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教員詳細情報

九州看護福祉大学

氏名

平﨑 和雄

連絡先メールアドレス
役職・職名

准教授

所属

看護福祉学部 鍼灸スポーツ学科
大阪教育大学 教育学部 卒業
熊本大学大学院 教育学研究科 修了
東京体育館 トレーニング指導員
青磁野病院 健康管理センター長

略歴

青磁野リハビリテーション病院 トレーナー部門主任
専修学校 熊本 YMCA 学院

生涯スポーツ学科 非常勤講師

九州共立大学 スポーツ学部 非常勤講師
久留米大学 経済学部 非常勤講師
九州看護福祉大学 看護福祉学部 鍼灸スポーツ学科 准教授
学士（教育学・大阪教育大学・平成元年）
、修士（教育学・熊本大学・平成 27 年）

取得学位

アスレティックトレーナー概論＊１、機能解剖学Ⅰ＊１、機能解剖学Ⅱ＊１、スポ
ーツコンディショニング概論＊１、スポーツコンディショニング＊１、スポーツ傷
害の評価＊１、体力測定評価法＊2、運動処方演習＊2、アスレティックトレーナー
専門実習Ⅰ＊１、アスレティックトレーナー専門実習Ⅱ＊１、アスレティックトレ
ーナー専門実習Ⅲ＊１、アスレティックトレーナー専門実習Ⅳ＊１、アスレティッ
担当科目

クトレーナー専門実習Ⅴ＊１、アスレティックトレーナー専門実習Ⅵ＊１、フィッ
トネスマネジメント実習＊２、健康管理とスポーツ医学＊１・スポーツ外傷と障害
の基礎知識Ⅰ＊１・スポーツ外傷と障害の基礎知識Ⅱ＊１・球技・武道・野外活動・
健康医科学（大学院）
＊１

九州看護福祉大学の日本体育協会アスレティックトレーナー専任教員となっており資格要件を満たす

＊２

専門分野

所属学会

現在の研究テーマ

九州看護福祉大学の健康運動指導士・健康運動実践指導者の資格要件を満たす

スポーツ医科学
九州体育・スポーツ学会

日本アスレティックトレーニング学会

日本運動生理学会

日本スポーツパフォーマンス学会

日本体育学会

日本体力医学会

日本発育発達学会

日本ハンドボール学会

日本武道学会

日本臨床スポーツ医学会

スポーツ競技特性とスポーツ傷害予防
1．（共著）平﨑和雄，尾下ルミ子，甲斐美奈，金澤親良，人間ドック利用での
体力測定と「体力に対する意識・運動経験」との相関について，第 37 回人間ド
ック学会，1404．p174．1996．

教育研究業績
（著書・学術論文等）

2．（共著）平﨑和雄，徳丸由美子，リハサポートスタッフ部門新設後の現状と
課題，リハビリテーション・ケア合同研究大会，リハビリテーション・ケア合
同研究会，29-S1006-022．p339．2005．
3．
（共著）伊藤雅浩，坂田礼司，鈴木公，平﨑和雄，平成 23 年度 医科学サポ
ート事業報告体力づくりサポート事業．熊本県体育協会スポーツ医科学常任委
員会・専門委員会紀要．No.27．8-13．2011．
4．
（共著）伊藤雅浩，坂田礼司，平﨑和雄，鈴木公，井福裕俊，平成 24 年度 医
科学サポート事業報告体力づくりサポート事業．熊本県体育協会スポーツ医科
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学常任委員会・専門委員会紀要．No.28．19-23．2012．
5．
（共著）伊藤雅浩，坂田礼司，平﨑和雄，中村弘幸，平成 25 年度 医科学サ
ポート事業報告体力づくりサポート事業．熊本県体育協会スポーツ医科学常任
委員会・専門委員会紀要．No.29．10-14．2013．
6．
（単著）
：熊本市スポーツ施設ガイド「セレクト」スポーツ医科学コーナー『ス
ポーツ傷害について』財団法人熊本市社会教育振興事業団．平成 25 年
7．（共著）平﨑和雄，井手裕子，西山侑汰，坂田礼司，中村弘幸，井福裕俊，
平成 26 年度 医科学サポート事業報告体力づくりサポート事業．熊本県体育協
会スポーツ医科学常任委員会・専門委員会紀要．No.30．10-14．2014
8．
（共著）平﨑和雄，井手裕子，西山侑汰，倉野久美，荒井久仁子，森本俊英，
水本悟，坂本将基，井福裕俊，水泳競技者と陸上競技者の下腿筋量の比較，体
力科学，64，658，2015
9．（共著）井手裕子，平﨑和雄，大川昌宏，西山侑汰，藤井均，高校女子バレ
ーボール選手における The Functional Movement Screen スコアと外傷障害の関
係性，体力科学，64，722，2015
10．
（単著）
：熊本城マラソン 2016 に向けたコンディショニング「マラソンとス
ポーツ障害について」財団法人熊本市社会教育振興事業団．平成 28 年
11．
（共著）平﨑和雄，井手裕子，坂田礼司，中村弘幸，井福裕俊，平成 27 年
度

