
第Ⅰ部
特集　第4回QOLセミナー（オンライン）報告

〜東海大学ヨーロッパ学術センター設立 50 周年記念行事〜

東海大学 健康学部
教育研究レポート

第Ⅲ部
学生の授業アンケートから選んだ 健康学部の

“いい授業”

第Ⅱ部
2019 年度

健康学部研究教育補助金報告書

2020

第Ⅳ部
教員の研究紹介

ー社会貢献をテーマにー



第Ⅰ部

〜東海大学ヨーロッパ学術センター
設立 50 周年記念行事〜  

【日時】2020 年 12 月 14 日 ㈪ 17：30〜19：00
【会場】  zoom ウェビナー

特集　第4回QOLセミナー（オンライン）報告



健康学部が担当した第 4 回 QOL セミナーは、振り返ってみれば 9 月の企画段階からたったの数か月のことでし
たが、一つの旅になぞらえることができるほどいろいろなことがありました。それ故思い出深く、また健康学部の
新たな展開へとつながる出来事となりました。この報告書では、企画運営段階から当日、更にその後についても述
べていきたいと思います。

❖ 始まり
健康学部は、QOL（Quality of Life、生活の質）という東海大学重点戦略の旗頭として 2018 年に誕生した

学部です。健康学部の開設時には、キックオフ・シンポジウムの開催 1）など大学本部から大いに助けていただき
ました。そのお返しにと言う訳でもありませんが、2020 年度、デンマークに位置する東海大学ヨーロッパ学術
センター 50 周年記念行事として企画された QOL セミナーの一端を健康学部が担当しました。

東海大学は、グローバル人材育成を教育の重点に位置づけております。流行の「グローバル」というカタカナ
言葉を用いているのではありません。1934 年、創立者の松前重義先生がデンマークを訪れ、その歴史と教育に
触発され、帰国後、1936 年に望星学塾、1942 年に望星学園、1950 年に新制東海大学となった 70 年の歴史を
通し、一貫してグローバル人材育成を掲げてきました。グローバル人材とは「全人類の平和のために他人や他国
との違いを容認し、相手のことを考え、理解できる人」を指します。このような教育を実践する拠点が、デンマー
クの東海大学ヨーロッパ学術センター（Tokai University European Center, TUEC）です。

デンマークは昔から人魚姫の物語やその著者のアンデルセン兄弟、レゴでおなじみかもしれませんが、最近で
は北海道の半分の面積、神奈川県と同じ 500 万人程度の人口のデンマークは、幸福度ランキング世界 1、2 位を
争う国です。

さて国際セミナーでどのようなことをトピックにするかを考える時は、相手と対等に話ができる話題、すなわ
ち、自分たちが誇りに思える話題を選ぶべきです。健康学部の教育研究推進委員会のメンバーで話し合いをした
際、「日本の文化で優れていること」をまず挙げていきました。そのなかで「手先の器用さ」「手間を惜しまない」

「きめ細かい（細部まで手を抜かない）」という点が話題になり、それがどういう違いに表れているかと言う具体
の話の矛先が、高齢者介護を専門とされる阿部正昭先生に向かいました。高齢者のケアの質という点でどのよう
に違うのかなど、阿部先生のお話を聞いているうちに演者とテーマ
が固まってきました。手間を惜しまないということでは、手の込ん
だお弁当にも話が及びました。結果的には当日のプログラムはやや
違う内容になったのですが、実は健康学部の学生や教職員のお弁当
の写真をイントロに使い、そこから単に効率の問題ではなく、実際
に手を動かすという意味での手間を惜しまない介護とその背景にあ
る考え方（文化）をデンマークの高齢者ケアと対比する言うアイディ
アが最初にありました。

その後、東海大学ヨーロッパ学術センターのヤコブ・スキュッ
ト・イエンセン副センター長、本学グローバル推進本部の工藤
智
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東海大学ヨーロッパ学術センター
設立 50 周年記念行事

● 2020 年 12 月 14 日

1）「東海大学健康学部教育研究レポート集 2019」に詳細を紹介
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❖  2020年12月14日第4回QOLセミナー「QOLと
高齢者へのケア – 文化の違いに見いだされるデ
ンマークと日本のケアの質」

当日の司会は、スキュット・イエンセン副センター長、通訳は奥町道代氏で
した。

開会の辞：
東海大学ヨーロッパ学術センター長、東海大学副学長吉川直人先生は、英語と日本語でお話しされました。グリガ

セン先生がご所属の VIA University College と東海大学には既に 50 年の交流の歴史があること、例年、東海大学
看護短大や看護学科の学生をデンマーク
に派遣し、その際、VIA 大学が最も重要
な訪問先であることをご紹介いただきま
した。本日のテーマについては、高齢者
のケアにおけるデンマークと日本との違
いについて着目し、そこから日本の高齢
者ケアについて考えていっていただきた
いという開会のお言葉を頂きました。

レェッゲ・グリガセン シニア准教授（VIA University College）の講演
デンマークの高齢者福祉におけるパラダイム・シフト

まず前提としてデンマークの社会福祉制度は、税金で運用され、全て無料で提供されます。その背景には、人は等
しく平等な存在であるという理念があります。よって、サービスと言うものへのアクセスは、それが教育であれ、福
祉であれ、医療であれ、誰もが同じように利用できるべきだとして無料で提供されます。
「尊厳のあるケア」という言葉には、自律（自分に決定権があること）、インクルージョン（inclusion、社会から

排除されないこと）、相手を尊重したコミュニケーション、意味のある日々を生きる可能性と言う意味が含まれていま
す。上述の無料の教育という場合、現在、高齢者ケアに従事している職員を対象とした専門性向上のための教育、更
に「尊厳のある高齢者ケア」について継続して学ぶ機会を提供する国立機関の存在がデンマークにはあります。そこ
では「尊厳のある高齢者ケア」を実践する際に必要な「クリティカル・リフレクション（critical reflection、実践
の振り返り）」、「相手を尊重したコミュニケーション」について学んでいます。

とは言え、全てがバラ色と言うわけではなく、高齢化が進むなかで有能な人材の確保、大卒の若者に対して魅力が
乏しい職場という現代的な課題があります。また、65 歳以上の女性の 60% が一人暮らし、高齢者への尊敬の欠如、
認知症に対する偏見も問題です。

認知症に対しては、社会がもつ偏見が翻っては当人が自分のことを偏見の目で見るという悪循環に繋がっています。
この対応として「ディメンシア・フレンドリー・デンマーク（Dementia-Friendly Denmark、認知症にやさしい
デンマーク）」という政策が立ち上がりました。今では認知症があっても、近所のスーパーで買い物を続けることがで
き、世の中から隔離されることがなくなっています。

テクノロジーの活用とその課題
福

ウェルフェアテクノロジー

祉 機 器 は、これからの高齢者ケアのソリューションの一翼を担います。福祉機器と言ってもさまざまな目的に
応じ、たくさんの種類があります。

◦ 安全確保のため
◦ 他者との交流を維持するため
◦ 健康増進のため
◦ 毎日のスケジュール管理のため
◦ パーソン・センタード・ケア（person-centered care）を実践するため
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人とのつながりを維持するソーシャル・ウェルビーイング目的の福祉機器としての「ソーシャル・ロボティクス
（social robotics）」の分野は、デンマークが世界の最先端を行っています。デンマークは、デジタル革命でも世界
の一、二位を争う国ですから、当然のことかもしれません。

しかし、テクノロジーの利用についても課題がないわけではありません。「高齢者はテクノロジーが苦手」と言われ
ますが、実はスウェーデンにおける調査研究からは、これが事実ではないことが明らかになりました。高齢者だけが、
私たちの社会の中で特殊なのではありません。認知症にかかっている高齢者の中でも日常生活における技

テクノロジー

術の利用、例
えば家庭内や外で用いるコミュニケーション・ツールにもかなりのばらつきがみられます。高齢の人々自身もこれら
のテクノロジーを利用する、しないに関する考えは人それぞれです。

