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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 松田芳典＊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）：4494 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・夏季休暇・年末年始・年度末を除く 月～金 9 時半～17 時 

201７年 4 月 1 日～2017 年 3 月 16 日（223 日間）（但し、このうち 4 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。2017 年度は、大村進・美枝子記念聖路加臨床学術センターに「るかなび」が移転

し、2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1名）と、非

常勤看護師 7名、ボランティア 12名 市民ボランティア9名、学生ボランティア3名）でるかなびを運用

した。 

2017 年度のサービス活動への総利用者数は、計4494 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 219 日間開催： 利用者 622 名）し、図書閲覧サ

ービスを223日間開催： 利用者 2547名）した。2017年度も、前年度より導入した看護系教員による 6領

域の看護専門相談の導入： 利用者 19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 3 月に開催した 利用者 50 名）。また、健康講座 4 回 利用者 97 名）、ミニコンサー

ト 6回： 利用者168名）開催し、イベント利用者の満足度は、平均VAS： 8.79 点： 0～10点満点）であっ

た。 

広報活動としては、中央区内の 50 箇所の協力施設 新規 2施設、聖路加国際病院内に新規 1部署）にチ

ラシの配布・掲示を依頼し、さらに、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 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： 認知症看護コースの演習）を受入れ、計 184 名の学生が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、People-Centered：Care の概念を普及：・発信するため、PCC

ポケットガイドを作成し、Web場への掲載および学内外に発信した。また、市民ヘルスリテラシー向上をめ

ざした参加型プログラムの効果を検討するために、介入研究を継続した。 

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】  

健康相談:VAS：9.56 ミニ健康講座 VAS 8.57   ：ミニコンサート VAS 8.99 

【今年度の業績】 

<学会発表> 

a. 髙橋恵子，亀井智子，菱沼典子，射場典子，朝川久美子，佐藤直子，佐藤晋巨 2018）．「聖路加健 

：康ナビスポット るかなび」における People-Centered：Care 系統的実践教育プログラムの作成， 

聖路加国際大学紀要，4，63-67． 

                                                   
＊1聖路加国際大学 



b. 髙橋恵子，亀井智子，大森純子，有森直子，麻原きよみ，菱沼典子，新福洋子，田代順子，大橋久美 

子，朝澤恭子： 2018）．市民と保健医療従事者とのパートナーシップに基づく：「People-Centered：Care」

の概念の再構築，聖路加国際大学紀要，4，9-17． 

c. 髙橋恵子，武石典史，大久保暢子，松谷美和子，田代順子，大垣尚子，宮崎純子(2018)．聖路加国際 

：大学における学部科目「サービスラーニング」の現状と課題，聖路加国際大学紀要，4，85-90． 

 

<学会発表> 

a. 髙橋恵子，亀井智子，大森純子，有森直子，麻原きよみ,菱沼典子，新福洋子，田代順子，大橋久美子 

 2017）．市民と看護職とのパートナーシップに基づく「People-Centered： Care」の概念の再構築， 

第 37回日本看護科学学会学術集会，東京，2017 年 12 月. 

 

<ワークショップ> 

a. 朝川久美子，射場典子： 2017）．ランチョンセミナーラウンドテーブルディスカッション，市民のた 

めの健康情報サービススポット「聖路加健康ナビスポット るかなび」東京，2017 年 12 月. 

 

<学内発表> 

a. 亀井智子,髙橋恵子,麻原きよみ,新福洋子,田代順子,菱沼典子,大森純子,有森直子,大橋久美子，： ：  

朝澤恭子 2018）．市民と保健医療従事者とのパートナーシップに基づく「People-Centered：

Care」の概念の再構築，第 12回聖路加アカデミア，：25， 学内発表 2018 年 1月）． 

b. 朝川久美子,亀井智子,髙橋恵子,白倉清美,菱沼典子,山田雅子,佐藤直子,佐藤晋巨 2018）． 

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，第 12回 聖路加アカデミア，：25， 学内発表 2018年 1月）． 

 

