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研究・活動報告書 

記載日 2016 年 3 月 30 日 

 

事業名： 聖路加健康ナビスポット：るかなび  

事業主（所属・職位）： 高橋恵子： （研究センターPCC 実践開発研究部 准教授） 

運営関係者（所属・職位）：  亀井智子（看護学部教授/PCC 実践開発研究部部長）、朝川

久美子（PCC 実践開発研究部 ナースマネージャー）、    

白倉清美（PCC 実践開発研究部 事務員）、佐藤晋巨（学

術情報センター 司書）、菱沼典子（看護学部 教授）、 

山田雅子（教育センター 生涯学習部 教授）、佐藤直子

（教育センター 生涯学習部 助教） 

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。 

対 象： 一般市民どなたでも   

参加人数（年間のべ人数）： 3130 名  

開催日： 2015 年 4 月 7 日～2016 年 3 月 11 日 ［198 日間］ 

 

（事業内容） 

「聖路加健康ナビスポット：るかなび」は、一般市民を対象にした健康情報サービ

スの場で、市民一人ひとりが主体的に自分の健康を自分で守る市民社会を目指す研

究事業である。2015 年度は、るかなびボランティア 38 名（専門職ボランティア 7

名、市民ボランティア 22 名、学生ボランティア 9 名)と、運営会議メンバー12 名

（看護教員 5 名、看護師 5 名、司書 1 名、事務員 1 名）で運用し、計 3130 名がる

かなびを利用した。 

一般市民向けの健康情報サービスとしては、健康相談・健康測定（骨密度測定、体

脂肪測定、血圧測定、握力測定）サービスを 197 日開催し、829 名が利用した。ま

た、ランチタイムミニ健康講座＆ミニコンサートを 9 回開催し、472 名の市民が参

加した。さらに、CHADO（ティーサロン）を 11 回開催し、277 名の市民が参加

した。るかなびは、看護系大学図書館の分室機能を持ち、図書コーナーには約 3000

冊の闘病記・医学系図書と、健康に関するパンフレットを設置し、354 名の市民が

利用した。ボランティア向けには、ボランティアミーティング 9 回、るかなび全体

会 2 回、ボランティア勉強会 5 回、闘病記ブックリストミーティング 5 回、握力

部会 7 回を開催した。広報活動としては、51 施設（新規 6 施設）の協力施設にチ

ラシの配布・掲示を依頼し、さらに中央区健康福祉祭りや本学白楊祭へ参加し本事

業活動を宣伝した。教育の場としては、学部 1 年生・学士 19 回生（PCCN 論とサ

ービスラーニング）、学部 4 年生（公衆衛生看護学実習Ⅰ、看護ゼミナール：看護

教育学）、認定看護師教育課程受講生（訪問看護コース・認知症看護コースの演習・

実習）、台湾から高尾医学大学看護学部の研修生、計 292 名の学生を受け入れた。



 

 

また、看護系教員に実践活動の場として提供した。研究活動としては、地域住民の

ヘルスリテラシーの向上をめざした e-leaerning 教材を作成し、教材を受講した研

究対象者 87 名の「健康情報を適切に評価できる力」の得点（0～5 点満点）が、受

講前 1.90 点から受講後 3.41 点に有意に向上した（p<0.01）。また、るかなびの場

所は 2016 年 3 月 18 日に本学 2 号館 1 階から聖路加臨床学術センター1 階に移転

した。るかなびは、今後も市民のニーズに沿った活動を提供し続けられるよう、市

民と共に、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） 

 VAS 9.03（ランチタイムミニ講座＆ミニコンサートの受講者） 

 

（今年度業績） 

1）菱沼典子、高橋恵子、松本直子他（2015）．一般市民に開かれた無料健康相談

において看護職がとる相談パターンと利用者の満足度，聖路加看護学会誌，19

（1），11－18． 

2）高橋恵子（2015）．地域住民のヘルスリテラシー向上をめざす People-Centered 

Care (PCC) の取り組み,67(6), 

3）菱沼典子（2016）．地域住民のヘルス・リテラシー向上に寄与するアクティブ・

ラーニング教材の開発，平成 25 年度～平成 27 年度私立大学戦略的研究基盤形

成支援事業，研究成果報告書． 

4）菱沼典子他（2015）．ヘルスリテラシーe-learning，地域住民のヘルス・リテラ

シー向上に寄与するアクティブ・ラーニング教材の開発，私立大学戦略的研究

基盤形成支援事業，DVD． 

5）高橋恵子，佐藤晋巨、八重ゆかり他（2016）．市民のヘルスリテラシー向上を

めざす e-learning 教材作成への取り組み，第 10 回聖ルカ・アカデミア 抄録集，

聖路加国際大学，85．（学内発表） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

研究・活動報告書 

記載日 2016 年 4 月 7 日 

 

