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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：亀井智子＊1 朝川久美子＊1 白倉清美＊1 菱沼典子＊1 山田雅子＊1 佐藤直子＊1 

佐藤晋巨＊1 

事 業 対 象： 一般市民 

利用人数（年間のべ人数）：5820 名 

開催（実施）回数（年間回数）：計 232 回 

開 催 日：2016 年 4 月 1 日～2017 年 3 月 31 日（232 日間）（但し、このうち 23 日間は図書 

コーナーのみの開催） 

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

【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】 

「聖路加ナビスポット：るかなび」は、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を目的に、一般市民を対象に健

康情報サービスの場を提供している。2016 年度は、4 月 1 日より聖路加国際大学 2 号館から、新設

された大村進・美枝子記念聖路加臨床学術センターの 1 階にるかなびを移転し、再スタートした。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 1 名）と、非常勤看護師 4 名、

ボランティア 13 名（市民ボランティア 8 名、学生ボランティア 5 名）でるかなびを運用した。 

2016 年度のるかなびのサービス活動への総利用者数は、計 5820 名であった。各種サービスにつ

いては、例年通り、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 209 日間

開催（利用者 760 名）し、図書閲覧サービスを 232 日間開催（利用者 3472 名）した。また、健康講

座 11 回（利用者 148 名）、ミニコンサート 4 回（利用者 98 名）開催し、イベント利用者の満足度

は、平均 8.57 点（0～10 点満点）であった。今年度は、新規に看護系教員による 8 領域の看護専門

相談の導入（利用者 32 名）、健康・介護用品の企業展示企画を 2 ヶ月開催、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 29 名）。 

広報活動としては、中央区内の 49 箇所の協力施設（新規 2 施設、聖路加国際病院内に新規 7 部署）

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、本学白楊祭へ参加し本事業活動を宣伝

した。教育活動としては、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

（看護ゼミナール：看護教育学）、認定看護師教育課程受講生（認知症看護コース、訪問看護コースの 

演習）の受入に加え、新たに今年度、大学院生の演習（コミュニティアセスメント、老年看護学演習

Ⅲ）を受入、計 154 名の学生がるかなびの場をフィールドで、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、本学教育改革推進事業の助成を得て PCC 系統的実践教育プログラムを作成し

た。また、前年度に開発した地域住民のヘルスリテラシー向上をめざした教材を用いた市民講座の効

果を検討するために、介入研究として、新たにプロジェクト立ち上げ再形成し実施した。 

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。 

【満足度調査 0-10 数式尺度】  

ミニ健康講座：VAS 8.61    ミニコンサート：VAS 8.49 

                                                   
＊1 聖路加国際大学 



【今年度の業績】 

a. 菱沼典子，高橋恵子，松本直子他（2016）．看護系大学が開設する健康相談来訪者 

の骨粗鬆症予防に関するヘルスリテラシー，聖路加看護学会，20（2），3-8. 

b.  朝川久美子，高橋恵子，菱沼典子他（2017）．健康・介護・福祉用具の展示コーナー 

の開催と評価-聖路加国際大学「聖路加健康ナビスポット：るかなび」の取り組み-， 

聖路加国際大学紀要，3，137-141． 

c. Kamei T,  Takahashi K，Omori J,et al. （2017）. Toward Advanced Nursing Practice  

along with People-Ceneterd Care Partnership Model for Sustainable Universal Health  

Coverage and Universal Access to Health,Revia Latino-Americana de  

Enfermagem,25;e2839,1-10. 

d.  Takahashi K，Kamei T， Hishinuma M. et al.（2016）. Concepts of a People-Centered  

Care Model Based on Shared Partnerships between Community People and Health Care  

Professionals in the Unprecedented Japanese Aging Society,11th Biennial Conference  

of the Global Network of WHO Collaborationg Centeres for Nursing and Midwifery,in  

Glasgow. 

 

【写真】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



■ 聖路加ふらっとカフェ 

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

事 業 主：川上千春＊1 

事業共同メンバー：なし 

事 業 対 象：地域住民または通院・入院している患者および家族 

利用人数（年間のべ人数）：2 名   

開催（実施）回数（年間回数）：計 10 回 

開 催 日：4/9、4/16、5/21、5/28、6/11、6/18、7/9、7/27、9/3、9/10  

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

【事業目的】 

地域住民および病を抱えている患者・家族の不安や悩みに対応し、対象者が心身ともに安心した生

活を送れるよう、また意思決定できるよう促すことをめざす。 

 

【事業内容】 

本プログラムは、地域住民および病を抱えている患者・家族の不安や悩みに対応し、また、たわい

もない愚痴を誰かに吐き出せる場を提供することで対象者が心身ともに安心した生活を送れるよう

に、さらには意思決定できるように促すことを目的とした事業である。 

    年間で 10 回開催したが、参加した対象者は 2 名のみであった。相談内容は、友人が病を抱えてい

るが、どのように接するべきなのかわからないということと、実際に病を抱えていても主治医との折

り合いが悪く、自身が目指すべきことが思うようにできないという相談内容であった。 

    病を抱えている方々の専門相談は必須の事業であり、様々なところに存在しているが、たわいもな

い愚痴や、人間関係の距離のとり方などの相談の場合、気楽に話せる場というのは世間では存在して

いないことが多い。そのため、今後もこのような場は必要であると考えられる。しかしながら、るか

なびの相談窓口との相違を検討するため、今年度のみにて事業は一端終了とする。 

 