【写真】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



■ 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 

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  

入江由香子＊3 岡村大＊4 大場直緒＊5 ほか地域ボランティア 5 名 

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）：329 名 (ボランティア含む)  

開催（実施）回数（年間回数）：計 1７回 

開 催 日：毎週金曜日(8 月、9 月、2 月は休会) (年間 23 回)  

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

【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、そして都市部のソーシャルキ

ャピタルをめざす。 

【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。 

今年度登録高齢者 11 名の平均年齢は 83.0 歳、小学生は 3名(11 歳 2 名、10 歳 1 名)活動内容は、

交流ゲーム、運動、おやつ作り、世代間交流書道、小物づくり、アロマハンドケア、散策、ミニシアタ

ー、子供の特技を生かした落語、ギター演奏と歌等であった。 

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VAS-10 を用いた。 

参加高齢者は全て女性で、一般高齢者4名、虚弱高齢者 6名、認知症高齢者 1名、小学生 3名(6年

生男子 1名と女子 1名、4年生女子 1名)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、高齢者群は全ての会で満足度は 9 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、交流ゲーム、運動であった。地域ボランティア 6 名から、継続的にプログラム運営への協力が

得られた。 
 

【VAS：満足度調査 10 点満点】  

満足度 平均9.7 点 小学生 10, 高齢者9.4 点） 
 

【今年度の業績】 

<論文> 

a. ：金盛琢也,：亀井智子,：山本由子：(2017).：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,：6：(1),：83-88. 

b. ：亀井智子：(2017).：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. 

c. ： KAMEI,：T.,：YAMAMOTO,：Y.,：KANAMORI,：T.,KAWAKAMI,：C.,：&：MEGURO,：S.：The：best 

： ： ： ： ： ： practice：of：intergenerational：community：programs：based：on：a：reciprocity,：generativity：

and： satisfaction： between： non-frail,： frail： and： cognitive： impairment： older： adults： and：

school：aged-children;：A：mixed：methods：study.：Manuscript：submitted：for：publication. 

<学会発表> 

                                                   
＊1聖路加国際大学大学院老年看護学：＊2武蔵野大学：＊3高崎商科大学短期大学部：＊4青渓会 

＊5 NPOアロマセラピー活動サポートセンター 



a. ：亀井智子：(2017).：世代間交流を取り入れた都市部地域における介護予防.：第 22 回日本在宅 

：ケア学会学術集会シンポジウム(シンポジスト),：50,：北海道. 

b. ： Kawakami,：C.,：Kamei,：T.,：Yamamoto,：Y.,：Kanamori,：T.,：&：Meguro,：S.：(2017).：Evaluation 

： of： Intergenerational：day：programs： (IDP)： focusing：on：children's：perspective：of： older：

adults.：Mixed：Methods：International：Research：Association：Asia：Regional：Conference/：

第 3回日本混合研究法学会年次大会,：93,：Osaka. 

c. ：入江由香子,：亀井智子,：川上千春,：金盛琢也,：目黒斉実,：山本由子,：糸井和佳：(2017).：多世代 

交流型デイプログラムにおける交流促進に適した運動プログラムの検討 第 22 回聖路加看護

学会学術大会講演集,：70,：東京. 

 

<図書> 

a. ：聖路加国際大学看護学研究科亀井科研編：(2018).：混合研究法を用いた看護研究の考え方と 

進め方ハンドブック.：Unpublished：booklet. 

b. ：亀井智子：(2017).：よくわかる看護研究の進め方：・まとめ方,：第 3版第1刷.：3.混合研究法,：45- 

54,：東京:：医歯薬出版. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



■ 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 

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（回数 4 回）※2017 年度に初回開始した人数は 0 名 

開催（実施）回数（年間回数）：計 7 回 

開 催 日：4/10、4/23 、4/24、5/29 

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

【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実践した。2名の方を実践した。2017 年 4

月～5月にアルバムを作成し、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、反応を確認した。 

 

【VAS：満足度調査 10 点満点】  

 10 点 

 

