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大会長挨拶

 第18回　新潟医療福祉学会学術集会
 大会長 　前田　史篤
 （新潟医療福祉大学 医療技術学部 視機能科学科　学科長・教授）

　我が国は第二次世界大戦後、目覚ましい発展を遂げました。メイドインジャパンの大量生産、
大量消費の高度成長期を経て、一時はアメリカに次ぐ世界第二位の経済大国になりました。と
ころが1990年代に入ってバブルが崩壊し、この大量生産の産業構造は見直しを迫られることに
なりました。ハードからソフトへ、エゴからエヴァへ、それまでの科学や技術の在り方が問わ
れる中で、21世紀は人間が主役を演じる世紀にすべきとして、科学や技術も一人一人の人間に
合わせ、他にない独自の方向を模索する機運が生まれました。
　折しもインターネットやIT技術の発達により、それまで夢物語であったことが徐々に実現
可能となり、過去に感謝しつつも、いかに明るい未来を描いてゆくかが問われる時代となりま
した。
　今回の学術集会は、「世界に輝く日本の科学力・技術力」をテーマに、いま世界をリードし
ている日本発の先端科学、先端技術について特別講演をいただくとともに、それらを世界に向
けて発信する３人のパネラーによるシンポジウムを企画しました。

　特別講演は、ツカザキ病院眼科主任部長の田淵仁志先生にお願いしました。田淵先生は、人
工知能とビッグデータの活用という、21世紀の産業革命にも匹敵する最新技術を医療に取り入
れ、さらに多職種の専門性を活かした画期的な協働スタイルを実践されています。
　またシンポジウムでは、それぞれの専門分野において広く世界で活躍されている３名の先生
方にそれぞれのユニークな活動の内容について講演していただきます。各先生の活動をご紹介
いただいた後、世界に輝く国際活動について、深くディスカッションしたいと思います。

　さらに例年どおり一般演題には、保健・医療・福祉・スポーツに関する数多くの口演および
ポスター発表の演題がエントリーされています。この学術集会が活発な発表と議論の場となり、
参加いただく皆さまの研究および教育の糧となることを願っております。
　また、本学術集会の趣旨に賛同いただき、寄付や広告のかたちでご支援を賜った多くの企業・
団体の皆さまに厚く御礼を申し上げます。多くの皆さまのご参加を心よりお待ち申し上げます。
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Q 棟 2 階 

S 棟 2 階 

入口 

入口 階段 
ポスター会場 

口演会場 

（渡り廊下） 

直接 2 階に行けます 

運営本部 

講師控室 

展示会場 

リフレッシュコーナー

総合受付 

Q201 

S201 

定期便（無料スクールバス）

発車場所 発車
時刻 経由 到着

時刻 到着場所

豊栄駅北口 発 ８：25 木崎地区 ８：45 大学 着
豊栄駅北口 発 10：12 木崎地区 10：32 大学 着
豊栄駅北口 発 11：35 木崎地区 11：55 大学 着
豊栄駅北口 発 12：45 木崎地区 13：05 大学 着
豊栄駅北口 発 13：48 木崎地区 14：08 大学 着

大学 発 12：20 伍桃・木崎地区 12：45 豊栄駅北口 着
大学 発 13：15 伍桃・木崎地区 13：40 豊栄駅北口 着
大学 発 14：48 木崎地区 15：08 豊栄駅北口 着
大学 発 16：30 伍桃・木崎地区 16：55 豊栄駅北口 着
大学 発 17：20 伍桃・木崎地区 17：45 豊栄駅北口 着
大学 発 18：10 伍桃・木崎地区 18：35 豊栄駅北口 着
大学 発 19：00 伍桃・木崎地区 19：25 豊栄駅北口 着
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学術集会プログラム
学会テーマ：
  「世界に輝く日本の科学力・技術力」
08：30－09：30 受　付

09：30－09：40 開会式
会頭挨拶　　新潟医療福祉学会　会頭
　　　　　　　　　山本正治
大会長挨拶　第18回新潟医療福祉学会学術集会　大会長
　　　　　　　　　前田史篤

09：40－10：55 一般演題（口演）　　　　　　　　
座長：増田　修（新潟医療福祉大学 視機能科学科　教授）
　　　吉岡　豊（新潟医療福祉大学 言語聴覚学科　准教授）

11：00－12：10 特別講演
「多職種協働スタイルが生み出す人工知能とビッグデータの応用」
座長：前田史篤（新潟医療福祉大学 視機能科学科　教授）
講師：田淵仁志（ツカザキ病院眼科　主任部長）