事業名： リンパ浮腫ケアステーション 

事業主（所属・職位）： 大畑美里（聖路加国際病院外来看護師） 

運営関係者（所属・職位）： なし  

目 的： がん看護を専門とする看護師、あん摩マッサージ指圧師、乳がん専門医が 

チームを組織し、リンパ浮腫の予防、早期発見に関する教育、ケアの提供、 

悪化予防のための専門医への連携とコンサルテーションなど統合的なケアを 

実施提供する。                                                                 

対 象： 乳がんの治療により、リンパ浮腫の予防や改善を必要とする方   

参加人数（年間のべ人数）： のべ 176 名   

開催日： 月 4-5 回  

 

（事業内容） 

 リンパ浮腫ケアをもつがん患者を対象に、後藤学園・聖路加国際病院と協力体制

を組み事業を開催した。 

個別指導としては、リンパドレナージ等のケアの提供や、自宅でのケア継続のため

のセルフケア指導、弾性着衣の選択・使用方法・療養費申請の相談等を行った。ま

た、乳がん術後で症状が軽症、もしくはリンパ浮腫の予防が必要な方を対象に、リ

ンパ浮腫予防や早期発見のためのセルフケアグループ指導を行った。 

その他、本学大学院修士課程がん看護論文コース実習の受け入れを行い、リンパ浮

腫に関する知識の普及とチーム医療実践のためのモデル形成を目指した看護師・医

療者教育活動を実践した 

 

（VAS：満足度調査） 

測定なし 

 

（今年度業績） 

特記なし 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

研究・活動報告書 

記載日 2016 年 3 月 27 日 

 

事業名： 天使の保護者ルカの会 グリーフカウセリング  

事業主（所属・職位）： 堀内 成子  

運営関係者（所属・職位）： 石井慶子、 堀内ギルバート祥子  

目 的： ①流産・死産・新生児期のあらゆる理由で児を亡くした母親・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を行う。グループから個人

カウンセリグへの速やかな連携・継続的対応により、体験者の心理的不安を

軽減する。 ②周産期の死別に立ち会う看護職のためのグリーフサポートを

行い、周産期のケアの心理的負担を軽減する。                                                                  

対 象：①流産・死産・新生児死などで子供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  

参加人数（年間のべ人数）： 48 人 （39 回） 

開催日： 毎週水曜日  

 

（事業内容） 

本年度は夫婦面接は 9 組、再来は 8 件である。昨年比では、開催回数で 160％、

利用者のべ数で 200％と増加した。背景として、①医療機関（大学病院、心療内科）

や保健師からの紹介、②過去の利用者からの紹介(口コミ情報)、③ルカの会グルー

プワークとの連携紹介など、利用者が相談を受けやすい環境が整いつつある。 

 相談内容は、喪失体験そのものの語りが主となるが、そのほかに、昨年同様、産

休明けの復職に関する相談、カップルの問題が多かった。また、上に子供のいるケ

ースでは、兄弟への影響を心配する相談があった。不妊治療による妊娠のケースの

相談も多くみられた。治療後の死産、複数回の流産では、不育症外来受診中という

ケースが多数みられた。出生前診断を受けて、死産を選択したケースがあった。聖

路加国際病院で退院時に紹介されたというケースも増えている。石井慶子（担当者）

が院内で実習を行っていたことも、関連部署への周知につながった。 

 多くのケースで、直後には、心身の不調が同時に見られているが、本人が喪失の

身体的ストレスに気づくことは稀であった。個別の悲嘆について、傾聴する一方、

この時期のストレス状況についての説明や、一般的な周産期喪失の経過についての

情報提供をしている。心身状態安定後の再来ケースでは、再びの流産体験、不妊治

療中の心理、子育てなどの相談があり、長期的相談窓口として機能している。 

(VAS：満足度調査） 

利用者の精神的負担を考慮し、実施しなかった。来年度は方法を検討する。 

(今年度業績） 

看護職向けの教育プログラムの共同研究を、聖路加アカデミアでポスター発表

(ポスター優秀賞)、および日本助産学会で論文発表（30 周年記念論文賞）を行った。 



 

 

研究・活動報告書 

記載日 2016 年 3 月 29 日 

 

事業名： 天使の保護者ルカの会  

事業主（所属・職位）： 蛭田明子（聖路加国際大学 助教）  

運営関係者（所属・職位）： 堀内成子（聖路加国際大学 教授）、石井慶子（聖路加国際 

大学客員研究員・WAIS 代表）、星野浩一（体験者）、太田尚

子（静岡県立大学 教授）、北園真希（神奈川県立子ども医

療センター助産師）諸岡ゆり（東海大学 助教） 

目 的： セルフヘルプ・グループミーティングにより、対象者が自分の思いを語り、 

他者と経験を分かち合うことができる場を提供する。また、周産期の喪失の 

ケアやセルフヘルプグループ活動に関心のある学生や医療者に研修の機会を 

提供する。                                                                  

対 象： 流産・死産・新生児死亡等、周産期に子どもを亡くした両親とその家族   

参加人数（年間のべ人数）： 78 名  

開催日：  4 月 11 日、5 月 9 日、6 月 13 日、7 月 11 日、9 月 12 日（2 回）、 

10 月 10 日、11 月 14 日、12 月 12 日、1 月 30 日、3 月 12 日（2 回） 

 

