
期別: 単位数: 開講年次:

2019-K020G50001-01健康運動科学特別研究

３年通年 12  1 授業形態:演習檜垣　靖樹
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　健康運動科学に求められるエビデンスとは何か、まず、現代社会の
抱える健康問題を整理する。問題解決に向けてのビジョンを明確に示
すために、身体活動・運動に関する実験研究や疫学研究のシステマ
ティックレビューを実施する。研究テーマを決定後、仮説を提示し、
証明するための研究デザインを立案する。倫理委員会などの審査が必
要な研究デザインに関しては、倫理指針に準拠した手続きを進める。
研究プロセスで必要となる実験手法は予め予備実験を繰り返し行い習
得する。得られたデータを仮説に基づき解析し論文にまとめ、学術雑
誌に投稿する。最終的に、3年間の研究成果を博士論文にまとめる。
　

◎－－－　到達目標　－－－◎

1.エビデンスを収集し、論理的に説明することができる。
2.研究課題を見出し、実験計画を立案することができる。
3.立案した計画を実行し、得られた結果を考察し、論理的に説明する
ことができる。
4.研究成果をまとめ、わかりやすくプレゼンテーションすることがで
きる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　研究立案(20%)、デザイン(10%)、プロセス(10%)、提出論文(30%)、
プレゼンテーション(30%)の学習到達度を項目ごとに評価し、それら
の総合点を成績とする。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

　必要に応じて資料およびPubMed検索論文を配布する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　論文作成のために、予め与えられた課題について準備しておくこと
（授業1回につき60分）。また、事後学習として新たな課題について
まとめておくこと（授業1回につき60分）。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

１年次前期
①～⑤文献検索によりシステマティックレビュー（運動健
康学特論ⅠＡ参照）
⑥～⑩エビデンスの整理と質の精査
⑪～⑫エビデンスの発表
⑬～⑮今後の課題

１年次後期
①～③仮説の設定
④～⑥仮説の発表
⑦～⑩エビデンスの再収集と質の精査
⑪～⑫エビデンスの発表と仮説の検証モデル
⑬～⑮まとめ

２年次前期
①～⑩研究計画の立案
⑪～⑮研究の倫理に係わる準備

２年次後期
①～③研究計画に基づく実施
④～⑥データセット
⑦～⑩データ解析、考察と今後の方向性
⑩～⑮論文投稿の準備

3年次前期
①～③中間広告の準備
④～⑩投稿論文１の作成
⑪～⑮投稿論文2の作成

3年次後期
①～⑤投稿論文の査読結果に係わる再投稿
⑥～⑩博士論文のプレゼンテーション準備
⑩～⑮博士論文のまとめ



期別: 単位数: 開講年次:

2019-K020G50001-03健康運動科学特別研究

３年通年 12  1 授業形態:演習上原　吉就
◎－－－　授業の概要　－－－◎

わが国での死因のなかで心筋梗塞や脳卒中といった動脈硬化症に関連
したものは全体の約１／３をしめており，全ての癌にならんだ死因で
ある．また動脈硬化関連疾患は，現在もなお増加の一途をたどってい
る．この血管イベント予防のためには，メタボリックシンドロームを
はじめ，体重，脂質，血圧，耐糖能などの生活習慣病の管理が極めて
重要であると考えられ，スポーツや運動はこの生活習慣病の管理にお
いて，食事療法と同様にたいへん重要な事項である．しかしながら，
その有効性に関する科学的なエビデンスはいまだ十分とはいえない．
本クラスでは，スポーツや運動ならびに食事・栄養が骨格筋、心臓や
糖・脂質代謝に寄与するかどうかを科学的に検討する．
また，スポーツ，運動、食事・栄養の身体への作用を生理学的，生化
学的、分子生物学的に解明することにより、アスリートの能力向上や
生活習慣病予防ならびに自律神経活動や心機能の向上、さらには寿命
の延伸に拘わる様々な新たな科学的なエビデンスを創出することを目
的としている．

◎－－－　到達目標　－－－◎

・これまでの科学論文からのエビデンスをまとめ，伝えることができ
る
・オリジナリティのある研究プロジェクトの立案ができる
・研究プロジェクトの内容，結果，考察をまとめることができる
・研究プロジェクトの内容，結果，考察を発表することができる
・研究論文，博士論文の作成ができる

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

研究プロジェクトの立案（20%），研究への実行（30%），論文作成
（30%），プレゼンテーション（20%）を総合的に評価する．

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

資料としてプリントを配布する．

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

博士課程（前期）までの生物学の基礎知識の整理と理解．
自身の研究プロジェクトに対して，事前に理解しておく．
自ら積極的かつ自発的に研究プロジェクトに取り組む．また、実験あ
るいは調査結果の考察を深めるために事後学習を怠らないこと。
（120分）