12：10－12：40 新潟医療福祉学会総会

12：40－13：40 昼休み

13：40－14：40 一般演題（ポスター）

14：50－16：10 シンポジウム　「世界に輝く国際活動」
座長：松井由美子（新潟医療福祉大学 看護学科　教授）
　　　村田憲章　（新潟医療福祉大学 視機能科学科　講師）
シンポジスト：　　　　　　　　　　　　
　　　前田　雄（新潟医療福祉大学 義肢装具自立支援学科　講師）
　　　　　空飛ぶ車椅子サークル～車椅子と心を届ける活動～
　　　石飛直史（ツカザキ病院眼科　視能訓練士）
　　　　　アフリカ海外医療支援の実情報告
　　　渡邊　翼（第九管区海上保安本部 新潟航空基地　機動救難士）
　　　　　メキシコ大地震への国際緊急援助隊派遣
　　　　　　　　　～海保救命士として救助チームに参加～

16：15－16：30 会頭賞・奨励賞表彰
閉会式
実行委員長挨拶　第18回新潟医療福祉学会学術集会　実行委員長
　　　　　　　　金子　弘（新潟医療福祉大学 視機能科学科　准教授）
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学術集会参加のご案内

１．参加受付
　・ 受付は８時30分より、第２講義棟（Q棟）の総合受付にて行います。
　・ 会員・準会員・非会員ともに参加費は無料です。
２．入会受付
　・ 当日は総合受付にて新潟医療福祉学会の入会手続きも受け付けています。
３．昼食
　・ 食事・休憩は、厚生棟（C棟）１階（ふれあい食堂）をご利用ください。
　・ 食堂は営業していません。厚生棟（C棟）２階のコンビニ（営業時間８時～15時）をご利用くだ

さい。
４．その他
　・呼び出しは総合受付にてお申し出ください。係員が対応いたします。
　・大学敷地内は建物内を含め全面禁煙です。喫煙場所はございません。
　・クロークはございません。

発表者の方へ
１．口演発表者およびシンポジストの方へ
　・口演会場は第２講義棟（Q棟）２階201です。
　・発表用PowerPointファイルをUSBメモリに保存してご持参ください。
　・口演発表者は学会当日の８時30分から９時までに発表者受付を行ってください。
　・ 会場に準備するPCのOSはWindows10、ソフトウエアはWindows版Microsoft Office PowerPoint 

2016です。特殊な動画やMacintoshでの発表はご遠慮ください。
　・お預かりしたファイルは本学術集会終了後、実行委員会事務局が責任をもって消去いたします。
　・ 一般演題（口演）の発表時間は、１演題12分（発表７分、質疑応答５分）です。発表終了１分前

（６分）に１回、発表終了時（７分）に２回のベルでお知らせいたします。
　・ シンポジウムの発表時間は、シンポジスト１人20分です。
２．ポスター発表者の方へ
　・ポスターは、縦180㎝、横90㎝以内に収まるようにしてください。
　・ ポスター会場は第９研究・実習棟（Ｓ棟）２階201（学生食堂モモカフェ）です。学会当日の８

時30分から10時50分までに発表者受付を済ませ、指定場所に掲示してください。
　・ 掲示場所には、演題番号を表示してあります。各パネルに両面テープを用意していますので、ご

利用ください。画鋲は使えません。
　・ 発表者はポスターセッション（13時40分～14時40分）の間、必ずポスター前に待機して、質疑応

答を行ってください。本学術集会では、座長をおいての発表形式をとりません。
　・ ポスターの撤去は閉会式終了（16時30分）以降、17時までにお願いいたします。それ以降に残さ

れているポスターは、実行委員会事務局にて処分いたします。
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一般演題（口演）9：40－10：55

　　　　　　　　　　　　　　座長：増田　修（新潟医療福祉大学 視機能科学科　教授）　
　　　　　　　　　　　　　　吉岡　豊（新潟医療福祉大学 言語聴覚学科　准教授）

Ｏ－１　後天性聾者の失語症における言語モダリティによる差異－呼称（書称）による比較
　　　　　伊藤さゆり　新潟医療福祉大学 リハビリテーション学部言語聴覚学科

Ｏ－２　Prostheses provision approach in sub-Saharan Africa country
　　　　　Akouetevi Aduayom-Ahego 他　早稲田大学スポーツ科学学術院

Ｏ－３　 体外循環により主要臓器の炎症性サイトカイン発現は上昇する
　　　　－リアルタイムPCR法によるラット体外循環モデルの検討－
　　　　　阿部優花 他　新潟医療福祉大学 医療技術学部臨床技術学科

Ｏ－４　局所筋疲労が視覚運動課題の成績に及ぼす影響
　　　　　栗原健太 他　 新潟医療福祉大学大学院 医療福祉学研究科健康科学専攻
　　　　　　　　　　　 健康スポーツ学分野