医科学サポート事業報告体力づくりサポート事業．熊本県体育協会スポー

ツ医科学常任委員会・専門委員会紀要．No.31．17-24．2015
12．
（単著）
：平成 24･26･27 年度の南関町４小学校と中学校における体力測定
結果による調査分析中間報告書，平成 28 度スポーツ庁委託事業「南関町子供
体力向上対策プロジェクト」報告書，17-32，2016.10.26
13．
（単著）
：平成 28 年度南関町 4 小学校と中学校における体組成測定による
調査分析報告書，平成 28 年度スポーツ庁委託事業「南関子供体力向上対策プロ
ジェクト」報告書，33-38，2016.3.17
14．
（単著）
：南関中学校における平成 28 年度初回・２回目の体組成測定調査
分析報告書，第 2 回南関町運動部活動地域連携等推進委員会，2016.3.28
15．
（共著）平﨑和雄，井手裕子，竹盛由紀子，手嶋智子，坂田礼司，山口かお
り，井福裕俊，平成 28 年度

医科学サポート事業報告体力づくりサポート事業．

熊本県体育協会スポーツ医科学常任委員会・専門委員会紀要．No.32．18-25．
2016
16. （単著）
：平成 28 年度の南関町４小学校と中学校における体力測定結果に
よる中間研究報告書，平成 29 度スポーツ庁委託事業「南関町子供体力向上対策
プロジェクト」報告書，27-48，2017.10.27
17. （単著）
：平成 29 年度南関町 4 小学校と中学校における体組成測定による
調査分析報告書，平成 29 年度スポーツ庁委託事業「南関子供体力向上対策プロ
ジェクト」報告書，40-48，2018.2.27
18.（共著）初村莉佳，垂水鴻介，古庄敦也，井手裕子，平﨑和雄，陣上修一，
井本光次郎，佐久間克彦，高校男子ハンドボールチームへのメディカルルコン
ディショニングサポートについて実践報告，日本ハンドボール学会第６回大会
抄録集，30，2018
19．
（単著）
：平成 28 年度南関町 4 小学校と中学校における体組成測定による
調査分析,2015 年度ノエビアグリーン財団助成事業報告書,平成 29 年 4 月
20．
（共著）平﨑和雄，井手裕子，古庄敦也，吉川寿一，奥村友梨，井福裕俊，
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平成 29 年度 医科学サポート事業報告体力づくりサポート事業．熊本県体育協
会スポーツ医科学常任委員会・専門委員会紀要．No.33．17-24．2017
21.（単著）
：平成 29 年度南関町 4 小学校と中学校における体力測定結果による
中間研究報告書，平成 30 年度スポーツ庁委託事業「学校における体育・スポー
ツ資質向上等推進事業」報告書，17-29，2018.11.6
22.（単著）
：平成 30 年度南関町 4 小学校と中学校における体組成測定による
調査分析報告書，平成 30 年度スポーツ庁委託事業「学校における体育・スポー
ツ資質向上等推進事業」報告書，30-37，2019.2.20
23.（共著）機械器具運動事例集,平成 30 年度スポーツ庁委託事業「学校におけ
る体育・スポーツ資質向上等推進事業」,南関子供体力向上コンソーシアム
24.（共著）古庄亮二，平﨑和雄，手嶋智子，小澤雄二，空手競技者の経験や目
線とフォームの違いが反応時間に及ぼす影響，日本武道学会第 52 回大会研究発
表抄録，50，2019
25. （単著）
：南関町児童生徒新体力テスト，体組成測定による調査分析（中間
報告），2019 年度スポーツ庁委託事業「学校における体育・スポーツ資質向上等
推進事業」報告書，14-32，2020.1.29
26. （単著）