【今年度の業績】 

a. ：桑原良子(2017),地域住民と考える：「認知症ケア」,第 22回聖路加看護学会学術大会, 東京,2017 年 

： 9 月 16 日 

b. ：桑原良子,：亀井智子(2017),地域在宅軽度認知症高齢者と家族を対象とした 1事例のﾗｲﾌﾚﾋﾞｭｰ 

実践, 第 37回日本看護科学学会学術集会, 2017 年 12月 16日  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
*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：これから兄姉となる子どもとその家族 

利用人数（年間のべ人数）：203 名 

開催（実施）回数（年間回数）：計 7 回 

開 催 日：2017/5/13(土),  6/17(土),  7/22(土),  9/16(土),  11/18(土),  

2018/1/20(土),  2/17(土),  3/17(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】 

「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 9.11点 

 

【今年度の業績】 

a. 永吉智恵美,：片岡弥恵子：(2018).：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評価.：日本助産学会誌,：31 巻 3号,：448 

b. 浅倉美貴：(2018).：母親となる女性のジェンダー及び多様なセクシャリティに関する知識と 

態度の調査,：2017 年度聖路加国際大学大学院課題研究 

c. 永吉智恵美,：片岡弥恵子：(2018).：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.：第 22 回聖路加看護学会学術大会,：東京,：

2017 年 9月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
*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）：62 名 

開催（実施）回数（年間回数）：計 3 回 

開 催 日：6/2、8/3、11/30 

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

【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」・12月「気になる子どものサインを知ろう！力を引き出そう！」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。今

年度は、8月の「子どもの事故 応急処置と救急蘇生」と、初めて行ったペアレンティングがテーマで

ある「気になる子どものサインを知ろう！力を引き出そう！」が参加者が多く、子どもの応急処置と救

急蘇生とペアレンテイングに対する市民の高い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。2018 年度は、ニーズ notakai「気になる子ども」、ペアレンティングを継続して学習・交流会

を計画する。 

 

【VAS：満足度調査 10 点満点】  

6 月 ： ： 7 月 ： 12 月 平均 

9.3 ： ： 8.5 ： 9.0 8.9 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
*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 星野浩一*3 太田尚子*4 北園真希*5 矢口ゆり*6 

事 業 対 象：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）：57 名 

開催（実施）回数（年間回数）：計 11 回 

開 催 日：4 月 8 日、5 月 18 日、6 月 10 日、7 月 8 日、9 月 21 日、10 月 21 日、 

11 月 25 日、12 月 9 日、1 月 27 日、3 月 10 日（午前・午後）  

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

【事業目的】  

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サポート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】 