【満足度調査 0-10 数式尺度】  

7 月に 2 回開催：平均 9.5 点     

 

【今年度の業績】 

  特になし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
＊1 聖路加国際大学 



■ 多世代交流型デイプログラム聖路加和みの会 

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

事 業 主：亀井智子＊1(研究センターPCC 実践開発研究部・部長) 

事業共同メンバー：川上千春*1 金盛琢也*1 目黒斉実*1 桑原良子*1 山本由子＊2 岡村大＊3 大場直緒＊4 

事 業 対 象：小学生、および 65 歳以上の高齢者 

利用人数（年間のべ人数）：480 名 (ボランティア含む)  

開催（実施）回数（年間回数）：計 24 回 

開 催 日：毎週金曜日(8 月、9 月、2 月は休会)  

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

【事業目的】 

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 

【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 14 名の平均年齢は 82.0 歳、小学生は 10 歳(5 年生)、活動内容は、世代間交流書道、

交流ゲーム、おやつ作り、小物づくり、アロマハンドケア、散策、ミニシアター、落語等であった。 

高齢者の特性(自立、虚弱等)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。参加満足度

の評価には VAS10 を用いた。 

参加した高齢者は全て女性で、一般高齢者 6 名、虚弱高齢者 6 名、認知症高齢者 2 名、小学生 1 名 

(男子 5 年生)であった。 

自発的交流は、一般高齢者>虚弱高齢者>認知症高齢者の順に多く、交流活動別満足度は、 

高齢者群は全ての交流活動の満足度が 8 点以上であった。両世代ともに満足度が高かった交流活動は、歌、 

話し合い、体操、おやつ作りであった。 

      また、認知症看護認定看護師コースの研修生 10 名が参加し、世代間交流のファシリテーション実習を行った。

大学院生 3 名がボランティアとして継続的に参加した。 

【VAS：満足度調査 10 点満点】  

平均 9.2 点（小学生 9.2 点 高齢者 9.2 点） 
 

【今年度の業績】 

<論文> 

a.  金盛琢也,亀井智子,山本由子:都市部多世代交流型デイプログラムにおける参加高齢者 

特性および活動内容別の世代間交流の評価,日本世代間交流学会誌,16(1),83-88,2016.  

b.   亀井智子: 都市部地域における多世代交流型デイプログラムを通じた高齢者の社会参加支援と

People-Centered Care の開発,Geriatric Medicine,55(2),185-190,2017. 

<学会発表> 

a.   目黒斉実,亀井智子,川上千春,金盛琢也,桑原良子: 認知症高齢者への世代間交流看護支援の

検討～2 年 7 ヶ月の参加経過のケーススタディ～,第 21 回聖路加看護学会学術大会,聖路加国際

大学(東京都中央区),2016 年 9 月 17 日. 

                                                   
＊1 聖路加国際大学大学院老年看護学 ＊2 武蔵野大学 ＊3 青渓会 

＊4 NPO アロマセラピー活動サポートセンター 



b.   亀井智子、山本由子、川上千春、金盛琢也、桑原良子、目黒斉実:世代間交流看護支援ベスト 

プラクティスの開発:第１報参加者満足度によるプログラム評価、第36回日本看護科学学会学術集会

講演集, 東京国際フォーラム(東京都千代田区) , 2016 年 12 月 11 日. 

c.   山本由子、亀井智子、川上千春、金盛琢也、桑原良子、目黒斉実:世代間交流看護支援ベスト 

プラクティスの開発:第 2 報プログラム別交流感と満足度の関連第 36 回日本看護科学学会学術集会

講演集,東京国際フォーラム(東京都千代田区) ,2016 年 12 月 11 日. 

d.   目黒斉実,亀井智子,川上千春,金盛琢也,桑原良子: 認知症高齢者への世代間交流看護支援の

検討～2 年 7 ヶ月の参加経過のケーススタディ～,第 11 回聖路加アカデミア, 聖路加国際大学(東京

都中央区),2017 年 1 月 28 日. 

 

<冊子作成> 

a.    亀井智子編集、川上千春、金盛琢也、目黒斉実、桑原良子、山本由子他:世代間交流支援ベスト 

プラクティスハンドブック. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



■ 高齢者とご家族へオンリーワンの「思い出帳」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  山本由子*2 

