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1）学会からのお知らせ
http://jahp.world.coocan.jp/jahp/index.html
■学会からの重要なお知らせ
学会本部事務所が7月1日より国際文献印刷社内に移転致しました。
移転に伴い，会員管理等の業務は，国際文献印刷社が行うこととなり
ました。
学会本部事務所メールアドレス: jahp-post@bunken.co.jp
電話番号: 03-5389-3025
■田園調布学園大学 から「知的障害者の生理・病理」および
「障害児の心理・生理・病理」の非常勤講師公募が来ています
（10/10）
http://jahp.world.coocan.jp/jahp/job.html
■第80，81回研修会の詳細が掲載されました（10/4）
http://jahp-certiﬁcation.blogspot.jp/
■2012年度健康心理士試験要項がHPに掲載されました（9/20）
http://jahp.world.coocan.jp/jahp/shinsei.html
■委員会ページが更新されました
国際委員会 http://jahp-international.blogspot.jp/
−国際会議（第5回アジア健康心理学会，AAICP国際会議
（12/20-22）），
発表助成金のご案内など
研究推進委員会 http://jahp-research.blogspot.jp/
−委員会議事録，委員会主催シンポジウム（第25回大会）概要な
ど
広報・NL委員会 http://jahp-public.blogspot.jp/
−委員会議事録
認定・研修委員会 http://jahp-certiﬁcation.blogspot.jp/
−H24年度健康心理士試験要項，第80，81回研修会お知らせなど
研究・実践活動支援委員会 http://jahp-certiﬁcation.blogspot.jp/
−セミナー等ご案内など（職場のストレス・メンタルヘルス対策，
第14回子ども健康科学会，動機づけ面接，禁煙セミナー）
■新しい特別委員会のページが作成されました
英文誌検討WG http://international-wg.blogspot.jp/
本明記念学会賞 http://prize-jahp.blogspot.jp/

2）健康心理学コラムvol.3「ロコモって何？」
（愛知大学地域政策学部健康・スポーツコース
尼崎光洋 先生）
「ロコモ」は、一般的にはまだなじみが薄い用語です。
先日，大学2年生を対象とした授業の一場面をご紹介します。
私:「皆さん，ロコモって知っていますか？」
ある学生:「昨日，食べたよ。」
私:「それは，ロコモコ（注：ハワイ料理）だよ。」
学生一同，ドッと笑いがおきました。
このようなやり取りがあった後，学生のロコモに対する認知度を調べ
てみました。
結果は「0％」，つまり，誰も知らないという結果でした。
一方，メタボは，学生全員が知っていました。

日本整形外科学会によるインターネット調査によると，
ロコモを認知している国民の割合は，17.3％という結果でした。
健康日本21（第2次）の目標に，「ロコモを認知している国民の割合
の増加」が
組み込まれるように，ロコモの普及啓発があまり進んでいない現状が
あります。
ロコモとは，ロコモーティブシンドロームの略称で，
日本整形外科学会から提唱された比較的新しい概念です。
ロコモは，運動器(身体活動に関わる骨や関節など)の障害によって，
介護・介助が必要になったり，そうなるリスクが高くなっている状態
をいいます。
このロコモが注目される背景には，ロコモがメタボや認知症と並び，
要介護状態になる要因の１つだからです。
平成22年度国民生活基礎調査によれば，要介護となる原因として
は，
「脳卒中」が24.1％，「認知症」が20.5％，
「ロコモ（転倒・骨折，関節疾患）」が16.7％を占めていました。
今後，高齢人口の増加が予測されていることを考えると，ロコモの予
防的観点から，
転倒予防に関する研究や身体活動量の増加に関する研究などが
健康心理学においても必要なのではないでしょうか。
■参考文献
中村耕三 編 （2012）ロコモティブシンドローム メディカルレ
ビュー社
健康日本21（第2次）の推進に関する参考資料
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/dl/
kenkounippon21̲02.pdf
平成22年国民生活基礎調査の概況 IV介護の状況
http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/k-tyosa/ktyosa10/4-2.htm