（事業内容） 

2015 年度はお話会を 10 回、手作りの会を 2 回開催し、延べ 78 名が参加された。

2015 年度は、インターネットで検索して参加される方が多い本会の特色を活かし

て、ネット上でアクセスしやすい環境づくりに力をいれ、すでにスタッフブログ、

HP の開設を完了した。また、学会や医療者の勉強会等の場で広報に努めた。これ

らにより、昨年度に比べ 150％増の参加者となった。 

78 名の参加者のうち 3 割が男性の参加者であり、開始以来最も男性の参加者の

割合が高い年となった。妻との感情の波の違いに悩み、また感情の波の激しい妻に

どう接すればいいのか悩む男性は多く、日常の社会では吐露できない思いを率直に

出すことができる場として男性にも高い評価を得ている。また、悲しみを抑制して

いる自分に気づくなど、男性が自分自身に目をむける機会となっている。周産期喪

失のセルフヘルプグループとして男性の参加者が多いグループは極めて珍しく、母

親だけでなく父親もケアが必要であることが医療者や社会に認識されるように、男

性参加者の声を社会に発信していくことが必要である。 

参加者の増加の一方でスタッフの確保が課題となっており、今後はスタッフの研

修制度を整備し、スタッフを育成していくことが目標である。 

  

（VAS：満足度調査） 

 9.16 

 



 

 

（今年度業績） 

・蛭田明子．お母さんと子どもの元気セミナー：死産・流産となった家族のケア．

日本家族計画協会機関誌 家族と健康 737 号 5 面 

・天使の保護者ルカの会．ペリネイタル・ロスのケア～体験者の声を聴こう．第

11 回 ICM アジア太平洋地域会議・助産学術集会 

・蛭田明子，堀内成子，石井慶子，堀内ギルバート祥子．認知行動理論に基づく周

産期喪失におけるコミュニケーションスキルトレーニングプログラムの開発‐

プログラム形成評価－．第 10 回聖ルカ・アカデミア 優秀賞授賞 

・蛭田明子，堀内成子，石井慶子，堀内ギルバート祥子．周産期喪失のケアに従事

する看護者を対象とした認知行動理論に基づく周産期喪失におけるコミュニケ

ーションスキルプログラムの開発と評価．日本助産学会 30 周年記念論文賞授賞 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

研究・活動報告書 

記載日 2016 年 3 月 28 日 

 

事業名： ルカ子・サロン  

事業主（所属・職位）： 森 明子（ｳｨﾒﾝｽﾞﾍﾙｽ・助産学専攻 教授）  

運営関係者（所属・職位）： 川元 美里（ｳｨﾒﾝｽﾞﾍﾙｽ・助産学専攻/教育センター助教），

中村 希（教育センター教員） 

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                                                              

対  象： 妊娠前や不妊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） 

参加人数（年間のべ人数）： 37 人  

開催日： 2015 年 4/18(土), 5/16(土), 7/18(土), 10/17(土), 11/6(金), 11/7（土）,12/12(土) 

2016 年 1/16(土), 3/14(土) 計 8 回 

 

（事業内容） 

土曜日の午後，少人数グループで参加者に自由に話してもらう形式のおしゃべり

会である。教員や協力を仰いだ不妊症看護認定看護師がファシリテーター役である。

適宜，聖路加国際病院女性総合診療部の看護師の協力も得た。参加者からの質問に

対し，同席した看護師が回答し情報提供を行なった。8 回中の 2 回は，おしゃべり

会に加えて，不妊症看護認定看護師教育課程の研修生が小集団指導を行った。 

35～39 歳 38％，次いで 40～44 歳 35％と，35 歳～44 歳の女性の参加者で 73％

を占めた。小集団指導の回ではパートナー男性の参加も少数見られた。「知人の紹

介」30％，「ポスターやチラシ」22％，「個人のブログ」13％でサロン開催を知っ

ていた。参加動機は「不妊の悩みを話したい」「情報交換」「治療の話を聞きたい」

「友人のすすめ」などが多く，参加後感想は「話すことで気が楽になった」「勉強

になった」「みんなの話が聞けてよかった」などが多かった。 

今後希望する企画には，胚培養士との交流やパートナーが参加できる内容，健康

増進のヨガやストレッチなどがあった。 

（VAS：満足度調査） 

平均 8.9 点（R 6～10），再来希望 平均 9.2 点（R 7～10） 

（今年度業績） 

川元美里,森明子(聖路加国際大学),中村希（聖路加国際大学教育センター）不妊に

悩む女性の語り場づくり～ルカ子・サロンの運用と役割～. 第 20 回聖路加看護

学会（2016 年 9 月 19 日・東京開催）にて口演発表. 

