
専任教員の教育・研究業績

所属 職名 氏名

1．イラスト　アダプテッド・スポーツ概論（再掲） 平成29年4月

アダプテッド・スポーツの概念や歴史，アダプテッド・スポーツ
が必要な人々のうち，喫緊の対応が求められる対象の特性や具体
的な指導上の留意点について解説した．本書は，体育・スポーツ
指導者やそれをめざす学生のみならず，一般の人々への啓蒙も目
途とした入門的専門書である．大学の「アダプテッド・スポーツ
論」の講義に使用する教科書として，その編著者代表として執筆
と編集作業を行った．

1．第5章6節　介護予防に向けた実践／保
健福祉学ー当事者主体のシステム科学構築
と実践ー

題目／書名

植木　章三
大学院における研究
指導担当資格の有無

有

概　　　　　　　　　　要年月日（期間）教育実践上の主な業績

教育学部 教授

Ⅰ　教育活動

　１　教育内容・方法の工夫（授業評価等を含む）

1．第22回被災者サポートセンター職員研修会（東松島市社会福祉協
議会主催）「“ロコモ”を知り・防ぐ～手だてを考え地域に広める
ために～」

1．平成24年度～30年度中級障害者スポーツ指導員養成講習会（担当
講義・実技：全国障害者スポーツ大会競技の指導法と競技規則（陸
上競技））

平成25年3月

被災者支援に携わるスタッフに，ロコモについて解説し，仮設住
宅の集会所等でも実践できるロコモ予防用の運動プログラムの実
践指導を行った．

岩手県・岩手県障がい者社会参加推進センター主催の中級障害者
スポーツ指導員養成講習会において，全国障害者スポーツ大会競
技の指導法と競技規則（陸上競技）について解説した．（平成31
年1月まで毎年実施）

平成25年5月

3．～健康寿命の延伸を目指して～「とめ健康づくりフォーラム
2014」（主催：登米市），パネルディスカッション「登米市の健康
寿命の延伸をめざして」

平成26年5月

コーディネーター：布施孝尚（登米市長），パネラー：植木章
三，松本紀子，薄井愛（概要）登米市の健康寿命延伸に向けて地
区活動の重要性を，登米市高齢者を対象とした各種調査データを
もとに解説し，今後，登米市が取り組むべき課題を提示した．

2．仙台市中山市民センター「らくらく元気アップ講座」（代謝の良
い身体を作るために）

平成25年7月

主に筋肉を鍛え，動きづくりをしながら，筋量を維持して代謝機
能を維持するために，運動が必要であることを解説し，併せて，
自宅で実践可能な体操による筋肉トレーニング法を実践指導し
た．

　２　作成した教科書、教材、参考書

　３　教育方法・教育実践に関する発表、講演等

　４　その他教育活動上特記すべき事項

平成27年4月

平成27年4月

1．学生の視聴覚を刺激する授業と学生からの相談を受ける体制づく
り

4．大阪体育大学での授業評価

Power Pointにより講義内容を提示し，演習ではiPadなどのタブ
レットによるリアルタイムにフィードバックするなど，学生の視
聴覚をフルに刺激する授業を行っている．また，オフィスアワー
及びメールにて，学生からの相談を随時受け付けている．(現在
に至る）

大学で実施しているすべての講義科目の授業評価アンケートの結
果では，約9割を超える受講者から「満足している」という肯定
的な評価を受け，特に，「声の大きさ」「熱意」「板書の仕方や
資料提示」等において高い評価を得ている．（5点満点のうち概
ね4.3点の評価）（現在に至る）

植木章三
／日本保健福祉学会編

発行年月発行所 発行地初（始）頁～終頁著者／編者

著書（共著・分担執筆）

総頁数著者

平成29年1月

2．双方向の意見交換を重視した少人数編成の講義ならびに演習 平成25年4月

演習など，少人数編成の可能な授業においては，適宜，学生への
意見を求め，情報が一方向に偏ることなく，双方向のやりとりに
より，学生一人ひとりの理解を深める工夫を行っている．（現在
に至る）

3．東北文化学園大学（前任校）での授業評価 平成25年4月

大学で実施しているすべての講義科目・実技科目の授業評価アン
ケートの結果では，約8割を超える受講者から「満足している」
という肯定的な評価を受け，特に，「声の大きさ」「熱意」「板
書の仕方や資料提示」等において高い評価を得ている．（5点満
点のうち概ね4.4点の評価）（平成27年3月まで）

Ⅱ　研究活動
著書（単著）

発行年月

北大路書房 京都 平成27年3月110頁～114頁

発行地発行所書名

2．平成28年度～令和元年度教員免許状更新講習（担当：アダプテッ
ド・スポーツ）

植木章三・曽根裕二（アダプテッド・スポーツに関する講義を担
当した）アダプテッド・スポーツの概念と変遷，実際のアダプ
テッドスポーツを紹介し、授業に特別な配慮が必要な生徒が参加
する場合のスポーツへの工夫への考え方について解説した．（令
和2年1月まで毎年実施）

3．平成29年度公益財団法人日本体育協会，平成30年度公益財団法人
日本スポーツ協会公認上級指導員養成講習会（担当：共通科目Ⅱ
対象に合わせたスポーツ指導　障害者とスポーツ）

平成29年11月

上級指導員養成カリキュラムの中の共通項目Ⅱ，対象に合わせた
スポーツ指導，障害者とスポーツについての講義を担当し，主に
医学的，社会的，心理的側面から障害の理解を深めるために、障
害とは何か、また障害者がスポーツを行う意義等について解説し
た．

4．平成25年度～令和3年度登米市元気応援コンシェルジュ研修会の
企画ならびに講師

平成26年1月

宮城県登米市の介護予防事業の推進と定着化をはかるために，地
域高齢者が主体となって実施される運動を中心とした介護予防活
動を先導する高齢ボランティアリーダーの養成・研修事業の企画
ならびに講師を務め，その活動を通じて得られたデータを用いた
研究活動を展開している．（現在に至る）



区分

研究報告 共

依頼原稿 単

資料論文 共

依頼原稿 共

査読なし
論文

共

植木章三／芳賀博（編著者） 103頁～124頁 ワールドプランニング 東京 令和2年3月

8．特別永住者や外国系日本人における日
本の高齢者介護サービスへのアクセスの現
状と課題：公衆衛生モニタリング・レポー
ト委員会報告

1．人工心肺操作時の精神的作業負荷の評
価に関する研究―貯血レベルが精神的作業
負荷に及ぼす影響―

題名

3．第6章　Ⅰ．宮城県志田郡三本木町（現
大崎市）と登米市における取り組み／アク
ションリサーチの戦略　住民主体の健康な
まちづくり

誌名著者

◎工藤剛実，植木章三

初（始）頁～終頁

478頁～486頁

435頁～441頁

巻

67(7)

◎安齋紗保理，佐藤美由紀，池
田晋平，柴喜崇，吉田裕人，芳
賀博，植木章三

日本公衆衛生雑誌 65 61頁～71頁 平成30年2月

7．Long-term discordant fluctuation of
chronic stress and immune biomarkers
in children and adolescents affected
by the Great East Japan earthquake

◎Yuzuru Sakamoto, Kanzo
Okazaki, Keiji Sasaki,
Shouzoh Ueki and Koya Suzuki

J Phys Fitness Sports Med 7(5) 279頁～287頁 平成30年9月

2．Risk factors of functional
disability among community-dwelling
elderly people by household in Japan:
a prospective cohort study

◎Emiko Saito, Shouzoh Ueki,
Nobufumi Yasuda, Sachiko
Yamazaki and Seiji Yasumura

6．地域在住高齢者における筋骨格系の痛
みに対する対処方法の実態

40

3．夏季野外活動実習における学生の授業
評価に関する一考察

◎森田清美，植木章三，犬塚
剛，佐藤敬広

保健福祉学研究 13 11頁～19頁 平成27年3月

その他　（「症例報告」、「実践報告」、「研究ノート」等区分を記入）

発行年月

平成25年5月

令和2年7月

総説

5．要支援・要介護高齢者と一般高齢者の
主観的健康感の関連要因の特徴

◎池田晋平，植木章三，柴喜
崇，新野直明，渡辺修一郎，佐
藤美由紀，安齋紗保理，田中典
子，芳賀博

老年社会科学 39 341頁～351頁 平成29年10月

4．在宅要支援・要介護高齢者の主観的健
康観に尿失禁と心理・社会的要因が及ぼす
影響の検討

◎池田晋平，田中典子，植木章
三，柴喜崇，新野直明，渡辺修
一郎，芳賀博，佐藤美由紀，安
齋紗保理

作業療法 34 509頁～518頁 平成27年10月

題名

1．農地や森林の活用を視野に
入れた高齢者の自主活動が介護
予防に寄与できるか

◎植木章三，芳賀
博，吉田裕人

◎大浦 智子, 鷲尾 昌一, 石崎
達郎, 大坪 徹也, 安西 将也,
甲斐 一郎, 植木 章三, 矢庭
さゆり, 藤原 佳典, 奥村 二郎

日本公衆衛生雑誌

誌名

科学研究費補助金研究成果報告
書（研究種目：基盤研究(B)，
研究期間：2010～2012，課題番
号：22300239,研究代表者：植
木章三）

著者 初（始）頁～終頁

1頁～6頁

巻

発行年月題名 著者 誌名 巻 初（始）頁～終頁

BMC Geriatrics 2014, 14:93
http://www.biomedcent
ral.com/1471-
2318/14/93

平成26年8月

4．第6章　Q1-17 転倒，骨折への対応や予
防はどのように行うか　Q2-18 家族介護者
の健康づくりのための支援をどのように行
うか／認知症の人と家族を支えるガイド
ブック

