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■ 聖路加健康ナビスポット：るかなび 

 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・ 

事 業 主：高橋恵子＊1 

事業共同メンバー：中村めぐみ＊1 森明子＊1 山田雅子＊1 佐藤直子＊1 鈴木彩加＊1 佐藤晋巨＊1 

事 業 対 象： 一般市民 

利用人数（年間のべ人数）：4,607 名 

開催（実施）回数（年間回数）：計 223 回 

開 催 日：ゴールデンウィーク 8 月・年末年始・年度末を除く 月～金 10～16 時 

 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・

【事業目的】  

自らの健康を創り上げていく力を市民一人ひとりが獲得することを目指し、そのための健康情報提供のあ

り方を検証していくこと目的とする。 

【事業内容】 

2018 年度は、るかなびが開設されて 14年目、本学 2号館から大村進・ 美枝子記念聖路加臨床学術センタ

ーに移転し、3年目となった。運営会議メンバー8名・ 看護教員 5名、看護師1名、司書1名、事務員2名）

と、非常勤看護師 3 名、ボランティア 11 名 市民ボランティア 10 名、学生ボランティア 1 名）でるかな

びを運用した。 

2018 年度のサービス活動への総利用者数は、計4,607 名であった。各種サービスについては、健康相談 

健康測定[骨密度計測 体組成計測 血圧計測、握力測定]を 217 日間開催 利用者 750 名）し、図書閲覧

サービスを 223 日間開催・ 利用者 2525名）した。看護系教員による5領域の看護専門相談・ 利用者40名）

は、がん看護専門看護師が常勤となり相談枠を増やしたことで来談者が増加した。今年度もミニ健康講座 5

回 利用者 92 名）、ミニコンサート 5 回 利用者 138 名）を開催し、隣のコーヒーショップとの共同イベ

ントを 1月に開催した・ 利用者 45名）。イベント利用者の満足度は、平均9.3 点・ 0～10 点満点）であった。

また、健康・ 介護用具の企業展示を 1ヶ月半開催、本学白楊祭の日に特別オープンし、血圧・ 握力・ 体脂肪 

骨密度測定の他、ミニ健康講座も実施した。 

広報活動としては、中央区内45箇所の協力施設・ 新規 2施設、聖路加国際病院内に新規2部署）にチラシ

の配布 掲示を依頼し、中央区健康福祉まつりにも参加し、展示および血圧 握力測定を行った。 

教育活動としては、今年度より受入れ科目を拡大し、学部1年生・ PCCN論とサービスラーニング）、学部

4年生・ 看護ゼミナール・ 基礎看護学、総合実習・ 基礎看護学）、学士編入生・ 看護ゼミナール・ 基礎看護学、

卒論）、修士 1 年生 在宅看護学）、修士 2 年生 看護管理学）、認定看護師教育課程受講生 認知症看護コ

ースの演習）を受入れ、計 192 名の学生にるかなびのフィールドで PCC の理論と実践を学ぶ機会を提供し

た。 

研究活動としては、市民と専門職が共に活動する健康支援グループの市民と専門職とのパートナーシップの

度合いを測定する People-Centered・Care 尺度 37項目版と16項目版）を開発した。 

今後も、るかなびは市民のニーズに沿った活動を提供し続けられるよう、市民と専門職が共に新たなサービ

スを検討し、その時代が求める健康情報の提供方法を模索し続けていきたいと考える。 

【VAS：満足度調査 10 点満点】  

満足度 平均9.8 点 健康チェック 相談） 平均 8.8 点 ミニ健康講座 ミニコンサート） 

【今年度の業績】 

<学会発表> 

a. Takahashi,K.,Kamei.T., Arimori,N., Asazawa, K.et al. (July 2018). Assessment Scale for 

People-Centered Care in the community: Developmental Process and Face Validity 12th 

Biennial Conference and Meetings of the Global Network of WHOCC for Nursing and Midwifery

 Caiｒns, Austraｌia）. 

                                                   
＊1聖路加国際大学 



b. 髙橋恵子他 市民と保健医療専門職における「People-Centered Care パートナーシップ尺度」の開発

―信頼性と妥当性の検討― 第１報），第 23回聖路加看護学会学術大会，2018年 9月(東京) 

c. 髙橋恵子 市民と保健医療専門職における「People-Centered Care パートナーシップ尺度」の開発―

短縮版 16項目）尺度 信頼性と妥当性の検討― 第２報），第 23回聖路加看護学会学術大会 2018

年 9月 東京） 

d. 髙橋恵子他 市民と保健医療専門職における People-Centered Careパートナーシップの関連要因， 

第 38回日本看護科学学会学術集会，2018年 12月 愛媛） 

<その他-学内発表-> 

a. 中村めぐみ他 市民が主体的に健康を守り創ることを支援する聖路加健康ナビスポット「るかなび」事

業の活動可能性，第 13回 聖ルカ アカデミア，2019年 1月 

b. 髙橋恵子他 市民と保健医療専門職における「People-Centered Care パートナーシップ尺度」の開発 

信頼性と妥当性の検討，第 13回 聖ルカ アカデミア，2019年 1月 

＜記事掲載＞ 

a. 中央区観光協会オフィシャルブログ「るかなび ―あなたの健康ナビゲーター」 

https://tokuhain.chuo-kanko.or.jp/archive/2018/07/post-5424.html〔2019-3-31〕 

b. 日本医療 健康情報研究所WEBサイト「乳がん治療と乳房再建の情報ファイル」

http://nyugan-file.jp/news/2018/002263.html〔2019-3-31〕 

c. 夕刊フジ・「オトナの社会科見学・ カフェの奥で健康チェック！～聖路加健康ナビスポット・ るかなび～」

https://www.zakzak.co.jp/eco/news/180911/eco1809110003-n1.html〔2019-3-31〕 

d. パルコウェブサイトACROSS「気軽な利用で健康リテラシーを高めるスポット」 

http://www.web-across.com/todays/p7l7560000010q9h.html〔2019-3-31〕 

【写真】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜骨密度測定＞                        ＜健康相談＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜ミニ健康講座＞ 

 

＜白楊祭にて＞                               

https://tokuhain.chuo-kanko.or.jp/archive/2018/07/post-5424.html
http://nyugan-file.jp/news/2018/002263.html
https://www.zakzak.co.jp/eco/news/180911/eco1809110003-n1.html
http://www.web-across.com/todays/p7l7560000010q9h.html〔2019-3-31〕