：南関町児童生徒新体力テスト，体組成測定による調査分析（最終
報告），2019 年度スポーツ庁委託事業「学校における体育・スポーツ資質向上等
推進事業」報告書，33-57，2020.2.28
27. （単著）
：令和２年度新型コロナウイルス感染流行禍における南関町４小学
校の５年生と中学校２年生の身体組成と体力測定の結果による研究報告，令和
２年度スポーツ庁委託事業「学校における体育・スポーツ資質向上等推進事業」
報告書，27-34，2021.1.29
28. （単著）
：令和２年度 新型コロナウイルス感染流行禍における南関町４小
学校の５年生と中学校２年生の身体組成、体力測定及びスポーツ活動アンケー
ト結果による研究報告，令和２年度スポーツ庁委託事業「学校における体育・
スポーツ資質向上等推進事業」報告書，35-45，2021.2.26
29. （単著）
：令和３年度南関町４小学校の体力測定結果による中間研究報告書
令和３年度南関子ども体力向上推進コンソーシアム報告書，2021.8.4
30. （単著）
：令和３年度 新型コロナウイルス感染流行禍における身体組成、
スポーツ活動アンケート結果による研究報告書令和３年度南関子ども体力向上
推進コンソーシアム報告書，23-30, 2022.3.25
九州看護福祉大学 スポーツサポートチーム「Ｉｒｉｓ」顧問
九州看護福祉大学 空手道部顧問
熊本県スポーツ協会 スポーツ医科学専門委員会 トレーナー部会 副部長
日本健康運動指導士会 熊本県支部 支部長
熊本県ハンドボール協会 医務委員会委員
社会活動・社会貢献

ＮＰＯ法人 ひとづくりＪＡＰＡＮネット 理事
（一社）ｍi-Dream 理事
玉名郡群市空手道連盟 理事
熊本県教育委員会主催講習会等の講習会講師
熊本市スポーツ振興審議会

委員（2 年任期 平成 20 年まで）

産学官連携事業「こくほ運動実践講座」 日本健康運動指導士会熊本県支部、
九州看護福祉大学、玉名市健康福祉部年金保険課（平成 26 年度より現在）
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「玉名ジュニアアスリート体力測定」玉名市体育協会・総合型地域スポーツ
クラブ準備委員・九州看護福祉大学・連携事業（平成 29 年度）
南関町「子供の体力向上課題対策プロジェクト」子ども体力向上推進コンソ
ーシアム代表委員・運営委員（平成 28 年度より現在）
男子国際テニスフューチャーズなど、本部及びチームの帯同トレーナー
平成 27 年度私立大学等教育研究活性化設備整備事業「地域貢献」採択
第 70 回 日本体力医学会大会ポスター発表座長 2015.9.18
第 24 回 日本運動生理学会大会実行委員 2016.7.23-24
第 67 回 九州体育スポーツ学会大会実行委員 2018.9.15-16
第 17 回 女子ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙｱｼﾞｱ選手権大会医務班担架搬送主任 2018.11.30
令和元年度全国高等学校総合体育大会ﾚｽﾘﾝｸﾞ競技会医務担当 2019.7.29
令和元年度全国高等学校総合体育大会ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ競技会医務担当 2019.8.4
令和元年度熊本県健康づくり県民会議地域活動部門表彰受賞 2019.10.15
第 24 回 女子ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ世界選手権大会医務班担架搬送主任 2019.12.1
令和２年度日本オリンピック委員会強化スタッフ（医科学スタッフ）
松濤館流空手道隆心会 指導員（全空連二段）