 



 

 

研究・活動報告書 

記載日 2016 年 3 月 31 日 

 

事業名： ダウン症候群のよりよい成育環境検討会（ポルカの会） 

事業主（所属・職位）： 青木 美紀子（大学院看護学研究科・准教授） 

運営関係者（所属・職位）： 有森 直子・新潟大学  

有田 美和・筑波大学附属病院  

目  的： 中央区周辺在住のダウン症候群の子どもとその親子にとって、よりよい地域 

の成育環境をダウン症候群の方・ご家族と医療者が知恵を出し合って検討し

ていき、当該地域のサービス体制の充実を図る。 

対  象： 中央区周辺在住のダウン症候群の方々および家族、保健医療関係者、保育関 

係者、教育関係者、看護学生など 

参加人数（年間のべ人数）： 18 家族・54 名  

開催日： 2015 年 5 月 20 日、11 月 21 日、2016 年 2 月 17 日  

（事業内容） 

2015 年度は、「ダウン症候群の成育に関するプログラム」が発足して 4 年目の活動

となり、3 回企画を実施した。 

テーマは 5 月「体操」・11 月「性教育」・2 月「音楽」であり、各回 1 時間の親子参

加の活動を行った。11 月はポルカの会会員の要望から、ご両親とお子さんが参加でき

る講演会とし、会員と講師とともに企画から協働することで中央区ダウン症候群親の

会とのパートナーシップの実践の場となり、会員からも高い評価を得た。また、ダウ

ン症候群児の母親、看護学生、専門職が協働を通して得た体験をインタビューにより

明らかにする研究の結果から、互いが学び合い、会の活動を内省し協働を評価するこ

とにより、地域社会においてダウン症候群児がよりよく成育し理解を得るための具体

的な方法を考えるという体験を共有していることが明らかになった。 

参加者のアンケートからは、子どもたちがスタッフ・看護学生との関わりのなかで

楽しみながら学ぶ機会となっていること、親にとっては親の会だけでは得ることがで

きない体験や情報を得る場となっていること等、肯定的評価が挙げられている。 

今後は、子どもたちの成長に応じ、将来の就労や自立に向けた社会生活の充実に繋が

る活動に発展していくことが期待されている。子どもたちと親、専門職が共に学び合

いながら、児がよりよく成育し将来も豊かに生活できる地域づくりに繋がるよう、今

後の会のあり方を検討することを課題としたい。 

（VAS：満足度調査） 

9.5（アンケート協力者 8 名の平均値） 

（今年度業績） 

有田美和・有森直子, ダウン症候群児の家族、看護学生、専門職が協働した体験 

―ダウン症候群児の成育プログラムの実施を通して―, 第20回聖路加看護学会学術大

会講演集,ｐ23, 2015 年 9 月. 



 

 

研究・活動報告書 

記載日 2016 年  3 月 31 日 

 

事業名： 慢性呼吸不全の方へのテレナーシング  

事業主（所属・職位）： 亀井智子(看護学部老年看護学・教授/ 研究センターPCC 実践開 

発研究部・部長)、 

運営関係者（所属・職位）： 金盛琢也(看護学部・助教)、山本由子(武蔵野大学・助教)

蝶名林直彦(聖路加国際病院呼吸器内科・部長)  

目  的： 慢性呼吸不全やその他の慢性疾患で在宅療養する高齢者を対象として、 

在宅モニタリングにもとづくテレナーシングを提供し、健康支援や急性増悪 

の早期発見を行い、生活の質の向上をはかる。 

対  象： 慢性閉塞性肺疾患で在宅酸素療法を行う高齢者、糖尿病をもつ高齢者、 

筋萎縮性側索硬化症をもつ高齢者 

参加人数（年間のべ人数）： 10 名、計 1,153 日実施  

開催日： 各対象者に対して、90 日を基本として 1 日 1 回のテレナーシングを行う。 

 

（事業内容） 

在宅療養者自身が Bluetooth による無線通信機能を持った経皮的酸素飽和度・血

圧・体重・歩数などの計測、食欲・浮腫など心身の問診項目への回答を行い、タブ

レット端末を用いてデータを送信し、受信したデータをテレナースが「テレナーシ

ングプロトコル」に基づいてトリアージを行い、テレビ電話、および一般電話を用

いて看護・保健相談を提供する。 

 

（VAS：満足度調査） 

テレナーシング終了日の心身状態自己評価 6.3 (テレナーシングへの満足度と

は異なる) 

 

（今年度業績） 

論文 (1 件) 

1. 亀井智子：オーストラリア連邦クイーンズランド州のテレナーシング実践,難 

病と在宅ケア,査読無,20(10),2015,12-16. 

学会発表 (8 件) 

1. 中島紀高,亀井延明,東福寺幾夫,亀井智子,山本由子,金盛琢也:高齢者のタブレ

ット型テレナーシングシステム利用時における機器の障害事例,JTTA Spring 

Conference 2016,2016 年 2 月 13 日,全国家電会館(東京都文京区). 