■ 多世代交流型デイプログラム聖路加和みの会 

 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・ 

事 業 主：目黒斉実＊1 

事業共同メンバー：亀井智子*1 川上千春*1 桑原良子*1 河田萌生*1 入江由香子*1 

事 業 対 象：小学生、中学生、65 歳以上の高齢者 

利用人数（年間のべ人数）：198 名 

開催（実施）回数（年間回数）：計 18 回 

開 催 日：4/6・13・20、5/11・18・25、6/1・8・15、7/20・27、11/10、12/7・21、 

3/1・8・15・22 

 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・

【事業目的】  

 都市部地域におけるソーシャルキャピタルの構築 

 互恵的ニーズに基づく、小学生世代と高齢者世代の交流 

 高齢者から子どもへの世代継承性や心身のヘルスプロモーション、および小学生の高齢者観の育成 

 生涯発達看護支援方法の開発 

【事業内容】 

「聖路加和みの会」は、都市部における高齢者と小中学生の交流プログラムであり、両世代が定期的に集う

ことで互恵的ニーズを充足し、高齢者と子どものヘルスプロモーション、高齢者から子供世代への世代継承、

子どもにとっての高齢者理解、これらによるソーシャルキャピタルの醸成を目指している。 

2018 年度は、大学教員 6 名 本学老年看護学教員 5 名、高崎商科大学短期大学部；発育発達論 スポー

ツ医学教員 1名）、地域ボランティア 5名で運営した。 

利用者は、子ども3人(小学校高学年～中学1年生)、高齢者7名で、内3名がいわゆるフレイル高齢者であ

った。利用者の平均年齢は、一般高齢者 78.8 歳・ (SD・3.5)、フレイル高齢者 88.3 歳・ (SD・3.1)であった。 

各回のプログラムは 14 時に開始し、前半は高齢者向けの個別作品作り 絵葉書づくり、刺し子ふきんづく

り、書道、水彩画、あみものなど）を行い、子どもが下校し会に参加した時点で皆でおやつを食べ、後半は

交流ゲーム、昔の遊び・ おはじき、コマ、だるま落とし）、体操、季節の催し・ お花見、クリスマス会）、子

供による特技の披露(落語など)を行った。また高齢者については、4 月にるかなびの協力を得て、身体機能

測定を行っている。VAS-10 による参加満足度は、高齢者平均 9.31 (SD・0.1)、子ども 平均 10・(SD 0)

であった。 

教育活動としては、学部 4 年生 高齢者ヘルスプロモーション履修者）2 名の見学実習を受け入れ、

地域高齢者の世代継承性や心身のヘルスプロモーションについて、また地域における世代間交流看護支

援について、学び考える機会を提供した。 

研究活動としては、毎回の活動の中で高齢者と子どもの世代間交流量を測定し、その成果として今年

度は世代間交流における一般高齢者、フレイル高齢者、認知症高齢者ごとのベストプラクティス、およ

び世代間交流プログラム参加によりうつ症状が改善した認知症高齢者のケースについて、論文を投稿し

た 1 件は査読中）。また過去の参加者のうち認知症をもつ高齢参加者の経過をまとめ、学会発表を行

った。 

広報活動としては、聖路加国際病院、および聖カタリナ病院にチラシを配布した。また本学白楊祭へ

参加し、本会の活動の紹介、制作した小物の販売を行った。 

高齢者の参加期間は 3～11年・ 平均 7.3年）で、継続的に参加しており、定期的な外出の場、社会と

のつながりの場になっている。本会の活動により、都市部地域における高齢者と子どもの世代間交流の

拠点として、高齢者の心身の健康、小学生の高齢者観の醸成に意義があると考えられた。 

一方参加期間が長い高齢者では、健康状態の低下が顕在化し、来所困難となるなど、参加の継続が困

難となる高齢者が見られ、新たな利用者の募集も進める必要がある。また、フレイル高齢者、認知症高

齢者の利用が見込まれ、多様な参加者のニーズに合わせた運営方法を模索したいと考える。 

                                                   
＊1聖路加国際大学 



【VAS：満足度調査 10 点満点】  

高齢者・平均 9.3 点 (SD・0.1)、子ども 平均10点 (SD 0) 

【今年度の業績】 

<論文> 

a. 亀井智子 2018）．都市部の看護系大学を拠点とした世代間交流-聖路加和みの会の取り組み-， 

世代間交流協会雑誌，18，pp59-63． 

b. 目黒斉実，亀井智子 2018）．在宅認知症高齢者の世代間交流プログラムへの継続参加による 

うつ症状等の変化 前向き縦断的混合研究法ケーススタディ，日本世代間交流学会誌，8(1) ， 

pp51-59． 

c. Kamei,・T.,・Yamamoto,・Y.,・Kanamori,・T.,・Kawakami,・C.・&・Meguro,・S.・The・best・practice・of・  

intergenerational・community・programs・based・on・reciprocity,・generativity・and・satisfaction・  

between・non-frail,・frail・and・cognitive・impaired・older・adults・and・school-aged・children;・A・mixed・  

methods・study.・Manuscript・under・review. 

<学会発表> 

a. 目黒斉実，亀井智子，川上千春，桑原良子，河田萌生 2018），「都市部地域の多世代交流型デイプ 

ログラムにおける認知症高齢者の参加を継続させる要因の検討」，第 38回日本看護科学学会学術集 

会，愛媛，2018年 12月 

<その他> 

なし 

【写真】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜4月 お花見＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ＜11月 白楊祭＞ 



■ 高齢者と家族へ 思い出帳（メモリーブック）作りプロジェクト 

 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・ 

事 業 主：桑原良子*1 

事業共同メンバー：亀井智子*1 

事 業 対 象：高齢者とその家族介護者 

利用人数（年間のべ人数）：１人 

開催（実施）回数（年間回数）：計 4 回  

開 催 日：2/28 3/6  3/13  3/18 

 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・

【事業目的】  

 写真や思い出の品を基にしたライフレビューセッションを持ち、認知症高齢者自身の語りや写真等を 

再構成したメモリブックを作成する。 

 メモリーブックを日々の生活の中で活用してもらい、認知症高齢者の精神面および日常生活行動の 

変化と、介護者の負担感の変化を検討する。 

【事業内容】 

2018 年度は 1 名の高齢者を対象にライフレビューを 4 回行なった。現在、アルバム作成中であるが、各

回の満足度はVAS10 であった。今後も粛々と活動を継続していきたいと考える。 

【VAS：満足度調査 10 点満点】 

平均１０点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
*1聖路加国際大学 



■ 赤ちゃんがやってくる 

 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・ 

事 業 主：片岡弥恵子*1 

事業共同メンバー：土屋麻由美*2 堀内成子*1 

事 業 対 象：これから兄姉になる子どもとその家族 

利用人数（年間のべ人数）：239 名 

開催（実施）回数（年間回数）：計 8 回 

開 催 日：2018/4/21(土), 6/16(土), 7/21(土), 9/15(土), 11/17(土), 2019/1/19(土), 

2/16(土), 3/16(土) 