他方、専門職の側のテクノロジーに対する見方、使いこなす力量、動機づけも導入に際しての大きな要因です。同
様に職員の上司にあたる管理職やシティズン（citizens、ケアを受ける人々のことをデンマークでは「市民」と呼ぶ）
のテクノロジーに対する考え方、熟達度、動機づけも大きくかかわってきます。

例えば「テレノイド（Telenoid）」というソーシャル・ロボティクスは、福祉施設に入所している認知症を持つ高
齢者がテレノイドを通して家族とコミュニケーションをすることに役立っています。介護の専門家や現場従事者の方
はと言えば、テレノイドを見るや「幽霊みたい」、「こりゃ、ひどい」という反応です。ところが調査研究の結果、こ
のテレノイドが認知症の方の自発的なおしゃべりを促すこと、テレノイドと一緒にいるのを幸せに感じていることが
明らかになりました。となれば、高齢者ケアの現場でどのような製品を選ぶかは何によって決まるべきか。シティズ
ンですか？援助者の私たちですか？この点は、テクノロジーに活用に伴う倫理的な課題です。

製品は、一人一人のシティズンにとって十分に理解が可能であり、尚且つ意味があるものでなくてはいけないと思
います。新しいテクノロジーは、良く生きることをサポートする必要があります。最初の内は、虚弱な高齢者の安全
を守るというところに重点がありましたが、今はレジャー、また病気であっても良く生きることへと重点が移ってき
ました。デンマーク国内には、地方自治体が運営する「テクノロジー図書館（technology library）」があり、市民
は自分に合うものがどれかを貸し出しを受け、試すことができます。これも自分に合ったテクノロジーを見つけるの
に大変役に立っています。

自分に合ったものと言う場合、立場が違うとまた何を必要とするかが違ってくるのは当然です。家族の立場の人向
けには、膨大な情報量に溺れてしまわないようにと専用のアプリがヨーロッパで開発されました。

また、認知症を患っている入居者でもタブレットを使い、コグニティブ・トレーニング（cognitive training, 脳トレ）
を楽しむことができること、神経学と教授法を掛け合わせた適切なアプローチを用いさえすれば、高齢者が有能であ

ることもわかりました。
高齢者福祉施設に入居しているシティズンの QOL を高めるという

仕事をする時に介護職員にとって有用なのは、ライフ・ストーリーを
知ることです。テクノロジーを使い、シティズンのライフ・ストーリー
をデジタル化することができます。

リラックスするための道具には、「ミュージック・ピロー」があり
ます。丸い形の枕状のものを抱っこすると、落ち着いた音楽が流れて
きます。

認知症を患ったシティズンの治療において、尊厳を大切に認知面に
どう刺激を与えるか、特にコロナ禍で外出を自粛している時にどうす
るかという問題をデジタル・テクノロジーでもって解決を試みています。

ディメンシア・フェロー（Dementia Fellow）は、既に商品化さ
れた製品です（写真・左）。高齢者福祉施設の入居者一人一人を職員
が協働し、ウェルビーイングと健康状態を同時に的確に理解できる情
報共有ツールです。真ん中の欄にあるお花の模様の色で直感的にわか
るようになっています。お花をかたどる 6 つの要素のそれぞれが充足
されているかどうかが、緑、黄色、赤で示されているからです。イラ
ストに示された男性の場合、社会から疎外されていないかどうかとい
うインクルージョン（inclusion、専門用語では「包摂」と訳されます）
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とコンフォート（comfort、穏やかな気持ちで過ごせているかどうか）
に黄色信号が点滅していることが一

いちべつ

瞥できます。
大型のスクリーンに個票もしくは一覧（写真・左）と言う形で入居

者のウェルビーイングと健康を職員が把握することができます。それ
によってその日、職員にはどのようなアクションが求められているか
が共有されます。

しかし、テクノロジーを現場に取り込むことは難しいものです。テ
クノロジー側の必須条件として、オーダー・メイドのテクノロジーで
あること、質の高いデザインによって一人一人の暮らしの質が確実に
良い方向に向かうものであること、ユーザー・フレンドリーであるこ

と、使う側のモチベーションと潜在的な学ぶ能力を理解している必要があります。ケアに従事する者の専門性向上、
倫理的なセンスも必須です。

にもかかわらず、パーソン・センタード・ケアと QOL の助けとなるテクノロジーは、有効であり、尊厳のあるケ
アを補完するものであることは間違いがないということを最後に結論として述べたいと思います。

阿部正昭教授（東海大学）の講演
「日本の高齢者介護と触れるケア〜触れるケアによるコミュニ
ケーションの工夫」
日本において触れるケアがどのように認識されてきたのか
この 10 年間、日本の認知症ケアの現場で注目された理論
◦  パーソン・センタード・ケア（Person-Centered Care, PCC）：1980

年代後半、イギリスにて Thomas Kitwood（心理学者）が開発。「パーソン・
センタード・ケア」「パーソンフッド」という概念は、C. ロジャーズ（心理学者）
が 50 年以上も前から提唱している。症状があろうとパーソンフッド（personhood、その人らしさの根幹をなし
ている部分）は失われない。

◦  バリデーション（Validation）：1980 年代、アメリカにて Naomi Feil（ソーシャルワーカー）が開発。Validate は、
「（それは）もっともなことと理解する、受けとめる」という意味。高齢者の言動を何が間違っているのかでわかろ
うとするのではなく、「『その言動はもっともなことだ』と受け止めるならば、どういう背景があるからなのか」と、
相手が経験している真実の方を強化していく方法

◦  ユマニチュード ®（Humanitude®）1979 年、フランスにて Yves Gineste, Jerome Pellissier ［Gineste 
Pellissier, 2008］は、相手の人が人間らしくあることを重視し、正面に位置取りをして目を合わせ、笑顔で話す
など五感、感情、言語をフル活用した意図的なコミュニケーションを用いた認知症のケア方法

◦  タクティール ® ケア：スウェーデンが発祥のタッチケアを基に日本スウェーデン福祉研究所が開発。利用者の手足
や背中を柔らかく包み込むように触れることにより、不安や痛みを緩和する方法。触れるケア（タッチケア、ハン
ドセラピーと同じ）は、認知症を患っている方以外にも末期がんの患者にも用いられている

上記のケアの方法の共通点は、「クライエント中心」です。が、この「クライエント」という言葉自体に専門家中心
の文化が表れていると思います。グリガセン先生が「シティズン」とおっしゃっていたことは素晴らしいと思います。
「手で触れる」という行為は、脳内にオキシトキンというリラックスした気持ち、ストレスが緩和される際のホルモ

ンの分泌を促します。結果的にその両者の絆が深まります。手に温かい飲み物を持った二人、あるいは寄り添うとい
う身体的距離の近さによっても同じ作用が起きます。身体と心は切り離せない関係にあります。

触れるケアの 3 つの段階においては、第一に身体レベルにおける体温の維持があります。我が家に 2020 年 11 月
に 4 羽のセキセイインコのひなが生まれました。次ページの写真と同じように 4 羽はよくくっついていました。自宅
のインコのひなから体温を維持する身体レベルの接触のことを直

じか

に教わりました。第二に情動レベルでは、触れるこ
とによって安心感、心地よさがもたらされます。第三に認知（理解）レベルでは、愛情と信頼が触れることによって
伝わります。
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日本の介護職員の中の多くの人は、実はここまでの理論を学ばずとも、利用者との日常の介護のやり取りの場面を
通し、自然とこの触れるケアの精神に通じるケアを行っています。例えば着替えの介助や排せつの介助、移動の介助
のように実際に利用者に接触する介助の場面で、手を開いた状態を保ち、指先で利用者に触れた場合、利用者には強
く感じるため、無神経で冷たい感じが伝達されます。それを介護者の精神的な姿勢だと、利用者が受け止めてしまい
かねません。現場の介護者は、利用者の反応から学びながら、指先で触れるのではなく、手のひらの面を広くして触
れることにより、介助の場面において柔らかさ、暖かさや配慮を伝えられるようになりました。

