松谷義之
日本慢性期医療協会誌
JMC21

2013
ストックウォーキングが高齢者の生理的機能に及
ぼす影響

寄本明
滋賀県立大学国際教育セン
ター研究紀要 -(16)

2015
低速トレッドミル歩行における通常歩行と両側ノル
ディックポール歩行の運動効果の比較

播本真美子
第4回日本ノルディック・ウォー
ク学会学術大会抄録集

2015
ノルディックウォークはリンパ浮腫軽減に効果があ
るのか

藤田優子
第4回日本ノルディック・ウォー
ク学会学術大会抄録集

2015
Ⅱ型糖尿病ケトーシス発症後の食事療法とノル
ディック・ウォークを活用した運動療法

野明亮
第4回日本ノルディック・ウォー
ク学会学術大会抄録集

2015
ノルディックウォーキングを取り入れたロコモ予防
運動の介入効果

佐藤成登志 新潟医療福祉学会誌

脳血管疾患等 2010
後縦靭帯骨化症(OPLL)の利用者に対する,ノルデ
ィックウォーキングの試み

神保優子
日本慢性期医療学会大会抄
録集

2010 ノルディックウォーキングの導入に向けて 鵜澤友香
日本慢性期医療学会大会抄
録集18

2011
片麻痺症例の歩容改善にノルディックが寄与した
一例

神保優子
日本慢性期医療学会大会抄
録集16th

2012
ノルディックウォークにより前方突出現象が改善し
た例

神保優子
日本慢性期医療学会学術大
会20th

2012
パーキンソン症候群に対するノルディックウォーキ
ングの導入

神保優子 Walking Research.No14

2012
ノルディックウォークにより前方突出現象が改善し
た例

神保優子
第１回日本ノルディック・
ウォーク学会学術大会抄録集

2012
凍結路面での大転倒を防ぐ試作歩行用ステッキ 
重症筋無力症患者のためのノルディックウォーキ
ングストックの形状についての考察

香田潤 リハ工学カンファレンス講演論
文集27

2012
パーキンソン病のリズム障害に対するノルディック
ウォーキングの効果

山内真帆 理学療法学39

2013
軽症パーキンソン病患者に対するノルディックウォ
ーキングを用いた早期介入の効果―シングルケー
スデザインによる検討―

松村剛志 浜松大学保健医療学部紀要4

2014
ノルディック･ウォークを用いた足部重錘負荷歩行
～リハビリテーション症例を元に～

渡邊香織
第３回日本ノルディック・
ウォーク学会学術大会抄録集

2014
パーキンソン病患者を対象としたノルディックウォ
ーキングの効果―歩行分析計MG‐M1110を用いた

阿部ななみ 国立病院総合医学会抄録集

2015
NWによりSBPの安定化および麻痺側上下肢の随
意性向上が図れた症例　～医療現場に応用できた
NPの使用例～

饗庭智暁
第４回日本ノルディック・
ウォーク学会学術大会抄録集

2015
下肢装具を使用した中等度脳卒中片麻痺患者に
対し、片側ノルディックポールとT-cane 歩行中の
上肢筋活動量の比較について

皆川智也
第４回日本ノルディック・
ウォーク学会学術大会抄録集

2015
小脳性運動失調症患者に対するノルディック
ウォーキングの試み

西尾大祐