 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・ 

【事業目的】  

新しく赤ちゃんを迎える家族、特に兄弟が、妊娠 出産 新生児について学び、赤ちゃんを迎えるこ

ころの準備ができる。子どもたちが、生命の誕生について学び、自分の生・ 性を大切にすることができ

るようになる。 

【事業内容】 

 <活動内容> 

地域の開業助産師との協働で「赤ちゃんがやってくる」のクラスを実施している。「赤ちゃんがやって 

くる」は、新しく子どもが生まれる家族、特に兄姉になる子どもたちに対して、「あかちゃんが生まれるっ

てどういうこと？」「なぜ、あかちゃんが生まれるの？」「あかちゃんとは？」などについて学習し、新し

く家族を迎えるための準備クラスである。また、親が上の子どもたちにどのように接したらよいかを話し、

赤ちゃん返りへ等への不安を軽減することもできる。さらに兄姉になる子どもたちが、新しい生命の誕生を

通じて、自分の生 性を大切にすることができるよう働きかけると同時に、母親や父親が、今後子どもたち

と性に関する話ができるきっかけとなっている 

<活動成果> 

2018 年度は、合計8回開催した。1回のクラスの参加者は、約10家族であり、母親、父親、上の子ども

等複数人での参加となっている。2018 年度の年間合計参加人数は 239 名であった。満足度は、VASで 9.09

点であり、高い満足度を得ている。「赤ちゃんがやってくる」には、聖路加国際大学大学院の学生、臨床の

助産師も運営に携わっている。ここで経験した助産師が、他の病院でもクラスを始めるなど普及が始まって

いる。 

<活動による貢献> 

聖路加国際病院で出産する母親 妊婦）と家族が多く参加しており、家族出産への準備となっている。聖

路加国際病院、聖路加助産院マタニティケアホームにパンフレットを設置し、スタッフから紹介があるため、

参加者数の維持が可能となっている。 

<今後の課題> 

クラスの安定的な運営をめざし、運営の工夫を行っていく。 

【VAS：満足度調査 10 点満点】  

平均 9.1 点 

【今年度の業績】 

丸山佳穂 2009年から 2018年における兄姉となる子どもと家族を対象とした出産準備クラスの 

実施状況の推移とその評価,・2018 年度聖路加国際大学大学院課題研究. 

 

 

 

 

 

                                                   
*1聖路加国際大学 *2麻の実助産所 所長 



■ 子どもと家族中心のケア 子どもの健康、知ろう、考えよう 
  ～子どもの健康を家族と考える学習・交流会～ 

 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・ 

事 業 主：小林京子*1 

事業共同メンバー：西垣佳織*1 沢口恵*1 三森寧子*1 山本光映*2 

事 業 対 象：原則、中央区在住している子どもやそのご家族と、中央区にて勤務している子どもに 

関連した保健、福祉、教育等に従事している人々（保育士、家族など） 

利用人数（年間のべ人数）：57 名 

開催（実施）回数（年間回数）：計４回 

開 催 日：6/7、8/2、12/13、1/25 

 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・ 

【事業目的】  

中央区在住の子どもやそのご家族、子どもに関連した保健、福祉、教育に従事している人々との交流や学習

会を通して、子どもの健康をサポートするためのネットワークを広げる 

【事業内容】 

<活動内容> 

2018 年度は計 4 回の開催を行なった。開催日は 2018 年 6 月 7 日、8 月 2 日、12 月 13 日、2019 年 1

月 25 日で、それぞれテーマは「虫歯予防の常識 非常識」「子どもの事故 応急処置と救急蘇生」「気にな

る子どもの対応を知ろう！」「気になることもの対応をふりかえろう！」とした。テーマにおいてはこれま

での本事業で行なっているアンケートでのニーズがあり、家族、子どもに関わる専門職、そして子ども自身

の困りごととして上がる「気になる子どもへの対応 ペアレンティング）」を新たに開始した。気になる子

どもへの対応は、2 回シリーズの開催で、1 回目にペアレンティングの講演と参加者の交流を行い、2 回目

は参加者が 1回目の内容を受けて子どもに接してみたことを振り返る交流を中心とした内容で行なった。 

全交流会の参加者は家族 母親、父親）、保育士、病児保育士、保育園看護師、病院看護師、養護教諭、保

健師と、家族と多種の子どもの健康に関わる専門職が参加し、本事業の目的を達成した。 

また、本年度はこれまで事業のまとめを紀要に発表するとともに、聖路加国際病院アカデミアでも発表した。

来年度は、交流事業の PCC の理念に則った評価と、子どもの健康に特化した市民への交流会の効果を検証

する予定である。 

【VAS：満足度調査 10 点満点】  

平均9.0 点 

【今年度の業績】 

<論文> 

福冨理佳、西垣佳織、沢口 恵、三森寧子、山本光映、小林京子・ 2019）People-Centered・Care 事業・ 2013

～2017 年度）「子どもと家族中心のケア・子どもの健康，知ろう，考えよう～子どもの健康を家族と考える

学習 交流会」実施報告、聖路加国際大学紀要、5、111–115． 

<その他> 

福冨理佳、西垣佳織、沢口恵、三森寧子、山本光映、小林京子・ 2019）．People-Centered・Care 事業・ 2013

～2017 年度）「子どもと家族中心のケア・子どもの健康、知ろう、考えよう～子どもの健康を家族と考える

学習 交流会」実施報告第 13回 聖路加アカデミア、 学内発表 2019年 1月 26日）． 

 

 

 

 

 

 

                                                   
*1聖路加国際大学 *2聖路加国際病院 



【写真】  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



■ 天使の保護者ルカの会-お空の天使パパ＆ママの会- 
 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・ 