植木章三／矢吹知之・長田久
雄・加藤伸司（編著者）

64頁～65頁，112頁～
113頁

ワールドプランニング 東京 令和3年1月

原著論文（審査機関を有する学術誌に掲載の論文に限る。学会抄録等は含めない。）

発行年月

平成25年11月体外循環技術

3．内容と頻度の異なる栄養改
善プログラムが地域高齢者の血
清アルブミンに及ぼす影響

◎片倉成子，菅原美
紀，辻雅子，犬塚剛，
植木章三，鈴木道子

応用老年学 7 42頁～50頁 平成25年8月

5．地域高齢者を学生に見立て
たゼミナールによる新たな介護
予防運動プログラムの提案

◎植木章三，柴喜崇，
吉田裕人，芳賀博

SSFスポーツ政策研究 3 108頁～116頁 平成26年4月

公衆衛生情報みやぎ 422 9頁～12頁 平成25年6月

4．アダプテッド・スポーツに
ついて

矢部京之助，◎植木章
三

月刊保団連2013年9月号
55頁～58頁（担当部
分）

平成25年9月

2．自然を活かした運動プログ
ラムを考える～農地や森林に目
を向けた活動の提案

植木章三

2．第1章　アダプテッド・スポーツ概論，
第11章11.1，高齢者とアダプテッド・ス
ポーツ，高齢期に必要なアダプテッド・ス
ポーツ／イラスト　アダプテッド・スポー
ツ概論

植木章三／植木章三，曽根裕
二，髙戸仁郎（編著者）

1頁～14頁，144頁～148
頁

東京教学社 東京 平成29年4月

http://www.biomedcentral.com/1471-2318/14/93
http://www.biomedcentral.com/1471-2318/14/93
http://www.biomedcentral.com/1471-2318/14/93
http://www.biomedcentral.com/1471-2318/14/93
http://www.biomedcentral.com/1471-2318/14/93


資料論文 共

特集論文 単

特集論文 単

特集論文 単

報告書 共

報告書 単

依頼原稿 単

資料論文 共

査読なし
論文

共

依頼原稿 単

依頼原稿 単

報告書 共

論壇 単

研究報告 共

資料論文 共

実践報告 共

91頁～96頁 平成29年3月

18．自分ではかる，地域高齢者
の体力測定の意義

13．一人暮らし高齢者における
見守りセンサーを用いた在宅生
活支援に関する検討－高齢者へ
の健康調査と地域ケア機関への
利用実態調査より－

平成28年4月

19．地域在住高齢者の自主的な
介護予防，健康づくり活動を促
進する支援プログラムの開発，

◎長谷部雅美，小池高
史，野中久美子，深谷
太郎，李暻娥，村山幸
子，渡邊麗子，植木章
三，吉田裕人，松本真
澄，川崎千恵，二瓶美
里，田中千晶，亀井智
子，渡辺修一郎，藤原
佳典

老年社会科学 38

平成26年12月

◎高戸仁郎，植木章
三，大森信彦

公益財団法人ウエスコ学術振興
財団平成28年度研究助成研究成
果報告

臨床栄養 126 50頁～55頁 平成27年1月

7．ボランティアによる高齢者
への運動普及

植木章三 体育の科学 64 863頁～867頁

66頁～77頁

植木章三

植木章三 老年社会科学 38 364頁～369頁 平成28年10月

9．高齢者主体の介護予防のま
ちづくり

植木章三 学術の動向 20 65頁～69頁 平成27年1月

11．平成27年度登米市高齢者実
態調査報告書，安全に安心して
暮らせる「やすらぎ」のあるま
ちづくりをめざして

植木章三
平成27年度登米市高齢者実態調
査報告書（宮城県登米市）

1頁～89頁 平成27年12月

16．高齢者の意見を聞いて，自
宅で継続できる運動を構築，筋
力とバランス力を高める転倒予
防体操を広める

植木章三 けあ・ふる 88 6頁～7頁

平成28年4月

10．平成26年度モニタリンググ
ループ年次報告書（グループ
名：高齢者のQOLと介護予防，
高齢者の医療と福祉）

◎石﨑達郎，安西将
也，大坪徹也，金川克
子，藤原佳典，渡辺修
一郎，植木章三，奥村
二郎，須知雅史，矢庭
さゆり，大浦智子，甲
斐一郎，多田敏子，鷲
尾昌一

公衆衛生モニタリング・レポー
ト委員会　平成26年度公衆衛生
モニタリング・レポート年次報
告書

14頁～18頁 平成27年11月

平成28年7月

14．障害のない児童・生徒にお
けるアダプテッド・スポーツ教
育の有用性の検証―ソーシャル
スキルおよび心理的・身体的側
面の変化に着目して―

20．障害児を対象としたスポー
ツクラブの提案－“わくわくア
ダプテッド・スポーツクラブ”
の事例－

◎曽根裕二，植木章
三，金子勝司，竹内
亮，安田友紀，陳洋
明，後上鐵夫

大阪体育大学教育学研究 1 35頁～42頁 平成29年3月

6．都市部の地域包括ケアシス
テム構築における課題と方策一
行政および在宅医療の視点から
―

◎佐藤美由紀，山科典
子，安齋紗保理，植木
章三，柴喜崇，新野直
明，渡辺修一郎，花里
陽子，芳賀博

応用老年学 8 63頁～73頁 平成26年8月

8．運動習慣の推進と栄養改善
活動から得られる地域高齢者の
健康状態

326頁～335頁

21．9期子ども運動教室の実践
報告

◎金子勝司，曽根裕
二，植木章三，竹内
亮，安田友紀，陳洋
明，後上鐵夫

大阪体育大学教育学研究 1 95頁～106頁 平成29年3月

17．平成27年度モニタリンググ
ループ年次報告書（グループ
名：高齢者のQOLと介護予防，
高齢者の医療と福祉）

◎石﨑達郎，安西将
也，大坪徹也，金川克
子，藤原佳典，渡辺修
一郎，植木章三，奥村
二郎，須知雅史，矢庭
さゆり，大浦智子，甲
斐一郎，多田敏子，鷲
尾昌一

公衆衛生モニタリング・レポー
ト委員会　平成27年度公衆衛生
モニタリング・レポート年次報
告書

13頁～17頁 平成28年10月

12．健康なまちづくりのインフ
ルエンサー「元気応援コンシェ
ルジュ」が地域を救う

植木章三 公衆衛生情報みやぎ 454 1頁～4頁 平成28年2月

15．日本スポーツ体育健康科学
学術連合第1回大会シンポジウ
ム報告

植木章三 アダプテッド・スポーツ科学 14 49頁～53頁 平成28年6月

◎佐藤敬広，植木章
三，鈴木宏哉，渡部琢
也

SSFスポーツ政策研究 5
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22．2016年度大阪体育大学ス
ポーツ科学センター活動報告

◎渡邊有実，前島悦
子，足立哲司，有吉晃
平，石川昌紀，植木章
三，岡村浩嗣，貴嶋孝
太，木村彩，菅生貴
之，曽根純也，曽根裕
二，髙本恵美，友金明
香，中井俊行，藤井
均，松田基子，三島隆
章，梅林薫

大阪体育大学紀要 48 125頁～136頁 平成29年3月

24．平成28年度モニタリンググ
ループ年次報告書（グループ
名：高齢者のQOLと介護予防，
高齢者の医療と福祉）

◎石﨑達郎，安西将
也，大坪徹也，金川克
子，藤原佳典，渡辺修
一郎，植木章三，奥村
二郎，須知雅史，矢庭
さゆり，大浦智子，甲
斐一郎，多田敏子，鷲
尾昌一

公衆衛生モニタリング・レポー
ト委員会　平成28年度公衆衛生
モニタリング・レポート年次報
告書

18頁～23頁

23．真の“ダイバーシティ”と
“アダプテッド・スポーツ”
（巻頭言）

植木章三 アダプテッド・スポーツ科学 15 1頁 平成29年7月

平成29年10月

25．地域ぐるみで自主的に取り
組む高齢者の健康づくり活動を
土台にした介護予防事業につい
て

26．認知症の家族等介護者支援
に関する調査研究事業報告書

植木章三
大阪体育大学健康福祉学部研究
紀要

15 57頁～68頁 平成30年3月

◎加藤伸司，秋田谷
一，稲垣康次，井上雅
彦，植木章三，太田差
惠子，長田久雄，柏木
とき江，岸恵美子，小
長谷陽子，諏訪さゆ
り，清家理，平みき，
髙橋正彦，津止正敏，
中澤伸，吉田裕人，阿
部哲也，矢吹知之，吉
川悠貴，北村世都，進
藤由美，大塚眞理子，
斎藤真緒，関野明子，
竹田匡，辻村真由子，
松下年子，森下久美