事 業 対 象：言語による意思疎通が図れる 65 歳以上の高齢者、及び認知症高齢者 

利用人数（年間のべ人数）：2 名 

開催（実施）回数（年間回数）：計 7 回 

開 催 日：3/9、3/12、3/13、3/16、3/23、3/30、3/31 

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

【事業目的】  

高齢者および認知症高齢者とその家族にライフレビューを実践することにより、その人の生活史や 

性格、他者との交流、好みを深く知り、その実践を評価することを目的とする。 

     1）ライフレビュー実践により語られた内容を記述し、その意味を分析する。 

     2）研究対象者とその家族にライフレビュー実践に用いた写真と語られた言葉を添えてメモリー 

ブック（アルバム）を作成する。 

【事業内容】 

    テーマを「幼少期」「青年期」「成人期」「壮年期（まとめ）」と設定し、対象者が持参した写真を用

いて、週に 1 回 60 分程度、半構成的にライフレビューを 4 回実践した。現在 2 名の方を実践してい

る。今後、4 月に入ってから写真はアルバム作成ソフトを使用して印刷し、語られた言葉を添えた、

メモリーブックを作成予定。研究対象者とその家族に全てのセッション終了時にメモリーブックを渡

し、その内容を説明し、反応を確認する予定である。 

 

【VAS：満足度調査 10 点満点】  

 平均 10 点 

 

【今年度の業績】 

    なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
*1 聖路加国際大学 ＊2 武蔵野大学 



■ 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：これから兄姉となる子どもとその家族 

利用人数（年間のべ人数）：230 名 

開催（実施）回数（年間回数）：計 7 回 

開 催 日：5/14,  6/18,  7/23,  9/17,  11/19,  1/21,  2/18,  3/18 

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

【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】 

「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。 

 

【VAS：満足度調査 10 点満点】  

平均 8.99 点 

 

【今年度の業績】 

a.     永吉 智恵美(聖路加国際大学 大学院博士前期課程), 土屋 麻由美,片岡 弥恵子,堀内 成子: 

【今どきのマタニティークラス実践例 11 私の施設のここが自慢！】 実践例 上の子向け 

クラス, ペリネイタルケア 36 巻 1 号, 64-67(2017.01) 

b.     永吉智恵美 (2016). 第 2 子以降の子どもを出産する女性に向けた子育てや生・性に関す

るブックレットの作成と専門家による評価, 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：小野智美*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）：92 名 

開催（実施）回数（年間回数）：計 4 回 

開 催 日：6/10、7/28、12/1、1/24 

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

【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】 

”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、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。2016 年度は 6 月「むし歯予防の常識・非常識」・7 月「子どもの事

故：応急処置と救急蘇生」・11 月「子どもの冬の健康を守ろう！これから流行する冬の病気の予防と対

応」・1 月「子どもの食物アレルギー」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。今年度は特に、7 月の「子どもの事故：応急処置と救急蘇

生」に多くの参加者があり、子どもの応急処置と救急蘇生に対する市民の高いにニーズが明らかになっ

た。アンケートからは、実際に行ってみることができる時間や講師に自由に質問をすることのできる時

間に関する肯定的な意見が多く聞かれた。2017 年度は、今後のニーズとしてアンケートに挙げられて

いた「気になる子ども」をテーマにした学習・交流会を計画する。 

 

【VAS：満足度調査 10 点満点】  

平均 8.8 点 （6 月 9.3  7 月 8.5  12 月 8.4  1 月 9.0） 

 

【今年度の業績】 

    なし 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

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



■ 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*3 星野浩一*4 太田尚子*5 北園真希*6 諸岡ゆり*7 

事 業 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 

利用人数（年間のべ人数）：70 名 

開催（実施）回数（年間回数）：計 11 回 

開 催 日：5/14、6/11、7/9、9/10（2 回）、10/8、11/12、12/10、1/28、3/11（2 回）  

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

【事業目的】  

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。 

【事業内容】 

今年度はお話会９回、手作りの会を２回開催し、述べ 70 名の参加があった。今年度特筆すべきこ

ととして、3 点あげる。 

一つは HP の内容充実である。本会への参加の動機として、医療者からの紹介が増えてきてはいる

ものの、インターネットで検索して、という方が未だ半数以上を占めている。そのため、2015 年度

よりインターネットでアクセスしやすい環境づくりに力を入れてきた。2016 年度は HP/ブログの充

実を目指し、情報をこまめに更新し、お話会には参加できないがグリーフに役立つ情報を紹介するこ

とに努めた。その結果アクセス数が伸び、現在では月に 300 件ほどのアクセスがある。また、子ども

を亡くした夫婦、そして亡くなった子どもの祖父母に向けたリーフレットや、「悲しみのそばで」の冊

子（共に科研の成果物）の送付希望が、月に１～2 件程度コンスタントにある。 

    また、人工死産により子どもを亡くした両親の参加はこの数年増加の傾向にあったが、2016 年度

は初めて全体の 2 割を超えた。人工死産を体験した両親は、子どもの死が自分達の決断の結果である

ゆえに、同じ周産期の喪失の体験者の中にあっても今抱えている苦しみを安心して表出できない。そ

のため、半年に 1 回の人工死産の会を心待ちにしていることが分かった。気持ちの表出にはタイミン

グも重要であり、語りたいときに語れる機会が多くある方が望ましい。よって、体験者の期待を受け

て、次年度は人工死産の会を年 2 回から 3 回へ、変更の予定である。 

    さらに、2016 年度はスタッフ研修の希望者も多く、延べ 9 名の助産師・臨床心理士・医師が参加

した。動機は様々だがいずれも研修の満足度は高く、長期のスパンで支援を提供する必要性を実感・

理解してもらえる場となっている。その一方で、ルカの会のスタッフとして定着する人材を確保でき

ていない点が引き続き課題である。 

 