触れるケアを大切にしてきた背景にある心の姿勢
このような実際の介護の変化をもたらしたものは何かということを考えてみます。あらゆる介助の場面はコミュニ

ケーションの場面だと考えられます（写真・右下）。まず言語的なコミュニケーションをとっている通常の会話の場面
があります。相談にのっている場面も含まれます。そこでは「傾聴」という形を中心にしてコミュニケーションを取っ
ています。

次に「声かけ」は、食事の介助、入浴の介助、移動の介助など身体的接触を伴う介助を行う際に行っています。例
えば「今から〜をしますよ」「右足はこちらで介助しますので、左足はご自分で上げてください」のように説明し、同
意を得るかかわりをしています。
「見守り」は、例えば今、目の前の一人の人の高齢者の

食事の介助をしているとします。その時に同時にテーブル
の向こう側に座って自分で食事をしている人の様子を見て
います。「この方は大丈夫かな」と胸の内で思いながら、
言葉をかけることや介助は行っていません。心がその人の
ことを見て、見守っているという段階があります。これも
コミュニケーションであると考えます。

そして根本にあるのが、日本語で言う「寄り添う」とい
う心の働きだと思います。寄り添うという心の働きは、触
れるほどにそばにいるという心の姿勢と言っていいと思い
ます。とても身体感覚に近いところで利用者に寄り添う心の姿勢です。これが根本にあり、残り全てのコミュニケー
ションを支えている形になります。

 寄り添うという心の在り方は、介護の場面だけでなく、日本では広く浸透していると思います。昔から「以心伝心」
という言葉があります。言葉を交わさずとも、触れずともお互いの心が通じ合うという状態です。また「阿吽の呼吸」
という独自の表現もあります。多くのコミュニケーションあるいは練習の積み重ねにより、息がぴったり合うという
意味です。

日本では寄り添う心が軸となり、社会生活のいろいろな場面の人間関係をつなげていくということがそもそもあっ
たのではないかと思います。このような文化的背景と上述の日常のケアの積み重ねがあるために日本の介護の現場で
はいわゆる共感、受容、自己一致といった専門的な概念は敢えて意識されずとも、暖かさや安心、心地よさ、愛情、
信頼を伝えるケアの方法が大切にされてきたのだと思います。
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質疑応答
Q:  ディメンシア・フェローを用いる際、どのような方法で入居者の問題を把握するのでしょう？アンケートなどを取

り、その回答から問題を確認するのでしょうか？
A:  お花の絵で示したウェルビーイングは（パーソン・センタード・ケアの）Thom Kitwood（トム・キットウッド）

の QOL にまつわる哲学から来ています。QOL にとって基本的に欠かせない要素からできあがっています。まず
心理学的、行動的な症状のスクリーニングを行いますが、同時に職員の観察も大事な情報です。現場は交替勤務で
すし、自分が担当している限られた時間のことしか知らないというのでは、情報を共有することからして難しさが
あります。特にウェルビーイングに関する大切な情報の共有は、現場の課題です。ディメンシア・フェローという
システムは、そういう時に効果を発揮します。

Q: デンマークのテクノロジー・ライブラリーではどのようなテクノロジーを借りることができますか？
A:  ディメンシア・フェローのようなシステムを借りることはできません。なぜなら、これは介護職員向けだからです。

家庭に暮らすシティズン向けに開発されたものは、とてもたくさんあり、その中から借りていくことができます。

Q:  福祉機器を使いたいか使いたくないかを決めるのは、当人が決めることだというご指摘はもっともだと思いまし
た。ありがちなのは、このテクノロジーが役に立つかどうかを本人に代わって家族や介護職員の方で決めてしまう
という父権主義的 2）なあり方です。日本でも同じことが起きています。デンマークの現場に接する中で、当事者
がどのようなテクノロジーを利用したいかを聞くのにどうしているかをご存じでしたら教えてください。

A:  デンマークでは認知症を患っている人が参画することを大切にしています。新しい技術の開発段階から参画しても
らっています。これはとてもいいムーブメントになっていると思います。ヨーロッパでは、当事者の参加を得てデ
ザインを形作るということが行われています。2008 年の EU のマニフェストの中でも述べられています。直近で
は、認知症を患っている人の認知面に刺激を与えるデジタル・コーチというのがあります。この開発の過程でも当
事者の参加を得ており、何度も小規模のパイロット・スタディが行われ、本当にユーザーにあっているかどうかが
常に検討されました。このようなことを私たちはやっていかないといけないと思います。

Q: デンマークと日本、それぞれの国において何がテクノロジーの利用を妨げていると思いますか？
A:  日本では「ロボット」と言うと、アニメの影響もあり、人型ロボットをイメージします。また日本の場合はどちら

かというと介護と言うと介護者の負担や介護にかかる社会的なコストの方がどうしても優先される傾向がありま
す。ロボットと言うテクノロジーに関しては、①要介護者の機能を補い、要介護者自身の自立度を高めること、②
介護者の機能を補い、介護者の介護負担を軽減すること、③要介護者のコミュニケーションを補うという三つに分
類されます。現在、一番開発が進んでいるのが、②の介護者のストレスを補うというところに実際は一番浸透して
います。問題点としては、今日のテーマの高齢者の尊厳、QOL よりもまず介護の負担を軽減するということの方
が優先されているということが挙げられると思います。

A:  とても手短にお話しできることではなく、複雑な問題です。既にいくつかの問題については先に触れていますが、
介護職や家族の間に見られるテクノロジーへの抵抗感があります。が、それ以上に自治体が導入戦略に欠いている
というのも大きな要素です。壁になっているのは、費用が高くつくといった実用性とは関係のないところです。例
えば、あざらしのぬいぐるみのロボットもデンマークの認知症を患っている方に利用していただいていますが、ぬ
いぐるみを清潔に保つことが難しく、そのために場所によっては取り込まれていません。自治体は、導入戦略をき
ちんと持つべきだと思います。

2）�パターナリズム（paternalism）とは、ちょうど明治時代に家
かちょう
長制度があった時、長女がどこに嫁ぐべきか、次男はどこで就職すべきかと言う大事

な決定をすべて家長の父親が「良かれと思って決める」というのと同じです。力のある側の人間が善意からかもしれませんが、当人の代わりに決め
てしまうことを指します。
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閉会の辞
健康学部の堀真奈美学部長は、英語と日本語でお話になりました。日本の 65

歳人口が 30%、デンマークのそれが 20％という高齢化社会の中で対照的な文
化や価値観の違いを通し、デンマークについては自律、IT、シティズン、日本
の場合は儒教や寄り添う心というキーワードを切り取られていました。今後の
両大学における国際的な研究の進展を期待していますと結ばれました。

 
山田清志学長

学長は英語でお話になりました。実は Q&A のセッションからのみの参加で
したが、新しいテクノロジーによりこのようにインターネットでコミュニケー
ションがとれたのもありがたいが、望ましくは近い将来、対面でこの続きのお
話を伺いたいと思いますと述べられました。

 
 

❖ セミナーを終えて
お陰様でセミナーには、116 名（内、25 名がデンマークなど海外、24 名が学生）のご参加を戴きました。直後の

アンケート調査（45 名が回答）においては、「とても満足」が 47%、「満足」が 49%、「普通」が 4% と答えていた
だきました。後から追加の質問が 10 個も来たことは、知的な刺激が喚起される内容だったことを表していると思い
ます。

この報告書をまとめる 1 月末になり、デンマークの Aalborg University の Lone Sigbrand 先生（建築専攻）
からご連絡を頂きました。認知症を患う高齢者が日本庭園を訪れた時の反応に閃きを得て、人と植物の安らぎの場を
テーマにした健康的な住まいのデザインの開発に取り組んでいるとあります。認知症の重篤な方が、自然の環境との
接点を途切れさせないことに関心があるそうです。そして 2022 年に来日の予定があるとのことです。