Ｏ－５　Sense of Coherenceと看護実践への知識活用における自信との関連
　　　　　大屋愛里 他　新潟医療福祉大学 看護学部看護学科

Ｏ－６　若年者の喫煙が血圧と末梢血管に及ぼす影響
　　　　　大徳尚司 他　新潟医療福祉大学 医療技術学部診療放射線学科
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一般演題（ポスター）13：40－14：40

理学療法

Ｐ－１　線維筋痛症モデルの脊髄後角における痛覚情報伝達機構
　　　　　田口徹 他　新潟医療福祉大学 リハビリテーション学部理学療法学科

Ｐ－２　走行速度の変化は股関節内・外転モーメントインパルスに影響を与えるか？
　　　　　稲井卓真 他　新潟医療福祉大学 運動機能医科学研究所

Ｐ－３　一次運動野における皮質内抑制指標の被験者内のバラツキ
　　　　　佐々木亮樹 他　新潟医療福祉大学 運動機能医科学研究所

Ｐ－４　 脳梗塞後および脳出血後の運動介入が運動機能障害および組織傷害・シナプス関連タ
ンパクに与える効果の比較検証－モデル動物を用いた検証－

　　　　　赤塚菜穂 他　新潟医療福祉大学 リハビリテーション学部理学療法学科

Ｐ－５　若年者におけるロコモ25該当率とSF-8の関連についての検討
　　　　　斎藤力 他　新潟医療福祉大学 リハビリテーション学部理学療法学科

Ｐ－６　不活動に伴う痛みに対する神経成長因子（NGF）の機能的関与
　　　　　濱上陽平 他　新潟医療福祉大学 リハビリテーション学部理学療法学科

Ｐ－７　膝関節の拘束条件が片脚立位姿勢のバランスに与える影響
　　　　　Nguyen Dang Khoa 他　 新潟医療福祉大学大学院 医療福祉学研究科保健学専攻理

学療法学分野

Ｐ－８　持続的および間欠的な随意運動が皮質脊髄路の興奮性に与える影響
　　　　　Pham Van Manh 他　新潟医療福祉大学 運動機能医科学研究所

Ｐ－９　歩行動作の立脚期における膝関節運動の力学的制御メカニズムの解明
　　　　　徳永由太 他　新潟医療福祉大学大学院 医療福祉学研究科医療福祉学専攻

言語機能・発達

Ｐ－10　日本語話者の若年健常成人における発話速度調節の一機序とその性差の検討
　　　　　田村俊暁 他　新潟医療福祉大学 リハビリテーション学部言語聴覚学科

Ｐ－11　自閉症スペクトラム児の表出語彙について－品詞分析による検討－
　　　　　吉岡豊　新潟医療福祉大学 リハビリテーション学部言語聴覚学科

Ｐ－12　通所介護施設に通所する高齢者の聴性行動と聴力に関する研究
　　　　　平野春樹 他　新潟医療福祉大学大学院 医療福祉学研究科保健学専攻言語聴覚学分野
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義肢装具

Ｐ－13　身体重心位置を床反力から計算する手法
　　　　　津留崎康平 他　新潟医療福祉大学 リハビリテーション学部義肢装具自立支援学科

Ｐ－14　Flying Wheelchair Supporters 国際ボランティア活動報告 in 台湾
　　　　　内藤美穂 他　新潟医療福祉大学 Flying Wheelchair Supporters

Ｐ－15　 3DP-AFOの設計に用いるプラスチックAFOのトリミング設定の違いによる特性の分析
　　　　　須田裕紀 他　新潟医療福祉大学 リハビリテーション学部義肢装具自立支援学科

Ｐ－16　3Dスキャナーを用いた下腿義足ソケット設計の取り組み
　　　　－第３報 採型手技による断端形状の変化について－
　　　　　郷貴博 他　新潟医療福祉大学 リハビリテーション学部義肢装具自立支援学科