事 業 主：蛭田明子*1 

事業共同メンバー：堀内成子*1 石井慶子*2 太田尚子*3 北園真希*4 矢口ゆり*5 

事 業 対 象 ：周産期に子どもを亡くした両親を対象に、思いを語り合い、分かち合う場を提供し、グ

リーフへの支援を行う。また、ペリネイタル・ロスに関心のある医療者や学生が、両親の体験や思いに

触れ、両親に対する支援や態度などを考える機会を提供する） 

利用人数（年間のべ人数）：57 名 

開催（実施）回数（年間回数）：計 10 回 

開 催 日：4/14、5/19、6/2*、7/7、9/15、10/13、11/17*、12/8、1/26、3/16 

*手づくりの会 

 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・ 

【事業目的】  

周産期に子どもを亡くした両親を対象に思いを語り合い、分かち合う場を提供し。グリーフへの支援を行う。 

また、ペリネイタル ロスに関心ある医療者や学生が、両親の体験や思いに触れ、両親に対する支援や態度

などを考える機関を提供する。 

【事業内容】 

<活動内容> 

2018 年度はお話会を 8回、手作りの会を 2 回開催した。参加人数は延べ 57 名であり、昨年と同数であっ

た。手づくりの会では、6月に外部講師の先生に依頼してファーストステップシューズを、11月に体験者主

導でキルトの会を開催した 写真）。 

<活動成果 及び活動による貢献（意義）> 

2018 年度の参加者の傾向として、喪失から参加までの期間が短いことがあげられる。リピーターの多い手

作りの会を除けば、3カ月以内での参加者が約半数・ 最短で2週間）を占めており、ほぼ初参加の方であっ

た。一方で、人工死産では数年経って初めての参加という方や、リピーターでの参加者もいらっしゃり、人

工死産の方が思いを語る場のないこと、語る場の必要性が示唆された。出生前診断が広まる中で、人工死産

の会という対象を限定したお話し会を開催しているグループは珍しく、妊娠を中断することを選択した人へ

の支援の場としてNHKの取材を受け、5月 7日に放映された。 

お話し会への参加人数は多くはないが、１回あたり、また１グループあたりの人数が少なく、スタッフが十

分に対応できる。また、体験者スタッフの存在により、参加者の満足度は今年度 VAS評価で平均9.8・ 0-10

点）と非常に高かった。 

<活動内容> 

2018 年度の特徴に、保健センターからの問い合わせがこれまでより増えていることがある。保健センター

で天使の保護者ルカの会を紹介したい、と HP でリンクを貼る希望や、パンフレットの送付依頼があり、実

際保健センターからの紹介での参加者もいた。周産期のメンタルヘルスの支援の必要性が重視される中で、

地域の保健センターの担う役割は大きく、次年度は保健センターへの働きかけを強化し、子どもを亡くした

女性に対する支援の充実を図っていきたい。 

【VAS：満足度調査 10 点満点】  

平均9.8 点 

【今年度の業績】 

<その他> 

a. テレビ放映 5月 7日 おはよう日本、11月 20日 おはよう日本 

 

 

                                                   
*1聖路加国際大学 *2ART岡本ウーマンズクリニック、体験者、生殖心理カウンセラー, 社会福祉士 
*3静岡県立大学 ＊4神奈川県立こども医療センター助産師 *5東海大学 



b. 石井慶子 2018）．セルフヘルプグループ「お空の天使パパ＆ママの会」実践報告～体験別お話し会

の開催 ペリネイタル ロス体験者の多様なペイン～，上智大学グリーフケア研究所第 5 回実践 研

究発表会 

c. 蛭田明子 2018 年 7 月）．流産 死産におけるグリーフケア～天使の保護者ルカの会の活動から～，

日本不妊カウンセリング学会カウンセリングセミナーにて講演 

d. 石井慶子・ 2019年 3月）．医療現場におけるコミュニケーション～具体的アプローチの仕方～，長崎

大学保健学部保健学科 生き生きと働く実践力のある助産師キャリアアッププログラムにて講演 

【写真】  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



■ 天使の保護者ルカの会-専門家によるグリーフカウンセリング- 
 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・ 

事 業 主：堀内成子*1 

事業共同メンバー：堀内成子*1 石井慶子*2 堀内ギルバート祥子*3 

事 業 対 象 ：①流産 ・死産 ・新生児死などで子どもを亡くす体験をした家族 （母親,父親,兄弟,祖父母）  

             ②グリーフケアに悩む看護職  

開催（実施）回数（年間回数）：計 53 回 

開 催 日：4/11,5/9,5/23,6/6,6/20,7/4,7/11,7/25,8/1,8/8,8/29,9/5,9/12,9/19, 

10/3,10/10,10/17,11/14,11/21,12/5,12/12,12/19,1/16,1/23,1/30, 

2/13,2/20,3/6,3/13,3/20, 

 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・ 

【事業目的】  

①流産・ 死産・ 新生児期にあらゆる理由でお子さまを亡くされた母親・ 父親・ 夫婦・ 家族を対象にカウンセ

リングを通して精神的ケア行なう。グループから個人カウンセリングへの速やかな連携・ 継続的対応によ

り，相談者 体験者）の心理的負担を軽減する。 

②周産期の死別に立ち会う機会の多い看護職のためのグリーフサポートを行ない、周産期喪失のケアに悩む

看護職の心理的負担を軽減する。 

【事業内容】 

<活動内容> 

53 ケース 初回 29、継続 24）のカウンセリングを実施した。 

ケースの内訳は、個人 48回、カップル 5回である。 

個人面接では、男性のみのケースは 1 件であり、他は女性であった。利用者総数は、58 名であり、そ

の男女別内訳は、男性 6名、女性 52 名であった。継続ケースでは、6回を超えるものが 2件あった。 

相談内容は、主訴としては心理的な問題が最も多いが、対人・ 夫、家族、友人知人、職場）関係の問題

も、ほとんどのケースで語られる。 

<活動成果> 

利用に至る経緯では、病院からの紹介が増える傾向にあり、助産師、精神科の医師や院内の心理職などか

らの紹介も増加した。2009 年から続けてきた周産期喪失に専門化したカウンセリングが、医療関係者の間

にも周知されつつあると考えられる。このほか、ネット上で紹介されたり、過去の利用者からの情報による

来談も昨年同様に続いている。また、学内で連携している・「天使の保護者ルカの会」のグループ参加者が個

人面談に訪れたり、当カウンセリング利用者がルカの会に参加するなど、体験者(利用者)自身がその時のニ

ーズに応じて選択していることがうかがえる。 

本年度の特徴としては、心理職や福祉職等、通常は相談を受ける職業にある人が、周産期喪失を体験し来

談したというケースがあった。利用者の体験内容や背景はさまざまであったが、人工死産後の心理相談、就

労復帰の相談が多く寄せられていた。また、妊娠中・ 後期）の利用者が3名あった。その面談では、これか

らの出産への不安が語られていた。不妊治療中の患者の利用は、これまで同様に多い。 

<活動による貢献（意義）> 

大学関連施設内で守秘義務のもとに実施されるカウンセリングということで、プライベートなこと 倫理

的な問題、社会において語られにくいこと等）が、安心して語られる場となっている。不妊治療後の悲嘆に

関連する相談などでは、治療施設では語られにくい内容を吐露する場ともなっており、中立的な立場での相

談活動の意義がある。 

カップルの相談では、申込は夫からの申し込みのケースが多く、夫婦がこのテーマで忌憚なく語れる独特の

場所となっている。 

 