第４回日本ノルディック・
ウォーク学会学術大会抄録集

2015
軽度の脳卒中片麻痺患者に対し、片側ノルディック
ポールとT-cane 歩行中の上肢筋活動量の比較に
ついて

大江康子
第４回日本ノルディック・
ウォーク学会学術大会抄録集

2015
外傷性脳出血後の片麻痺患者に対する片側ノル
ディックポールを用いた歩行練習の効果について

北原拓真
第４回日本ノルディック・
ウォーク学会学術大会抄録集

2015
頭部外傷性患者に対するノルディックポールを用
いた理学療法の経験

佐藤良太郎
第４回日本ノルディック・
ウォーク学会学術大会抄録集

2015
小脳性運動失調症患者に対するノルディックウォ
ーキングの試み

西尾大祐
リハビリテーション・ケア合同
研究大会



歩行補助具比較 2006
スリップ転倒の動作解析と転倒回避の一試案―ノ
ルディックウォーキング用ポールの転倒防止応用

幸田聡
日本生体医工学会大会プログ
ラム・論文集

2006
ノルディックウォーキング用ポールのスリップ転倒
防止応用の可能性―上下肢反応時間の観点から

幸田聡
気・情報関係学会北海道支部
連合大会講演論文集

2010 自由歩行とNordic walk・Silver carの運動学的分析 佐藤和久
日本慢性期医療学会学術大
会18th

2010
トレッドミルにおけるシルバーカー歩行とノルディック・
ウォーク-動作抑制型シルバーカーと動作拡大型ノル
ディック・ウォーク-

鈴木盛史 Walking ResearchNo14

2013 ノルディック・ウォークは免荷になるのか？ 神保優子
日本慢性期医療学会学術大
会21th

2013 ノルディックポールの特性-T-cane比較の考察- 鈴木盛史
第2回日本ノルディック・ウォー
ク学会学術大会

2013
KATANAポールを使用した、高齢層の新たな歩行
展開

杉村卓也
第2回日本ノルディック・ウォー
ク学会学術大会

2014
片側Nordic pole使用の歩行に対する効果の検討
～T-cane使用との比較～

廣田雄也
第3回日本ノルディック・ウォー
ク学会学術大会抄録集

2014 ノルディックポール片手使用時の効果について 齋藤雄一
第3回日本ノルディック・ウォー
ク学会学術大会抄録集

2015
一本のノルディックポールを用いた健常者の歩行
運動効果の検討

角谷亜紀
第4回日本ノルディック・ウォー
ク学会学術大会抄録集

2015
ノルディック・ウォークが回復期リハビリテーション
病院退院後の運動習慣にもたらす影響～ノル
ディック・ウォーク郡とT 字杖歩行郡の比較～

廣瀬直喜
第4回日本ノルディック・ウォー
ク学会学術大会抄録集

2015
アンチショック付きポールがノルディックウォーキン
グ時の運動強度に与える影響

石田真大 体力科学64

小児 2012
子供達の姿勢および歩行能力を育む運動につい
て‐ノルディックウォークを活用した運動習慣の育
成‐

柳本有二
第１回日本ノルディック・
ウォーク学会学術大会抄録集

2012 子どもノルディック・ウォークと歩育 松田隆
第１回日本ノルディック・
ウォーク学会学術大会抄録集

2013