Ｐ－17　障がい者陸上教室（NUHW ParaTFC）の活動報告
　　　　　髙橋素彦 他　新潟医療福祉大学 リハビリテーション学部義肢装具自立支援学科

視機能

Ｐ－18　新潟医療福祉大学視機能科学科における 3Dプリンタの視覚生理学実習への応用
　　　　　戸田春男 他　新潟医療福祉大学 医療技術学部視機能科学科

Ｐ－19　オープンソース環境で構築した GUI 心電図 RR 間隔解析ソフトウェア
　　　　　戸田春男 他　新潟医療福祉大学 医療技術学部視機能科学科

Ｐ－20　動体視力における両眼加重効果の検証
　　　　　鷹觜唯 他　新潟医療福祉大学 医療技術学部視機能科学科

Ｐ－21　３歳１か月児の瞳孔径と屈折度
　　　　　多々良俊哉 他　新潟医療福祉大学 医療技術学部視機能科学科

Ｐ－22　眼底画像撮影時の眼球回旋偏位の検討
　　　　　天木春奈 他　新潟医療福祉大学 医療技術学部視機能科学科

Ｐ－23　フォントの違いによる読書パフォーマンスの評価－視線解析装置を用いた検討－
　　　　　笹川千尋 他　新潟医療福祉大学 医療技術学部視機能科学科

Ｐ－24　視能訓練士教育におけるルーブリック評価の教員間比較
　　　　　生方北斗 他　新潟医療福祉大学 医療技術学部視機能科学科

一般演題（ポスター）13：40－14：40
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一般演題（ポスター）13：40－14：40

Ｐ－25　WAVESを活用した大学生の視覚情報処理能力のアセスメント
　　　　　石井雅子 他　新潟医療福祉大学 医療技術学部視機能科学科

Ｐ－26　 Androidタブレット端末を用いて検討したMüller-Lyer錯視における順序効果の時間
特性：続報

　　　　　伊藤健人 他　新潟医療福祉大学 医療技術学部視機能科学科

健康・栄養・食生活

Ｐ－27　自分が太っていると思う高校生の特徴－男子生徒の場合－
　　　　　稲葉洋美 他　新潟医療福祉大学 健康科学部健康栄養学科

Ｐ－28　自分が太っていると思う高校生の特徴－女子生徒の場合－
　　　　　伊藤澪奈 他　新潟医療福祉大学 健康科学部健康栄養学科

Ｐ－29　メタボリック症候群に見られる特定健診結果と生活習慣に関する質問項目の特徴
　　　　　市川健人 他　新潟医療福祉大学 医療経営管理学部医療情報管理学科

Ｐ－30　β-HMBの摂取による骨格筋萎縮の抑制効果とその作用機序
　　　　　捧誠典 他　新潟医療福祉大学 健康科学部健康スポーツ学科

スポーツ・健康

Ｐ－31　介在ニューロンの感受性は連合性ペア刺激による可塑性を予測できない
　　　　　佐藤大輔 他　新潟医療福祉大学 健康科学部健康スポーツ学科

Ｐ－32　一過性低強度有酸素性運動による感覚運動野皮質抑制作用の変動
　　　　　山﨑雄大 他　新潟医療福祉大学大学院 医療福祉学研究科医療福祉学専攻

Ｐ－33　月経周期と技能トレーニングの関係性
　　　　　井口華穂 他　 新潟医療福祉大学大学院 医療福祉学研究科健康科学専攻健康スポー

ツ学分野

Ｐ－34　マルチメディアを用いた運動実践による生活機能評価
　　　　　中野沙紀 他　 新潟医療福祉大学大学院 医療福祉学研究科健康科学専攻健康スポー

ツ学分野

Ｐ－35　跳躍動作の筋シナジーの抽出と技能評価への応用可能性
　　　　　佐々木悠介 他　 新潟医療福祉大学大学院 医療福祉学研究科健康科学専攻健康ス

ポーツ学分野
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一般演題（ポスター）13：40－14：40