                                                   
*1聖路加国際大学 *2ART岡本ウーマンズクリニック、体験者、生殖心理カウンセラー,社会福祉士 
*3米国カリフォルニア州Kaiser・Permanente、精神科、心理療法士、臨床心理士 臨床心理博士 



<今後の課題> 

医療機関への周知をさらに進めていくこと。 

カウンセリングの予約をよりスムーズに行えるような仕組みの検討。 

遠方のため来談できない相談者への対応として、テレビ電話等の使用による遠隔地相談の検討。 

【VAS：満足度調査 10 点満点】  

平均9.5 点 

【今年度の業績】 

<論文> 

石井慶子 堀内成子 蛭田明子 新連載 臨床エピソードで理解を深める 

ペリネイタルロスとグリーフケア「あかちゃんの心拍が止まっているのです」 

臨床助産ケア、3-4月号、2019年、44-49頁 

<学会発表> 

石井慶子 堀内成子 蛭田明子 

第 59回日本母性衛生学会学術集会 ポスター発表 

「周産期喪失後のカップルが求めるグリーフカウンセリング」 

<その他> 

 石井慶子 講義 講演）  

a. 日本生殖心理学会主催  生殖心理カウンセラー、がん 生殖医療専門心理士・養成講座 

7 月 1日開催分 講師   ・ 1.生殖心理臨床におけるグリーフの理解と援助① 

2.生殖心理臨床におけるグリーフの理解と援助② 

b. 日本生殖心理学会主催 生殖医療相談士・養成講座 講師 

9 月 29 日開催分 、「流産 死産を経験する患者への援助」 

c. 長崎大学保健学部保健学科  

3 月 19 日 「生き生きと働く実践力のある助産師キャリアアッププログラム」講演 

『医療現場におけるコミュニケーション～具体的アプローチの仕方～』 

(取材協力)・ ・ ・  

a. 5 月 7日 NHK「おはよう日本」 放映 石井慶子 堀内成子協力 

出生前検査を考える、天使の保護者ルカの会の活動、中絶を選んだ女性と家族の苦悩 

b. 11月 20日 NHK・放送「おはよう日本」放映 堀内成子協力 

死産 新生児死亡に関するガイドラインの情報提供 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



■ ダウン症候群のよりよい生活環境検討会 
 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・ 

事 業 主：青木美紀子*1 

事業共同メンバー：山中美智子*2 島袋林秀*2 西嶋真美子*1 

事 業 対 象：ダウン症候群などの体質をもつ人および家族、保健医療福祉関係者、学生など 

利用人数（年間のべ人数）：115 人 

開催（実施）回数（年間回数）：計 1 回 

開 催 日：2019/1/6 

 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・ 

【事業目的】  

ダウン症候群などの体質をもつ人や家族と関連職種との勉強会や交流を通して、よりよい生活環境に向けた・  

ネットワークをひろげていく。 

【事業内容】 

<活動内容> 

「ダウン症候群のよりよい生活環境検討会」はダウン症候群の体質を持つ人や家族との勉強会および交流を

通して、よりよい生活環境に向けたネットワークをひろげていくことを目的に展開している。 

2018 年度は成人期の生活と就労、お金の管理などについて、ダウン症候群であるご本人やご家族、行政書

士・ 渡辺伸先生をお招きして勉強会を開催した。開催にあたっては、中央区のダウン症の会、聖路加国際病

院のフォローアップ外来を受診しているダウン症候群のご家族に声をかけるなど、地域とのつながり、病院

との協働を意識して展開した。運営にあたっては、大学院生、学部4年生・ 学士編入4年生）と協働して実

施した。参加者からはアンケートを通して概ね肯定的なフィードバックを得ることができた。ダウン症候群

である人々の生活をどのように考えるのか、これまでの経験者の話を参考に継続して勉強できる場を構築し

ていきたい。 

【VAS：満足度調査 10 点満点】 

平均9.4 点 

【写真】  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
*1聖路加国際大学 ＊2聖路加国際病院 



■ ルカ子・サロン 
 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・ 

事 業 主：森 明子*1 

事業共同メンバー：中村真理子*1 

事 業 対 象：不妊や妊娠などリプロダクティブ・ヘルスに悩む女性（企画によりパートナー、 

家族を含む） 

利用人数（年間のべ人数）：4 人 

開催（実施）回数（年間回数）：計 8 回 

開 催 日：4/21、5/19、7/21、10/20、11/17、12/15、1/19、3/16 

 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・ 

【事業目的】  

1.なかなか人に言えない不妊 妊娠）などリプロダクティブ ヘルスの悩みを仲間と分かち合って 

精神的負担を軽減する場と機会を提供する 

2.正しい医学的知識・ 医療看護情報を得る場と機会を提供することにより、当事者のセルフケア支援を行う 

【事業内容】 

<活動内容> 

今年度は年間 8 回、土曜日の 13～15 時に参加者に自由に話してもらう形式のおしゃべり会を企画した。

しかし、申し込みがなく、開催しない回が目立った。参加者が得られたのは 3回のみで、各 1～2名の参加

者であったため、参加者同士のおしゃべり会には、ならなかった回もあった。ファシリテーターとして待機

した教員や協力を仰いだ不妊症看護認定看護師による個別相談的な関わりとなった。 

今年度も、参加者が目的を持って参加できるよう、回ごとのテーマを設定した。年間参加人数は前年 3名に

対して、4 名と横ばいであった。参加者全員に事後アンケートを行い、4 名から回答を得られた 回収率

100%）。参加者の年齢30～40 歳台であった。開催を知るきっかけは、「医療機関や知人からの紹介」と・「通

院施設でリーフレットをみかけたため」であった。参加の理由としては全員・「不妊の方々と同じ悩みを共有

したい」と回答。満足度 VAS）は 9.25～9.8 を示し、平均値は 9.58 であった。 