今年度は手づくりの会を含め延べ 11回開催し、参加者は延べ 57名： 前年比約 81％）であった。人

数としては減少であるが、お話会に参加できる実働のスタッフも少ない傾向にあり、お話会の質を保

ち、安全な場を提供するためには、スタッフと参加者のバランスは現在くらいでちょうど良いと感じて

いる。事実、少ないからこそじっくり自分の体験を語り、また人の語りを聴く機会を得ることができた

と、前年度よりVASではよい評価を得ている。 

今年度初の試みとして、かつてルカの会に複数回参加された体験者が講師となり、手づくりの会を開

催したことが挙げられる。これまで専門性の高い講師により、完成度の高いキルトを作成していたが、

子どもを亡くしてからの時間の経過によっては、作業に追いつくことに精いっぱいの両親もいた。その

点、今回は体験者の目線での比較的易しい作品をスタッフと共に企画し、材料選びから手触りにこだわ

り、協働して準備した。その結果、「お空の子どものことを想いながら、また、話をしながら作業がで

き、楽しい時間を過ごせました」と、手づくりする時間を存分に楽しむことができたという感想が多く

得られた。満足度も、前年度と大きく変わらず、VAS で 9.4 であった。市民である体験者と協働して

会を運営し、成功をおさめたことは、PCC の事業として有意義であったと考える。次年度も同様の活

動を企画していく予定である。 

  今年度より人工死産の会を 1 回増やし、計 3 回とした。参加人数は前年度と同じであり、回数が増

えたことによる増加はなかったが、参加者全体の人数に占める割合は約 18％であり、漸増傾向は続い

ている。参加したい時期は人によりタイミングが異なり、その機会が増えることの意義は大きいと考

え、次年度も 3回実施を予定している。 

  また、今年度も臨床の助産師、助産師学生の研修を受け容れた。中には個人的な学びを得るためだけ

ではなく、自施設でもグリーケアの一環としてサポートグループを立ち上げ、お話会を実施したい、と

関東圏外から参加した助産師もいた。また、体験者による他の自助グループからも研修の依頼があり、

現在受け容れを検討中である。全国的に、お話会を実践する医療機関や民間の団体は少しずつである

が増えてきている。しかし、体験者と医療者/研究者が理論的基盤をもち、協働して活動を続けている

グループは日本では数少ない。志のある人々に対して、信頼のおける研修の場として、今後全国への広

がりを期待したい。 

 

【満足度調査 0-10 数式尺度】  

平均9.36 点 

                                                   
*1聖路加国際大学 *2ART岡本ウーマンズクリニック、生殖心理カウンセラー, 社会福祉士 
*3体験者 *4静岡県立大学 ＊5神奈川県立こども医療センター助産師 *6東海大学 



【今年度の業績】 

<学会発表> 

a. 蛭田明子，堀内成子，石井慶子，太田尚子，北園真希，矢口ゆり 2017）．人工死産体験者に 

限定したお話会で語られる参加者の声．第 58回日本母性衛生学会学術集会. 

 

<記事掲載> 

a.  NHKスペシャル取材班/野村優夫 2017）．出生前診断、受けますか?納得のいく「決断」の 

ためにできること．講談社 

 

b. 深澤友紀 2018）．産声のない天使たち．朝日出版社． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



■ 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*1*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  

利用人数（年間のべ人数）：67 名 

開催（実施）回数（年間回数）：計 71 回（63 回実施） 

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】 

本年度の実施回数は 63 回で、昨年度(22 回)の約 3 倍の利用数となった。このうち 32 回が初回面

接、31回が継続面接である。継続の内訳は、前年度以前からの再来が 5ケース 7回、本年度開始分で

は、13ケース 24回であった。回数別では、2回が 16ケース、9回が 6ケース、4回が 4ケース、5

回が 2 ケースであり、複数回以上の継続相談が大幅に増えている。利用者の内訳では、カップルがの

べ 8組、個人がのべ 55 人であった。利用者の内訳は、女性 62 名、男性 9 名である。家族構成では、

死別児の兄弟姉妹のいるケースが、のべ 19組であった。 

初回の受付票によれば、利用に至る経緯では、「HPを見て」という相談者が多かったが、医療機関か

らの紹介も７組あった。相談内容は、例年同様、喪失体験に関することが最も多く 21）次いで、心

理症状 18）、対人関係 14）が挙げられた。 

相談者の体験状況は、単回の流産から、複数回の喪失体験、がん闘病後の喪失、不妊治療後の喪失等、

多岐にわたった。 

印象的ケースでは、①妊娠後期の妊婦からの相談： 2件）②幼児(2歳未満)を連れての来談： 預け先

がなく孤立した環境にある）③不妊治療に関連する相談： 治療経験ある相談者累計 28人）④不育症の

心理： 診断前後の不安）⑤人工死産後の心理相談⑥海外に住む娘の喪失を心配する親： 祖母）からの相

談があった。 

利用者では、グループワーク：「天使の保護者ルカの会」の参加者が個人相談に訪れたり、個人カウン

セリング後にグループに参加し始めるなど、二つの活動が利用者の関心に沿って利用されていた。 

【満足度調査 0-10 数式尺度】  

平均9.0 点 

 

【今年度の業績】 

<学会発表> 

a. ：石井慶子、堀内成子、堀内ギルバート祥子、蛭田明子 2017）、周産期の喪失と不妊治療 

～グリー：フカウンセリング来談者の傾向～.：第 15 回日本生殖看護学会学術集会プログラム・ 

講演集.日本生殖看護学会 

b. ：石井慶子．自主シンポジウム「生殖心理臨床のこれまで、いま、これから」話題提供 「流産・ 

死産・新生児死亡当事者グループ」，日本心理臨床学会第 36回大会 

                                                   
*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：ART岡本ウーマンズクリニック 
*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 