看護・健康

Ｐ－36　 緩和ケア実習前後における看護学生のスピリチュアリティの変化と影響要因に関する
研究 －Ｂ氏に焦点化した質的分析－

　　　　　藤田真貴 他　新潟医療福祉大学 看護学部看護学科

Ｐ－37　フランスの在宅医療視察報告（１）～在宅入院制度と地域包括ケアシステム～
　　　　　小山歌子 他　新潟医療福祉大学 看護学部看護学科

Ｐ－38　フランスの在宅医療視察報告（２）～看護師の活躍について～
　　　　　宇田優子 他　新潟医療福祉大学 看護学部看護学科

Ｐ－39　在宅で医療的ケアを必要とする重症心身障害児の家族が求める支援に関する文献検討
　　　　　本山朱音 他　新潟医療福祉大学 看護学部看護学科

Ｐ－40　小児患者を対象とした訪問看護を行う看護師が心がけていること
　　　　－在宅移行期を中心として－
　　　　　上原文哉 他　総合南東北病院

Ｐ－41　触れるケアの効果－アロママッサージの効果検証から－
　　　　　佐藤奏弥 他　新潟医療福祉大学 看護学部看護学科

Ｐ－42　通信制高等学校養護教諭を対象にした健康支援スキル向上に寄与する研修会の有効性
　　　　　増田明美 他　新潟医療福祉大学 看護学部看護学科

Ｐ－43　看護学生の放射線に関する知識・関心の現状と今後の課題
　　　　　三條瞳 他　新潟医療福祉大学 看護学部看護学科

Ｐ－44　独居高齢者が必要とする社会資源の実際に関する研究
　　　　　山田紬 他　新潟医療福祉大学 看護学部看護学科

Ｐ－45　産業看護職がメンタルヘルス不調者に対して行う１～３次予防活動の特徴
　　　　　岡本萌美 他　新潟医療福祉大学 看護学部看護学科

Ｐ－46　看護学生のインフォームド・コンセントの認識～全実習修了後の調査から～
　　　　　後藤真由子 他　新潟医療福祉大学 看護学部看護学科

Ｐ－47　 看護学生が小児看護学実習において患児と行った遊びの発達段階との整合性と有効性
について

　　　　　小池明日香 他　新潟医療福祉大学 看護学部看護学科
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一般演題（ポスター）13：40－14：40

Ｐ－48　小児看護学実習での家族との関わりで困難感を抱いた学生に関する質的研究
　　　　　笠原玲菜 他　新潟医療福祉大学 看護学部看護学科

Ｐ－49　家庭、学校が抱える性教育の課題に関する文献検討
　　　　　須藤万智 他　新潟医療福祉大学 看護学部看護学科

Ｐ－50　新潟市北区で老人憩いの家を利用する高齢者の生きがいと社会参加
　　　　　山本凌 他　新潟医療福祉大学 看護学部看護学科

Ｐ－51　在宅での看取りを実現するための課題 ～訪問看護師へのインタビュー結果～
　　　　　田中ひな 他　新潟医療福祉大学 看護学部看護学科

Ｐ－52　精神科入院患者の地域移行支援に携わる看護師の支持的関わり
　　　　－地域移行支援に成功したＫ氏の事例を通して－
　　　　　山田史穂 他　新潟医療福祉大学 看護学部看護学科

Ｐ－53　大学生男子の月経前症候群に関する認識の実態調査
　　　　　志田佑佳子 他　新潟医療福祉大学 看護学部看護学科

Ｐ－54　2018年度 在宅看護学実習の学生の体験
　　　　　稲垣千文 他　新潟医療福祉大学 看護学部看護学科

Ｐ－55　2015年新潟県37市区町村の202特別養護老人ホームの利便性について
　　　　－65歳以上人口重心から車移動時間より－
　　　　　稲垣千文 他　新潟医療福祉大学 看護学部看護学科

Ｐ－56　小児がん患者の終末期におけるend-of-lifeケアに必要となる関わり
　　　　－Ａ氏のインタビューから－
　　　　　安藤萌 他　新潟医療福祉大学 看護学部看護学科

Ｐ－57　臨地実習指導者における教師効力尺度の測定
　　　　－Ａ県看護師を対象とした調査より－
　　　　　荒木恵子 他　新潟医療福祉大学 看護学部看護学科

Ｐ－58　「こころの健康づくり」事業から「自殺防止」事業へ
　　　　～官民協働による自殺防止事業報告から～
　　　　　佐々木沙織　新潟県関川村役場 住民福祉課

Ｐ－59　日本における男性看護師の歴史的変遷からみた今後の課題
　　　　　星野広茂 他　新潟医療福祉大学 看護学科
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社会福祉

Ｐ－60　児童厚生員の質的向上に向けた予備的研究～児童館ガイドラインの比較を通して～
　　　　　荒川大靖　新潟医療福祉大学 社会福祉学部社会福祉学科

Ｐ－61　精神保健福祉分野における対人援助技術～面接におけるソーシャルスキル～
　　　　　太刀川康知　 新潟医療福祉大学大学院 医療福祉学研究科社会福祉学専攻 保健医療

福祉マネジメント学分野

Ｐ－62　福祉事務所職員における社会福祉士有資格者率の実態－政令指定都市を中心に－
　　　　　横山豊治　新潟医療福祉大学 社会福祉学部社会福祉学科

Ｐ－63　発達障害のある子どもをもつ母親の育児困難感の軽減に関する質的研究
　　　　－子どもへのスキンシップとグループワークを通して－
　　　　　志田絹子 他　新発田駅前複合施設イクネスしばた

Ｐ－64　子ども園通園園児保護者の子育てに関する意識及び現状に対する満足度調査
　　　　　坂井さなえ 他　新潟医療福祉大学 医療経営管理学部医療情報管理学科

教育・情報

Ｐ－65　一人当り医療費の地理分布はなぜ西高東低北高なのか
　　　　　関彩香 他　新潟医療福祉大学 医療経営管理学部医療情報管理学科

Ｐ－66　 3Dプリンターによる新潟医療福祉大学視機能科の視覚生理学実習用頭蓋骨模型の制作
　　　　　近藤正紀 他　新潟医療福祉大学 医療経営管理学部医療情報管理学科