次年度は参加人数の減少により、活動中止とする。 

【VAS：満足度調査 10 点満点】 

平均9.6 点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
*1聖路加国際大学 



■ 自分の体を知ろう・伝えよう 
 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・ 

事 業 主：大久保暢子*1 

事業共同メンバー：菱沼典子*2  瀬戸山陽子*3 村松純子*4 白木和夫*5  渕純子*6 三宅美千代*7  

原山千咲*8 ナムーラミチヨ*9  倉野かおり*10 島田恵*11 佐居由美*1  鈴木彩加*1 世良喜子*12    

近藤邦*12 新谷繭子*13 須藤久子*12 渡辺繭子*3 

事 業 対 象：5-6 歳児と保護者、幼稚園・保育園関係者、子育て支援に関心がある市民  

利用人数（年間のべ人数）：147 人 

開催（実施）回数（年間回数）：計７回 

開 催 日：5/21, 6/6, 6/25, 7/23, 7/30, 8/25, 10/13 

 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・ 

【事業目的】  

健康情報の基本である体についての知識を国民皆のものにすることによって、市民の主体的な健康生成を

促進することを大きな目的とし、21 世紀ＣＯＥ終了後も、聖路加看護大学からだ教育研究会を立ち上げて

活動を続けている。本年の本事業では、5-6 歳児とその保護者に体の知識を伝え、またお話し会を実施する

人材 からだ先生）の育成プログラムを実施したい。 

【事業内容】 

<活動内容> 

 本年度は、「紙芝居と絵本を用いたお話会」、「お話会を実施する人材育成のプログラムの実施」、プロジェ

クト会議を行った。 お話会は、前述の通り計 7 回実施し、延べ 147 名が参加した。本年度は昨年開催す

る機会がなかった公民館での開催も行った。人材育成のプログラムは 8月、1月の計 2回を実施し、過去最

高の参加者・ 40 名）となった。プロジェクト会議も 10回を行い、さらに教材作りの会も設け、からだプロ

ジェクト作成の臓器 Tシャツを作成した。本学の学生による部活動・「からだ フシギ部」の結成され、本活

動メンバーである大学教員が顧問となった。 

<活動成果> 

お話会は地道に活動を継続し、14７名の参加者を確保できたことから、からだの知識を正確に市民に

通絶える普及活動として成果があったと考える。お話会は、保育園や幼稚園だけではなく公民館でも開

催し、中央区への市民教育の拡大ができた。 

人材育成プログラムは、全国から多数の保育園・ 幼稚園教諭が参加したことから、人材育成としての成

果もあり、このことが全国の子どもたちに正確なからだの知識を伝えることに繋がっていくと考えるこ

とから成果と意義はあったと考えている。 

<活動による貢献（意義）> 

中央区の保育園、公民館での実演が定着してきていることから中央区民の健康づくり、ヘルスリテラシーに

貢献できていると考える。 

<今後の課題> 

 人材育成プログラムに参加した保育士や幼稚園教諭が行った実演内容の報告を聴く機会を設けたい。 

 公民館以外にも親子が集まるカフェや図書館からも依頼があったが実演できる人材の不足などで 

本年度は実施に至らなかった。人材確保が課題である。 

 本学で結成された学生の部活動「からだ フシギ部」との連携をとり、お話会の紙芝居の実演、 

るかなびでの活動などを検討していく。 

【VAS：満足度調査 10 点満点】 

平均 9.2点 

 

                                                   
*1聖路加国際大学 *2三重県立看護大学 *3東京医科大学 *4Baby in Me *5聖路加国際大学名誉教授 
*6元幼稚園教諭 *7聖路加国大学大学院修了生 *8明日葉保育園 *9絵本作家  
*10産業保健師 *11聖路加国際病院 *12国際医療福祉大学 *13栃木県保健園 看護師 



【今年度の業績】 

<論文> 

a. 瀬戸山陽子(2019)・ :・子どもが自分の体を学ぶ意義「子どもに体のことを伝えるNPO活動について、

医学図書館、23-27. 

<学会発表> 

a. 瀬戸山陽子 市民の健康情報の拠点として図書館に期待すること－子どものヘルスリテラシー向上を

目指した取り組み紹介、第 104 回全国図書館大会 東京大会、2018 年 10月 20日． 

b. 瀬戸山陽子,・ 稲葉史子,・ 大久保暢子,・ 白木和夫,・ 世良喜子,・ 原山千咲,・ 三宅美千代.・ 村松純子

 2018） 世界における子どものヘルスリテラシー向上を目指した介入プログラムに関する文献レビ

ュー、第65回日本小児保健協会学術集会、2018 年 6月 16日. 

c. 三宅美千代、稲葉史子、大久保暢子、白木和夫、瀬戸山陽子、世良喜子、原山千咲、菱沼典子、村松

純子 未就学児における健康教育の現状に関する国内文献の検討、日本小児保健協会学術集会、鳥取

県、2018 年 6月 14～16 日． 

d. 三宅美千代、瀬戸山陽子村松純子・原、山千咲、渕純子、世良喜子、稲葉史子、大久保暢子、白木和夫、

菱沼典子・ 子どもの頃から体を大切にする環境作り~5歳児から体を学ぶ大切さを伝える活動~、子ど

も環境学会、5月 19 日ー20日． 

<その他> 

a. 原山千咲 子どもにからだの知識を伝える‐正直に伝えて信頼を‐、 

毎日新聞朝刊掲載、2018 年 11 月 28 日． 

b. NPO法人からだフシギ 聖路加大 健康講座 卒業後も、 

日本経済新聞朝刊掲載、2018年 10月 10日． 

【写真】  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜からだ先生研修会の風景＞           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜からだ先生研修会にて＞ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜からだプロジェクトの会議風景＞ 

 

 

 

 

 

 

＜保育園でのお話し会風景＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜からだ先生研修会募集ポスター＞ 