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

1年次前期
①　スポーツ内科学概論
②～⑤　国際誌論文抄読　健康関連
⑥　国際誌論文抄読　健康（解析手法）
⑦～⑩　国際誌論文抄読　骨格筋
⑪　国際誌論文抄読　骨格筋（解析手法）
⑫　文献の討論とまとめ
⑬　研究結果の導き方
⑭　文献からのエビデンスのまとめ
⑮　エビデンスのまとめと研究テーマの草案

1年次後期
①　文献からの研究方法の立案
②　研究のデザイン
③　研究結果の解析方法
④　運動生理学的測定
⑤～⑦　蛋白解析方法実践
⑧　遺伝子解析について
⑨　ダイレクトシークエンス実践
⑩　mRNA発現解析（逆転写PCR法）実践　
⑪　リアルタイムPCR法実践
⑫　転写制御について
⑬　ルシフェラーゼアッセイ法実践
⑭　研究結果の収集
⑮　結果のまとめ

２年次前期
①～⑤　研究結果の実践解析
⑥　研究結果解析のまとめ
⑦　研究結果解析と研究目的との整合性
⑧　研究結果解析と先行論文との妥当性
⑨　研究結果の新規性，信頼性
⑩　研究結果からの考察
⑪　論文の作成方法
⑫～⑮　研究論文の作成

２年次後期
①　研究論文の投稿準備
②　研究論文の再考および再構成
③～⑦　不足分追加研究実践
⑧　研究論文の再作成準備
⑨～⑬　研究論文の再作成
⑭　投稿用研究論文の投稿規定への調整
⑮　論文投稿

３年次前期
①～⑤　追加分研究実践・解析
⑥～⑨　修正研究論文の作成
⑩　再投稿用研究論文の投稿規定への調整
⑪　論文再投稿
⑫　博士論文作成準備
⑬～⑮　博士論文作成

３年次後期
①～③　博士論文作成
④　博士論文最終調整
⑤～⑨　博士論文発表準備
⑩　博士論文発表予行
⑪　博士論文発表内容修正
⑫　博士論文発表再予行
⑬　博士論文発表内容再修正
⑭　成果発表
⑮　総括



期別: 単位数: 開講年次:

2019-K020G51002-01スポーツ健康科学研究法

前期 2  1 授業形態:講義川中　健太郎、他
◎－－－　授業の概要　－－－◎

研究科内の教員各自の研究内容の紹介、および科内の隣接した研究領域に共通した研
究方法の講義を行う。

（教員11名によるオムニバス方式）
檜垣靖樹；
遺伝、エピジェネティクス、環境要因をキーワードとして、スポーツタレントから疫
病のリスクまで因果関係を探求する。分子生物学的手法と疫学手法の両視点より健康
科学のエビデンスを整理し、理解を深める。

青柳領；
生理学や心理学などで共通して行われる実験のデータ処理法について講義する。主な
内容は分散分析法、共分散分析法、直交分解、ラテン方格、グレコラテン方格、直交
配列表に基づく実験計画法である。また、後半はエクセルなどにより分析の実習を行
う。

柿山哲治；
ヘルスクオリティ―コント―ロール（HQC）法を用い、身近な生活習慣問題の原因 を
洗い出し、フィッシュボーンダイアグラム、さらにはチェックシートを作成し、問題
解決のための生活習慣改善の進め方を身に付ける。

山口幸生；
運動行動を行動科学の視点で捉え、身体活動促進する戦略を立案し、支援を行ってい
くための行動変容理論を題材にする。具体的にはエコロジカルモデルを基盤にし
て、地域住民や企業従業員を対象とした構造的方略や心理的方略およびソーシャル
マーケティング手法について議論する。

重森裕；
人の動きを全体として捉えるために身体コンディショニング学の概念を導入して、そ
の競技力向上やコンディショニングへの応用研究法について解説する。

道下竜馬；
運動疫学・運動介入に関連した研究の動向を紹介するとともに、その研究方法につい
て実践的に学んで理解を深める。

藤井雅人；社会の中のスポーツ現象の捉え方
社会の中で立ち現れてくるスポーツ現象が複層的な要因・背景によって成り立ってお
り、その分析・考察もまた近年一層複雑化していることを解説するとともに、量
的・質的研究手法による分析・考察の進め方を議論する。