■ 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  中村真理子*1  

事 業 対 象：不妊（妊娠）などﾘﾌﾟﾛﾀﾞｸﾃｨﾌﾞ･ﾍﾙｽに悩む女性（企画によりﾊﾟｰﾄﾅｰ、家族を含む）  

利用人数（年間のべ人数）：3 名 

開催（実施）回数（年間回数）： 

開 催 日：4 月 16 日、5 月 21 日、7 月 16 日、10 月 15 日、11 月 19 日、12 月 17 日、 

1 月 21 日、3 月 18 日 

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

【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企画

した。しかし、キャンセルが多く、開催しない回が目立った。参加者が得られたのは 2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、参加者があった 4 月

と 10 月の 2 回のテーマはともに「からだとこころを整えるヨーガ」で、参加型のプログラムであっ

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 13名に対して、3名と激減

した。参加者全員に事後アンケートを行い、3名から回答を得られた： 回収率 100%）。参加者の年齢

は全員 40歳台であった。開催を知るきっかけは、全員：「通院施設でリーフレットをみかけたため」で

あった。参加動機は全員：「ヨガに興味があった」であった。参加後は：「いろいろなことを知ることがで

きた。教えてもらったこと、実践したことをストレス解消に役立てたい」「座談会ができてよかった」

「食事や運動のアドバイスがうれしい」などの感想があった。満足度： VAS）は 7.4～9.9 を示し、平

均値は 8.43であった。 

次年度に向けては、主催者の都合により、ヨガを取り入れることはできないが、各回のテーマを設定

したい。引き続き、参加者数を増やすことが課題である。不妊症看護認定看護師や不妊症看護認定看護

師教育課程の研修生の勤務先へのチラシおよび三つ折りリーフレットの留置きを主軸に、広報の方法

の工夫を検討し実施する。次年度の参加状況をみて、活動中止も視野に入れる。 

 

【満足度調査 0-10 数式尺度】 

平均8.43 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：岩辺京子*2  白木和夫*3 佐居由美*1 三森寧子*1  菱沼典子*4 瀬戸山陽子*5  

村松純子*6 世良喜子*7  稲葉史子*7 渕純子*8 三宅美千代*9 倉野かおり*10   

西山里利*11 原山千咲*12 大垣尚子*13 田中しのぶ*14 金子あや*15、中山久子*15 

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）：110 名 

開催（実施）回数（年間回数）：計 1７回 

開 催 日：7 月 8 日、10 月 12 日、11 月 11 日、11 月 17 日、12 月 11 日、 

「からだ先生」研修会：1 月 6 日 

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

【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： 中央区内の保育園１カ所で、年中および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。園児の母親： 保健師）が語り手となり、保育士が自作の教材を使って運営関係者と

ともに実演を行った。消化器系、脳神経、骨と筋肉を各回 45分のプログラムとして行った。 

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、研修会を行った。活動の案内とプログラムの実際、教材の紹介を行い、実際に紙芝居の練習

も行った。ちらし、口コミ、ホームページで募集し、定員を上回る参加者を得た。 

② 教材の改良：・作成： 紙芝居および絵本：「わたしのからだ」の見直しと：「肝臓と膵臓」の紙芝居を新

たに作成し、印刷を行った。また本活動の普及を促進するために、お話し会の実践を記録した書籍

「からだの知識は 5歳から！」の増刷を行った。 

 

【満足度調査 0-10 数式尺度】 

平均8.5 点 

 

【今年度の業績】 

<学会発表> 

a. 「ヒューマンインタフェースシンポジウム 2017」 ワークショップ： ：話題提供.： ：  

b. ：「日本小児看護学会第27回学術集会」 テーマセッション：企画運営 

c. ：「日本小児看護学会第27回学術集会」 テーマセッション：企画運営• 聖路加看護学会  

シンポジウム 

d. ： ：からだの知識をみんなのものに，三重母性衛生学会特別講演，2017.11.12 

 