平成29年度老人保健事業推進費
等補助金（老人保健健康増進等
事業）報告書（社会福祉法人東
北福祉会　認知症介護研究・研
修仙台センター）

1頁～88頁 平成30年3月

27．Q&Aでわかる専門職のため
の認知症の家族等介護者支援ガ
イドブック

◎加藤伸司，秋田谷
一，稲垣康次，井上雅
彦，植木章三，長田久
雄，柏木とき江，岸恵
美子，小長谷陽子，諏
訪さゆり，清家理，平
みき，髙橋正彦，津止
正敏，吉田裕人，太田
差惠子，中澤伸，阿部
哲也，矢吹知之，吉川
悠貴，北村世都，進藤
由美

平成29年度厚生労働省老人保健
事業　認知症の家族等介護者支
援に関する調査研究事業　家族
支援ガイドライン作成委員会
（認知症介護研究・研修仙台セ
ンター）

1頁～132頁 平成30年3月

28．ホタテと陸上競技場　女川
の子どもの運動支援を想う

植木章三 震災学 平成30年3月

33．令和元年度JSC競技力向上
事業　パラアスリート暑熱対策
研究事業　暑熱対策に関する実
証測定と練習時および試合時の
水分摂取に関する調査，自律神
経バランス測定等の報告書イン
タビュー調査

◎荒木雅信，中澤公
孝，岩岡研典，植木章
三，内田若希，奥田邦
晴，川村慶，齊藤まゆ
み，桜井伸二，高木久
美子，橋口泰一，元永
恵子

公益財団法人日本障がい者ス
ポーツ協会日本パラリンピック
委員会

1頁～42頁 令和2年3月

12 94頁～97頁

31．西安體育学院・大阪体育大
学　平成29・30年度学術交流報
告書

◎梅林薫，植木章三，
白井麻子，曽根純也

大阪体育大学 1頁～40頁 平成31年1月

30．平成29/30年度モニタリン
ググループ年次報告書（高齢者
のQOLと介護予防，高齢者の医
療と福祉）

◎石﨑達郎，安西将
也，大坪徹也，金川克
子，藤原佳典，渡辺修
一郎，植木章三，奥村
二郎，須知雅史，矢庭
さゆり，大浦智子，甲
斐一郎，多田敏子，鷲
尾昌一

公衆衛生モニタリング・レポー
ト委員会　平成29/30年度公衆
衛生モニタリング・レポート年
次報告書

16頁～20頁 平成30年10月

29．大学教育とスポーツ 植木章三
しぜん　No.34　2019年図書目
録，東京教学社

1頁～7頁 平成30年10月

32．平成30年度JSC競技力向上
事業　パラアスリート暑熱対策
研究事業　暑熱対策に関する実
証測定およびインタビュー調査

◎荒木雅信，中澤公
孝，岩岡研典，植木章
三，内田若希，奥田邦
晴，川村慶，齊藤まゆ
み，桜井伸二，高木久
美子，橋口泰一，元永
恵子

公益財団法人日本障がい者ス
ポーツ協会日本パラリンピック
委員会

1頁～38頁 平成31年3月



論壇 単

資料論文 共

区分

学会発表（「国際学会」、「国内学会（一般演題、シンポジウム、課題研究、講演等」、「研究会」等区分を記入）

年月 発表者名

沿岸部被災地の子どもにおける被災後2
年間の身体活動量と健康関連QoL

国内(一般演題) 平成25年10月 第72回日本公衆衛生学会総会
地域在住高齢者における食品摂取の多様
性と生活機能との関連

三重県津市
◎犬塚剛,植木章三,高
戸仁郎,吉田裕人,荒山
直子,本田春彦,芳賀博

平成25年10月 第72回日本公衆衛生学会総会
沿岸部被災地における児童･生徒の免疫
ストレス関連指標の変化

三重県津市
◎坂本譲,鈴木宏哉,岡
崎勘造,植木章三

国内(一般演題) 平成25年10月 第72回日本公衆衛生学会総会 三重県津市
◎鈴木宏哉,岡崎勘造,
坂本譲,植木章三

場所学会名 演題名

国際 平成25年6月
18th annual Congress of the European
College of Sport Science

Physical activity, health-related
quality of life and salivary
biomarkers of adolescents in
disaster area

Barcelona, Spain

◎Yuzuru SAKAMOTO,
Koya SUZUKI, Kanzo
OKAZAKI, Keiji
SASAKI, Shouzoh UEKI

国際 平成25年6月 IAGG 2013 in Seoul

国際 平成25年6月 IAGG 2013 in Seoul

EXAMINATION OF AN EFFECTIVE AND
EFFICIENT　HEALTH PROGRAM TO IMPROVE
THE NUTRITIONAL　STATUS OF
COMMUNITY-DWELLING ELDERLY

Seoul, Korea

◎Shigeko KATAKURA,
Miki SUGAWARA, Go
INUZUKA,Shouzoh UEKI,
Masako TSUJI, Michiko
SUZUKI

国際 平成25年6月 IAGG 2013 in Seoul
ASSOCIATION BETWEEN MUSCULOSKELETAL
PAIN AND　PHYSICAL FITNESS IN
COMMUNITY-DWELLING　ELDERLY

Seoul, Korea

IN-HOME SENSOR DEVICES AND THE
ELDERLY: THEPOSSIBILITIES FOR
MEETING THE NEEDS ANDEXPECTATIONS OF
SOCIAL WORKERS

Seoul, Korea

◎Kumiko NONAKA,
Takashi KOIKE, Tarou
FUKAYA, Masami
HASEBE, Reiko
WATANABE, Shuichiro
WATANABE, Shouzoh
UEKI, Naoko ARAYAMA,
Hihohito YOSHIDA,
Tomoko KAMEI,Masumi
MATSUMOTO, Chiaki
TANAKA, Takayuki
HOSOI,Yoshinori
FUJIWARA

国内(一般演題) 平成25年10月 第72回日本公衆衛生学会総会
被災地の仮設住宅周辺の環境と児童・生
徒の活動状況に関する分析

三重県津市
◎岡崎勘造,鈴木宏哉,
坂本譲,植木章三

国内(シンポ) 平成25年8月 日本体育学会第64回大会
アダプテッド・スポーツにおける“数
字”に表れにくい”評価の大切さを考え
る～介護予防の分野から

立命館大学（滋賀） 植木章三

国内(一般演題)

◎Saori ANZAI,
Hiroshi HAGA,
Haruhiko HONDA,
Shouzoh UEKI

国際 平成25年6月 IAGG 2013 in Seoul
REPORT SERVISE FOR THE COMMUNITY
CARE CENTRES

Seoul, Korea

◎Masami HASEBE,
Kumiko NONAKA,
Takashi KOIKE, Tarou
FUKAYA1, Reiko
WATANABE, Shouzoh
UEKI, Hiroto YOSHIDA,
Naoko ARAYAMA,
Shuichiro WATANABE,
Tomoko KAMEI, Masumi
MATSUMOTO, Chiaki
TANAKA, Takayuki
HOSOI, Yoshinori
FUJIWARA

国際 平成25年6月 IAGG 2013 in Seoul

EFFECTS OF THE DEVELOPMENT OF
VOLUNTARY　ACTIVITIES AIMED AT THE
POPULARIZATION OF A　LOW-INTENSITY
EXERCISE PROGRAM BY ELDERLY
VOLUNTEERS ON AN AREA

Seoul, Korea

◎Shouzoh UEKI, Jinro
TAKATO, Go INUZUKA,
Naoko ARAYAMA, Hiroto
YOSHIDA, Hiroshi HAGA

35．障害児を対象とした運動教
室の成果と課題―COVID-19禍に
おけるオンラインを活用した実
践に関する事例的検討―

◎曽根裕二，金子勝
司，植木章三

大阪体育大学教育学研究 6 17頁～26頁 令和4年2月

34．普通の高齢者が限界に挑戦
するマスターズスポーツの役割
と未来

植木章三 老年社会科学 42(4) 369頁～376頁 令和3年1月



国内(一般演題) 平成26年10月 第73回日本公衆衛生学会総会
沿岸部被災地域の児童・生徒の免疫スト
レス指標に影響を及ぼす要因の探索

栃木県宇都宮市
◎坂本譲，鈴木宏哉，
岡崎勘造，佐々木桂
二，植木章三

国内(一般演題) 平成25年10月 第72回日本公衆衛生学会総会
農地や森林での活動を視野に入れた高齢
者自主プログラムの提案と普及

三重県津市

◎植木章三,高戸仁郎,
犬飼剛,荒山直子,本田
春彦,坂本譲,吉田裕人,
芳賀博

三重県津市

◎深谷太郎，野中久美
子，小池高史，長谷部
雅美，渡邊麗子，田中
千晶，松本眞澄，植木
章三，吉田裕人，荒山
直子，亀井智子，渡辺
修一郎，藤原佳典

国内(一般演題)