健康学部の海外とのつながりがまた一つ増えました。これこそが教育研究推進委員会と共に QOL セミナーを開催
した理由だったので、最終目的が達成できてホッとしました。

グローバル教育戦略企画担当

菱川　愛
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第Ⅱ部

健康に関する教育講座及び
シンポジウムの開催

健康な社会を構築するための
健康学部のフィールドワーク教育の
実践と評価（アセスメント）の開発

「健康」にかかわる人材の学際性を育てる
カリキュラム・マップの開発

2019 年度
健康学部研究教育補助金報告書



　学内外に向けた健康増進や QOL 向上に関する啓発と、 これらに寄与する人材育

成等を主目的として、 教育講座 「健康サポートスタッフ養成講座」 とシンポジウム 

「KENKO セミナー」 を開催した。 教育講座には 43 名、 シンポジウムには 72 名の参

加者があり、 開催内容について大学の公式サイトや東海大学新聞にて紹介された。

1． 目的

1） 学内外に向けた健康増進や QOL 向上に関する啓発と、 これらに寄与する人材の育成。 　

2） 本学教職員及び学生の健康増進及び QOL に関する基礎知識及び運用能力の向上。

3） 学内における健康増進及び QOL 向上に関する取り組みの促進。

4） 2018 年度運営方針に掲げられている 「KENKO プロジェクトの推進」 への貢献。

2． 対象と方法

1） 対象 ： 本学教職員及び学生、 学外者

2） 方法 ：  教育講座とシンポジウム （KENKO セミナー） を開催する。 教育講座については、 2 日

間にわたり 8 科目の講義及び実習を実施し、 全科目受講者には学部より認定証を授与

する。 また、 シンポジウムについては、 学内の KENKO プロジェクトとの共催とし、 健康

増進に関する啓発を主目的として、 複数名の講師による禁煙に関連した内容を年 1 回

実施する。 告知については、 健康学部の公式サイト、 ポスター、 T365、 キャンパスライ

フエンジンを通じて行う。

3． 実施内容 

1） 教育講座 「健康サポートスタッフ養成講座」 （写真 1）

開催日 ： 2019 年 10 月 26 日 （土） 13:00 ～ 16:00、 10 月 27 日 （日） 9:00 ～ 16:00

参加者 ： 合計 43 名 （学生 ： 29 名、 高校生 ： 8 名、 学外者 ： 6 名）

概 　 要 ：  本行事は、 昨年度に引き続き 2 回目の開催となった。 健康づくりに必要な基礎的な知識

及び技能を習得し、 健康増進や QOL 向上に向けたサポート活動が推進できる人材を養

成することを目的とした。 募集対象は、 東海大学の学生 ・ 大学院生 ・ 教職員、 学外の

方 （高校生以上で健康増進や QOL の向上に向けた各種サポート活動に興味のある方）

であった。 講習内容は 2 日間にわたり、 1 科目あたり 50 分から 80 分の講義及び実習を

合計 8 科目実施した。 全科目受講者には 「東海大学健康学部認定健康サポートスタッ

フ」 の認定証を授与した。 講座においては、 健康に関わる基礎的な知識 ・ 技能及び最

新情報について体系的に紹介する機会となった。 講座終了後にはアンケートを実施し、

KENKO プロジェクトへの参加希望等に関する調査も行った。

健康に関する教育講座及びシンポジウムの開催

有賀誠司、 堀真奈美、 森　真理、 西垣景太
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2） シンポジウム 「KENKO セミナー」 （写真 2）

開催日 ： 2019 年 12 月 5 日 （木） 15:20 ～ 17:00

テーマ ： 「ひとのときを、 想う。 JT ～吸う人と吸わない人が共存できる社会の実現を目指して～」

講 　 師 ：  山本泰治郎、 宮村香也子、 半田康祐 （日本たばこ産業株式会社たばこ事業本部渉外

企画室）

参加者 ： 合計 72 名 （学生 ： 61 名、 教職員 ： 11 名、 学外者 ： 0 名）

概 　 要 ：  禁煙活動の推進事例や禁煙指導の実際及び留意点について紹介された。 本学の

KENKO プロジェクトのメンバー （教職員） 9 名も参加し、 今後の学内における喫煙対策

活動の推進に際し、 有意義な情報を得ることができた。 　

4． 今後に向けて

本年度の 2 件の行事については、 目標参加者数を達成することができ、 アンケートでは 80% 以

上の参加者から満足したとの回答が得られた。 また、 健康サポートスタッフ養成講座については、

領域別のより専門的な内容の希望が寄せられ、 参加者の意欲の高さがうかがわれた。

シンポジウムについては、 2 回目の開催を 2020 年 3 月に予定していたが、 新型コロナウイルス

感染症の影響によりやむなく中止となった。 次年度以降は、 オンラインによる開催など、 感染症対

策を講じた取り組みを推進したい。

写真 1． 健康サポートスタッフ養成講座　
西垣准教授によるウォーキングの実技講習風景
（2019 年 10 月 26 日 ・ 27 日開催）

写真 2． KENKO セミナー講義風景（2019 年 12 月 5 日）
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　本研究は神奈川県内における健康課題に対して、 どのように健康学部の教育プロ