<掲載> 

a. ：「氾濫する医療情報を見極めよう：学ぶタイミングは 5～6歳が最適」,産経新聞,2017.11.15 朝刊 

 

 

 

                                                   
*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： *4三重県立看護大学  
*5東京医科大学 *6Baby in Me *7国際医療福祉大学 *8元幼稚園教諭 *9埼玉医科大学 *10産業保健師 
*11目白大学 *12明日葉保育園 *13司書 *14聖路加国際病院： *15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：中央区民 

利用人数（年間のべ人数）：定例会 166 名/10 回、企画委員会 ３回、10 年誌編集委員会 4 回、 

互いに語り合う会 93 名/2 回、ミニ語りあう会 34 名/2 回、 

訪問活動 13+α件 

開催（実施）回数（年間回数）： 

開 催 日：毎月第 2 土曜日に定例会など 

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

 

【事業目的】  

東京都中央区において、区民が力を合わせて住み慣れたまちで最後まで支え合いながら生きることを

可能にするための活動をとおしたまちづくりを行うこと。 

 

【事業内容】 

1. 訪問活動 一人暮らし等の住民に対して一歩の会の会員であるケアマネジャーの紹介で派内相手

などの支援を行った。 

2. 互いに語り合う会 第 12 回 6 月 10 日・第 13 回 2 月 17 日） 「考えよう死ぬまでくらす家のこ

と」と題し、一般区民の参加を募り、2号館ぽるかルームで開催した。第 12回の副題は：「在宅介

護の安心と費用」、第 13 回は「How： to：在宅死」とした。専門家のミニレクチャーとワールドカ

フェで自由に発言し、その内容を共有することをお楽しみのプログラムと共に実施した。大変活発

な意見交換が行われ満足度も高かった。大学院生の参加で運営の円滑化と多世代交流の効果が見

られた。 

３．：互いに語り合う会ミニ 9月 7日日本橋、11月 25日月島）互いに語り合う会のミニ版でより 

住民に近い場所で開催した。20名ほどの参加を得た。2か所ともは：「介護食でパーティー」とし、

各種レトルトの介護食の試食会を行った。家族を介護中の参加者もあり、介護者同士の情報交換

となった。 

４．10周年記念誌 10年のあゆみ）発行に向けた編集を行った。 

 

【満足度調査 0-10 数式尺度】 

平均 8.6 点 

 

【今年度の業績】 

a. 9 月 16日(土) 第 22回聖路加看護学会学術大会・ランウンドテーブルディスカッション 

 「家で死ねるまちづくりを支援する：はじめの一歩の会」渡辺，篠原，山田参加 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
*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 小宮山伸之*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）：14 名、計 1,186 回実施 

開催（実施）回数（年間回数）： 

開 催 日 ：各対象者に対して、1 日 1 回の在宅モニタリングとプロトコルに基づくテレナーシング

(テレメンタリング、および遠隔看護・保健相談)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テレメンタリング、および遠隔看護・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 9.0(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. ：亀井：智子,：金盛：琢也,：山本：由子,：中山：優季.：(2017).：慢性疾患をもつ高齢者を対象とした 

在宅： ：モニタリングに基づくテレナーシングの操作所要時間評価と支援方策,：第 37 回日本看護科 

学学会学術集会,O53-2,仙台市. 

b. ：金盛琢也、亀井智子、山本由子、中島紀高.(2017).テレナーシングを受けた在宅慢性疾患高齢患者 

の療養の主体性の評価,第 22回日本在宅ケア学会学術集会抄録集,127,札幌市. 

c. ： Kamei,：T.,：Yamamoto,：Y.,：Kanamori,：T.,：Nakayama,：Y.,：Kamei,：N.,：Tofukuji,：I,：Nakajima, 

：N.(2017).Home：Self-Monitoring：Equipment：Management：Time：Taken：by：Older：Adults：with 

：Non-Communicable：Disease:：Support：Needs：for：Initial：Introduction,：Success：and：Failures：  

in：Telehealth,：8th：Annual：Meeting：of：the：Australasian：Telehealth：Society,：109.：  

d. ： Yamamoto,：Y.,：Kamei,：T.,：Kanamori,：T.,：Nakayama,：Y.,：Kamei,：N.,：Tofukuji,：I,：Nakajima,：  

