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スポーツ健康医科学のミッション

3) 安全で効果的なリハビリ

2) 最小侵襲治療

1) 早期の正確な診断

１）知識の普及，指導

２）健康診断・メディカルチェック

“外傷・障害・疾病の予防”2.
Prevention

パフォーマンス・生活の向上3.
High Performance

外傷・障害・疾病からの 復帰1. 疾病・障害からの “高いレベル” への “早期復帰”

CD, NCD, Injuryの治療

CD, NCD, Injuryの予防

Diagnosis & Treatment

4. 生涯にわたる健康，活動の維持

Health Care



WHO 定義
“ Health“ の定義

“ Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not 
merely the absence of disease or infirmity. “

Health

Health

Sport is understood as all forms of physical activity that contribute to 

physical fitness, mental well-being and social interaction. (UN Inter-Agency 

Task Force on Sport for Development & Peace, 2003)

“Sport” の新しい定義（QPE, UNESCO 2015)

“スポーツ” = 健康に貢献する全ての身体活動

スポーツは，身体的に良い状態，精神的に満たされた状態，社会的な交流に寄

与する身体活動の全ての形態であると理解される．

健康とは、肉体的にも、精神的にも、そして社会的にも、すべてが満た
された状態にあること．たんに病気でない、弱っていないということで
はない．



身体活動 Physical Activity (PA)

ゴルフ
テニス
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身体活動度
1. 強度 METs (Metabolic equivalents)

2. 活動量 Ex (Exercise)= METs x hr.

（メッツ表 国立医薬基盤・健康・栄養研）

消費カロリー
= EX(エクササイズ)×体重(kg)×1.05

健康維持のためには，3METs(メッツ)以上の身体活動
を1日60分，1週間に23EX(エクササイズ)以上行うこと。

(厚生労働省）

身体活動は，“運動(エクササイズ)” と“生活活動”の和である．

= 運動 + 生活活動

身体活動度は METs とEx で示される

健康維持に身体活動は必要であるが，
しかし，身体活動の必要量は，なかなか自分ではわからない



(各メーカAPI)
データ提示

サーバ
/ 外部サーバ

選手，コーチ
(データ統合表示 / 印刷)

解析

オリジナルセンサ

データ統合
ソフトウェア

IoT, クラウドシステム構成

ウェアラブルセン
サ

テキスト入力
(主観コンディション)

環境センサ

端末A

結果表示

外部サーバ

映像カメラ等

４）環境データ

２）心拍データ

３）活動度データ解析

１）メディカル・
コンディションデータ

（既往症，試合前体調）

大阪大学Society 5.0
健康スポーツプロジェクト



CSC：Cyber Sports Complex

: 多くのスポーツの施設，シーンや街が，サイバー空間で繋がり健康

促進のために機能する複合体

 生活・身体活動・スポーツパ

フォーマンスの向上

 疾病・障害の予防

 健康の維持・増進

 大学
 企業
 行政、自治体
 スポーツ団体
 スポーツ大会
 経済団体

共創

大阪大学サイバー・スポーツ・コンプレックス (CSC)構想

医期間療機関スポーツ施設

街

大学・高校

スポーツとは，健康に貢献する全ての身体活動
（UNESCO 2015）

ショッピングモール

福祉・介護施設

保健所・行政

保育養育施設
オフィス

小中学校

https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fi2.wp.com%2Fsozaikoujou.com%2Fwordpress%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F06%2Fth_IOT_cityscape.png%3Ffit%3D600%252C600%26ssl%3D1&imgrefurl=https%3A%2F%2Fsozaikoujou.com%2F29019&docid=wVA2ji1gy88QcM&tbnid=XoNWICIH5iDNhM%3A&vet=10ahUKEwixo6nH8cnkAhXSc3AKHeloDr0QMwjhASgFMAU..i&w=600&h=600&client=firefox-b-d&bih=1246&biw=1437&q=%E8%A1%97%E3%80%80%E3%82%A4%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%88&ved=0ahUKEwixo6nH8cnkAhXSc3AKHeloDr0QMwjhASgFMAU&iact=mrc&uact=8


COI

データビリティフロンティア機構

センシング技術の開発

スポーツ現場での実証

ビッグデータ
AI 解析，予測

20162015 2017 2020

“スーパー日本人”

“トップアスリート”SRIP
(スポーツ庁 )

COI ：Center of Innovation SRIP：Sports Research Innovation Project （スポーツ庁）

2019 2021

箕面新キャンパス
関西スポーツヘルスケア

総合センター(仮称) @ 箕面市

花園ラグビー場 @東大阪市

うめきた
２期構想 @大阪市

“大阪関西万博”

IDS

2025

CSC 実現
(サイバースポーツコンプレックス）

20182013

 2020を超えて，日々の身体活動度 “見える化” → 評価・還元

 健康の向上， 疾病・障害予防 日本から，世界の健康寿命延伸に向けての発信

ライフデザインイノベーション研究拠点
健康スポーツ研究PJ

Society 5.0
実現化拠点

IDS: Institute for Datability Science (Osaka Univ.)

大阪大学豊中キャンパス

社会への貢献

・・・

中之島アゴラ構想

スポーツデータ統合 CPS

連携協定
・日本スポーツ振興センサー(2015)
・JISS (2016)
・大阪府サッカー協会(2017)
・関西テニス協会(2018)
・関西ワールドマスターズゲームズ(2019)

大阪大学 Healthy Active Life の提案

オープンイノベーション(OI)機構（文科省）

医療機器分野・行動センシング分野

未来医療研究人材養成拠点形成事業文科省

グローバルヘルスプロモーション研究

企業・社会との共創

大学スポーツ協会
（UNIVAS）

グローバルヘルス

http://www.expo2025-osaka-japan.jp/