Ｐ－67　 アプリケーション搭載用Dirichlet乱数発生プログラムモジュールの試作とその性能評
価について

　　　　　井上弘樹　新潟医療福祉大学 医療経営管理学部医療情報管理学科

Ｐ－68　アジア地域の大学におけるIPEの実践状況―IPE関連文献の考察から
　　　　　松井由美子 他　新潟医療福祉大学 新潟連携教育研究センター運営委員会

Ｐ－69　2015年～ 2017年度「連携総合ゼミ」３年間の学生アンケート自由記述内容の分析
　　　　　松井由美子 他　新潟医療福祉大学 新潟連携教育研究センター運営委員会

Ｐ－70　日本国内における多職種間連携教育とその研究に関する近年の動向について（第２報）
　　　　　山口智 他　新潟医療福祉大学 新潟連携教育研究センター運営委員会

一般演題（ポスター）13：40－14：40
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Ｐ－71　多職種間連携に関する国際的な研究動向について（第２報）
　　　　　村田憲章 他　新潟医療福祉大学 新潟連携教育研究センター運営委員会

Ｐ－72　小児看護学演習におけるシミュレーション教育の評価
　　　　－ARCS動機づけモデルによるシミュレーション室と実習室との演習比較
　　　　　松井由美子 他　新潟医療福祉大学 看護学部看護学科

Ｐ－73　新潟県のインターネットを介した医療機関の情報開示状況とその効果の指標化の試み
　　　　　波塚飛鳥 他　新潟医療福祉大学 医療経営管理学部医療情報管理学科

Ｐ－74　3D CADによるモデリングデータの3Dプリンター造形精度に関する一考察
　　　　　谷賢太朗　新潟医療福祉大学 医療経営管理学部医療情報管理学科

放射線医学・画像診断

Ｐ－75　MRIの電磁波被曝に関する一考察
　　　　　山口弘次郎 他　新潟医療福祉大学 医療技術学部診療放射線学科

Ｐ－76　数値シミュレーションを用いたMRI画像評価法の検討
　　　　　織部祐介 他　新潟医療福祉大学 医療技術学部診療放射線学科

Ｐ－77　乳房用Ｘ線装置の総ろ過厚導出の検討
　　　　　関本道治 他　新潟医療福祉大学 医療技術学部診療放射線学科

Ｐ－78　 定量解析ソフトウェアによるSPECT画像のSUV（Standardized Uptake Value）測定
に関する検討

　　　　　大野健 他　新潟医療福祉大学 医療技術学部診療放射線学科

Ｐ－79　DPC病院における機能評価係数Ⅱが経営に与える影響
　　　　　本間貴行 他　新潟医療福祉大学 医療経営管理学部医療情報管理学科

Ｐ－80　中米ニカラグアでの「障がいのあるこどもと介護者の負担」の調査を経て
　　　　～現地人権委員会へのインタビューからの気づきとまとめ～
　　　　　山田真希 他　福井県立病院 リハビリテーション科