N.(2017).：Evaluation：of：Telenursing：Practice：Seminars：for：Health：Professionals：Focusing：to：  

Older：Adults：with：Chronic：Disease：in：Japan,：Success：and：Failures：in：Telehealth,：8th：Annual：  

Meeting：of：the：Australasian：Telehealth：Society,：127. 

e. ： Kanamori,：T.,：Kamei,：T.,：Yamamoto,：Y.,：Nakayama,：Y.,：Kamei,：N.,：Tofukuji,：I,：Nakajima, 

：N.(2017).Evaluation：of：the：Initial：30：Days：of：a：Telenursing：System：for：Patients：with：CHF,：

DM,：and：COPD,：Success：and：Failures：in：Telehealth,：8th：Annual：Meeting：of：the：Australasian：

Telehealth：Society,：45. 

 

                                                   
*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  



<書籍> 

a. 秋山正子,亀井智子他著.(2018).在宅看護論、第 7 章.COPD の療養者に対する在宅看護の事例展

開、369-380. 

 

<冊子作成> 

a. 亀井智子,山本由子,金盛琢也,中山優季:テレナーシング実践プロトコル第 4版 VIPDAH編. 

 

<その他記事> 

a. 亀井智子(2018).：ICNテレナーシングネットワーク会議 inバルセロナ報告、看護、70(3),64. 

 

<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*1 永森久美子*2 仙波百合香*2   

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）：80 名 

開催（実施）回数（年間回数）：計 5 回 

開 催 日：5 月 20 日、7 月 22 日、9 月 30 日、11 月 18 日、1 月 20 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8.26 点 

 

【今年度の業績】 

<論文> 

a. 飯田真理子,新福洋子,谷本公重,松永真由美,堀内成子.日本版"HUG：Your：Baby"：育児支援プログ

ラムの開発、日本助産学会誌、31(2)、187-194、2017. 

 

<学会発表> 

a. 柏原由梨恵,新福洋子,堀内成子.：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-.：第 32 回日本助産学会学術集会(横浜),2018 年 3月 3-4日. 

 

<その他-Web ニュース-> 

a. ：マイナビニュース「赤ちゃんはなぜ泣くの？”ボディランゲージが教えてくれる赤ちゃんの 

気持ち」2018 年 8月 13日 https://news.mynavi.jp/article/20170813-baby/ 

 
 
 
 
 

 

                                                   
*1聖路加国際大学： *2聖路加助産院マタニティケアハウス・助産師 



■ 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：市民、アスベスト関連疾患患者・家族・遺族 

利用人数（年間のべ人数）：参加者 41 名、電話相談 12 名 

開 催 日： 4 月 24 日（聖路加国際大学研究室 35）、9 月 15 日（ぽるかルーム）、 

9 月 18 日（交流ラウンジ）、9 月 28 日中皮腫アスベストじん肺センター、 

10 月  2 日（交流ラウンジ） 

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

【事業目的】 

①アスベストに関する知識の啓発 

②アスベスト関連疾患患者・家族・遺族のQOLの向上 

 

【事業内容】 

1. アスベスト曝露予防講習会 

5 回開催し、45人が参加した。うち 2回は在日外国人住民に対する講習会であった。過去に行っ

た自宅の改修工事におけるアスベスト飛散の危険にたいして不安のあったものに対しては、設計

図をもとにリスクをアセスメントし、ほとんど心配のないことを説明したうえで、飛散の可能性

について適切に対処したことをねぎらった。在日外国人は、報道によって漠然としたアスベスト

不安をもっていたが、アスベストについての知識がほとんどなかったため、日常生活上の注意と、

飛散の危険性に出会った場合の対処法を説明した。 

 