■ 家で死ねるまちづくり はじめの一歩の会 
 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・ 

事 業 主：山田雅子*1 

事業共同メンバー：篠原良子*2  勝田高之*3  木村紀子 麻原きよみ*1 

事 業 対 象：事業目的に賛同した市民、看護職等 

利用人数（年間のべ人数）：292 人（内訳 互いに語り合う会 101 人／定例会・研修会 191 人） 

開催（実施）回数（年間回数）：計 13 回 

開 催 日：互いに語り合う会（6/16,10/20,2/16：３回） 

定例会・研修会（4/21,5/26,6/9,7/14,9/8,10/13,11/10,12/15,1/12,2/9,3/9：10 回） 

 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・ 

【事業目的】  

人生の最期まで、誰も希望すれば住み慣れた家 中央区内）で過ごすことができることを目指して、市民

同士で支えあうボランティア活動を支援する。 

【事業内容】 

<活動内容> 

在宅療養者に対するインフォーマルサービスとして個別訪問を行った。主として２名の対象者に継続的に

訪問した。９月２２日には中央区・「子どもとためす環境まつり」に出展し、要支援者が暮らしやすいまちづ

くりを子どもら等と共有した。大学院生がボランティアとして参加した。「互いに語り合う会」を３回開催

した。今年はテーマを・「もし被災したらあなたはどうする？」として話し合った。これら３つの活動を行う

ために、定例会を毎月開催し、報告、検討を繰り返した。また今年度は、「１０年のあゆみ」として本会の

活動を取りまとめた冊子を作成し、関係者に配布した。 

<活動成果> 

 個別訪問は２件を継続して訪問した。「子どもとためす環境まつり」には大学院生のボランティアも参加し、

多くの人と交流できた。互いに語り合う会はいずれも盛況で参加者の満足は高かった。「１０年のあゆみ」

は本会の成り立ちと歴史をすべて編集した小冊子であり、企画からレイアウト、校正、印刷まで、すべての

工程を本会メンバーが関り、皆で作り上げることができた。 

<活動による貢献（意義）> 

本会は、ホスピスボランティア養成講習会に端を発し、介護保険だけではなく、在宅療養者の生活に潤い

を与えるようなインフォーマルサービスをボランティアで提供することであった。しかし、こうした目的を

もった個別訪問は大変喜ばれているものの、件数伸び悩んでいることが長年の課題である。会員の数を増や

すことや個別訪問のニーズを掘り起こすことを意図して、「互いに語り合う会」を企画して６年目となった。

毎回参加者の・「語り合いたかった」という参加ニーズによく答えることができ、参加者数も維持できている。

何よりも１０年の間に会員の地域包括ケア構築を意図した活動に対する意欲が強くなったことが大きな成

果であったと考える。 

<今後の課題> 

中央区内のボランティア団体として独立して活動したいという意欲が高まっている。今後も引き続き会員

増と個別訪問事例の確保を目標として、「互いに語る会」に参加した方を積極的に勧誘したり、会員が安心

して個別訪問にチャレンジすることが出るための仕組み作りが必要だと考える。 

【VAS：満足度調査 10 点満点】 

互いに語り合う会6月、10月、2月 平均9.1 点 

 

 

 

 

 

                                                   
*1聖路加国際大学 *2中央区環境保全ネットワーク顧問 *3一般社団法人セルフケア ネットワーク理事 



【写真】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



■ アスベスト健康相談室 
 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・ 

事 業 主：長松康子*1 

事業共同メンバー：永倉冬史*2（中皮腫・じん肺・アスベストセンター事務局長）   

事 業 対 象：市民・医療従事者 

利用人数（年間のべ人数）：セミナー20 名、電話相談 3 名 

開催（実施）回数（年間回数）：セミナー2 回、電話相談 3 件 

開 催 日：セミナー：11 月 30 日聖路加国際大学 （5 名）、2 月 17 日ホテルビスキオ尼崎(15 名) 

      ：電話相談：12 月 7 日、1 月 7 日 

 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・ 

【事業目的】  

【事業内容】 

<活動内容> 

アスベストに関連した心配事についての相談をメールと電話で受け付けた。また、また、アスベスト関連疾

患患者の遺族より心理支援要望があったので、関東地区と関西地区でそれぞれグリーフケアを開催した。 

<活動成果> 

 5 件の電話相談があり、内訳は近隣や保育園での工事に伴うアスベスト飛散について相談 3 件、アスベス

ト関連疾患患者の家族からの相談１件、同遺族からの相談１件で、それぞれに専門的助言を行った。アスベ

スト飛散の可能性が高い工事1件については、専門家を派遣して、行政指導と保護者への勉強会開催を行っ

た。 

<活動による貢献(意義)> 

オリンピックを控えて都内ではアスベストを含む建物の解体工事が多数発生しており、過去にアスベスト

を使用したビルからのアスベスト飛散の可能性がある。アスベストに関する専門的知識を有する者は少なく、

一般市民への啓発運動もほとんど行われていない我が国において、本事業は無料で市民をアスベストから守

る数少ない活動である。今年度も関東地区のA保育園の解体工事によるアスベスト飛散を予防することがで

きた。また、今年度は、アスベスト疾患患者遺族からの要望で、はじめてグリーフケアを開催した。 

<今後の課題> 

来年度は、オリンピックにむけて東京都で解体工事が多発していることから、小学校 幼稚園 保育園に

広報を行い、解体工事のアスベスト飛散から子どもを守る勉強会を開催する。 

【写真】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
*1聖路加国際大学 *2中皮腫 じん肺 アスベストセンター 



■ 健康情報の探し方 ・選び方 ・使い方を学ぼう！ （いなかもち学習拠点プロジェクト） 
 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・ 

事 業 主：髙橋恵子*1 

事業共同メンバー：佐藤晋巨*1 松本直子*1 中村めぐみ*1 中山和弘*1 有森直子*2（新潟大学）、 

市民ボランティア   

事 業 対 象：一般市民 

利用人数（年間のべ人数）：３０名 

開催（実施）回数（年間回数）：計４回 

開 催 日：2018 年 11 月 24 日(土)、12 月 1 日(土)、2019 年 2 月 23 日(土)、3 月 2 日(土) 