Ｐ－81　ベナン共和国A保健センターにおける母親学級導入の実践報告
　　　　　阿部文絵　新潟医療福祉大学 看護学部看護学科

一般演題（ポスター）13：40－14：40
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特別講演

座長：前田　史篤（新潟医療福祉大学 視機能科学科　教授）

多職種協働スタイルが生み出す人工知能とビッグデータの応用

 田淵仁志
 社会医療法人三栄会ツカザキ病院　眼科主任部長

　医療の現場には多くの職種の方が働いていて、その職種間の連携は簡単ではありません。連
携の難しさの原因として地位や教育課程の違いからくる心理的な境界線の存在が指摘されてい
ます。だからと言って境界線を消すことも、境界線を乗り越えることも実際は不可能です。医
師の地位を越えることは法律的にも許されないことが多く、長く厳しい実習過程を伴う医療国
家資格はどの職種も互いに排他的な思考法を持っていることが普通だからです。ですから、せ
めて境界線の存在を前提としてチームを作ることが成果を上げるために大切なことになりま
す。
　それではどうすれば、互いに分かり合えることがなかったとしても、チームとして機能
していけるのでしょうか？　対処のための学術的な方法論がPsychological safetyとCreating 
Shared Value（CSV）です。いずれも、互いの「違い」を前提とし、無理な同調を強いるこ
とのない運営理論となります。ツカザキ病院眼科を創設し育ててきた私が最も重視しているス
タイルもまさにPsychological safety（怒られない環境）であり、日本全域から人材が集積し
ている当科の異なる背景の人たちをなんとか繋ぎ止めているのがCSV（外部社会に通用する組
織目標）なのです。今回いただいた貴重な機会では、なぜPsychological danger（責められる
環境）では成果が出ないのか、CSVが形成されていない内輪の理屈優先のチームがなぜ分解し
ていくのか、などについても言及したいと思います。
　さらにまた、当科では医療情報データベースとネットワークシステムの構築を設立当初から
運営の柱にしてきました。そのことが人工知能の開発につながっているわけですが、診療デー
タの共有と分析こそPsychological Safetyの環境形成を支えるバックボーンでもあるのです。
それらについてもお話させていただきます。
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　最近は人工知能関連の研究開発が興味の中心ですが、マネージャーとしての業務が何よりの
本分であり、いろいろな案件のバランスを取るというか、感じるというか、これだという確信
が「降りてくる」までいつも待っている感じで、冗談でも何でもなくアーティスティックな毎
日です。ただもちろん経営学の叡智も知らず、そんな不思議な事は起きないので、最新の経営
学をキャッチアップする時間が取れていないことに焦っています。

＜略歴＞

1997年３月　大阪市立大学医学部医学科卒業
2002年３月　大阪市立大学大学院医学研究科博士課程修了　
2015年９月　名古屋商科大学大学院マネージメント研究科修士課程修了　MBA取得

2002年４月～2002年12月　大阪市立大学医学部付属病院後期臨床研修医
2003年１月～2004年３月　大阪市立大学医学部眼科学講座助手
2004年４月～2007年３月　ツカザキ病院眼科医師　医長
2007年４月～現在　　ツカザキ病院眼科医師　主任部長
2015年７月～現在　　名古屋商科大学経営学大学院　戦略経営研究所　研究員
2016年４月～現在　　広島大学医学部眼科学　客員准教授
2017年４月～現在　　徳島大学医学部眼科学　臨床准教授
2018年４月～現在　　兵庫医科大学医学部眼科学　非常勤講師
2018年４月～現在　　高知大学医学部　臨床教授

【国・自治体審議会委員等】
2010年４月～現在　姫路市医師会眼科医会理事（学術担当）
【科学研究費補助金】
2016～2018年度　 基盤研究（C） 眼科治療のストレス低減・セキュア向上を目指すコン

ピュータシステムの構築　研究協力者
2004年10月　大阪市長賞（学位論文）
2015年９月　名古屋商科大学経営学大学院優秀学生賞
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シンポジウム　「世界に輝く国際活動」

座長：松井由美子（新潟医療福祉大学 看護学科　教授）　　
村田　憲章（新潟医療福祉大学 視機能科学科　講師）

空飛ぶ車椅子サークル　～車椅子と心を届ける活動～

 前田　雄
 新潟医療福祉大学リハビリテーション学部　
 義肢装具自立支援学科　講師

　「空飛ぶ車いすプロジェクト」は、1990年栃木工業高校で始まり、その後、工業高校を中心
に広まった活動です。その活動内容は、日本で使われなくなった車椅子を回収・修理・整備し
て必要としているアジア諸国へ贈る国際ボランティア活動で、 現在全国の約35校の工業高校を
中心に、大学、ボランティア団体等40以上の団体が参加しています。 「空飛ぶ車いすプロジェ
クト」は、収集ボランティア、修理ボランティア、輸送ボランティア（スカイパートナー）、
受取ボランティア（現地ボランティア）の４つの役割から構成されています。
　新潟医療福祉大学では2009年に義肢装具自立支援学科の学生を中心として「空飛ぶ車椅子
サークル：Flying Wheelchair Supporters」を発足して活動基盤が出来ました。現在では総勢
33名の部員が活動しています。サークルでは発展途上国の現状を学び、世界観を広げると同時
に国際的な視野をもって活躍ができる専門職としての資質を高めていくことを目標にしていま
す。サークル活動は、単に車椅子を修理して届けるだけではなく、海外で車椅子がどのように
使用されているかを知る良い機会となり、在学中に実際の利用者を相手に車椅子の選択、適合
を学ぶ貴重な機会ともなっています。修理する車椅子には使用していた家族のいろいろな思い
出があり、まだ使用できる状態のものなので、誰かに役立ててもらいたいという気持ちも一緒
に海外へ届けています。本学会ではFWSが行ってきた最近の活動について紹介させていただ
きます。

＜略歴＞

1999年　株式会社　富山県義肢製作所
2004年　神戸医療福祉専門学校 義肢装具士科　卒業
2010年　新潟医療福祉大学　医療技術学部　義肢装具自立支援学科勤務（現在に至る）
2012年　 千葉県立保健医療大学　リハビリテーション学科　理学療法専攻　非常勤講師（現