川中健太郎；
健常人およびアスリートのエネルギー代謝に係わる研究成果について議論する。

上原吉就；
内科的疾患、特に生活習慣病の成因や病態生理との関連に基づき、スポーツ・レクリ
エーションがどこまで対症療法ではなく、原因療法に迫れるかを論じる。

布目寛幸；
我々が研究している「サイエンス・科学」の基準とは何だろう？巷にあふれる科学と
一見科学にみえる別のもの「疑似科学」との違いについて議論しよう。

田中守；
スポーツや身体運動における種々のトレーニングの中の体力トレーニングを中心
に、対象、個人の水準、意欲、性別、年齢、種目特性などを考慮したトレーニング目
標の設定と方法についての講義と議論を深めてゆく。

◎－－－　到達目標　－－－◎

自分の研究分野に偏らず広く他の研究領域の研究方法、視点、研究成果を理解するこ
とができる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

専門領域および他の研究分野に係わる研究方法、視点、及び研究成果の理解度を、課
題レポートあるいはプレゼンテーションにより評価する。評価は、全教員の平均点と
する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

共通したテキストはない。個々の教員が必要に応じてプリントを配布する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

当該研究分野については予習（30時間）・復習（30時間）しておくこと。教員によっ
ては講義内容に沿ったレポートを課す場合があるので提出すること

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

1)健康運動学のエビデンスをつくる研究方法（檜垣）
2)問題解決法としてのHQCによる生活改善（柿山）
3)行動科学的アプローチによる身体活動促進戦略（山口）
4)身体コンディショニング研究法（重森）
5)運動疫学，運動介入に関する研究法運動適応に関する研
究法（道下）
6)社会の中のスポーツ現象の捉え方（藤井）
7)社会の中のスポーツ現象の量的・質的研究法（藤井）
8)健常人のエネルギー代謝（川中）
9)アスリートのエネルギー代謝（川中）
10)コレステロール代謝と疾病に関する研究法（上原）
11)コレステロール代謝と予防に関する研究法（上原）
12)バイオメカニクスに関する類似科学(布目）
13)バイオメカニクスに関する疑似科学(布目）
14)研究計画作成法／研究概要の発表（田中）
15)研究計画書の書き方及び統計分析を考慮した実験計画
法
（青柳）



期別: 単位数: 開講年次:

2019-K020G50100-01スポーツトレーニング科学特別研究

３年通年 12  1 授業形態:演習道下　竜馬
◎－－－　授業の概要　－－－◎

運動・身体活動による疾病予防についてのコホート研究，運動・身体
活動に伴う生体反応のメカニズムを探求する生化学的な基礎および応
用研究を行う。運動・身体活動および運動生理学に関する国内外の文
献を精読し，システマティックレビューを行う。自らのテーマについ
て研究デザインを立案し，その実験手法を習得し，予備実験を繰り返
し行う。本実験を行い，得られたデータを統計的手法を用いて分析
し，博士論文としてまとめて発表する。また，国内外の学会で発表す
るとともに，国際的学術誌への投稿も行う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

・研究テーマに関する論文を収集し，わかりやすくプレゼンテーショ
ンできる。
・研究デザイン（研究の目的や方法）を立案し，実行できる。
・実験から得られたデータを正しく分析し，論理的に考察できる。
・博士論文としてまとめ，国内外での学会発表，国際的学術誌に投稿
できる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

研究デザインの立案（20％），実験への取り組み（30％），プレゼン
テーションの内容（20％），論文内容（30％）で総合的に評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

必要に応じて文献を紹介する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

自身のテーマ以外でも興味・関心を示し，積極的に情報を収集するこ
と（事前学習60分，事後学習60分）。
特に関連のある研究会や勉強会には，積極的に参加すること。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

＜1年次前期＞
・国内外の文献収集と抄読
・エビデンスの理解とまとめ

＜1年次後期＞
・エビデンスの再整理
・研究課題の設定
・研究デザインの立案
・実験手法の習得
・予備実験の実施

＜2年次前期＞
・研究デザインの再検討
・本実験の実施

＜2年次後期＞
・データ解析ならびに追加実験
・考察と問題点の抽出，今後の方向性について
・学会発表，論文作成の準備

＜3年次前期＞
・学会発表
・投稿論文の作成
・中間報告の準備

＜3年次後期＞
・論文投稿と査読による論文修正
・博士論文の作成とプレゼンテーション



期別: 単位数: 開講年次:

2019-K020G50100-02スポーツトレーニング科学特別研究

３年通年 12  1 授業形態:演習青柳　領
◎－－－　授業の概要　－－－◎

・加齢に伴う人間の体力や運動能力の変化を測定し、それらの年齢差
や性差を統計的に分析する。また、それらの発達に影響を及ぼす諸要
因などを検討する。統計的手法は単なるデータ解析にとどまらず、よ
り高度な多変量解析を用いる。