2. アスベストに関する健康不安・関連疾患電話相談 

HP で石綿関連疾患患者、家族、遺族、保健医療者に対して希望者を募り、メールでアポイントを

とったのち、電話で看護師が対応した。 

12 件の相談希望があり、全員が電話での対応を希望した。療養中の患者家族からは、治療選択や

心理的な不安などについて相談があったので、傾聴したうえで助言を行い、希望者に対しては中

皮腫についてセカンドオピニオンを実施している医師を紹介した。遺族からの相談のほとんどが、

長期間を経ても癒えない悲嘆とうつ状態に関するものであった。傾聴したうえで、必要な者に対

しては受診を勧めた。 

 

【満足度調査 0-10 数式尺度】 

平均9.8 点 

 

【今年度の業績】 

a.  長松康子.リスクコミュニケーションを支える市民向けアスベスト曝露予防講習会．聖路加 

国際大学紀要.4. 24-26. 

b.  講演.「アスベストによる健康被害を予防する市民活動とその支援」,ワークショップ「アスベ 

スト問題から考える先端融合研究の可能性」神戸大学．3月21日． 

 

： ： ： ： ： ： ： ：  

 

 

 

                                                   
*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 



■ 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 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）：43 名（聖路加開催：43 名） 

開 催 日：9 月 30 日、10 月 7 日、2 月 24 日、3 月 3 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。2017 年度は、

聖路加国際大学 2017年 9月 30日・10月 7日と、2018年 2月 24日・3月 3日）を会場で、市民

向けにプログラムを提供した。 

プログラム方法は、前年度同様に、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 43 名であった。また、11 月 2日には、本事

業メンバーが、中央区区民が運営する中央区：「通いの場事業」 R65：月島カフェ）に出張し、区民対象

に健康情報の確認ポイントについて紹介をした。 以下は、聖路加で開催した講座の参加者のアンケー

ト結果を示す） 

参加者の平均年齢 53.6 歳、性別は男性 6 名、女性 14 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。記載コメ

ントには、「健康情報を確認するポイントがわかった」「情報評価し選び抜くコツがわかった」「ヘルス

リテラシーを高める必要性が分かった」「身近な人に伝えていきたい」などが挙げられた。また、満足

度評価のVSは、平均 9.0 点を示し、「続編があるとよと」「理論と実践が両方あってよかった」「他の

人と話しながら学ぶことはよかった」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。さらに、今年度は、前年度の受講者1名が、スタッフメンバー側に参与し、今年度の受講者から

も 2名が次年度に運営側への希望の声があがった。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、さらに市民と共に運営する活動 PCC）としての

評価が示された。今後も継続開催していくとともに、次なる新たなスキルアッププログラム内容も検

討したいと考えている。 

 

【満足度調査 0-10 数式尺度】 

平均8.9 点 1回目 8.8：/：2 回目 9.0） 

【今年度の業績】 

<発表･報告> 

a. 高橋恵子，佐藤晋巨，松本直子，藤田寛之，菱沼典子，中山和弘，朝川久美子，有森直子 

    2017）．市民のヘルスリテラシー向上を目指した参加型学習プログラムの評価－プログラム終

了直後のアンケート結果から－，第 22回聖路加看護学会学術集会，東京，2017 年 9月． 

                                                   
*1聖路加国際大学  



b. 高橋恵子，佐藤晋巨，松本直子，藤田寛之，朝川久美子，中山和弘．市民のヘルスリテラシー 

 向上を目指した参加型学習プログラムの評価 プログラム終了直後のアンケート結果から， 

第 12回聖ルカ・アカデミア 聖路加臨床学術センター；学内発表），2018 年 1月． 

 

<活動報告> 

a.   高橋恵子，佐藤晋巨，松本直子，藤田寛之，鈴木柚香： 2017）．『子どもたちに伝えよう！健康 

   情報の見極め方』～子供たちに伝える教材を一緒に考えよう～，第60回聖公会関係学校教職員

研修会 第 2分科会），2017 年 8月 聖路加臨床学術センター）． 

 

<今年度の業績 紹介掲載箇所> 

a. ： ：高橋恵子，佐藤晋巨 2017）．健康・病気 本当に「安全で正しい」情報の取り方－「い・な・ 

：か・も・ち」で体調管理を万全に期す，PRESIDENT，56－57，2017年 7月 17日号 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