子どもの足と靴を考える-歩育と子どもノルディッ
ク・ウォークのすすめ

松田隆 靴の科学２６th

2013
乳児型歩行に上肢タスクを与えた一例～ノルディッ
クウォークを用いて～

鈴木盛史
第18回日本ウォーキング学会
大会抄録集

2014
ノルディック・ウォーク歩育の可能性-歩行発達にあ
わせた自由歩行との比較-

鈴木盛史
第3回日本ノルディック・ウォー
ク学会学術大会抄録集

2014 生きる力を育む歩育と子どもノルディック・ウォーク 松田隆
第3回日本ノルディック・ウォー
ク学会学術大会抄録集

2015
幼児時代の歩行形態（能力）を育むノルディック・
ウォーク-Ｋｉｎｅｃｔを活用した例-

柳本有二 Walking ResearchNo18

2015
歩行発達中の側方バランス代償効果について
～乳幼児歩行発達期の自由歩行とノルディック・
ウォークの比較～

鈴木盛史
第19回日本ウォーキング学会
大会抄録集

水中ノルディックウォーク 2008
水中ポールウォーキング手法の開発と有効性の検
討(2)-筋電図的評価から‐

新居大介
日本生体医工学会大会プログ
ラム論文集47ｔｈ

2009
水中ポールウォーキング手法の開発と有効性の検
討

新居大介
日本生体医工学会大会プログ
ラム論文集48ｔｈ

2013
脳卒中片麻痺患者の痙縮に対する水中ノルディッ
クウォークの効果

星野元訓
生活生命支援医療福祉工学
系学会連合大会講演論文集

2014 重力から解放された無敵のエクササイズ 矢野英雄
第１回水中ポール・ウォーキン
グ研究会抄録集

2014
ノルディック・ウォークと水中ポール・ウォーキング
の違い

木崎健太
第１回水中ポール・ウォーキン
グ研究会抄録集

2014 加速度からみた水中ポール・ウォーキングの特徴 福崎千穂
第１回水中ポール・ウォーキン
グ研究会抄録集

2014 水中ポール・ウォーキング中の筋活動 星野元訓
第１回水中ポール・ウォーキン
グ研究会抄録集

2014 水中ポール・ウォーキング中の足底圧分布 中嶋香奈子
第１回水中ポール・ウォーキン
グ研究会抄録集

2014 水中ウォーキング用メガネについて 芳賀貴男
第１回水中ポール・ウォーキン
グ研究会抄録集

2014
ニューロリハからみた水中ポール・ウォーキングの
可能性

中澤公孝
第１回水中ポール・ウォーキン
グ研究会抄録集

2015
水中ポールウォーキング-ニューロリハビリテーショ
ンへの応用可能性-

星野元訓 バイオメカニクス研究vol19no1

2015 ポールを使用した水中歩行時の筋電図学的特性 馬庭壮吉
第１回日本ノルディック・
ウォーク学会学術大会抄録集



メンタルヘルス 2015
ノルディック・ウォークのストレッサー抑制～即時効
果と指導効果の一考～

櫻井一平
第4回日本ノルディック・ウォー
ク学会学術大会抄録集

2015 ノルディックウォーク導入時の促進因子の考察 吉田春奈
第4回日本ノルディック・ウォー
ク学会学術大会抄録集

健康・事例 1999
21世紀初頭の健康戦略・運動処方に「ストック・
ウォーキング」運動方法の普及

村雲二郎 ウォ-キング科学 (3)