◎－－－　到達目標　－－－◎

・博士論文を完成させられる。
・博士論文の一部を学会等で発表でき，適切に質疑に応答できる．

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

・完成された博士論文を総合的に判断し，評価する（50％）。
・博士論文の一部を発表した学会での発表内容および質疑応答
（50％）

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

・特定のテキストはない。広範囲な分野の書籍や論文を講読する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

・前回の授業で指摘された点について決められた作業を完了させてお
くこと（30時間）．
・授業後は指摘された点についてノートにまとめ，各自の考えもノー
トにまとめておくこと（30時間）．

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

・1年次生に対しては、主に英文文献の講読を行い、以後
のテーマの内容について検討する。
・2年次は、副論文のためのデータ収集のための検討を行
う。
・3年次生は、前半、研究計画書の作成を中心に行い、後
半、最終審査にむけての準備を行う。同時に、副論文の掲
載にむけての作業も平行して行う。



期別: 単位数: 開講年次:

2019-K020G50100-03スポーツトレーニング科学特別研究

３年通年 12  1 授業形態:演習布目　寛幸
◎－－－　授業の概要　－－－◎

大学院博士前期過程で学習したこと及び修士学位論文を踏まえ、ス
ポーツバイオメカニクスに関する実験研究を行い、博士論文を執筆す
ることを目標とする。
自らの研究テーマに関して国内外の最新の研究成果と動向を調べるこ
とでレビューを行い、適切な実験デザインを構築することを目標とす
る。
予備実験等を通じて実験研究に必要となる実験手法を身につけること
を、またそのデータを論文にまとめるためのデータ処理法を学び論文
の作成、研究発表に結び付けることを目標とする。

◎－－－　到達目標　－－－◎

国際学術誌に英文で掲載可能なスポーツバイオメカニクスの研究論文
を執筆することができる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

研究デザイン・実験実施状況・データ分析方法・プレゼンテーショ
ン・論文作成の達成度を項目ごとに採点し、総合点で評価を行う
研究デザイン（20％）
実験実施状況（20％）
データ分析方法（20％）
プレゼンテーション（20％）
論文作成の達成度（20％）

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

特になし

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

授業前には指定された予習（計180時間）を、授業後には指定された
復習（計180時間）をしておくこと

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

１年次前期
　国内外の最新の研究動向調査（レビュー）
　実験デザインの構築

１年次後期
　予備実験の実施と見つかった改善点を踏まえて　予備実
験を繰り返す
　必要となるデータ分析法の習得

2年次前期
　第一実験の計画・立案
　第一実験の実施
　必要に応じて追加実験を行う

2年次後期
　実験データの解析　
　研究の中間まとめと発表

3年次前期
　第二実験の計画・立案
　第二実験の実施
　必要に応じて追加実験を行う

3年次後期
　研究の総まとめ
　プレゼンテーションおよび論文作成



期別: 単位数: 開講年次:

2019-K020G50100-04スポーツトレーニング科学特別研究

３年通年 12  1 授業形態:演習川中　健太郎
◎－－－　授業の概要　－－－◎

運動・スポーツ・身体活動・栄養に関する研究(主に代謝系の実験研
究)を行う。システマティックレビューを行いながら、博士前期課程で
行った研究内容に関連した新規の研究課題をみつけ、仮説を提示す
る。そして、仮説を検証するための研究デザインを立案し、実際に実
験を実施する。必要な実験手法は予め予備実験を繰り返し行い習得す
る。得られたデータを仮説に基づき解析し論文にまとめて発表する。
また、国際学会でのプレゼンテーション、さらには、国際的学術雑誌
への投稿を行う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

自分の研究に必要な情報を収集・整理するとともに、実験・調査を立
案・実行できる。さらに、得られたデータを解析して、論理的に考察
できる。そして、英語で論文を執筆し、国際的学術雑誌に投稿でき
る。さらに、国際学会で研究内容をプレゼンテーションできる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

博士論文作成までのプロセス40%、提出された博士論文内容30%、審
査の際のプレゼンテーション30％

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

必要に応じて随時配布する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

授業以外でも、研究に関する文献を積極的に抄読すること。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

1～5回目　文献抄読
6～10回目　システマティックレビューの作成
11～15回目　研究課題の設定
16～20回目　仮説の設定
21～25回目　研究計画立案
26～30回目　実験手法の習得
31～35回目　実験の実施
36～40回目　データ解析
41～45回目　考察
46～50回目　国内学会発表準備
51～55回目　仮説の修正
56～60回目　実験の実施
61～65回目　データ解析
66～70回目　考察
71～75回目　国際学会発表準備
76～80回目　英語論文投稿準備
81～85回目　博士論文作成
86～90回目　博士論文審査準備