国内(一般演題) 平成25年10月 第72回日本公衆衛生学会総会
地域包括ケアシステムにおける在宅医療
体制と連携に対する課題と方策の検討

三重県津市

◎佐藤美由紀,山科典
子,安齋紗保理,請井繁
樹,植木章三,柴喜崇,新
野直明,渡辺修一郎,芳
賀博

国内(一般演題) 平成25年10月 第72回日本公衆衛生学会総会
介護予防二次事業における包括的な複合
プログラム継続効果の検証

三重県津市
◎石原美由紀,星野千恵
子,清水小百合,藤山友
紀,柵木聖也,植木章三

国内(一般演題)

屋外型高齢者遊具を利用した運動教室の
開催と遊具利活用に関する課題

宮城県仙台市
◎伊藤秀一，植木章
三，芳賀博，一木誠

第8回日本応用老年学会大会
一般高齢者を対象とした介護予防事業利
用意向に関連する要因の検討

札幌医科大学（札幌）
◎山科典子，芳賀博，
渡辺修一郎I，新野直
明，柴喜崇，植木章三

国内(一般演題) 平成26年1月 第24回日本疫学会学術総会
地域高齢者の運動機能低下が将来の医療
費に及ぼすインパクト

宮城県仙台市
◎吉田裕人，植木章
三，高戸仁郎，犬塚
剛，荒山直子，芳賀博

国内(一般演題) 平成26年3月 第23回日本障害者スポーツ学会
知的障害者陸上競技エリート選手に対す
る体力測定サポート（第1報）

福岡県久留米市

◎馬渕博行，河合正
治，井上明浩，植木章
三，梅崎多美，中澤公
孝，小林裕央，桜井伸
二，岩岡研典，曽根裕
二，三井利仁

第56回日本老年社会科学会大会

見守りセンサーを用いた独居高齢者の生
活支援に関する研究（その２）地域ケア
機関による月次レポートを用いた高齢者
の生活状況の把握について

岐阜県下呂市

第73回日本公衆衛生学会総会
沿岸部被災地域の子どもの座位時間に関
する縦断変化とその関連要因の探索

栃木県宇都宮市
◎岡崎勘造，鈴木宏
哉，坂本譲，佐々木桂
二，植木章三

国内(一般演題) 平成26年8月 東北学校保健学会
沿岸部被災地小中学生の生体指標の推移
とその要因

宮城県仙台市

平成25年11月
第34回医療体育研究会・第17回日本アダ
プテッド体育･スポーツ学会・第15回合
同大会

国内(一般演題) 平成26年6月

◎坂本　譲，鈴木宏
哉，岡崎勘造，佐々木
桂二，植木章三

CHANGE IN SALIVARY BIOMARKERS OF THE
CHILDREN AND ADOLESCENTS IN A
TSUNAMI DISASTER AREA

19th annual congress of the European
college of sport science, sport
science around the canals

国内(一般演題) 平成26年6月 日本老年社会科学会第56回大会
見守りセンサーを用いた独居高齢者の生
活支援策の開発（その１）利用者のアウ
トカム評価

岐阜県下呂市

◎藤原佳典，長谷部雅
美，野中久美子，小池
高史，深谷太郎，村山
幸子，李暻娥，植木章
三，吉田裕人，亀井智
子，渡辺修一郎

国内(一般演題)

平成25年10月 第72回日本公衆衛生学会総会
地域在住高齢者における包括的抑うつ予
防プログラムの実践と評価（第二報）

三重県津市

平成26年6月 第49回日本理学療法学術大会

国内(一般演題) 平成25年11月

高齢者の福祉用具使用状況‐無作為標本
抽出による実態調査

神奈川県横浜市
◎山科典子，渡辺修一
郎，新野直明，柴喜
崇，植木章三，芳賀博

国内(一般演題)

◎本田春彦，河西敏
幸，植木章三，高戸仁
郎，犬塚剛，荒山直
子，入江由香子，芳賀
博

国内(一般演題) 平成25年11月 第8回日本応用老年学会大会
屋外型高齢者遊具の周知状況と利用状況
からみた利活用の課題

札幌医科大学（札幌）

国際 平成26年7月 Amsterdam/NED

◎SAKAMOTO, Y.,
SUZUKI, K., OKAZAKI,
K., SASAKI, K., UEKI,
S.

◎植木章三，伊藤秀
一，芳賀博，一木誠

平成25年10月 第72回日本公衆衛生学会総会
赤外線センサーを用いた高齢者見守りシ
ステムの検討

◎長谷部雅美，野中久
美子，小池高史，深谷
太郎，村山幸子，李暻
娥，植木章三，荒山直
子，松本真澄，川崎千
恵，藤原佳典

国内(一般演題) 平成26年10月



21th annual congress of the European
college of sport science, crossing
borders through sport science

Change in the relationship among
salivary biomarkers of children and
adolescents in the earthquake and
tsunami disaster area

Vienna, Austria
◎Sakamoto Y, Okazaki
K, Sasaki K, Ueki S,
Suzuki K

国内(一般演題) 平成27年11月

国際

長崎県長崎市
◎犬塚剛，植木章三，
吉田裕人，佐藤敬広，
高戸仁郎，芳賀博

国内(一般演題) 平成27年9月 第70回日本体力医学会大会
沿岸部被災地小中学生のストレス免疫指
標の変化：3年間の追跡調査

和歌山県和歌山市
◎坂本譲，岡崎勘造，
佐々木桂二，植木章三

身体機能の自立をめざした地域の運動実
践とその裏付けの意味

神奈川県横浜市

長崎県長崎市

◎植木章三，吉田裕
人，犬塚剛，佐藤敬
広，片倉成子，安齋紗
保理，柴喜崇，芳賀博

第73回日本公衆衛生学会総会
域高齢者の介護予防等の活動への参加状
況等からみた積極的な高齢リーダーがい
る意義

栃木県宇都宮市

◎植木章三，吉田裕
人，犬塚剛，片倉成
子，安齋紗保理，柴喜
崇，芳賀博

第73回日本公衆衛生学会総会
都市部在住高齢者における痛みに対する
行動的対処方略とIADLの関連

栃木県宇都宮市
◎安齋紗保理，佐藤美
由紀，柴喜崇，吉田裕
人，芳賀博，植木章三

国内(一般演題) 平成26年10月 第73回日本公衆衛生学会総会
地域在住高齢者の体力変化と運動関連自
己効力感との関連について

栃木県宇都宮市
◎高戸仁郎，植木章
三，犬塚剛，吉田裕
人，本田春彦，芳賀博

国内(一般演題) 平成26年10月

国内(一般演題) 平成28年7月

"アダプテッド/医療/障がい者"体育・ス
ポーツ合同コングレスin北海道「未来に
続く障がい者の体育・スポーツ，力の結
集」兼第37回医療体育研究会/第20回日
本アダプテッド体育・スポーツ学会第18
回合同大会

介護予防リーダーの上位リーダー「元気
応援コンシェルジュ」をつくりささえる

国際 平成28年7月

平成27年11月

北海道岩見沢市

◎植木章三，佐藤敬
広，犬塚剛，片倉成
子，吉田裕人，柴喜
崇，芳賀博

地域高齢者におけるBMIと生活機能・身
体機能・社会活動等との関連

長崎県長崎市
◎吉田裕人，植木章
三，犬塚剛，佐藤敬
広，芳賀博

Effects of social activities on the
concept of “life worth living
(ikigai) ” in Japanese older adults

国内(一般演題) 平成27年11月 第74回日本公衆衛生学会総会

社会参加や精神的健康度等からみた積極
的な高齢リーダーがいる地区の特徴

Orlando, Florida

◎Hiroto Yoshida,
Shouzoh Ueki,
Takahiro Satoh, Go
Inuzuka,Kiyomi
Morita, Hiroshi Haga

国内(一般演題) 平成27年10月 第10回日本応用老年学会大会

多様な疾患・障害を有する集団における
ｽﾎﾟｰﾂの要素を活用したﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの有用性
の検討：運動機能・痛み・主観的健康感
の変化に着目して

砂防会館（東京）
◎佐藤敬広，大渕修
一，河合恒，植木章
三，吉田裕人

国内(一般演題) 平成27年10月 第10回日本応用老年学会大会
MCI全国有症率調査東北フィールド中間
報告：訪問型調査の2年分の基礎的集計
結果

砂防会館（東京）

◎吉田裕人，島田裕
之，堤本広大，古名丈
人，吉田英世，植木章
三，芳賀博，李相侖，
鈴木隆雄

国内(一般演題) 平成27年6月 日本老年社会科学会第57回大会

第74回日本公衆衛生学会総会

◎Yoshitaka Shiba,
Saori Anzai, Shouzoh
Ueki, Hiroshi Haga

国内(一般演題) 平成26年12月

◎犬塚剛，植木章三，
吉田裕人，高戸仁郎，
本田春彦，芳賀博

国内(一般演題) 平成27年11月 第74回日本公衆衛生学会総会
地域在住高齢者の筋骨格系の痛みへの対
処方法の実態とその関連

長崎県長崎市
◎安齋紗保理，佐藤美
由紀，柴喜崇，吉田裕
人，芳賀博，植木章三

国内(一般演題) 平成27年11月 第74回日本公衆衛生学会総会
地域高齢者における社会参加活動と将来
の認知機能低下との関連性

平成27年5月 WCPT Congress 2015
Factors related to social
participation in Japanese:
Comparison of urban and rural