2. 亀井智子：特別発言：「テレナーシングを用いたセルフマネジメント」,第 21 

回 東京呼吸ケア研究会,2015 年 12 月 12 日,時事通信ホール(東京都中央区). 

3.  Kamei T, Yamamoto Y, Kanamori T, Nakayama Y, Kamei N, Tofukuji I,  



 

 

Nakajima N ： Developing and Adaption of a Wireless Home 

Monitoring-based Telenursing/ Telehealth System for Home NCD 

Patients, Success and Failures in Telehealth-15 and 6th Annual Meeting 

of the Australasian Telehealth Society, 2015.11.13, Brisbane Convention 

& Exhibition Centre (Brisbane Australia). 

4. Kanamori T, Kamei T, Yamamoto Y, Nakayama Y, Kamei N, Tofukuji I, 

Nakajima N：Effects of Diabetes Management and Perception of Type 2 

Diabetic Patient Received Home-monitoring Based Telenursing, ‘Two 

Cases Study’,Success and Failures in Telehealth-15 and 6th Annual 

Meeting of the Australasian Telehealth Society, 2015.11.13, Brisbane 

Convention &Exhibition Centre(Brisbane, Australia). 

5. Yamamoto Y, Kamei T, Kanamori T, Nakayama Y, Kamei N, Tofukuji I, 

Nakajima N：Development of a Telenursing curriculum for Nurses and Its 

Evaluation in the Japanese Healthcare System, Success and Failures in 

Telehealth and 6th Annual Meeting of the Australasian Telhealth Society, 

2015.11.12, Brisbane Convention & Exhibition Centre (Brisbane, 

Australia). 

6. 中島紀高,亀井延明,東福寺幾夫,亀井智子,山本由子,金盛琢也：テレナーシング

システム利用者の情報リテラシーの把握手法,第 23 回看護人間工学部会総

会・研究発表会,2015 年 10 月 31 日,宮崎県立看護大学(宮崎県宮崎市). 

7. 亀井智子,山本由子,中山優季,東福寺幾夫,亀井延明,中島紀高,金盛琢也：テレ

ナーシング教育プログラムの開発と参加者による評価,第 19 回日本遠隔医療

学会学術大会,2015 年 10 月 9 日,仙台市戦災復興記念館(宮城県仙台市). 

8. 中島紀高,亀井延明,東福寺幾夫,亀井智子,山本由子,金盛琢也：高齢者を対象と

したテレナーシングシステムの運用上の課題,第 19 回日本遠隔医療学会学術

大会,2015 年 10 月 10 日,仙台市戦災復興記念館(宮城県仙台市). 

講演 (5 件) 

1. 亀井智子：テレナーシングの基礎知識とエビデンス,第 4 回テレナーシング 

実践セミナー,2016 年 1 月 9 日,聖路加国際大学(東京都中央区). 

2. 山本由子：在宅モニタリングの方法とテレナーシング,第 4 回テレナーシング 

実践セミナー,2016 年 1 月 9 日,聖路加国際大学(東京都中央区). 

3. 金盛琢也：海外のモニターセンター・テレナースの活動とわが国への応用, 

第 4 回テレナーシング実践セミナー,2016 年 1 月 9 日,聖路加国際大学(東京都

中央区). 

4. 亀井智子：在宅療養をする人を支えるテレナーシング,第 5 回 集まれ！未来 

のナースたち,2015 年 12 月 26 日,聖路加国際大学(東京都中央区). 

5. 亀井智子：平成 27 年度厚生労働省事業；遠隔医療従事者研修,モニタリング・

疾病管理コース；テレナーシング,2015 年 11 月 27 日,TKP 大阪梅田駅前ビ

ジネスセンター(大阪府大阪市). 



 

 

図書（2 件） 

1. 亀井智子編著：老年看護技術,テレナーシング,医学書院,2016,381. 

2. 秋山正子,小倉朗子,亀井智子他：在宅看護論,医学書院,2015,264-271,331-343. 

 

研究成果 Website 

・在宅酸素療法・慢性呼吸不全とうまくつきあうための支援館 

http://kango-net.luke.ac.jp/paxhot_v1/index.html 

・看護ネット－老年看護研究室 

http://kango-net.luke.ac.jp/koureisya_kango/rounenkango/ 

・看護ネット－HOT 実施者のためのテレナーシング 

http://kango-net.luke.ac.jp/zaitaku_kango/telenursing/ 

・看護ネット－呼吸生き生き読本シリーズ 

http://kango-net.luke.ac.jp/zaitaku_kango/telenursing/tokuhon.html 

・看護ネット－エビデンスにもとづくテレナーシング実践ガイドライン 

http://kango-net.luke.ac.jp/zaitaku_kango/telenursing/guideline.html 

・看護ネット－テレナーシングプロトコル 

http://kango-net.luke.ac.jp/zaitaku_kango/telenursing/terenursingprotocol.html 

・Nursing-plaza.com 

亀井 智子 在宅療養者を支える「テレナーシング」（遠隔看護）の可能性 

http://www.nursing-plaza.com/interview/detail/126 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