【満足度調査 0-10 数式尺度】  

平均 9.28 点 

【今年度の業績】 

a.   蛭田明子，堀内成子，石井慶子，堀内ギルバート祥子（2016）．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．日本助産学会誌，30（1），4-16．（日本助産学会 30 周年記念論文

賞授賞） 

                                                   
*1 聖路加国際大学 *2 聖路加国際大学客員研究員 *3WAIS 代表 
*4 体験者 *5 静岡県立大学 ＊6 神奈川県立こども医療センター助産師 *7 東海大学 



b.    蛭田明子，石井慶子，堀内成子（2017）．周産期に子どもを亡くした両親が医療者に望む支援： 

改善に向けての問題提起．第 11 回聖ルカ・アカデミア. 

c.    加藤友紀子，宮薗友加利，青木美紀子，鈴木美慧、紺井理和，堀内成子，蛭田明子， 

石井慶子，上田憲明，柴田実，山中美智子（2017）．周産期の喪失に関するサポート体制構築

の取り組み．第 11 回聖ルカ・アカデミア. 

d.    アエラ取材協力 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



■ 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：石井慶子*2*3  堀内ギルバート祥子*2 

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  

利用人数（年間のべ人数）：27 名 

開催（実施）回数（年間回数）：計 22 回 

開 催 日：毎週水曜日 

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

【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】 

本年度から、カウンセリング会場は、大村進・美枝子記念聖路加臨床学術センターに移動した。利

用者の内訳は、死産体験者が最も多く、ついでいくつかの周産期喪失を複合体験しているというもの

であった。個人利用者数は、昨年に比較して減少した。しかし、人工死産体験者の相談は 3 件あり、

再来件数も 7 件と、昨年と変わらなかった。カップルの相談は 5 件である。いずれも夫からの申し込

みであった。利用者の平均年齢は 38.3 歳であった。ルカの会のグループワークと個人面談の間を行

き来する例が見受けられた。2017 年 2 月に、活動紹介の HP を公開したところ、その後は予約申し

込みや問い合わせが急増している。主たる相談内容は、例年同様に多様であった。印象的なケースで

は、①胎児の異常が見つかり、人工死産を考えるものの、混乱を抱えて来談したケース、②産休明け

で、仕事復帰後に体調を崩したケース ③妻を気遣いつつ来談したものの、夫の悲嘆が強くあったケ

ース などである。専業主婦の来談は減少傾向にあり、有職者の産後の復帰でのつらさが話題となっ

た。何の屈託もなく復帰できたケースはなかった。悲嘆以外の相談では、多くの事例で次の妊娠・出

産が話題となった。不育症の不安、不妊治療継続の相談があり、妻のみの個人面談では、夫の悲嘆へ

の気遣いが見られた。これらの多様な相談内容に対して、まずは悲嘆感情を真摯に受け止め、悲嘆経

過により必要な情報提供と心理支援に努めている。運営面では、2 月より事例検討会（スカイプ会議）

を定期的に開催することとした。運営メンバー間で、カウンセリング内容を共有・検討することによ

り、サービスの質の向上をめざしている。 

【満足度調査 0-10 数式尺度】  

平均 9.53 点 

【今年度の業績】 

<論文> 

a.    石井慶子, 堀内成子, 堀内ギルバート祥子,蛭田明子:語ることでもたらされること 

-周産期喪失後のグリーフ・カウンセリング-,聖路加国際大学、Vol.3,84-89,2017.3. 

<学会発表> 

a.   加藤友紀子，宮薗友加利，青木美紀子，鈴木美慧，堀内成子，蛭田明子，紺井理和，石井慶子， 

      上田憲明，柴田実，山中美智子:周産期の喪失に関するサポート体制構築の取り組み．第 11 回

聖ルカ・アカデミア抄録集，聖路加国際大学,2016. 