Singapore

第35回医療体育研究会・第18回日本アダ
プテッド体育・スポーツ学会・第16回合
同大会

独居高齢者の足指筋力と握力ならびに外
出頻度との関連

神戸女学院大学（神
戸）

◎植木章三，高戸仁
郎，犬塚剛，吉田裕人

国際 平成26年11月
The Gerontological Society of
America's 67th Annual Scientific
Meeting

Impact of "Standing up from a Long
Sitting Position on the Floor" on
Medical expenditures in Older
Japanese Population

Washington, DC

地域高齢者における社会参加活動と将来
のうつ傾向との関連性

神奈川県横浜市
◎吉田裕人，植木章
三，犬塚剛，佐藤敬
広，森田清美，芳賀博

国内(シンポ) 平成27年6月 第29回日本老年学会総会 植木章三

国際

◎Hiroto Yoshida,
Shouzoh Ueki, Jinro
Takato, Go Inuzuka,
Naoko Arayama,
Hiroshi Haga

国内(一般演題) 平成26年10月

国内(一般演題) 平成26年10月 第73回日本公衆衛生学会総会
地域在住高齢者における食品摂取の多様
性低下に関連する要因

栃木県宇都宮市

The Gerontological Society of
America's 68th Annual Scientific
Meeting



第12回日本応用老年学会大会

第76回日本公衆衛生学会総会
積極的な高齢リーダーの活動が地域高齢
者の介護予防に関連した健康度に及ぼす
影響

鹿児島県鹿児島市

国内(一般演題)

桜美林大学（東京） 植木章三

国内(一般演題) 平成29年10月 第76回日本公衆衛生学会総会
地域高齢者における居住地区への意識と
生活機能等との関連

鹿児島県鹿児島市
◎犬塚剛，植木章三，
吉田裕人，佐藤敬広，
芳賀博

国内(一般演題) 平成29年10月

◎犬塚剛，植木章三，
吉田裕人，佐藤敬広，
芳賀博

国内(一般演題) 平成29年9月 日本体育学会第68回大会

小中学校体育における障がいのない児
童・生徒を対象としたアダプテッド・ス
ポーツ教育の有用性の検証　学級集団意
識，ソーシャルスキル，身体的側面に直
目して

静岡大学（静岡）
◎佐藤敬広，植木章
三，鈴木宏哉，渡部琢
也

◎池田晋平，植木章
三，柴喜崇，新野直
明，渡辺修一郎，佐藤
美由紀，安齋紗保理，
田中典子，芳賀博

国内(一般演題)

◎高戸仁郎，植木章
三，竹内亮，金子勝
司，陳洋明，安田友
紀，曽根裕二，上出直
人，萩野浩明，小柳達
也，小川晃子，芳賀博

国内(一般演題) 平成28年10月

特別支援学校におけるスポーツ活動中の
外傷および熱中症発症状況と安全管理体
制との関係

国内(一般演題) 平成28年9月
The Journal of Physical Fitness and
Sports Medicine

第76回日本公衆衛生学会総会 鹿児島県鹿児島市

◎吉田裕人，植木章
三，佐藤敬広，片倉成
子，犬塚剛，安齋紗保
理，柴喜崇，芳賀博

地域高齢者への運動習慣定着の介入効果
の検証（運動形態別の将来の医療費への
影響）

◎植木章三，佐藤敬
広，片倉成子，犬塚
剛，吉田裕人，安齋紗
保理，柴喜崇，芳賀博

国内(シンポ) 平成29年10月

平成28年10月

スマートフォンを活用した転倒予防体操
の実践

介護予防のための地域ケアシステムの構
築 ー構築2年後の変化ー

大阪府大阪市
◎石原美由紀，内藤康
子，植木章三，瀧口
徹，石上和男

国内(一般演題)

◎植木章三，安田友
紀，竹内亮，金子勝
司，陳洋明，曽根裕
二，高戸仁郎，上出直
人，萩野浩明，小柳達
也，小川晃子，芳賀博

The sports characteristics of
fundamental physical fitness of
paralypic athletes

岩手県盛岡市

◎Hirofumi Kobayashi,
Shinji Sakurai,
Kensuke Iwaoka,
Shouzoh Ueki, Tami
Umezaki, yuji Sone,
Hiroyuki Mabuchi,
Tamae Yoda, Takahiro
Sato, Masanobu Araki,
Kimitaka Nakazawa

大阪府大阪市
◎坂本譲，岡崎勘造，
植木章三，鈴木宏哉

国内(一般演題) 平成28年10月 第75回日本公衆衛生学会総会
沿岸部被災地児童生徒のストレス免疫指
標の4年間の変動

国内(一般演題) 平成28年10月 第75回日本公衆衛生学会総会
地域高齢者におけるBMIの低下に関連す
る要因

大阪府大阪市

大阪府大阪市
◎吉田裕人，植木章
三，犬塚剛，佐藤敬
広，芳賀博

国内(一般演題) 平成28年10月 第75回日本公衆衛生学会総会
自立および虚弱高齢者における足趾把持
力の年代別比較

大阪府大阪市

第21回日本アダプテッド体育・スポーツ
学会Winter Meeting・臨時総会

地域高齢者における運動習慣と将来の認
知機能低下との関連性

平成29年6月 日本老年社会科学会大会第59回大会
IADL障害のある地域在住高齢者における
社会活動の特徴

愛知県名古屋市

◎安齋紗保理，佐藤美
由紀，池田晋平，柴喜
崇，吉田裕人，芳賀
博，植木章三

国内(一般演題) 平成29年10月

平成28年12月

国内(一般演題)

要支援・要介護高齢者における主観的健
康感の関連要因の特徴

愛知県名古屋市

第75回日本公衆衛生学会総会
スマートフォンを活用した転倒予防の取
り組み～転倒予防体操の効果と普及の可
能性～

大阪府大阪市

第75回日本公衆衛生学会総会

平成29年6月 日本老年社会科学会大会第59回大会

国際 平成29年7月
22nd Annual Congress of the European
College of Sport Science (ECSS)

Improvement of physical fitness
levels in healthy elderly people
living in rural Japanese areas

Essen, Germany

◎UEKI, S., YOSHIDA,
H., SATOH, T.,
INUZUKA, G., TAKATO,
J., KATAKURA, S.,
HAGA, H

日本体育大学（東京）

◎竹内亮，植木章三，
岩岡研典，金山千広，
田中信行，三木由美
子，山崎昌廣

国内(一般演題) 平成28年10月 第75回日本公衆衛生学会総会



平成29年12月
第1回障がい者スポーツ関係学会合同コ
ングレス

体育系大学が主催する障がい児を対象と
したスポーツクラブの試み～主に重度知
的障がい児を対象として～

早稲田大学（東京）

◎曽根裕二，植木章
三，金子勝司，竹内
亮，安田友紀，陳洋
明，平沼源志，後上鐵
夫

GSA 2018 Annual Scientific Meeting
Effects of Social Activities on the
Mental Health Well-being in Japanese
Older Adults

Boston, Massachusetts

◎Yoshida H, Ueki S,
Satoh T, Inuzuka G,
Anzai S, Shiba Y,
Haga H

国内(一般演題)

国内(一般演題) 平成29年12月
第1回障がい者スポーツ関係学会合同コ
ングレス

障がい者優先スポーツ施設利用者におけ
るスポーツ外傷・障害発生の関連要因

早稲田大学（東京）

◎竹内亮，植木章三，
岩岡研典，金山千広，
田中信行，三木由美
子，山崎昌廣

国内(一般演題) 平成30年6月 第60回日本老年医学会学術集会
自立した地域高齢者への運動習慣定着の
介入効果の検証（運動形態別の将来の医
療費への影響）

京都国際会館（京都）
◎吉田裕人，植木章
三，犬塚剛，佐藤敬
広，芳賀博

国際 平成30年7月
15th Asian Society for Adapted
Physical Education and Exercise
Symposium

Variables Affecting Injuries Among
Athletes Who Participated in The
National Sports Festival for People
with Disabilities 2017 in Japan

University of Malaya,
Kuala Lumpur

◎Ryo Takeuchi,
Shouzoh Ueki, Kensuke
Iwaoka, Chihiro
Kanayama, Nobuyuki
Tanaka, Yumiko Miki,
Masahiro Yamasaki

国内(一般演題) 平成30年10月 第77回日本公衆衛生学会総会
地域高齢者における居住満足感の低下を
抑制する要因

福島県郡山市
◎犬塚剛，植木章三，
吉田裕人，佐藤敬広，
芳賀博

国際 令和元年6月 ISAPA 2019

Variables Affecting Heat Stroke
Among The Users Of Priority Sports
Facilities For Disabled People In
Japan

CHARLOTTESVILLE, VA,
USA

◎Ryo Takeuchi,
Shouzoh Ueki, Kensuke
Iwaoka, Chihiro
Kanayama, Nobuyuki
Tanaka, Yumiko Miki,
Masahiro Yamasaki

国際 令和元年7月
24th Annual Congress of the European
College of Sport Science (ECSS)

THE EFFECT OF PHYSICAL ACTIVITY ON
THE PHYSICAL AND MENTAL HEALTH
CONDITIONS OF CHILDREN WHO
EXPERIENCED STRESSFUL LIFE EVENT

Prague - Czech
Republic

◎SAKAMOTO Y.,
OKAZAKI K., UEKI S.,
SUZUKI K.