グラムが関与しているか、 地域の健康課題解決会議普及教育委員会を基盤として、

地域社会とのパートナーシップの深化と教育プログラムの地域への影響関係の可視

化作業として進められた。

1． 目的

本研究は神奈川県内における健康課題に対して、 どのように健康学部の教育プログラムが関与

しているか、 地域社会とのパートナーシップの深化と教育プログラムの地域への影響関係の可視化

を目指した。

2． 対象と方法

本研究は東海大学地域健康課題解決推進会議連携推進委員会の小委員会における活動として

実施した。 健康学部のフィールド実践を伴う教育実施する地域の自治体関係者 （神奈川県、 平

塚市、秦野市、伊勢原市、横浜市） とともに、地域の健康課題解決会議普及教育委員会 （以下、

健康会議普及教育委員会） を 2019 年 10 月に立ち上げ、 地域の健康課題の探索と定義、 地域

の健康課題を解決する人材の育成、 備えておくべき資質と能力、 人を育てる際の社会と大学の役

割、 その接続が議論したうえで、 地域の健康課題を抽出し、 評価方法を検討した。

3． 研究の内容

1）  地域の健康課題解決における、 健康学部の教育プログラムの位置づけと評価のロジックモデル

を策定した。 健康学部の教育活動が地域の健康課題の解決にどのように参画できているか、

エンパワメント評価 （Fetterman　2014） の理論を用いて、 外的内的資源を活用して生成され

る教育プログラムが、 地域においてミクロと

マクロをつなぐメゾにどのように関与している

か、 影響関係を検討した。

健康な社会を構築するための健康学部の

フィールドワーク教育の実践と評価 （アセスメント） の開発

市川享子、 岡本武志、 竹内友章

東海大学地域の健康課題解決普及教育委員会

（2019 年 10 月、 筆者撮影）

12 KENKO・第Ⅱ部



4． 成果と考察

1）  健康課題に対する健康学部の教育プログラムの関与の評価モデルとして「バイオサイコソーシャ

ルモデルからみた地域づくり活動の意義」 を構築し、 2020 年 3 月の社会関係学会の発表 （大

会は新型コロナ感染症拡大の影響により延期、 2021 年 3 月に同学会にて発表）。

2）  健康会議普及教育委員会からインキュベーション事業として、 2020 年度 「神奈川県地域の支

え合い仕組みづくり事業」 に平塚市と湘南 NPO サポートセンターが申請者となり応募し、 「地

域資源活用による交流型体験の里づくり事業」 採択された （本神奈川県事業は 2022 年度ま

で継続予定）。 本事業は市川研究室の現 2 年、 3 年生が参画している。 さらに、 2） で生成し

たモデルの検証を本事業で実施している。

3）  伊勢原団地再生や住民の well-being の向上に関するプロジェクトに工学部 （建築学科） ととも

に参画 （1 月～現在）。 プロジェクトの実装化段階では、 フィールドワーク A、 B のプロジェクト

として位置づけていく予定である。

4）  地域の開発と評価モデルに関してはアメリカ合衆国に本部をおく Community Indicators 

Consortium の年次大会 （オンライン） で “Development of Participatory Community Building 

Model” として共同発表した （Hasegawa, Ichikawa et al. August 2020.）

5）  フィールドワークのテキスト開発の成果として翻訳書 『市民参画とサービス ・ ラーニング―学問

領域や文化の壁を乗り越えて学びたい学生のために』 （吉川 ・ 前田 ・ 市川他、 2000） と 『健

康学部フィールドワークテキスト』 を発行した。

5． まとめと展望

東海大学の教育プログラムと神奈川県地域とのプラットフォームのひとつとして作られた地域の健

康課題解決会議教育普及委員会において、 地域の健康課題の探索と定義、 地域の健康課題を

解決する人材の育成、 備えておくべき資質と能力、 人を育てる際の社会と大学の役割、 その接続

が議論され、 外的内的資源を活用した教育プログラムの地域への影響関係の可視化の評価ロジッ

ク策定を進めた。 評価のプロトタイプ完成に関しては新型コロナ感染拡大の影響により、 第 2 回

の委員会が延期されているため、 検討の途上ではあるが、 基幹科目として位置づけられた学部の

フィールドワーク授業が、 地域の健康課題解決につながるとともに、 研究活動への接続しているこ

とも確認された。 今後は地域の健康課題解決に対して、 健康学部としてどのように関与できている

か、 基盤科目、 研究室活動を含めた評価活動を進めたい。

6． 引用文献

・  宮川 ・ 前田 ・ 市川他 （2020） 岡山大学出版会 『市民参画とサービス ・ ラーニング―学問領域

や文化の壁を乗り越えて学びたい学生のために―』 （原著、 Christin M.Cress, Peter J. Collier, 

Vicki L Reitenauer 2013 “Learning through Serving” Stylus）．

・  Hasegawa, Ichikawa et al. （2020） “Development of Participatory Community Building Model”  

Community Indicators Consortium Virtual Impact Summit: Building Resilience with community 

data.
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　健康学部の教員は多様な専門分野から参集しており、 その学際性は、 学部における

教育や研究の内容に具体化される必要がある。 そこで、 学際教育研究推進ワーキング

グループでは、 教員が健康の概念を構成する際に用いているワードを集めて階層化し

た。 その結果、 ワードには、 共通ベース、 複数のフィールドへの適用、 および特定の

フィールドの 3 つの層があることが把握された。 これらのうち共通ベースのワードを用い

て 「コアカリキュラム」 を作成し、 「2020 年健康学概論」 のシラバスを作成した。

1． プロジェクトの目的

「健康」 は、 WHO の定義にもあるように複合的 ・ 統合的であることから、 その研究や教育は多

様な学問 ・ 専門領域からのアプローチが必要となる。 そのため、 健康学部は多様な学問領域の

教員から構成されているが、 それが実際の研究 ・ 教育内容に転化されるためには、 単なる集合か

ら相互作用する有機体に変化させ、 その成果を学部の諸活動に反映させる必要がある。 その際に

キー概念となるのが 「学際性」 であることから、 その概念的理解を行った 2018 年度に続き、 2019

年度は、 多様な学問 ・ 専門の協働作業によって実際に健康課題にアプローチする方法を分野横

断的に検討し、 カリキュラムマップを作成することを目的にプロジェクトを実行した。

2． 実施の方法

学部教員によるオープンなワークショップを開催し、 ブレインストーミングと KJ 法によって 「健康」

の構成要素を表すワードを抽出してプールし、 それらのワードについて質的内容分析法を応用し

た分析手法によって階層化した。 階層化は、 健康を考えるうえで重要となる基盤的かつ分野横断

的な大きな概念 （大概念）、 その下位に位置づく中範囲の概念、 そして専門領域に特化される範

囲の概念のおよそ三層である。 それらのうち、 とくに重要かつ不可欠な項目を再構成して 「健康」

への学際的アプローチにおける

コア ・ カリキュラムを構成した。

3． プロジェクトの結果 ・ 成果

「健康」 の構成要素となるワー

ドとして 564 個を得た。 図 1 は、

その一部である。 なお、 これら

ワードの学部開講科目への包含

状況を把握するため全科目への

転化状況も調査している。

次に、 抽出されたこれらのワー

ドを、 分野横断的な共通基盤と

「健康」 にかかわる人材の学際性を育てる

カリキュラム ・ マップの開発

学際教育研究推進 WG ： 堀越由紀子、 市川享子、 岡本武志、 森真理

図 1． 「健康」 の構成要素となるワードのプール
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しての大概念、 複数分野に共通

する中範囲の概念、 どちらかとい

えば特定専門分野の概念に階層

化した。 そして、 大概念を用い

て考案した 「健康」 を学ぶコア ・

カリキュラムが図 2 である。 中心

に 「健康」 を置き、 その周囲に

学部を構成する運動、 栄養や、

メンタルヘルス、 そしてソーシャ

ルウエルネスを表すシンボルマー

クを配置。 そして、 大概念の中

から幾つかを選択して周囲に置

いている。

さらにプロジェクトでは、 学部

基盤科目 「健康学概論」 のシラ

バスを検討 ・ 更新した （表 1）。

その趣意は、 健康の構成要素を

相互に関連させながら考察を加

えて様々な健康課題のソリュー

ションを見出す道筋を提示するこ

とである。 2020 年度に向けて、

教員の多様な研究分野からの知

見を相互作用させ、 学際性が表

現されるような科目運営を立案す

ることができた。 また、 このシラバ

スにそった簡易テキスト （レジュメ集） の編集を開始した。 今後、 本格的な 「健康学」 のテキスト

編纂に結び付けたい。

4． まとめ

「健康」 とは高度に複合的で統合的な状況であり、 また外的環境の変化や諸科学の進展によっ

てその課題と対応方法は絶えず変化していく。 健康学部は、 少子高齢化による人口減少社会を迎

え、 また IT によって加速するグローバル社会における諸々の健康課題に対応するための手法の

開発と、 それを実行する人材を育成する役割を担っている。 「学際性」 はそれを推進するために

欠かせない概念であり、 また方法論である。 WG では、 学部における教育の内容について引き続

き実効性のある取り組みを継続し、 それが教員間で学際的な研究活動につながるよう取り組んでい

く。

参考文献

レプコ , A.F. 著、 光藤宏之他訳 （2013） 『学際研究―プロセスと理論―』 九州大学出版会 （原

著 ： Allen F. Repko （2011）Interdisciplinary Research: Process and Theory, 2nd ed , Sage Pub.）

図 2． 「健康」 を学ぶコア ・ カリキュラムの例示

表 1． 「健康学概論」 のシラバス検討
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第Ⅲ部

学生の授業アンケートから選んだ
健康学部の

“いい授業”

❶ 池内眞弓先生

❷ 西垣景太先生

インタビュアー

宮 沢 正 樹
（健康学部教育研究推進委員会）
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「 多彩な肩書をもつ池内先生 」
　保健師、助産師、看護師、衛生管理者、博士（海洋科学）と

多彩な肩書をもつ池内眞弓先生。「加齢と栄養」「機能栄養学」

などライフサイクルに応じた健康・栄養問題を取り上げる授業

を担当しています。なぜ授業の評価が高いと思いますか？とい

う私の唐突な質問に、「自分でもよくわからないんだよね。絶

対に自分の人生に関わる内容を教えていて、生まれてから死ぬ

まで全部を扱っているのできっと学生は身近に感じているので

は？」ととても謙虚です。生理学や栄養学など授業の専門性は

高く、学生からは難しいと評判なのになぜこれだけ授業評価が

高いのでしょうか。

「 モチベーションの高い学生に合わせることでボトムアップを狙う 」
　池内先生が授業のはじめに良く言うことがあります。「私の授業は色々な情報を発信するけれど、それを