                                                   
*1 聖路加国際大学 *2

聖路加国際大学看護学研究科客員研究員 
*3ART 岡本ウーマンズクリニック 



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

事 業 主：森 明子*1 

事業共同メンバー：川元 美里*1    

事 業 対 象：不妊（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）：13 名 

開催（実施）回数（年間回数）：計 8 回 

開 催 日：4/16、5/21、7/16、10/15、11/19、12/17、1/21、3/18 

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

【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】 

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開催

した。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を務めた。今年度の新たな試

みとして、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。 

参加人数は毎回 1～3 名／回であり、参加者のない 0 名の回（1 月）もあった。参加者はすべて女

性で、男性の参加はなかった。年間参加人数は前年 37 人に対して、13 人と減少した。前年度は不妊

症看護認定看護師教育課程の演習の一環として看護師による講義とおしゃべり会を組み合わせた講

座を開催したことによって 1 回で 17 名の参加があったが、今年度は演習を兼ねた講座を開催しなか

ったために人数が減少したと考えられる。 

今年度、最多の 3 名が参加したテーマは「気になる、知りたい、治療の方法」「ストレス解消法・気

持ちの整え方」であった。 

参加者全員に事後アンケートを行い、13 名から回答を得られた（回収率 100%）。参加者の年齢は

35～39 歳が 7 名、次いで 40～44 歳が 4 名であり、35～44 歳で 85％を占めていた。20 代および

それ以下の参加者はなかった。開催を知るきっかけは「通院施設の看護師の紹介」が 33％、「知人の

紹介」が 27％であった。他は大学ホームページや個人のブログ、関連のホームページで情報を得てい

た。参加動機は「治療をしている人と話をしたい」「情報収集」「治療の話を聞きたい」「(参加した回

の)テーマに関心があった」が多かった。参加後は「話したことですっきりした」「専門家に相談でき

てよかった」「自分だけではないと感じることができた」などがあげられた。満足度（VAS）は 7.9～

10 を示し、平均値は 9.4 であった。 

今後はからだを動かすワークの企画を希望する声があった。次年度に向けて、参加者への広報と参

加者数を増やすことが課題である。必要としている人に開催情報がいきわたる手立てとして、医療機

関へのチラシの留置きとインターネットなどメディアを用いた告知方法の工夫を再検討していく必

要があると考える。また、テーマを設定することで参加しやすくなるという声を今後も尊重し、各回

のテーマを設定していく。 

【満足度調査 0-10 数式尺度】 

平均 9.4 点 

 

                                                   
*1 聖路加国際大学  



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

事 業 主：菱沼典子*1 

事業共同メンバー：岩辺京子*2  白木和夫*3  大久保暢子*1  佐居由美*1 三森寧子*1  瀬戸山陽子*4  

村松純子*5 世良喜子*6  稲葉史子*6 渕純子*7 西山里利*8 原山千咲*9   

大垣尚子*10 田中しのぶ*11 金子あや*11 中山久子*12 

事 業 対 象：5-6 歳児と保護者、幼稚園・保育所の先生や看護師 

利用人数（年間のべ人数）：103 名 

開催（実施）回数（年間回数）：計 4 回 

開 催 日：おはなし会：6/15、12/9 「からだ先生」研修会：8/20、1/7 

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

【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、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する。 

【事業内容】 

① おはなし会：幼稚園、保育所各１カ所で、年長児に紙芝居と内臓 T シャツを用いて体の話を実施し

た。1 カ所では園児の母親（保健師）が語り手になった。消化器系の 30 分のプログラムが定着し

てきた。 

②「からだ先生」研修会：幼稚園教諭や保育士、保育園の看護師等、身近で子どもと接している方を

対象に、研修会を 2 回行った。1 回目は 1 日、2 回目は半日の研修とし、活動の案内とプログラム

の実際、教材の紹介を行った。ちらし、口コミ、ホームページで募集し、各回とも定員を上回る参

加者を得た。 

③ 教材の改良・作成：紙芝居および絵本「わたしのからだ」の見直しを行った。次年度改訂版を 

印刷の予定である。またお話し会の実践を記録物を書籍にし、活動普及のための参考書とした。 

 

【満足度調査 0-10 数式尺度】 

平均 8.5 点 

 

【今年度の業績】 

a.  世良喜子、稲葉史子、瀬戸山陽子：日本小児看護学会でテーマセッション発表 

b.  瀬戸山陽子, 菱沼典子：地域図書館における子どものヘルスリテラシ-向上を目指した取り組み- 

年長児にからだを教えるプログラムの実践と評価，保育と保健，23(1)，94-99，2017.1. 

c.    聖路加国際大学からだ教育研究会：からだの知識は５歳から，NPO 法人からだフシギ自費 

出版，2017.1. 

 

 

 

 

 

 

                                                   
*1 聖路加国際大学 *2 聖路加国際大学客員教授 *3 聖路加国際大学元客員教授 *4 東京医科大学  
*5Baby in Me *6 国際医療福祉大学 *7 元幼稚園教諭 *8 目白大学 *9 明日葉保育園 *10 司書  
*11 聖路加国際病院 *12 順天堂大学 



■ 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：中央区民による会員 

事 業 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。 

利用人数（年間のべ人数）：定例会・企画会議：181 名、互いに語り合う会：100 名 

開催（実施）回数（年間回数）： 

開 催 日：毎月第２土曜日の定例会、2 回の企画会議と「互いに語り合う会」3 回（6/18,10/29, 

2/18）実施。また、訪問による活動は随時  

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

【事業目的】  

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。 

【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。 

中央区内の高齢者の暮らしを支えるために、住民として何をなすべきかを地域包括ケアを担う者と

しての意識を持つことの大切さを一人でも多くの住民と分かち合うことができること、そして、一歩

の会の主旨に賛同する住民を増やす目的も持ち、「互いに語る会」を 2013 年から開始した。今年度は

年に 3 回開催し、「老いて生きることとは」「考えよう！死ぬまで住める家のこと」をテーマに会員、

一般区民、そして本学大学院生が互いに語り合うことができた。 

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、例年 

通り実施した。 

   都内宅における互助活動の見学会も行い、一歩の会の活動を広がりについて検討し、新しい方向性

を見いだせるかが課題となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
*1 聖路加国際大学 



■ 慢性呼吸不全の方へのテレナーシング 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

事 業 主：亀井智子*1 

事業共同メンバー：金盛琢也*1 山本由子*2 中山優季*3 蝶名林直彦*4  

事 業 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 

利用人数（年間のべ人数）：7 名 

開催（実施）回数（年間回数）：計 761 日 

開 催 日：各対象者に対して、90 日を基本として 1 日 1 回のモニタリングとテレナーシング 

を提供する。 

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

【事業目的】  

慢性呼吸不全や糖尿病、筋萎縮性側索硬化症などの疾患をもち、在宅療養する高齢者等を対象とし

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。 

 