2004
大学公開講座プログラム開発から産学官連携への
展望 : 「市民ストックウォーキング講座」の事例

中川喜直 大学体育 30

2007
産官学連携によるストックウォーキングを用いた生
活習慣病および介護予防の試み

寄本明 Walking ResearchNo1１

2007
ドイツにおけるノルディックウォーキングの普及とそ
の背景

冨岡徹 Walking ResearchNo1１

2007
ノルディックウォーキングの転倒防止応用に関する
実験的検討

幸田聡
日本生体医工学会大会プログ
ラム・論文集46

2008
中高年のための健康づくり運動としてのノルディッ
クウォークの有用性の検討

山根基 体力科学57巻

2008 環境大国北欧に生まれたノルディックウォーク 江川淳 Walking ResearchNo12

2009
北海道が行うノルディックウォーキング普及啓発事
業―健康運動としての効果検証について―

西村一彦 北海道公衆衛生学雑誌

2009
デイケアにおけるノルディックウォーキングの展開
法

神保優子
日本慢性期医療学会大会抄
録集17

2010
ノルディックウォークを利用したリハビリテーション
の一例

大山博文 Walking ResearchNo14

2010 鳥取県におけるノルディックウォーク推進の取り組 松田隆 Walking ResearchNo14

2010
高齢者におけるストックを用いたウォーキングおよ
び体操によるヘルスプロモーション

寄本明 Walking ResearchNo14

2010
ハンセン病後遺症,全盲の入所者に対するノルディ
ックウォーキングの使用経験

櫻井卓郎
視覚障害リハビリテーション研
究発表大会抄録集19

2010
ウォーキングとノルディックウォーキングの違いに
ついて―経験者と未経験者の比較―

藤田翔平
東海北陸理学療法学術大会
誌

2011
官学によるウォーキングイベントについて-主にノ
ルディックウォークを取り入れて-

柳本有二
日本公衆衛生学会総会抄録
集70th

2011 デイサービスにおけるノルディックウォーク導入 齋藤清
日本慢性期医療学会学術大
会19th

2011
大学、行政およびNPO法人連携によるノルディック
ウォークイベントについて

柳本有二 Walking ResearchNo15

2011
全日本ノルディックウォーク連盟設立の経緯と沿
革：イベントの開催状況及び今後の活動方針と方
向性について

木村健二 Walking ResearchNo15

2011
山形県鶴岡市における「国際ノルディックウォーク
in湯野浜」

新藤恵理也 Walking ResearchNo15

2011 アンケートから見たノルディックウォークイベント 川内基裕 Walking ResearchNo15

2011
高齢者を対象にした歩行運動専用ポール導入によ
る体力維持・向上の可能性(2)2種類のストック・
ウォーキングの相違と運動処方への可能性に関す

山内 賢 体育研究所紀要 50

2011
ノルディックウォーキング実施直後による通常歩行
の歩幅に与える影響について

諏訪直人
転倒予防医学研究会研究集
会プログラム・抄録集8

2011
予防通所介護事業所におけるノルディックウォーキ
ングの効果

岸本雅人
日本公衆衛生学会総会抄録
集

2012
グループホームの認知症患者を対象としたノル
ディック・ウォーク活動

柳本有二 Walking ResearchNo16

2012
中高年者の生活習慣病およびメタボリックシンド
ローム予防におけるノルディックウォーキングの有

寄本明 Walking ResearchNo16

2012
長野県北信地におけるノルディックウォーキング普
及と対象者別ノルディックウォーキング教室の活動
状況について

諏訪直人 Walking ResearchNo16

2012
ノルディックウォークのリハビリへの応用‐老健ふじ
さかにおける5年間の変遷‐

松井孝文
第１回日本ノルディック・
ウォーク学会学術大会抄録集

2012
当院でのノルディックウォークの取り組みについて‐
大腿骨頸部、転子部骨折患者を中心として

松久保稔
第１回日本ノルディック・
ウォーク学会学術大会抄録集

2012 「やさしいノルディックウォーキング講座を実施して 竹井優太郎
第１回日本ノルディック・
ウォーク学会学術大会抄録集

2012 当院におけるノルディック・ウォークの取り組み 賀屋邦彦
第１回日本ノルディック・
ウォーク学会学術大会抄録集

2012
寝たきりを半分に減らす（ノルディックウォークから
の試み）

内場廉
第１回日本ノルディック・
ウォーク学会学術大会抄録集

2012
ノルディックウォークを用いた転倒骨折予防教室の
1例

大山博文
第１回日本ノルディック・
ウォーク学会学術大会抄録集

2012
ノルディックウォーキングを取り入れた運動療法の
取り組み

菊岡由紀 愛仁会医学研究誌43

2012