暗記をするだけの授業ではありません。私はあなた達にボール（情報）を投げているだけ。そのボールを

どう処理するかはあなた達次第です。得た情報から自分が何を感じ考えるのかを常に意識しなさい」。確か

に、大学の授業は高校までの記憶力重視の授業とは違います。“モチベーションを高く保ち、自ら学ぶ姿勢

を意識してください。授業の中で疑問に思うことがあれば、自ら調べて聞いてください”ということなの

でしょう。

　時に学生は大学教員が好き勝手に話しをしているように感じることがあると思います。ただ学生には、

その話の端々から教員の理論やフィロソフィー（哲学）を感じてほしいよね、と意気投合しました。

学生の授業アンケートから選んだ
健康学部の “いい 授業”

❶ 
  池内眞弓先生

KENKO・第Ⅲ部



科目名 春学期 秋学期 必選 単位 開講校舎

機能栄養学 月曜3限 選択 2 湘南校舎

美と健康の科学 木曜2限 選択 2 湘南校舎

心と身体のしくみ1 金曜1限 選択 2 湘南校舎

加齢と栄養 木曜2限 選択 2 湘南校舎
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だいぶ前からなぜかハーブを大学に植えようと画策している池内先生。家でも
色々と育てているようです。得体のしれない雑草が生えていたら池内先生かも？
学生の皆さん、ハーブを一緒に育ててくれる人、大募集！！だそうです。池内先生
は植物から物質を単離・精製することが得意な研究者です。新たな機能性成分を
発見して、それで「健康」になれたら？夢があってなんだか楽しそう！

第Ⅲ部

学生の授業アンケートから選んだ健康学部の “いい授業”

「 科学的根拠に基づいた授業内容 」
　講義の中でわかりやすく教えるテクニックは、身近なものに置き換えて話すことだと池内先生は言いま

す。保健師、助産師、看護師時代の自身の体験を例に出すことも多いそうです。また、授業資料を作成す

るために、常にアンテナを張って情報を収集し、最近のトピックス（海外論文など）を授業で積極的に取

り上げているとのことでした。科学的根拠（エビデンス）に基づいた授業を展開しているため、池内先生

が発信する情報や体験談は説得力を持ち、学生の頭に残りやすいのだろうと感じました。

取材を

終えて

池内 眞弓
先生の　

2019年

授業
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　運動心理学を専門としている西垣景太先生。西垣先生のイメー

ジを一言で表すなら「紳士的」という人は少なくないでしょう。

授業においてもその丁寧な姿勢は変わっていません。授業の終わ

りにはその日の内容をまとめたレポートや質問を学生に書いても

らい、授業内容を十分に理解できたかを把握するのだそうです。

学生には後日、西垣先生の印鑑が押されたそのレポートを返却し、

なんと、書いている内容が良かったら西垣印を同時に 2 個ゲット

できるとのことです。1 つの印鑑で「1 ガッキ〜」24 個集めたら「2

（二）4（シ）ガッキ〜〜♪」。健康学部が設立してまだ駆け出しの

2018 年頃だったでしょうか。真面目な印象の西垣先生からこのダジャレが飛び

出した時には、大笑いしたのを今でも覚えています。真面目さとユーモアを持ち

合わせた西垣先生。授業評価が高いのもうなずけます。学生は、教員に意見を聞

いてもらえているという安心感と充実感を得つつ、西垣印を集めるのを楽しみな

がら、双方向性の授業に取り組んでいます。これらの体験は運動指導などコーチ

ングを行うときに、受講者側の意見を傾聴することの重要性に気付かせてくれる

ことでしょう。

　コロナ以前、対面だった頃の西垣先生の授業は必ず「姿勢を正しま

す。きをつけ・礼」からスタートしていました。「西垣先生、厳しい

なぁ」と高校時代からしばらく見ていなかった光景に、少し戸惑いを

覚えました。後で話を聞くと、これで学生は授業が始まると認識して

聞く準備ができるのだそうです。また、西垣先生は言葉や話のスピー

ドをよく考えて喋っていると感じることが多かったのでそれについて聞いてみました。今回のインタビュー

で教えていただいたのは、「言語（話の内容）」「準言語（声の抑揚や大きさ・話す速さ）「非言語（表情・態度）」

を意識した授業をしているということでした。心理学の分野でしょうか。少し調べてみました。アメリカの

心理学者アルバート・メラビアンは 1971 年に「7-38-55 の法則」を提唱していました。ある特定の実験下

ではあるものの、コミュニケーションの際に相手が受け取る情報量を 100 とした場合「言語情報：7％」、「準

言語情報：38％」、「非言語情報：55%」となるのだそうです。つまり、話の内容はたった 7% で、話し方や

表情、態度によるメッセージが 93% と約 13 倍も影響力をもつということのようです。これは見過ごせない

数値です。遠隔となった今、資料配信のみの授業に比べて、教員の表情が見えるライブ感のある授業を学生

は好み、理解度も上がる理由がよくわかりました。

  伝えたいことが伝わっている

のかを把握すること

 授業の中の心理学

学生の授業アンケートから選んだ
健康学部の “いい 授業”

❷ 
  西垣景太先生
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科目名 春学期 秋学期 必選 単位 開講校舎

健康と運動の心理学 月曜2限 水曜2限 選択 2 湘南校舎

環境と健康A 月曜1限 選択必修 2 湘南校舎

健康づくり運動の
実技と指導B

木曜1限
木曜2限

火曜4限
木曜2限 選択 1 湘南校舎

フィールドワークB 集中 選択必修 2 湘南校舎

健康・フィットネス
理論実習 金曜4限 必修 1 湘南校舎
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　西垣先生は授業が始まる前に 1 枚の写真や記事を学生

に見せるそうです。写真のタイトルは「週末の西垣」。そ

の写真をもとに、週末に家族で出かけたときのほのぼのエ

ピソードを学生に伝えたり、授業内容に関連する話題につ

なげたりするそうです。学生はこの話をきっかけに西垣先

生の話を「聴く」という集中力を上げていくことができる

ようになります。授業開始の動機づけを欠かさず、その日

の内容に則した「問題提起」から講義がスタートし、自身

の実体験を織り交ぜながらの授業が展開されていきます。

西垣先生は学生の「聴く」という姿勢を整えることが上手

い先生であると感じたインタビューでした。

心理学を学ぶと人の心を読むことができるのだろうか？ずっと気になっていた質問
をインタビューの終わりに西垣先生に投げかけてみました。「読めるとは思ってない
けれど、行動・表情・発言を注意深く観察するスイッチはあります。すべて読み解
けたら人間関係がもっと楽になるのでしょうけど・・・（苦笑）」と西垣先生。それ
を聞いて、少しホッとした宮沢でした。

第Ⅲ部

 週末の西垣

学生の授業アンケートから選んだ健康学部の “いい授業”

取材を

終えて

西垣 景太
先生の　

2019年

授業
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教員の研究紹介
ー社会貢献をテーマにー

岡本武志

西村昌記

森　真理

菅野和恵

堀越由紀子

安田佳代



サルコペニアの早期発見により
健康寿命の延伸へ

■サルコペニアの特徴を見出すことの意義 －量から質の時代へ－
ロコモティブシンドロームやフレイルの状態を誘発する要因のひとつとして、サルコペニア（加齢に伴う骨格筋

量および筋力・身体機能の低下）が挙げられます。このサルコペニアは、適切な栄養摂取と運動により予防・改善
する可能性が多くの研究で示されています。そのため、骨格筋量や筋力・身体機能の定期的な測定により、サルコ
ペニアをいち早く診断し、必要な介入を開始することが重要といえます。元々、サルコペニアは筋肉量の減少を意
味していましたが、健康障害の予測には筋力の方が優れた指標であること明らかとなってきています。近年のヨー
ロッパやアジアの基準改定（EWGSOP2, AWGS2019）も、筋力（握力）や身体機能（歩行速度）の評価が重視
されたものになっています。そのため、より早期にサルコペニアを予見する測定評価方法の確立は重要な課題とい
えます。