【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。 

 

【満足度調査 0-10 数式尺度】 

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) 

 

【今年度の業績】 

<学会発表> 

a.   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 

利用者の使用時における操作特性について、日本人間工学会誌、52(Suppl)、344-345,2016, 

6 月 26 日、三重県立看護大学、(三重県津市). 

b.   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:タブレット型テレナー 

シングシステムの操作特性－アクセスログ分析による検討－、第 32 回ライフサポート学会 

大会 LIFE2016、2016 年 9 月 4 日、東北大学、(宮城県仙台市). 

c.   Yamamoto Y, Kamei T, Kanamori T, NakayamaY, Kamei N, Tofukuji I: An investigation 

      of Telenursing assessment content for elderly patients living at home: analysis of v 

nursing records by text mining. Success and Failure in Telehealth 16, 2016 年 11 月 2

日,Sky city, Auckland, NZ. 

d.   Kanamori T, Kamei T, Yamamoto Y, NakayamaY, Kamei N, Tofukuji I: A study on  

          a methods of Telenursing support for the elderly with type Ⅱ diabetes mellitus: 

based if trial administration in four patients,Success and Failure in Telehealth 16,         

2016 年 11 月 2 日, Sky city, Auckland, NZ. 

 

                                                   
*1 聖路加国際大学 *2 武蔵野大学 *3 東京都医学研究所 *4 聖路加国際病院  



e.   Kamei T, Yamamoto Y, Kanamori T, NakayamaY, Kamei N, Tofukuji I: Patient 

      Symptoms and Telehome Monitoring-based Telenursing System for COPD, ALS and 

DM{CAD)Patients, Success and Failure in Telehealth 16, 2016 年 11 月 3 日, Aky city, 

Auckland, NZ. 

f.   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:通信ログのテレナー 

シングシステム利用者支援への活用法の検討、第24回日本人間工学会看護人間工学部会2016、

14、2016 年 11 月 5 日、(愛知県守山市). 

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

シングを受けた高齢患者のタブレット端末、計測機器等の操作・接続時間の検討―データ 

サーバのログ解析から―、日本遠隔医療学会スプリングカンファレンス 2017、2017 年 2 月

18 日、全国家電会館、(東京都文京区). 

 

<教材作成> 

a.   亀井智子、山本由子、金盛琢也、猪飼やす子:テレナーシング導入用教材 

 

<冊子作成> 

a.   亀井智子、山本由子、金盛琢也、中山優季節:テレナーシング実践プロトコル第 2 版. 

 

<研究成果 Website> 

a.   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 

b.   看護ネット－老年看護研究室 

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

c.  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/ 

d.   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 

e.   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 

f.   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 

g.   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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



■ HUG Your Baby 育児支援プログラム 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

事 業 主：新福洋子*1 

事業共同メンバー：飯田真理子*1 堀内成子*2 永森久美子*3 仙波百合香*3  西村祐介*4  手嶋文香*4 

事 業 対 象：妊娠後期の妊婦とその家族 

利用人数（年間のべ人数）：70 名 

開催（実施）回数（年間回数）：計 6 回 

開 催 日：5 月 14 日、7 月 23 日、9 月 24 日、11 月 19 日、1 月 21 日、3 月 11 日 

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

【事業目的】  

妊娠期に HUG Your Baby を受講することで、両親が児とのきずなを形成し、その後の子育てに感

じる自信を向上させること。 

 

【事業内容】 

新しく赤ちゃんを迎えるご両親にわかりやすく新生児の行動を説明し、育児のテクニックを伝える

プログラム。前半は、助産学教員による講義で、新生児のゾーン、刺激過多のサイン(SOS)、母乳育

児のコツ、新生児の睡眠パターン、新生児の遊びを PPT と DVD を用いて伝える。後半は、株式会社

エイデンアンドアネイとの共催で、おくるみと赤ちゃん人形を用いて、おくるみを巻く体験をする。

最後に、育児経験のある母親、父親から、育児について、夫婦円満の秘訣などをお話しする。受講し

た母親へのインタビューから、持ち帰った教材の DVD を繰り返し見て自分の赤ちゃんの行動を理解

したことや、おくるみで赤ちゃんがよく眠ってくれていること、体験談を聞いたことで、気負いなく

育児ができていることなどが語られた。子どもと触れ合う機会の少ない妊婦とその家族が、スムーズ

に育児期に移行する準備ができるクラスとなっている。 

 

【満足度調査 0-10 数式尺度】 

平均 8.78 点  (最新 3 月開催時  9.25) 