研究・活動報告書 

記載日 2016 年 3 月 30 日 

 

事業名： 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（所属・職位）： 看護学部  

運営関係者（所属・職位）：  

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                                                               

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  

参加人数（年間のべ人数）： 52 名 

開催日： 2015 年 6 月 4 日、7 月 28 日、11 月 1 日、2016 年 1 月 24 日  

 

（事業内容） 

 「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”は、年間を通して季節などを考慮して、子どもに起こりやすい健康問

題や健康に関するテーマを取り上げ、専門職による講演会や研修、意見交換を行う場で

ある。 

2015 年度は 6 月「科学の力で虫歯予防〜虫歯の一本もないお口にするために」・7 月

「子どもの心肺蘇生と起こりやすい事故」・11 月「子どもの冬の健康対策・予防接種」・1 月

「子どもの食物アレルギー 知ろう！考えよう！」をテーマに、講義と参加者が講師ともに

歯磨や心肺蘇生などを行う実演で構成した交流会を開催した。各交流会には、家族（母

親、父親、これから母親になる女性）、保育士、病児保育士、保育園看護師、病院看護師、

養護教諭、保健師と多種の子どもの健康に関わる家族と専門職が参加し、講義と実演を

行った。交流会後のアンケート結果から、参加者の満足度は 6 月：9.13、7 月：8.93、11

月：9.47、1 月：9.21、年度を通じて 9.19 と高く、特に実演に関する肯定的な意見が多く聞

かれた。また、家族や保育士が子どものよりよい健康のためにできることが具体的に理解

できた、医療専門職とのコミュニケーション方法が分かった、などが挙げられ、本企画の

目的に即した交流会となっていた。 

今後は、さらに現代の我が国の子どもの健康の特徴、中央区の子どもと家族のニーズ

を捉えた企画の実施を目指していく。 

（VAS：満足度調査）  

6 月：9.13、7 月：8.93、11 月：9.47、1 月：9.21（年度を通じて 9.19） 

（今年度業績） 

なし 

 



 

 

研究・活動報告書 

記載日 2016 年 3 月 18 日 

 

事業名： 転倒骨折予防実践講座 SAFETY on!  

事業主（所属・職位）： 金盛琢也(老年看護学・助教)  

運営関係者（所属・職位）： 亀井智子(老年看護学・教授) 川上千春（老年看護学・准教

授）、千吉良綾子（老年看護学・助教)、新野直明(桜美林大学

大学院)、梶井文子（東京慈恵会医科大学）、入江由香子(高

崎商科大学短期大学部)、杉本知子(千葉県立保健医療大

学)、山本由子（武蔵野大学）、糸井和佳（帝京科学大学） 

目  的： 地域在住高齢者の転倒予防知識、および運動プログラムによるバランス・調整力

等の維持・向上をはかり、啓発用教材（小冊子、壁掛け、マグネット式ステッカー、

シール式ステッカー、足指体操タオル、住宅模型教材）により転倒予防習慣の定

着を図る。また、本プログラムの転倒予防効果を検証する。                                                                 

対  象： 65 歳以上の地域在住高齢者   

参加人数（年間のべ人数）： 27 名  

開催日： 8 月 28 日  

 

（事業内容） 

「転倒骨折予防実践講座 SAFETY on!」は、健康教育と運動プログラムを組み合わせた

多因子介入による転倒予防プログラムで、1 年間計 5 回の講座を 1 コースとして構成して

いる。本年度は、2014 年度講座参加者を対象に、講座開始 52 週後フォローアップ講座

を 1 回のみ開催した。 

27 名の地域在住高齢者が参加し、問診、心身の計測（BMI、開眼片足立ち時間、骨密

度、大腿周囲計長、10m 歩行時間、QOL26）、転倒リスクアセスメント、運動プログラム、

転倒予防活動に関する情報交換会を行った。 

（VAS：満足度調査） 

VAS 9.70（±0.71）  

（今年度業績） 

論文 

 入江 由香子, 亀井 智子, 梶井 文子, 杉本 知子, 糸井 和佳, 山本 由子, 千吉良 

 綾子, 小坂井 留美：多因子介入プログラムで構成する転倒骨折予防実践講座が在宅

高齢者の体力に及ぼす影響 都心部で開催した People-Centered Care 事業における 

実践報告, 聖路加看護学会誌,19(1),19-26,2015. 

学会発表 

 杉本知子,亀井智子,梶井文子,千吉良綾子,山本由子,入江由香子,新野直明：在宅後

期高齢者の転倒予測因子 「転倒骨折予防実践講座」参加開始から 12 週間の追跡調査 

の分析, 第 20 回日本在宅ケア学会学術集会講演集,159,2015. 