これらのことから、サルコペニアの表現型をいち早く捉える評価方法の確立を目標に研究を進めています。

■筋力発揮の調節能力や歩行の質からサルコペニアの特徴を探る
上記の研究目標達成に向けて 2 つの研究に取り組んでいます。
1 つ目は、サルコペニア有病者における筋力発揮調節能力の特徴を探る研究です。転倒・骨折を巧みに回避するた

めには、最大筋力以下における力発揮調節能力（感覚のみを頼りに最大筋力の 60% や 20% 等の力を正確に発揮で
きるか）が優れていることも重要です。しかし、サルコペニア有病者におけるこの能力については未だ不明のため、
加齢に伴い筋力低下が著しい下肢において検討しています。

2 つ目は、歩行の質と筋機能の関連性について探る研究です。サルコペニアの診断基準には身体機能評価として歩
行速度の測定が含まれています。しかし、3 軸加速度センサーを用いることで、リズムやバランス等の歩行の質につ
いても評価が可能です。これらのデータを蓄積していくことで、筋力や歩行の質の経時的変化が明らかとなり、筋
力低下や筋肉量減少に先立った特徴的な変化を捉えることができるかもしれません。

岡 本 武 志
（講師）
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メンタルヘルスを評価する仕組みづくりから、
知的障がいのある人が暮らしやすい社会を目指す

■知的障がいのある人が暮らしやすい社会に向けて
インクルーシブな社会の実現が目指され、知的障がいのある人の地域での暮らしを支える取り組みは充実してき

ています。「障がい者は施設で保護されて生活すべき」というような考え方も、少しずつ薄れてきています。知的障
がいのある人が主体となって、自分の人生設計を描くことの大切さが認識され、その仕組みづくりに目が向けられ
るようになりました。住み慣れた地域で暮らしながら、平日は会社や事業所に通い、休日は趣味や余暇を楽しむと
いった生活が実現するように、社会全体で考えていかなくてはなりません。

人生において、仕事を持つことは重要なことの一つです。知的障がいのある人が働くことに関して、障害のある
人を雇う義務と職場での差別の禁止を定めた法律があります。また、仕事を探すことや、就労・生活上の困難を支
える仕組みもあります。しかし、働き続けることにおいて、コミュニケーションや職場内での協力体制、健康管理
や規則正しい生活といった生活面に課題が現れやすいことが指摘されています。知的障がいのある人が、自分らし
く、そして生き生きと働き、暮らすことを検討することは重要な研究課題です。

■メンタルヘルス評価票の作成と活用
私は、働く知的障がいのある人のメンタルヘルスを評価する方法について研究しています。知的障がいのある人

は、メンタルヘルスの不調を自覚することが難しく、また不調を感じていたとしても他者に伝えることが難しいと
いう現実があります。メンタルヘルスが不調になった時に、本人が感じていることを聞きとり、思いを汲んだり、
確かめたりしながら、職場や生活環境に困難さはないか、
配慮が欠けているところはないかと見直すことや調整する
ことが重要です。また、メンタルヘルスの状態を評価し、
変化を見逃さないようにする仕組みをつくっておくこと
は、サポートを検討する上でも役立ちます。そこで不調の
状態でないか、客観的に見つける方法を開発することが必
要だと考えました。イギリスで行われた研究をもとに、知
的障がいのある人のメンタルヘルス評価票（MIPQ）を作
成しました。

開発した MIPQ は、障がい者雇用をすすめている会社や
福祉サービスを提供する事業所で使われています。ある会
社では、MIPQ を定期的に実施しています。具体的には、
最初に評価した際の得点をベースラインとして記録し、得
点変化に基づき、メンタルヘルスの状況を評価していま
す。その結果は、イラストを交えたわかりやすい報告シー
トにまとめられ、知的障がいのある人本人が確認します。
これは、セルフケアにつながる取り組みであり、知的障が
いのある人が、自分自身の心の健康に向き合うプロセスに
参加する機会となっています（図 1）。また、職場内では
職場環境の見直し（人的・物理的な環境）の根拠として活
用されたり、必要に応じて就労支援機関と共有されたりし
ています。

菅 野 和 恵
（准教授）

（図 1）本人にとってわかりやすいように作成されたセルフケア用シート

こころの健康チェック

氏名 記入者

③こころの健康の様子とこれから気をつけたいこと

① 今年の得点結果

② 去年との比較

（＞＿＜）

IP得点（興味喜びの喪失） 36

Mood得点（抑うつ気分） 25

総得点 61

2019年 2020年
前年度
対比

判定

IP得点 31 36 5
大きな変化はみられませ
ん

Mood得点 15 25 10 良好

総得点 46 61 15 良好
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包摂社会の構築に向けて

■研究のコンセプト
社会的存在としての人間は、太古の弱肉強食の時代においても、現代の情報化社会においても、〈つながり〉なく

して、生まれながらに持っている可能性や潜在能力を十分に発揮することはできないでしょう。包摂社会（inclusive 
society）とは、「人びとの可能性や潜在能力が発揮できる機会と環境の最適化された社会」を意味します。本研究
では、包摂社会をめぐる理論的・実践的基盤を、ソーシャル・インクルージョン、ソーシャル・キャピタル、サス
テナビリティ、ジェネラティビティ、エンパワメントという 5 つの概念から整理した上で、その構成原理をより明
確にし、理論と実践に関する知見を深めることを目的としています。

包摂社会の構成原理 * は、ヨコのつながり（世代内あるいは同時代の関係）とタテのつながり（世代間あるいは
将来世代との関係）という軸と、人と人とのつながり（ミクロレベル）と人と社会とのつながり（マクロレベル）
という軸から説明することができます（下図参照）。

* 詳細は、西村・加藤編（2020）『〈つながり〉の社会福祉』（生活書院）第 1 章参照のこと。

 

■具体的な研究プラン
①計画的行動理論を援用したボランティア活動の促進要因の検討

計画的行動理論（theory of planned behavior）は健康行動や環境配慮行動をはじめとした、さまざまな分
野で有用性が検証されていますが、これをボランティア活動に適用し、その促進要因を探ることを目的としてい
ます。すでに高齢者を対象とした分析において一定の成果を得ており（未発表）、この分析枠組みを他世代に適用
した調査研究を企画しています。

②倫理的消費の促進に関する研究
倫理的消費のフロントランナーとして高齢者を想定し、倫理的消費行動がジェネラティビティを介して QOL の

向上に寄与することを実証的に明らかにすることを目的としています。
③地域支援型農業（CSA: community supported agriculture）に関する事例研究

包摂社会構築のためのコアは「生産と消費のあり方の見直し」にあります。CSA はその具体的事例として有効
と考えられるため、探索的アプローチによって予備的調査を行う予定です。

西 村 昌 記
（教授）
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人生の最終段階における医療の意思決定を豊かに
〜高齢者とのジェノグラムワーク面接の試行

■本研究の目的・ビジョン
超高齢社会を迎えた日本では、誰もが可能な限り住み慣れた地域で、自分らしい暮らしを人生の最期まで続けること

ができるよう地域包括ケアシステムが推進されています。その中で、高齢者自身の考えや価値観を尊重した医療の意思
決定がたいへん重要になっており、とくに後期高齢期では認知面でゆらぎが生じることも多いことから、「人生の最終
段階における医療の決定プロセスに関するガイドライン」が策定されて患者の意思の継続的な確認が推奨されています。

とはいえ、実際には家族にしてもケアマネジャー等の支援者にしても、人生の最終段階の医療について早いうちから高
齢者と話し合う例は稀で、いよいよとなってから本人意思を忖度せざるをえないことも多いのが実情です。ガイドライン
では、本人意思の把握が困難な場合には本人をよく知る家族等関係者と医療者が話し合って意思決定するとされています
が、夫婦のみあるいは単身で暮らす高齢者では身近な人がいない場合も少なくありません。そこで、支援者が高齢者自身
からその人の人生航路を教わり、人生哲学や死生観を知っていくことで、意思決定支援を充実させられないかと考えました。