3）海外研究動向紹介 Health Psychology
31(5) 目次紹介
■健康心理学に関する最新動向をお伝えするため，
アメリカ心理学会が発行するHealth Psychology誌の論文を，
不定期ですが目次の紹介という形で配信させていただきます。
Patient-healthcare provider communication
: Perspectives of African American cancer patients.
http://psycnet.apa.org/journals/hea/31/5/539/
Pages 539-547 Song, L et al.
A pilot study of expressive writing intervention
among Chinese-speaking breast cancer survivors.
http://psycnet.apa.org/journals/hea/31/5/548/
Pages 548-551 Lu, Q et al.
Breast cancer treatment decision making among Latinas and
non-Latina whites
: A communication model predicting decisional outcomes and
quality of life.
http://psycnet.apa.org/journals/hea/31/5/552/
Pages 552-561 Yanez, B et al.
Prostate cancer screening among ethnically diverse ﬁrstdegree relatives
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of prostate cancer cases.
http://psycnet.apa.org/journals/hea/31/5/562/
Pages 562-570 Glenn, B et al.
Mother?father informant discrepancies regarding diabetes
management
: Associations with diabetes-speciﬁc family conﬂict and
glycemic control.
http://psycnet.apa.org/journals/hea/31/5/571/
Pages 571-579 Sood, ED et al.
Test of a model of the eﬀects of parental illness on youth and
family functioning.
http://psycnet.apa.org/journals/hea/31/5/580/
Pages 580-590 Pakenham, K et al.
Family mechanisms of structural ecosystems therapy for
HIV-seropositive women in drug recovery.
http://psycnet.apa.org/journals/hea/31/5/591/
Pages 591-600 Mitrani, VB et al.
A randomized controlled trial evaluating the impact of the
Supervising for
Home Safety program on parent appraisals of injury risk and
need to actively supervise.
http://psycnet.apa.org/journals/hea/31/5/601/
Pages 601-611 Morrongiello, BA et al.
Diﬀerential sensitivity to life stress in FMR1 premutation
carrier mothers of
children with Fragile X Syndrome.
http://psycnet.apa.org/journals/hea/31/5/612/
Pages 612-622 Seltzer, MM et al.
Parental attention to their child's pain is modulated by threatvalue of pain.
http://psycnet.apa.org/journals/hea/31/5/623/
Pages 623-631 Vervoort, T et al.
Illness perception ratings of high-risk newborns by mothers
and clinicians
: Relationship to illness severity and maternal stress.
http://psycnet.apa.org/journals/hea/31/5/632/
Pages 632-639 Brooks, S et al.
The costs of repression: A meta-analysis on the relation
between
repressive coping and somatic diseases.
http://psycnet.apa.org/journals/hea/31/5/640/
Pages 640-649 Mund, M et al.
Looking, feeling, and doing: Are there age diﬀerences in
attention, mood,
and behavioral responses to skin cancer information?
http://psycnet.apa.org/journals/hea/31/5/650/
Pages 650-659 Isaacowitz, DM et al.
Impact of social comparison on cancer survivors' quality of life
: An experimental ﬁeld study.
http://psycnet.apa.org/journals/hea/31/5/660/
Pages 660-670 Brakel, TM et al.
Day-to-day variability in nap duration predicts medical
morbidity in older adults.
http://psycnet.apa.org/journals/hea/31/5/671/
Pages 671-676 Dautovich, ND et al.
Does the perception that stress aﬀects health matter?
The association with health and mortality.

http://psycnet.apa.org/journals/hea/31/5/677/
Pages 677-684 Keller, A et al.
Human papillomavirus vaccination intentions and uptake in
college women.
http://psycnet.apa.org/journals/hea/31/5/685/
Pages 685-693 Krawczyk, AL et al.
-------------------------------------------------------------------------------------日本健康心理学会広報・ニューズレター委員会
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メールマガジンの配信停止、アドレス変更については下記アドレスま
で。日本健康心理学会事務局 <jahp-post@bunken.co.jp>
メールマガジンへのご意見・ご感想については下記アドレスまで。
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