 

【今年度の業績】 

a.  柏原由梨恵. (2016). 育児支援プログラム「HUG Your Baby の有用性～産後のアンケートと 

インタビューを通して～」. 聖路加国際大学修士論文.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                   
*1 聖路加国際大学 *2 聖路加産科クリニック・副所長 *3 聖路加産科クリニック・助産師 
*4PCC 実践開発研究部・客員研究員 



■ 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   

事 業 対 象：こどもおよび、その保護者 

利用人数（年間のべ人数）：56 名 

開 催 日： 10/6、10/20、10/29、11/10、11/24 

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

【事業目的】 

子ども自身やその保護者のアスベスト曝露予防に関する知識とスキルを高めることを目的とする。 

【事業内容】 

子どもとその保護者を対象に、アスベスト災害予防活動を行う NGO のアスベスト専門家を招いて、

アスベスト曝露予防方法に関する講義とマスク装着練習、および個別相談からなる講習会を開発し、

実施した。 

講習会の広報は、中央区の小学校を通じて保護者に 

案内を出すとともに、事業主のホームページにおいても 

参加者を募集した。 

当初は、2 回の開催予定であったが、アスベストに 

関して不安を抱いた保護者からの要請があり、合計５回 

実施し、５６人が参加した。 

講習会前後に、アスベスト曝露予防に関するテストを 

実施したところ、講習前に比べて講習後は有意に合計得点  

 が上昇した。 

 

【満足度調査 0-10 数式尺度】 

平均 9.5 点 

 

【今年度の業績】 

a.     長松康子：アスベストに関する看護,第4回石綿問題総合対策研究会.講演,2017年1月29日,  

東京. 

b.    長松康子、永倉冬史：こどもと保護者のためのアスベスト曝露予防プログラムの開発, 

第4回石綿問題総合対策研究会,ポスター発表,2017年1月28日,東京． 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

アスベスト曝露予防講習会の内容 

・アスベストとは何か 

・身近なアスベスト 

・災害時のマスク装着練習 

・曝露した場合の対処法 

・個別相談 



■ 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 藤田寛之*1  朝川久美子*1 菱沼典子*1 中山和弘*1  

有森直子*1 

事 業 対 象：一般市民 

利用人数（年間のべ人数）：52 名（久喜図書館開催：30 名  聖路加開催：22 名） 

開 催 日：10 月 26 日 11 月 24 日、2 月 25 日、3 月 4 日 

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

【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】 

本事業は、図書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

に生かすことができるために、ヘルスリテラシーの向上をめざす学習プログラムである。2016 年度

は、埼玉県立久喜図書館（2016 年 10 月 26 日、11 月 24 日） と、聖路加国際大学（2017 年 2 月

25 日、3 月 5 日）を会場とし、市民向けにプログラムを提供した。 

プログラム方法は、2 日間の連続講座を 1 セットのプログラムとし、1 回 90 分の講座を提供した。

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」、2 回目「健康情報を適切に評価する

力」の向上をめざす目的で、「健康情報の探し方」「健康情報を評価する」を各テーマに挙げ、ヘルス

リテラシー教材（DVD）を用いて、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。参加者は、延べ計 52 名（出張開催 30 名、聖路加開催 22 名）であった。

（以下のアンケート結果は、聖路加開催時の内容を示す） 

参加者の平均年齢 48.7 歳、性別は男性 3 名、女性 8 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・内容に関する質問内容を実施した。分析の結果は、ヘルスリテラシー尺度の「伝達

的、批判的リテラシー（健康情報を入手し、評価する力）」の全項目が、受講後に増加した。特に「情

報が信用できるかを判断できる」「いろんな情報源から集められる」という項目の変化が大きかった。

記載コメントには、「今までと違った目で考えることができるようになったこと」「情報を自分で判断

できるようになったこと」が挙げられた。また、満足度評価の VS は、平均 9.0 点を示し、「ビデオが

わかりやすかった」「実際に体験しながら学べたことが良かった」「他の人と話しながら学べて刺激を

受けた」との声が聞かれた。開催日時や開催場所も適していると回答した。以上の結果より、本プロ

グラムが、参加者の満足度も高く、市民のヘルスリテラシー向上に寄与することが示唆され、本事業

の意義が示された。今後も継続開催していく予定である。 

 

【満足度調査 0-10 数式尺度】 

出張開催： 1 回目 8.46 2 回目 9.41（平均 8.9 点） 

聖路加開催 1 回目 8.73 2 回目 9.27（平均 9.0 点） 

 

 

 

 