国際

国際 平成30年11月

国内(一般演題) 平成30年10月 第77回日本公衆衛生学会総会
地域高齢者の社会参加活動が将来の精神
健康状態に及ぼす影響に関する研究

福島県郡山市

◎吉田裕人，植木章
三，犬塚剛，佐藤敬
広，安齋紗保理，柴喜
崇，片倉成子，本間洋
子，佐々木秀美，芳賀
博

国内(一般演題) 平成30年10月 第77回日本公衆衛生学会総会
中山間地域在住高齢者における携帯端末
の利用状況と利用者の特性

福島県郡山市

◎植木章三，佐藤敬
広，片倉成子，犬塚
剛，吉田裕人，安齋紗
保理，柴喜崇，本間洋
子，佐々木秀美，芳賀
博

国内(一般演題) 平成30年10月

◎佐藤敬広，吉田裕
人，植木章三，犬塚
剛，芳賀博

令和元年10月 第78回日本公衆衛生学会総会国内(一般演題) 高知県高知市

第77回日本公衆衛生学会総会
東日本大震災後の子ども達の身体活動量
が心身の健康に及ぼす影響，長期縦断研
究

福島県郡山市
◎坂本譲，岡崎勘造，
植木章三，鈴木宏哉

高知県高知市

令和元年7月 VISTA 2019 Conference

Increasing core body temperature of
para-sports athletes during a
typical training session in a hot
environment in Japan:  Three cases
of a wheelchair tennis player, a
wheelchair badminton player, and a
congenital one-forearm-deficient
badminton player

Amsterdam, The
Netherlands

◎Shouzoh UEKI

どのような中山間地域在住高齢者が携帯
端末を有効利用しているか

◎植木章三，佐藤敬
広，片倉成子，犬塚
剛，吉田裕人，安齋紗
保理，柴喜崇，本間洋
子，芳賀博

地域高齢者の将来の医療費に影響を与え
る諸要因の検討

第78回日本公衆衛生学会総会

令和元年10月 第78回日本公衆衛生学会総会
地域高齢者における生きがい意識の低下
の抑制に関連する要因

高知県高知市
◎犬塚剛，植木章三，
吉田裕人，佐藤敬広，
芳賀博

国内(一般演題)

令和元年10月国内(一般演題)

国内(一般演題)