■研究の概要
ケアマネジャー等支援者が、通常業務の延長で高齢者の人生航路を教わることができる機会として、ジェノグラム

を活用しました。ジェノグラムとは、精神医学や臨床心理学における家族臨床において、個人の病理を家族システム
全体の中で捉え直し、介入するために活用される図式で、ケアマネジャーらは利用者に関する情報整理とアセスメン
トのために必ず記録に描いています。しかし、その内容は介護サービス提供の便宜のために同居家族や世話をしてく
れる家族成員を記載している感が否めず、高齢者の原家族含む家族歴が記載されている例はまれです。

そこで、2018 年と 2019 年にそれぞれ 10 名ほどの介護サービス利用者に協力いただき、それまでの人生航路を教
わりながら高齢者自身と一緒にジェノグラムを描くワーク（ジェノグラムワーク面接と呼称）を試行し、高齢者自身、
関係多職種からの聞き取り調査、ならびに外部専門家によるチェックで結果を評価しました。

下図が試行前後のジェノグラムです。人生航路を教わるプロセスで、情報量が増え、図が変化していることがわか
ります。高齢者自身からの聞き取りでは、このワークが「自分のポジション再確認」「世を去った家族 / 生きている家
族との一体感」「成し遂げてきた〈しごと〉の価値」「未完の〈しごと〉に切りをつける」「バトンタッチ」につながった
といった所感が聞かれ、支援者からは「本人とのコミュニケーション促進と様々な選択について本人に問いかける機
会の増加」そして「本人の人生航路の重みの実感と意思確認における支援者の責任の自覚」といった評価を得ました。
目下この研究はコロナで中断していますが、終息後に再開し、ワークを行う支援者の力量形成を含めて、継続して取
り組んで行きたいと考えています。

堀 越 由 紀 子
（教授）
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尿中栄養バイオマーカーを利用した科学的根拠に
基づく身体に優しい食環境の構築を目指して

■ストレスなく、自然に健康になれる食環境が健康寿命延伸の鍵
これまで日本やアジア地域を対象とした予防栄養学の疫学研究で、24 時間採尿による栄養バイオマーカーを用い

て、その地域の栄養リスクの評価や様々な栄養介入研究を行ってきました 1）。循環器疾患のリスクと塩分摂取量や野
菜や大豆、魚の摂取不足が明らかに関連し、勤労男性や女子大学生、中高生などを対象に実施した「一日一膳プロジェ
クト」では、1 日 3 食のうち 1 食でも栄養バランスの良い食事を摂取する重要性を明らかにしました。

現在、生活習慣病を予防するための食事の摂り方が明確になり、厚生労働省もより良い食環境を構築するために
「健康な食事・食環境」を打ち出しました。これまでは食を選択するのは個人の責任と言われていましたが、これか
らは手に取る食品や食事が、個々の必要とする栄養素を含み、自然に健康リスクが回避できたり、低栄養が予防で
きたりするような科学的根拠に基づく食環境を地域や企業と協働で構築したいと思っています。

■個体差をみる代謝研究や実食試験が未来を拓く
同じものを摂取しても個々の特性によって吸収できる栄養素に違いがあります。そのような人間栄養学の考えに

基づき、個々に合った正しい栄養の摂り方を客観的に評価し、食教育に活かす実証食育研究を提唱しています。ま
た、実際に食べた食品の代謝状態のエビデンスから、その食品の栄養効果の評価が可能になります。例えば、茹で
野菜と生野菜。同じ野菜を食べても調理の影響により栄養吸収量に差があります 2）。また、食塩摂取量が同じでも、
食塩の害を防ぐ栄養摂取の違いによって、血圧や血管に与えるリスクに差があることも分かってきました 3）。その
ような研究成果を活用した科学的根拠に基づく食育の実践活動は、西宮の教育委員会や関西のこども園、また、イ
ンドやスリランカなどでも実施してきました 4）。現在、認知症に有効な栄養素の探索や、高齢者マンションの食環
境の整備、地域の特産品を利用した栄養摂取効果とそれを活用した実証効果の検証など、国内外の研究者と共に取
り組んでいるところです。

1）  M Mori, et al., Nutritional biomarker analyses for hypertension-related risk assessment and control. World Journal 
of Cardiovascular Diseases; 4（5）:268-276., 2014.

2）  M Mori, et al., Effects of cooking using multi-ply cookware on absorption of potassium and vitamins - A randomized 
double-blind placebo control study. Int J Food Sci Nutr. doi:10.3109/09637486.2011. 642342., 2012.

3）  M Mori, et al., Soy and fish as features of the Japanese diet and cardiovascular disease risks. PLoS One. 21;12 （4）: 
e0176039., 2017.

4）  M Mori, et al., Self-checking of sodium potassium ratios in spot urine improves dietary habits in elementary school 
children. Journal of Hypertension. Vol 34, e-Supplement 2, September 2016.

森 　 真 理
（准教授）
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India＆Japan HEART Study 
 

糖尿病や脂質異常症の多い南インドで実施した栄

養評価から、たんぱく質や野菜摂取が明らかに少

ないことが分かり、 大豆や蒸し野菜を用いたイン

ドカレーを提案、試食会を開催し大豆ミートの普

及に貢献した。 

Sri Lanka 食育プロジェクト 
 
低たんぱく質を 

改善する食育プ 

ログラムを開発、 

テキストを作成 

して、各学校へ 

配布した。 

レシピ開発プロジェクト 

 

 

 

 

▲企業や自治体と行った実食試験を基に 

開発した献立例 
▼学食の献立を KENKO ランチに改良 

准教授 森 真理 
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小さな線虫からヒトの健康につながる
研究成果を目指して！

■分子の世界からアクティブ長寿な社会を目指して
現在の日本では超高齢化社会を迎えており、平均寿命を延ばすのではなく、健康寿命を延ばし、平均寿命と健康

寿命の差を縮めること、すなわちいきいきと生活ができる”Active longevity； アクティブ長寿”“を実現すること
が社会全体の課題となっています。今日では健康長寿や抗老化といった言葉も一般的になり、生活習慣病などに対
する健康意識も高くなってきています。それに伴って、日本人の健康食品やサプリメントなどの摂取も近年増大し
ており、食品メーカーやヘルスケア産業などもそれを意識した食品の開発など行っていますが、栄養学の研究では
医学と異なり、研究成果は少なく科学的な根拠が乏しいものも少なくありません。「体に良いもの」がどのようなメ
カニズムで体に良いのかということなどを、栄養学および生命科学の基礎研究の視点から企業や他領域の研究者と
共同研究を進めていきたいと思っています。

いきいきと長生きできるような機能栄養を分子メカニズムで解明することで、社会へ貢献できればと考えています。

■アクティブ長寿を見据えた抗老化能を有する栄養素の探索
食品に含まれる栄養素はまだまだ宝の山といわれています。例えば、ファイトケミカルなどは必須栄養素ではあ

りませんが、植物自身が環境から身を守るための成分と言われており、抗酸化力などに期待されています。そのよ
うな栄養機能を探索する方法は、主に実験動物や細胞などを用いて機能の解析を行いますが、私の研究では線虫を
用いて抗酸化や抗老化（アンチエイジング）などの作用がある物質の探索を行っています。現在はこの抗老化探索
に「生き生き度」や筋肉の崩壊度を指標に入れることで、アクティブ長寿を支える栄養素を見つけたいと思ってい
ます。現在は、発酵食品成分や柑橘系の成分などの解析を共同研究で進めています。
＜ 2020 年度研究内容＞
酸化ストレス応答と栄養シグナルの統合機構の解明 （科研テーマ）
発酵食品の寿命延長効果の解析 （他大学との共同研究）
柑橘類の抗酸化能の解析 （他学部との共同研究）
筋肉の構造維持と運動能と寿命の関連性について（他大学との共同研究）

安 田 佳 代
（講師）

防御機構

年齢

促進因子
抑制因子

老化速度・寿命を決定する因子

生
存
率

遺伝子
機能栄養

環境
代謝

活性酸素
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