 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・ 

【事業目的】  

本やインターネットなど巷にあふれる健康情報を探し、理解し、評価し、自分の健康に生かす力を身につけ

るために、市民を対象にしたヘルスリテラシー向上をめざす目的の事業である。 

【事業内容】 

<活動内容> 

本事業は、自分に適した健康情報を入手する力、理解する力を磨くための市民向けのヘルスリテラシー講

座を実施した。2018 年度は、聖路加国際大学の聖路加健康ナビスポット・ るかなびの会場で、1回 90 分の

2 日間の連続講座 1 回 90 分 ①健康情報を見極める、②健康情報を理解する）を開催した。プログラム

内容は、1回目・ 健康情報を適切にアクセスする力の向上を目的とした・「健康情報の探し方」、2回目・ 健康

情報を適切に理解する力の向上を目的とした・「健康情報を評価する」を各テーマとした。講座では、本プロ

ジェクトで作成したヘルスリテラシー教材・ DVD）を用いて、参加者と本やインターネット情報を実際に活

用するワークを取り入れた参加型講座形式で実施した。 

<活動成果および活動による貢献> 

 参加者は、延べ計 30 名であった。参加者の平均年齢 54.3 歳、性別は男性 12 名、女性 18 名であった。

プログラム評価には、ヘルスリテラシー尺度・ 全くそう思わない 1～強くそう思う5点）、満足度得点・ VS 

不満 0－満足10点）、講座開催の構成 内容に関する質問を実施した。分析の結果は、講座前後の伝達的 

批判的ヘルスリテラシー尺度得点が全ての項目で向上した ①「いろいろな情報源から集められる」4.1 点

から 4.3 点、②・「自分の求める情報を選び出せる」3.2 点から 4.1 点、③・「情報を理解し、人に伝えられる」

3.2 点から 3.9 点、④「情報が信頼できるかを判断できる」3.2 点から 3.9 点、⑤「情報をもとに計画、行

動を決められる」3.2 点から 3.9 点）。記載コメントには、「情報を評価する基準が明確になった」「ヘルス

リテラシーについて基本から応用まで学べた」「数字や統計に気をつけたいと改めて感じた」「自分が納得し

て情報を活用することが大事であることを学んだ」といった講座での学びが挙げられた。また、満足度評価

得点は、10点満点で平均 9.1 点を示し、「講義、ビデオ、プリントと分かりやすく、丁寧でパーソナルな対

応に感動した」「講師だけでなく、周囲でサポートしてくれる人がいてよかった」「他の参加者の意見や体験

を共有できてよかった」などの講座の方法への満足の具体的なコメントも挙げられた。プログラム実施方法

については、土曜日午前中という開催日時は全員が適切と回答した。カフェと地続きのオープンな場での開

催も、9 割以上が適していると回答したが、オープンであることでの落ち着かなさも挙げられた。運営メン

バーについては、今年度は、過去の受講者3名が、市民ボランティアとしてスタッフ側に参与し、参加者の

ワークのサポートを務め専門職と市民のそれぞれが役割を担い活動した。アンケート調査結果からも、医療

系大学が運営する事業が、市民のヘルスリテラシー向上に寄与する事業として意義あるプログラムであるこ

とが示された。 

<今後の課題> 

次年度も市民のニーズを反映しながら講座を継続していきたい。また、市民がより参加しやすいよう、2

日間の講座を連続講座とせず、1 日で完結する講座とし、より参加しやすいプログラム構成を検討していき

たいと考える。 

                                                   
*1聖路加国際大学 *2新潟大学 



【VAS：満足度調査 10 点満点】 

平均9.1 点 

【今年度の業績】 

<論文> 

a.・ ・ ・ ・髙橋恵子，佐藤晋巨，菱沼典子，松本直子他(2019)．市民のヘルスリテラシー向上をめざした e ラ

ーニング教材の評価－健康情報を入手する力に焦点を当てて‐，聖路加国際大学紀要，5， 

<学会発表> 

なし 

<その他> 

a. 日本医療 健康情報研究所，治療の最前線と QOL を考える．乳がん治療と乳房再建の情報ファイル．

自分に必要な健康情報を選び、活用する力を！ヘルスリテラシーを身につける(1)～ポイントは・「いな

かもち」～，〔2019・-03-26〕 http://nyugan-file.jp/news/2018/002261.html．  

b. 日本医療 健康情報研究所，治療の最前線と QOL を考える．乳がん治療と乳房再建の情報ファイル．

自分に必要な健康情報を選び、活用する力を！ヘルスリテラシーを身につける(2)～「全体の数を

意識する」ことを忘れずに～，・〔2019・-03-26〕http://nyugan-file.jp/news/2018/002262.html. 

【写真】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜ヘルスリテラシー講座の様子＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜本を手に取り情報確認ポイントをチェック＞ 

http://nyugan-file.jp/news/2018/002261.html
http://nyugan-file.jp/news/2018/002262.html


■ アジア・アフリカ母子保健改善事業 
 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・ 

事 業 主：堀内成子*1 

事業共同メンバー：長松康子*1 下田佳奈*1 岡 美雪*1    

事 業 対 象：市民・医療従事者 

利用人数（年間のべ人数）：75 名 

開催（実施）回数（年間回数）：セミナー2 回 

開 催 日：2019 年 6 月 13 日、7 月 13 日 

 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・ 

【事業目的】  

アジア アフリカの母子保健の課題を探求し、改善のための方策を実行する。教員・ 学生・ 院生の行ってい

る海外拠点での研究活動を、次世代を担う市民に情報発信し、新たなアイデアの創成を行う。 

【事業内容】 

<活動内容> 

急速に経済発展が進むミャンマーとラオスより、看護教員を招いてそれぞれセミナーを開催した。 

<活動成果> 

看護 医療系の学生、JICA 職員、一般市民が多数参加した。 

学生、一般市民が、ラオスとミャンマーの母子保健における健康課題や看護教育の現状について理解を深め

た。ラオスセミナーでは、日本に在住するラオス人も多数参加し、日本におけるラオス人の交流の場となっ

た 

<活動による貢献（意義）> 

アジアで急激に経済発展をとげている両国では、先進国に並ぶ医療・ 看護が求められている。しかしながら、

これまで国内には質の高い看護教育制度がなかったことから、看護師教員養成、教育カリキュラム、国家資

格取得制度の構築など様々な課題を抱えている。両国といち早く母子保健分野で研究協力を行ってきた本学

は、看護教育においても支援を行っている。本事業は、本学が行う両国への研究・ 教育支援を市民に情報発

信することで、市民のグローバルな視点を養い、国際化に貢献した 

<今後の課題> 

アジア アフリカの母子保健の課題についてさらに探究するため、来年度は、フィリピンのスラム地区のキ

リスト教系クリニックで看護 助産活動を行っているフィリピン人助産師を招いてセミナーを開催する。 

【VAS：満足度調査 10 点満点】 

実施せず 

【今年度の業績】 

なし 

【写真】  

 

 

                                                   
*1聖路加国際大学 