令和2年10月 第79回日本公衆衛生学会総会
住民が主体的に提案したアダプテッド・
スポーツのSNSを活用した普及の可能性

京都（オンライン）

◎植木章三，佐藤敬
広，吉田裕人，佐藤美
由紀，高戸仁郎，芳賀
博



外部資金 平成25年度NTTドコモ受託研究 1,800千円

平成12年1月～平成19年6月，平成24年1月～現在 日本老年医学会会員

平成22年4月～現在 日本公衆衛生学会認定専門家

平成23年4月～現在 日本公衆衛生学会地方試験委員会委員

平成26年6月～現在 日本老年社会科学会将来構想委員会委員長

平成26年9月～現在

日本体育学会会員

昭和59年5月～平成19年6月，平成20年6月～現在 日本体力医学会会員

平成6年2月～現在 日本公衆衛生学会会員

平成7年4月～平成29年8月 医療体育研究会会員

スマ―トフォンを活用した高齢者の転倒予防に
関する調査研究

分担

日本公衆衛生学会　公衆衛生モニタリング・レポート委員会　高齢者のQOLと介護予防、高齢者の医療と福祉グ
ループメンバー

日本アダプテッド体育・スポーツ学会副会長平成24年1月～平成28年12月

平成23年5月～平成30年3月 日本栄養改善学会会員

科学研究費
令和2（2020）年度～令和4
（2022）年度日本学術振興会科
学研究費補助金（基盤研究C）

アダプテッド・スポーツを高齢者と共につくり
広める活動のフレイル改善・予防効果

13,700千円

加入学会

平成27年1月～現在

助成額（期間内の総額）期間代表・分担の別題目種類区分

発明者／出願人特許名称 出願日／出願番号 公開番号 公告・特許番号
取得した場合

⇒

特許

国

750千円2013年4月～2014年3月代表
地域高齢者を学生に見立てたゼミナールによる
新たな介護予防運動プログラムの提案

2013年度笹川スポーツ研究助成

代表 2020年4月～2023年3月 3,100千円

科学研究費
地域高齢者を学生に見立てたゼミナールによる
新たな介護予防プログラムの提案

代表 2013年4月～2017年3月

その他の助成金

科学研究費等の取得状況

科学研究費／その他の助成金／外部資金

Ⅲ　加入学会および社会における活動

平成29年4月～令和4年3月 日本リハビリテーションスポーツ学会理事

日本応用老年学会機関誌「応用老年学」編集委員長

昭和59年5月～現在

平成29年4月～現在 一般社団法人　日本公衆衛生学会代議員

期　　　　間 内　　　　　　　容

平成25年度～28年度日本学術振
興会科学研究費補助金（基盤研
究B）

平成29年1月～令和3年12月 日本アダプテッド体育・スポーツ学会会長

平成29年4月～現在 一般社団法人　日本応用老年学会常任理事

平成26年6月～現在

国内(一般演題) 令和3年12月
日本アダプテッド体育・スポーツ学会第
26回大会

高齢男性投てき競技者における競技志向
と健康志向の特性に関する質的研究

順天堂大学（オンライ
ン）

◎髙橋沙湖，植木章三

平成8年12月～現在 日本老年社会科学会会員

2015年10月～2016年3月

平成29年8月～現在 日本リハビリテーションスポーツ学会会員

国内(一般演題) 令和2年12月
日本アダプテッド体育・スポーツ学会第
25回大会

立位肢体不自由投てき選手における砲丸
投技術ポイントの特性について

大阪体育大学（オンラ
イン）

◎山本遥，植木章三

日本老年社会科学会理事

国内(一般演題) 令和3年10月 第80回日本公衆衛生学会総会
中山間地域高齢者の生活機能と生活体力
の推移からみた若返りの実態について

東京（オンライン） ◎植木章三，芳賀博

外部資金 2019年度笹川スポーツ研究助成
住民が主体的に提案したアダプテッド・スポー
ツの普及とその効果

代表 2019年4月～2020年3月 768千円

国内(一般演題) 令和2年10月 第79回日本公衆衛生学会総会
自然災害に起因する生活リズムの変化が
子どものストレスや免疫応答に及ぼす長
期影響

京都（オンライン）
◎坂本譲，岡崎勘造，
植木章三，鈴木宏哉

国内(一般演題) 令和2年10月 第79回日本公衆衛生学会総会
学生アスリートにおける食品摂取の多様
性の現状と栄養に関する知識と意識等と
の関連性

京都（オンライン）
◎吉武理香子，植木章
三



部 240 人

①

回 日

①

①

①

西京極陸上競技場

平成28年度国民体育大会

ヤンマーフィールド長居

衛生委員会

平成28年度関西学生種目別選手権大会 2016年10月

平成28年4月～現在 スポーツ科学センター運営審議会：スポーツ科学センター委員会・スポーツ医・科学サポート部会

令和4年3月～現在 第6次中期計画策定委員会

平成28年4月～令和3年3月

独立行政法人　日本学術振興会：科学研究費委員会専門委員

平成25年7月～平成27年6月 宮城県障害者スポーツ協会理事長

平成23年12月～現在
公益財団法人　日本障がい者スポーツ協会障害者競技スポーツ医・科学・情報サポート推進事業競技団体サポート
スタッフ

平成23年12月～現在 公益財団法人　日本障がい者スポーツ協会科学委員会委員

平成30年4月～3月 第5次中期計画策定委員会

平成30年8月～平成31年3月 「認知症の人の家族等介護者への効果的な支援のあり方に関する研究事業」早期支援検討委員会委員

平成28年度日本選手権 2016年6月 瑞穂陸上競技場

平成28年度関西インカレ 2016年5月 ヤンマーフィールド長居

2016年4月

2016年10月 北上運動公園陸上競技場

平成28年度関西学生新人

平成17年12月～令和2年3月 宮城県登米市健康なまちづくり推進協議会委員

2016年9月

平成28年度大阪インカレ ヤンマーフィールド長居

９．年間の引率公式大会名

５．合宿指導

６．クラブの競技力向上への取り組み ①積極的に取組んでいる　②ある程度取組んでいる　③あまり取組んでいない　④全く取組んでいない

Ⅴ　クラブ活動の指導業績

３．部員数

平成28年4月～平成31年3月

2016～コーチ（投擲）２．役職

平成29年4月～現在

5

①積極的に取組んでいる　②ある程度取組んでいる　③あまり取組んでいない　④全く取組んでいない８．部員の就職指導への取り組み

場　　所期　　間大　会　名

７．クラブの教育及び部員の学習への取り組み ①積極的に取組んでいる　②ある程度取組んでいる　③あまり取組んでいない　④全く取組んでいない

ヤンマーフィールド長居

平成28年度日本インカレ

1 延べ日数：

１．指導クラブ名

① ほほ毎日　　② 週３日　　③ 週１日　　④ 現場指導はしていないが、計画や内容の指導　　⑤ 全く関与していない４．現場指導の頻度

期　　　　間 内　　　　　　　容

平成29年4月～平成31年3月 人事基本計画プロジェクト

平成27年4月～現在

平成29年1月～現在 堺市障害者スポーツ大会運営委員会委員

Ⅳ　管理活動

陸上競技

委員会活動

社会的活動

2016年9月 熊谷総合運動公園陸上競技場

平成28年度西日本インカレ 2016年7月

大学評議会（教育学科長：平成31年3月まで・教育学部長：現在）、将来構想検討委員会：スポーツ局準備委員会
（平成30年3月まで）、学園創立100周年記念委員会、危機管理委員会、施設検討委員会、外部評価委員会、

特色あるプロジェクト研究（特別支援学校生徒のアダプテッド・スポーツ実践の場の提供とその効果）

令和元年12月～現在 日本パラ陸上競技連盟：J-STAR事業実行委員

平成29年8月～平成30年3月 「認知症の家族等介護者支援に関する調査研究事業」研究事業委員会（ガイドライン委員会）委員

平成30年4月～現在 日本老年社会科学会機関誌「老年社会科学」査読委員

平成27年12月～平成30年11月

年間合宿回数：

平成29年度大阪インカレ 2017年4月 ヤンマーフィールド長居

平成29年度関西インカレ 2017年5月 ヤンマーフィールド長居

平成29年度日本学生個人選手権大会 2017年6月 平塚陸上競技場

平成29年度日本選手権 2017年6月 ヤンマースタジアム長居

特別プロジェクト活動

平成31年4月～現在

役員会、自己点検・評価委員会、危機管理委員会、全学予算委員会、全学ＦＤ委員会、研究公正委員会、研究推進
委員会、全学入試委員会、施設検討委員会、外部評価委員会、ハラスメントの防止等専門委員会、人権教育委員
会、個人情報保護委員会、障がい学生支援委員会、スポーツ局運営審議会、社会貢献センター運営審議会、学習支
援室運営委員会、内部質保証推進委員会、大学広報会議

平成27年4月～平成31年3月 研究公正委員会：研究ブランティング事業部会、研究委員会（委員長）、保健体育教育グループ長

教育学部：グループ長会議、自己点検・評価委員会、人事審査会議、人事委員会、予算委員会、入試委員会、カリ
キュラム委員会

平成27年4月～平成31年3月 全学教職課程委員会委員（教育学部部会長）



平成30年度関西インカレ 2018年5月 西京極陸上競技場

平成30年度大阪インカレ 2018年4月 ヤンマーフィールド長居

平成30年度国民体育大会 2018年10月 福井県営陸上競技場

平成30年度関西学生新人 2018年9月 万博記念公園陸上競技場

平成30年度日本インカレ 2018年9月 川崎等々力陸上競技場

平成30年度西日本インカレ 2018年7月 沖縄県総合運動公園陸上競技場

平成31年度大阪インカレ

令和元年度関西インカレ

令和元年度日本学生個人選手権大会

令和元年度日本選手権

令和元年度西日本インカレ

2017年10月 パロマ瑞穂スタジアム

維新百年記念公園陸上競技場（山口市）

2018年6月

平成30年度日本選手権 2018年6月

平塚陸上競技場（東海大学）平成30年度日本学生個人選手権大会

場　　所成　　績

2018年10月 ヤンマーフィールド長居平成30年度関西学生種目別選手権大会

平成30年度日本ジュニア選手権大会 2018年10月

平成29年度関西学生種目別選手権大会 2017年10月 ヤンマーフィールド長居

平成29年度日本ジュニア選手権大会

岐阜メモリアルセンター
長良川競技場

2019年9月

ヤンマーフィールド長居2019年8月

2021年7月 レモンガススタジアム平塚

熊谷総合運動公園陸上競技場2021年9月

平成29年度関西学生新人

shonnanBMWスタジアム平塚

平成29年度西日本インカレ 2017年7月 広島スタジアム

平成29年度日本インカレ 2017年9月 福井県営陸上競技場

令和3年度日本インカレ

西京極陸上競技場（京都市）

2017年9月 ヤンマーフィールド長居

平成29年度国民体育大会 2017年10月 愛媛県総合運動公園陸上競技場

2019年7月令和元年度オールスターナイト陸上

パロマ瑞穂スタジアム（名古屋
市）

１０．クラブ戦績　（全日本選手権８位以上、関西選手権４位以上、関西１部リーグ３位以上の団体・個人の戦績を記入して下さい。）

大　会　名開　催　期　間

2019年4月

令和元年度日本インカレ

令和元年度関西学生新人

令和3年度オールスターナイト陸上

ヤンマーフィールド長居

西京陸上競技場
奈良市鴨ノ池陸上競技場

2019年5月

平塚陸上競技場（東海大学）2019年6月

2019年6月 福岡市・博多の森陸上競技場

2019年6月

令和元年度静岡国際陸上競技大会 2019年5月 エコパスタジアム（袋井市）

広島広域公園陸上競技場2019年4月平成31年度織田幹雄記念国際陸上競技大会

令和元年度国民体育大会 2019年10月
笠松運動公園陸上競技場（ひた
ちなか市）

令和元年度関西学生種目別選手権大会 2019年10月 ヤンマーフィールド長居

令和元年度日本ジュニア選手権大会 2019年10月 広島広域公園陸上競技場

令和3年度関西インカレ 2021年10月 ヤンマーフィールド長居

令和2年度日本インカレ 2020年9月
デンカビッグスワンスタジアム
（新潟市）

令和2年度日本選手権 2020年10月
デンカビッグスワンスタジアム
・フィールド（新潟市）

令和2年度関西インカレ 2020年10月 ヤンマーフィールド長居

令和2年度Ｕ20全国陸上競技大会 2020年10月 広島広域公園陸上競技場

令和3年度関西チャンピオンシップ 2021年5月 たけびしスタジアム京都

令和3年度日本学生陸上競技個人選手権大会 2021年6月
レモンガススタジアム平塚（相
模原ギオンフィールド）

令和3年度日本選手権大会 2021年6月 ヤンマースタジアム長居

令和3年度Ｕ20日本選手権大会 2021年6月 ヤンマースタジアム長居

令和3年度大阪インカレ 2021年4月 ヤンマーフィールド長居

令和3年度静岡国際陸上競技大会 2021年5月 エコパスタジアム（袋井市）

令和3年度田島直人記念陸上競技大会 2021年10月
維新百年記念公園陸上競技場
（山口市）



2017年7月 平成29年度西日本インカレ

男子ハンマー投　5位
男子やり投　3位　8位
男子フィールド得点　5位
女子砲丸投　3位　4位　6位
女子円盤投　4位　7位
女子ハンマー投　7位　8位
女子フィールド得点　5位

広島スタジアム

2017年6月 平成29年度日本学生陸上競技個人選手権大会
女子砲丸投　7位
女子ハンマー投　5位　8位

平塚陸上競技場（東海大学）

2017年5月 平成29年度関西インカレ

男子砲丸投　2位
男子円盤投　3位
男子ハンマー投　1位　2位　3
位
男子総合得点　3位
男子フィールド得点　1位
男子やり投　1位　2位　3位
女子砲丸投　1位　2位
女子円盤投　3位
女子ハンマー投　1位　2位　4
位
女子やり投　2位
女子フィールド得点　1位

ヤンマーフィールド長居

2016年9月 平成28年度日本インカレ
男子やり投　3位　8位
女子砲丸投　5位
女子ハンマー投　4位

熊谷総合運動公園陸上競技場

2016年9月 平成28年度関西学生新人

男子ハンマー投　1位
男子やり投　1位　2位　3位
女子砲丸投　1位　2位　3位
女子円盤投　3位　4位
女子ハンマー投　2位　3位
女子やり投　2位

ヤンマーフィールド長居

男子砲丸投　1位　3位
男子円盤投　1位
男子ハンマー投　2位
男子やり投　1位　4位
女子砲丸投　1位　2位
女子円盤投　3位
女子ハンマー投　2位　4位

ヤンマーフィールド長居

2016年10月

平成29年度日本インカレ

男子ハンマー投　6位
男子やり投　6位
女子砲丸投　4位　7位　8位
女子ハンマー投　8位

福井県営陸上競技場

2016年10月 平成28年度関西学生種目別選手権大会

2016年5月 平成28年度関西インカレ

男子砲丸投　4位
男子円盤投　3位　4位
男子ハンマー投　3位
男子やり投　1位　2位　3位
男子1部フィールド得点　1位
女子砲丸投　1位　3位
女子ハンマー投　1位　3位
女子フィールド得点　3位