                                                   
*1 聖路加国際大学  



【今年度の業績】 

<発表･報告> 

a. 藤田寛之，佐藤晋巨他（2016）．ヘルス・リテラシーの学習教材を用いた図書館による市民

講座実践の試み，第 33 回医学情報サービス研究大会，長崎市立図書館，長崎，7 月 3 日 

b. 佐藤晋巨他（2016）．図書館でヘルスリテラシー講座 事例発表 第 12 分科会：「ヘルスリ

テラシー―本当に役に立つ情報を見極めるテクニック」,第 102 回全国図書館大会，日本図書

館協会健康情報委員会，東京, 10 月 16 日． 

c. 高橋恵子, 佐藤晋巨他（2016）．市民の健康情報へのアクセス方法の現状と「健康情報へ適切

にアクセスできる力」の向上をめざした e-learning 教材の評価,第 21 回聖路加看護学会学術

大会，聖路加看護学会学術集会，東京，9 月 17 日．  

d. 高橋恵子，菱沼典子他（2016）．ヘルスリテラシー向上を目指した e-learning 教材の評価「適

切に健康情報を評価する力」に焦点をあてて,第 37 回日本看護科学学会学術集会，東京,12 月

10 日. 

e. 高橋恵子，佐藤晋巨他（2017）．市民の健康情報へのアクセス方法の現状と「健康情報へ適切

にアクセスできる力」の向上をめざした e-learning 教材の評価，聖路加アカデミア，聖路加

国際大学,1 月 28 日（学内発表） 

 

<論文> 

a.     藤田寛之，佐藤晋巨他（2017）．ヘルスリテラシーの学習教材を用いた図書館による市民講座 

  の実践,3,聖路加国際大学紀要,90-95. 

b.     八重ゆかり，佐藤晋巨他（2017）．地域住民のヘルスリテラシー向上に寄与する e-learning  

教材の開発，聖路加国際大学紀要，3，79－83． 

c.     菱沼典子，高橋恵子他（2016）．看護系大学が開設する健康相談来訪者の骨粗鬆症予防に 

関するヘルスリテラシー，20（1）3－8． 

 

<今年度の業績 紹介掲載箇所> 

a.   日本経済新聞 健康と生活，2016 年 9 月 7 日 

b.   広島市健康づくりセンター，健康科学館ニュース 2017 年 2 月 Vo.312 掲載 

c.   日本経済新聞「いなかもち」健康情報、見極める力を発信時期や根拠などを確認,2016 年 9 月 

  8 日掲載 

http://style.nikkei.com/article/DGXKZO06790930S6A900C1W13001?channel=DF13

0120166090 

d.   週刊朝日ドット「間違った医療情報にだまされるな！専門家が教えてくれる“ヘルスリテラ 

 シー”を磨く方法，2016 年 12 月 8 日掲載 

https://dot.asahi.com/wa/2016120800246.html 

e.   毎日新聞医療情報サイト 不正確、ネットに氾濫 検索工夫で信頼情報,2016 年 12 月 18  

日掲載 http://mainichi.jp/articles/20161218/ddm/016/040/026000c 

f.   読売新聞オンライン ヨミドクター コラム「小泉記者のボストン便り」で「玉石混交な 

ネット上の健康情報米国の事情」 2017 年 1 月 31 日掲載 

https://yomidr.yomiuri.co.jp/article/20170131OYTET50013/?catname=column_bost

ondayori 

 

 

 



■ 転倒骨折予防実践講座「SAFETY on! プログラム」 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

事 業 主：金盛琢也*1 

事業共同メンバー： 

事 業 対 象：65 歳以上の高齢者で、変形性関節症の手術等を理由に聖路加国際病院へ入院予定が 

あり、主治医から参加の許可が得られるもの 

利用人数（年間のべ人数）：0 名 

開 催 日：開催なし 

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

【事業目的】  

高齢者の退院後早期の転倒、およびそれに伴うけがを予防するための知識、および運動方法を 

身につける 

【事業内容】 

本事業は、変形性関節症の手術等を理由に聖路加国際病院へ入院予定がある 65 歳以上の高齢者を

対象に、退院後早期の転倒、およびそれに伴うけがを予防するための知識、および運動方法の習得を

目的とした包括的転倒骨折予防プログラムである。 

    2016 年度の事業目標は、これまで地域在住高齢者を対象に進めてきた包括的転倒骨折予防プログ

ラム「SAFETY on!」を、退院後早期の高齢者向けに修正することである。入院高齢者では短期間に

おいて転倒予防知識や運動方法の習得が必要とされるため、退院後もこれらの知識や行動を継続する

ために、転倒骨折予防啓発教材が重要である。そこで 2016 年度は、転倒骨折予防啓発教材の有効性

に焦点を当てて、従来のプログラム評価を行い、退院後早期の高齢者における転倒骨折予防教育プロ

グラムの開発を目指した。 

    2012～2015 年における転倒骨折予防実践講座参加者 119 名を対象に、転倒骨折予防啓発教材の

有効性を分析したところ、現在使用している転倒骨折予防啓発教材は特に前期高齢者において有効で

あることが示された。また、後期高齢者ではその活用が十分でなかったため、2017 年度の事業開催に

向けて、啓発教材が多様な年代に活用されるようプログラム修正を行う必要性が明らかとなった。 

 

【満足度調査 0-10 数式尺度】 

実施なし 

 

【今年度の業績】 

金盛琢也, 亀井智子, 山本由子, 梶井文子, 杉本知子, 入江由香子, 新野直明（2016）. 転倒予防実践

講座 SAFETY on! 参加高齢者に対する啓発用教材の転倒予防効果,日本老年看護学会第 21 回学術集

会講演集, p98. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
*1 聖路加国際大学  