 

 

研究・活動報告書 

記載日 2016 年 3 月 17 日 

 

事業名： 多世代交流型デイプログラム聖路加和みの会  

事業主（所属・職位）： 亀井智子(看護学部老年看護学・教授/ 研究センターPCC 実践

開発研究部・部長)  

運営関係者（所属・職位）： 川上千春(看護学部・准教授)、千吉良綾子・金盛琢也・ 

桑原良子(看護学部・助教)、山本由子(武蔵野大学・助教)、 

岡村大(青渓会)、大場直緒(NPO アロマセラピー活動サポート

センター)  

目  的： 都市部における小学生と高齢者の世代間交流を促進し、教え-教えられる等

の互恵的ニーズを充足し、高齢者の心身のヘルスプロモーション、および子

どもの高齢者観の育成をめざす。                               

対  象： 小学生、および 65 歳以上の高齢者  

参加人数（年間のべ人数）： 547 名  

開催日： 毎週金曜日(8 月、9 月、2 月は休会) (年間 27 回)  

 

（事業内容） 

本プログラムは都市部においての高齢者と小学生の世代間交流を促進し、高齢者から 

子ども世代への地域文化や知恵の伝承、子ども世代にとっては高齢者観の育成をはかり、

ソーシャルキャピタルの醸成をめざすことを目的としている。 

登録高齢者の平均年齢は 82.4歳、小学生は全員 12歳(6年生)、活動内容は、世代間 

交流書道、交流ゲーム、おやつ作り、小物製作、アロマハンドケア、散策、ミニシアター等

であった。 

高齢者の特性(自立、虚弱)別の世代間交流の様相、および提供したプログラム内容別 

の世代間交流の様相を評価した。評価尺度には、聖路加式世代間交流観察尺度

(SIERO)インベントリーを用いた。分析の結果、SIERO インベントリー得点が高かったのは、

「虚弱高齢者」よりも「一般高齢者」(p<0.05)であり、「異世代の話を聞く」「異世代に話しか

ける」「同じ話題で話す」「異世代をほめる」「お帰りと言う」「気配り行動がある」「互いに挨

拶する」(p<0.05)は一般高齢者に高かった。また、活動別では、「世代交流ゲーム」、「世

代間交流書道」(p<0.05)が一般高齢者に高かった。 

高齢者の脆弱性に応じた子どもとの交流を促す支援、および世代間交流がより促進さ 

れるプログラムの工夫を行うことの重要性が示唆された。 

 

（VAS：満足度調査）  

小学生 7.8、高齢者 9.2、全体 8.9 

 

 



 

 

（今年度業績） 

論文（3 件） 

1. 亀井智子:世代間交流,日本地域看護学会誌,18(1),118-121,2015. 

2. 伊藤ひとみ,亀井智子: 都市部における高齢者と小学生の世代間交流プログラ 

ムで生じる両世代間の交流及び高齢者の generativity（世代継承性）につい 

てのエスノグラフィー, 日本世代間交流学会誌,5(1),37-45,2015. 

3. 亀井智子: 看護における混合研究法の活用－世代間交流看護支援の研究を例 

に,看護研究,49(19),16-25,2016. 

 

基調講演,学会発表（2 件） 

1. Tomoko Kamei: Methods of utilizing mixed methods research in nursing:  

effectiveness of intergenerational day program on school- age children and 

older adults in an urban community, Plenary of mixed methods 

international research association Asia regional conference 

proceedings,22-23,September, 19th,2015.(Osaka city, Osaka)   

2. 金盛琢也,亀井智子,山本由子,川上千春,千吉良綾子: 虚弱高齢者と子どもの 

交流を促進する世代間交流看護支援方法の検討－混合研究法を用いて－, 

第 35 回日本看護科学学会学術集会講演集.2015 年 12 月 5 日.広島国際会議場

（広島県広島市） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

研究・活動報告書 

記載日 2016 年 3 月 25 日 

 

事業名：「赤ちゃんがやってくる」 

事業主（所属・職位）： 片岡弥恵子 (看護学部・准教授 )  

運営関係者（所属・職位）： 土屋麻由美(麻の実助産所・所長)、堀内成子(看護学部・教授)  

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。 

対  象： これから兄姉となる子どもとその家族   

参加人数（年間のべ人数）： 192 名  

開催日： 2015/5/30,  6/20,  7/18,  9/19,  11/21,  2016/1/16,  2/20,  3/19  

 

（事業内容） 

「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、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。 

 

（VAS：満足度調査） 

 87.3 点 （100 点満点） 

 

（今年度業績） 

石渡智恵美,片岡弥恵子(2015). 新しい家族を迎えるためのクラスが父親に与え

る影響-クラス前後の父親の第１子や家族に対する気持ちの変化に焦点をあてて-, 

第 20 回聖路加看護学会学術集会. 