ヤンマーフィールド長居

平成28年度U20日本選手権大会
男子やり投　1位
女子砲丸投　3位
女子ハンマー投　5位

パロマ瑞穂スタジアム

2017年9月

2016年7月 平成28年度西日本インカレ

男子ハンマー投　6位
男子やり投　2位　4位
男子総合得点　5位
男子フィールド得点　5位
女子砲丸投　2位　5位
女子ハンマー投　7位
女子フィールド得点　7位

西京極陸上競技場



ヤンマーフィールド長居

沖縄県総合運動公園陸上競技場

2018年9月 平成30年度関西学生新人

男子砲丸投　1位　2位　4位
男子やり投　1位　2位
女子砲丸投　3位　4位
女子円盤投　1位
女子ハンマー投　1位　4位
女子やり投　4位

万博記念公園陸上競技場

男子ハンマー投　4位
女子砲丸投　4位
女子ハンマー投　6位

平塚陸上競技場（東海大学）

2018年7月 平成30年度西日本インカレ

男子円盤投　8位
男子やり投　3位
男子総合得点　5位
男子フィールド得点　5位
女子円盤投　7位
女子ハンマー投　3位
女子やり投　3位
女子フィールド得点　4位

2018年6月 平成30年度日本陸上競技選手権大会 男子やり投　2位　3位 維新百年記念公園陸上競技場

2018年10月 平成30年度国民体育大会 女子砲丸投　8位

広島広域公園陸上競技場男子やり投　3位平成31年度織田幹雄記念国際陸上競技大会2019年4月

エコパスタジアム（袋井市）男子ハンマー投　8位令和元年度静岡国際陸上競技大会2019年5月

男子ハンマー投　1位　3位
男子やり投　1位　2位
男子総合　4位
男子フィールド　1位
女子砲丸投　1位　2位
女子円盤投　1位　3位
女子ハンマー投　1位　2位
女子やり投　1位　3位
女子総合　4位
女子フィールド　1位

2019年5月 令和元年度関西インカレ ヤンマーフィールド長居

2018年10月 平成30年度U20日本陸上競技選手権大会
男子砲丸投　5位
女子やり投　1位

パロマ瑞穂スタジアム

2017年10月 平成29年度関西学生種目別選手権大会

男子砲丸投　3位
男子ハンマー投　4位
男子やり投　1位　2位
女子砲丸投　1位　3位
女子円盤投　4位
女子ハンマー投　2位　3位
女子やり投　4位

ヤンマーフィールド長居

2018年5月 平成30年度関西インカレ

男子砲丸投　4位
男子ハンマー投　1位　2位
男子やり投　1位　2位　3位
男子総合得点　3位
男子フィールド得点　2位
女子砲丸投　1位　3位
女子円盤投　2位
女子ハンマー投　2位　3位
女子総合得点　4位
女子フィールド得点　1位
女子やり投　1位　2位

西京極陸上競技場

男子砲丸投　3位　4位
男子円盤投　2位
男子ハンマー投　3位　4位
男子やり投　1位　2位
女子砲丸投　1位　2位　4位
女子円盤投　2位　3位
女子ハンマー投　1位　2位
女子やり投　3位

2018年6月 平成30年度日本学生陸上競技個人選手権大会

福井県営陸上競技場

2018年9月 平成30年度日本インカレ

男子ハンマー投　3位
男子やり投　3位　5位
男子フィールド得点　6位
女子砲丸投　5位　8位
女子ハンマー投　7位
女子やり投　6位

川崎等々力陸上競技場

ヤンマーフィールド長居

2017年10月 平成29年度国民体育大会 男子やり投　4位 愛媛県総合運動公園陸上競技場

2017年9月 平成29年度関西学生新人

2018年10月 平成30年度関西学生種目別選手権大会

男子砲丸投　4位
男子ハンマー投　2位
男子やり投　1位
女子砲丸投　1位　2位
女子円盤投　2位　4位
女子ハンマー投　1位　2位　4
位



男子砲丸投　2位　4位
男子ハンマー投　1位　4位
男子やり投　1位　2位　3位
女子砲丸投　3位　4位
女子円盤投　3位　4位
女子ハンマー投　3位
女子やり投　1位　3位

令和元年度関西新人2019年8月 ヤンマーフィールド長居

男子ハンマー投　3位
男子やり投　1位　6位　8位
女子砲丸投　8位
女子ハンマー投　7位　8位

令和元年度日本学生陸上競技個人選手権大会2019年6月 平塚陸上競技場（東海大学）

福岡市・博多の森陸上競技場男子ハンマー投　4位令和元年度日本陸上競技選手権大会2019年度6月

男子やり投　8位
女子砲丸投　2位
女子円盤投　7位
女子ハンマー投　3位
女子やり投　1位

令和元年度西日本インカレ2019年度6月 西京極陸上競技場

女子砲丸投　5位　8位 笠松運動公園陸上競技場

shonnanBMWスタジアム平塚
男子ハンマー投　2位
女子やり投　3位

令和元年度オールスターナイト陸上2019年7月

2019年10月 令和元年度関西種目別選手権大会

男子砲丸投　2位　3位
男子ハンマー投　1位
男子やり投　1位　4位
女子砲丸投　1位　2位　4位
女子円盤投　2位　4位
女子ハンマー投　1位　2位　4
位
女子やり投　1位　2位

ヤンマーフィールド長居

2019年10月 令和元年度U20日本選手権大会 男子やり投　1位　2位 広島広域公園陸上競技場

2019年9月 令和元年度日本インカレ

男子ハンマー投　4位
男子やり投　2位　4位
女子砲丸投　7位
女子ハンマー投　5位　8位
女子やり投　4位

岐阜メモリアルセンター
長良川競技場

2019年10月 令和元年度国民体育大会

令和3年度静岡国際陸上競技大会 女子ハンマー投　4位 エコパスタジアム（袋井市）

2021年4月 令和3年度織田幹雄記念国際陸上競技大会 女子やり投　2位 広島広域公園陸上競技場

2021年6月 令和3年度Ｕ20日本陸上競技選手権大会
男子ハンマー投　6位
女子砲丸投　3位
女子ハンマー投　2位　7位

広島広域公園陸上競技場

2020年9月 令和2年度日本インカレ
男子やり投　1位
女子ハンマー投　5位
女子やり投　2位

デンカビッグスワンスタジアム
（新潟市）

2020年10月 令和2年度日本陸上競技選手権大会
男子やり投　3位
女子やり投　7位

デンカビッグスワンスタジア
ム・フィールド（新潟市）

2020年10月 令和2年度関西インカレ

男子砲丸投　1位
男子やり投　1位
女子砲丸投　1位　3位
女子円盤投　1位　2位
女子ハンマー投　1位　4位
女子やり投　1位

ヤンマーフィールド長居

2020年10月 令和2年度Ｕ20全国陸上競技大会
男子ハンマー投　3位
女子円盤投　3位
女子砲丸投　3位　8位

広島広域公園陸上競技場

2021年5月 令和3年度関西チャンピオンシップ

男子砲丸投　1位　3位
男子ハンマー投　3位
男子やり投　1位
女子砲丸投　1位　2位　4位
女子円盤投　1位　2位　4位
女子ハンマー投　2位　3位
女子やり投　1位　4位

たけびしスタジアム京都

2021年6月 令和3年度日本学生陸上競技個人選手権大会

男子やり投　7位
女子砲丸投　7位
女子ハンマー投　2位　5位
女子やり投　1位

レモンガススタジアム平塚（相
模原ギオンフィールド）

令和3年度オールスターナイト陸上
男子やり投　6位
女子砲丸投　5位
女子ハンマー投　5位　6位

レモンガススタジアム平塚2021年7月

2021年6月 令和3年度日本陸上競技選手権大会 女子やり投　3位 ヤンマースタジアム長居

2021年5月



Ⅵ　賞罰（職務に関する賞罰）

年　　月 受賞等機関名 内　　容 備　　考

男子砲丸投　1位　4位
男子ハンマー投　4位　5位
男子やり投　1位　2位　3位
女子砲丸投　1位　2位　3位
女子円盤投　1位　3位
女子ハンマー投　1位
女子やり投　1位　4位

令和3年度関西インカレ2021年10月 ヤンマーフィールド長居

男子やり投　3位　4位
女子ハンマー投　4位　5位
女子やり投　1位
女子砲丸投　6位

令和3年度日本インカレ2021年9月 熊谷スポーツ公園陸上競技場

2021年10月 令和3年度田島直人記念陸上競技大会 女子ハンマー投　5位
維新百年記念公園陸上競技場
（山口市）