自主訓練にノルディックウォーキングを導入した取
り組み

新原由佳
リハビリテーション・ケア合同
研究大会

2012
森林セラピー及びノルディックウォーキング参加者
の心身反応に関する研究―シルバー世代の反応

水口陽子 医学と生物学156



2013
慢性期医療でのリハビリテーション　ノルディック・
ウォークの導入

松谷之義 ＪＭＣ　21巻

2013
ノルディックウォーク地域での実施と身体機能計測
の効果

山下和彦
生活生命支援医療福祉工学
系学会連合大会講演論文集

2013
高齢者を対象とするポールウォーキングによる運
動処方の事例とその効果‐自覚できる変化と歩行
運動機能向上の可能性‐

杉浦伸郎 運動器リハビリテーション24巻

2013
高齢者におけるポールウォーキングの練習介入効
果

鳥居愛
全国介護老人保健施設大会
抄録集２４rd

2013 ノルディックウォークイベントの視察報告 田中忍 武蔵丘短期大学紀要20

2013 ノルディックウォークを用いた転倒骨折予防教室 大山博文
第２回日本ノルディック・
ウォーク学会学術大会抄録集

2013
藤田保健衛生大学におけるノルディック・ウォーク
の授業実践

若槻徹
第２回日本ノルディック・
ウォーク学会学術大会抄録集

2013
中高年齢者を対象としたノルディック・ウォーク運動
教室の効果

中谷敏昭
第２回日本ノルディック・
ウォーク学会学術大会抄録集

2013
自発的運動習慣の定着を促すノルディックウォー
キング講座の試み

祝原豊 ウォーキング研究17

2013 屋外ノルディックウォーキングにおける歩行の経済 辻川比呂斗 体力科学62

2013
健康保養地療法におけるノルディックウォーキング
の意義―ウォーキングとの比較―

大塚吉則
日本温泉気候物理医学会雑
誌77

2013
パワーリハビリテーションでの動作性を更に引き出
すための取り組みについて~歩行動作獲得のため
ノルディックウォーキングを用いての検証~

津留史絵
パワーリハビリテーション学術
大会12

2013
健康増進のためのノルディックウォーキングを用い
た有効性の検討

富田エミ 順天堂醫事雑誌

2014
高齢者の転倒不安軽減に向けた冬期路面での歩
行基礎実験

大川戸貴浩 寒地技術論文・報告集30巻

2014
冬季における高齢者の転倒リスク軽減と活動性向
上のための調査研究

冨田真未
雪氷研究大会講演要旨集
2014

2014
ノルディックウォークにより散歩の日課を獲得した
症例

辻真由美
全国介護老人保健施設大会
抄録集２５rd

2014
地域高齢者におけるノルディック・ウォークの健康
増進効果

山下和彦
第3回日本ノルディック・ウォー
ク学会学術大会抄録集

2014 100歳までウォーキングの歩み 新井有希枝
第3回日本ノルディック・ウォー
ク学会学術大会抄録集

2014
ディフェンシブスタイルによるノルディックウォーク
が高齢者の体力に与える効果

木﨑健太
第3回日本ノルディック・ウォー
ク学会学術大会抄録集

2014
トレッドミル歩行におけるノルディックウォーキング
の経済性

辻川比呂斗 体力科学63

2014
高原における健康増進活動の事例研究―ノルディ
ックウォーキングと山菜採集の取り組み―

田中一徳
日本ウエルネス学会大会プロ
グラム・研究発表抄録集

2014
ノルディックウォーキングとポールウォーキング実
施による気分と反応能力向上の事例および運動処
方の提案

山内賢
日本看護科学学会学術集会
講演集34

2015
ウォーキングおよびノルディック・ウォーク時の脳活
性度について－ウェラブル脳波測定から－

柳本有二
第4回日本ノルディック・ウォー
ク学会学術大会抄録集

2015
ノルディック・ウォークが足部機能及びバランス能
力に与える影響～シングルケーススタディーによる
2 例の検討～

富澤隆一郎
第4回日本ノルディック・ウォー
ク学会学術大会抄録集

2015
転倒恐怖感により外出を自粛していた症例に対し
Nordic Walkが転倒恐怖感に与える効果について

三上幸大
第4回日本ノルディック・ウォー
ク学会学術大会抄録集

2015 積雪地高齢者を対象とした雪道歩行に関する調査 富田真未
第4回日本ノルディック・ウォー
ク学会学術大会抄録集

2015 ノルディック・ウォークステーション 池田力
第4回日本ノルディック・ウォー
ク学会学術大会抄録集

2015 ノルディック・ウォークの普及と本学会の意味 柳本有二
第4回日本ノルディック・ウォー
ク学会学術大会抄録集

2015 北欧生まれのノルディック・ウォークと私の出会い 江川淳
第4回日本ノルディック・ウォー
ク学会学術大会抄録集

2015
高齢女性を対象としたノルディックウォーキングに
関する臨床試験の文献レビュー

坂崎貴彦 日本衛生学雑誌

2015
乳幼児抱っこを想定した10kg重錘負荷時における
ノルディックウォーキングが脊柱起立筋および外側
広筋のEMGパターンに及ぼす影響

杉山康司 ウォーキング研究18