 

「赤ちゃんがやってくる」をリポート, AERA Baby, p.110-113、朝日新聞出版. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

研究・活動報告書 

記載日 2016 年 3 月 22 日 

 

事業名： 家で死ねるまちづくり「はじめの一歩の会」  

事業主（所属・職位）： 山田雅子（教育センター・生涯教育部部長） 

運営関係者（所属・職位）： 会長・篠原良子（中央区環境保全ネットワーク顧問等、副

会長・勝田高之（一般社団法人セルフケア・ネットワーク

理事等）、木村紀子（訪問看護師・ケアマネジャー）、事務

局・山田雅子（聖路加国際大学）、会計・麻原きよみ（聖路

加国際大学）ほか 

目  的： 東京都中央区において区民が力を合わせ、在宅療養者にインフォーマルな 

支援を提供することで、住み慣れた地域で死ねるまちづくりを行なうことを

目的としている。                                                               

対  象： 本会の会員は、原則として中央区民であって、区内の在宅療養者の支援に当 

たれる人である。支援を受ける人は、本会の会員である訪問看護師やケアマ

ネジャーが紹介した在宅療養者としている   

参加人数（年間のべ人数）： 241 人  

開催日： 毎月 1 回の定例会と、3 月末の互いに語り合う会と、支援の提供は随時  

 

（事業内容） 

家で死ねるまちづくりはじめの一歩の会では一人暮らしあるいは日中独居となる高齢

の方などへの訪問活動をボランティアとして行っている。会員であるケアマネジャーから

の依頼を受け、散歩を一緒に楽しんだり、話し相手となったり、ドールハウスの作成を一

緒に楽しんだりと、在宅療養者のニーズに応じてさまざまな関わりを経験してきた。 

中央区での地域包括ケアを担う一つの団体として多くの人に存在を知ってもらいたい

という趣旨で、中央区こどもとためす環境まつりへの参加、中央区福祉まつりへの参加、

会報の作成なども定例化し軌道に乗せた。 

地域包括ケアシステムの基本を成す、住民の自助と共助を育むために「互いに語る

会」を企画し、「あなたにとって老いるとは」「老いて生きることとは」をテーマに 3 回開催し

た（7 月 4 日、10 月 17 日、2 月 13 日）。それぞれ 30 名から 50 名ほどの参加者があり、

積極的な語り合いを通して、住民同士のネットワーク化を目指した。 

これからも住民レベルで取り組む地域包括ケアシステムの一端を担うことができるよう、

住民の心構えの醸成に寄与していきたいと計画している。 

 

(VAS: 満足度調査) 

 8.6 

(今年度業績) 

  なし 



 

 

研究・活動報告書 

記載日 2016 年 3 月 31 日 

 

事業名：「自分の体を知ろう」おはなし会  

事業主（所属・職位）： 菱沼典子（看護学部・教授）  

運営関係者（所属・職位）：岩辺京子（客員教授）、白木和夫(元客員教授)、大久保暢子（准 

教授）、佐居由美（准教授）、三森寧子（助教）、瀬戸山陽子（東京

医科大学）、村松純子（Baby in me）、後藤桂子（埼玉県立大学）、

中山久子（順天堂大学）、世良喜子（国際医療福祉大学）、小西

美樹（国際医療福祉大学）、 渕純子（元幼稚園教諭）、金子あや

（院生） 

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ることと、この活動の普及のため 

に、からだのお話し会を主催できる人材の育成のプログラムを作成する。                                                                  

対  象： 保育園・幼稚園の年長児～小学生と保護者、幼稚園教員・保育士等  

参加人数（年間のべ人数）： 図書館 70 名・イベント会場約 30 名 計 約 100 人  

開催日： ・銀座三越：4月 12日〔日〕   ・杉並中央図書館：10月 25日〔日〕/11月 1日（日）  

・杉並西荻図書館：1 月 30 日〔土〕/2 月 13 日〔土〕 

 

（事業内容） 

１） 年長児と保護者向けのおはなし会の実施とプログラムの改良 

☆銀座三越 x 中央区区民部文化・生涯課企画：「親子で楽しむ『からだ探検！』 

～子どもと学ぶ自分のからだ～」を銀座三越 9 階銀座テラスにて、実施した(消化

器系)。 

☆杉並区よりの委託事業として、2図書館で連続2回のおはなし会を実施した(1回目 

消化器系、2 回目循環器系+呼吸器系)。 

おはなし会には、学部学生も参加した。図書館での活動は、サービスラーニングの

ボランティア活動の場としても機能できた。 

２） 教材の改良・作成 

     紙芝居のセリフの見直しを行った。絵本「わたしのからだ」に、かんぞうとずいぞう

編を準備をし、図版がおおよそ出来上がった。またお話し会の実践を記録した書

籍を検討した。 

３） 保育園・幼稚園の先生方が紙芝居をできることをめざし、関係者との連携を探った。 

４） ホームページでの情報発信を行った。 

以上の活動を、NOP 法人からだフシギと共同で行った。 

 



 

 

（VAS：満足度調査） 

図書館のみ 9.6 （ただし 10 件法で尋ねました） 

（今年度業績） 

世良喜子、瀬戸山陽子ほか：日本小児看護学会のテーマセッションで活動の一端を

紹介した。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