在に至る）
2014年　 学校法人北都健勝学園新潟リハビリテーション大学　理学療法学専攻　非常勤講師

（現在に至る）
2015年　新潟大学大学院　電気情報工学専攻　人間支援科学コース　博士前期課程修了
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アフリカ海外医療支援の実情報告

 石飛直史
 社会医療法人三栄会ツカザキ病院　視能訓練士　

【目的】世界保健機構によると、現在世界の中途失明原因第１位の疾患は白内障であり、途上
国では設備が整わないため手術すれば治るのにも関わらず放置し失明している方が大勢いると
される。モザンビーク共和国は旧ポルトガル植民地で独立戦争や内戦を経て現在経済成長を続
けているが、眼科医療は手付かずで人口2,600万人に対し眼科医がわずか10名程度しかいない。
アフリカ眼科医療を支援する会（Association for Ophthalmic Support in Africa：以下AOSA）
は2008年からモザンビーク共和国保健省と協力し白内障に対する僻地医療活動を行ってきたの
でここで報告する。
【対象と方法】対象は2013年～ 2018年にAOSAの活動で白内障手術対象となった患者1,060眼

（右眼603眼、左眼457眼）とした。平均年齢は65.78±14.31歳（男性551名、女性487名、性別不
明17眼）であった。AOSAは非政府組織（NGO）としての活動であり、メンバーは医師、看護師、
視能訓練士、その他に青年海外協力隊等の有志のボランティアスタッフで構成されている。具
体的な方法については写真等の提示で報告内容を紹介する。両眼失明者の治療を最優先とし、
自立歩行が困難な患者を選択し手術を行った。術式は水晶体嚢外摘出術＋眼内レンズ挿入術を
行った。
【結果】術前時は家族に介助を受ける方や伝い歩きもしていたが、術後は大多数が独立歩行で
きるまでに回復し歌いだす方も現れた。
【結論】AOSAの活動はモザンビーク共和国で一定の成果を挙げている。途上国における白内
障治療活動はQOLの向上に大きな役割を果たすと考えられる。

＜略歴＞

2010年 川崎医療福祉大学 卒業
2011年 三栄会ツカザキ病院 入職
2013年 アフリカ眼科医療を支援する会に初参加し現在までに6年連続参加
2018年 現在に至る

　2016年から眼科内の人工知能研究にいち早く参加し、現在は視能訓練士側の総括リーダー
として医師やエンジニアに臨床データの提供や画像処理を行う役割を担う。プライベートで
は昨年10月に結婚し、ますますモチベーションを高めている。

シンポジウム　「世界に輝く国際活動」
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メキシコ大地震への国際緊急援助隊派遣
～海保救命士として救助チームに参加～

 渡邊　翼
 第九管区海上保安本部 新潟航空基地　機動救難士　

【はじめに】 海保救命士は航空機とともに海難に出動する。少人数での対応となるため、救急
だけでなく救助技術も求められ、必要となれば潜水もする。最近は航空救難技術を活かし陸上
災害の対応も増えている。
【海保の国際協力】 海保における諸外国との連携・協力業務の一環として国際緊急援助活動が
あり、救助チームへは1996年から参加している。救助チームは警察、消防、海保に医療班等が
加わった混成チームで構成されるが、特定行為が実施できる現役の救命士を派遣しているのは
現状で海保のみである。
【メキシコに派遣された国際緊急援助隊】 派遣は要請があってから24時間以内の出国を目標と
しているため、当日は家にもよらず新幹線に乗った。編制された救助チームは最高ランクの評
価を受けたチームであり、その要件は、①24時間10日間連続して活動できる。②同時に２箇所
の現場で活動できる。③資機材、救助犬を用いた捜索活動、④破壊、切断可能なコンクリート
壁面・床面は厚さ200ｍｍ、⑤重機による重量物の移動、⑥ロープを使用した要救助者の救助、
⑦閉鎖空間での要救助者に対する医療処置、⑧隊員、救助犬に対する医療処置等である。救命
士は各小隊に１名配置され、救助活動をしつつ隊員の体調を管理した。特に派遣されたメキシ
コシティは標高2,200ｍと高地であり、低酸素症のリスクもあった。また要救助者救出時には
医師の補助もするが、瓦礫内部から処置が必要な場合は、医師の指示のもと閉鎖空間において
救急救命処置を実施する。
【考察と結語】 本派遣を通じて、今回実施には至らなかったが海外での特定行為指示要請の方
法と、派遣隊になかったメディカルコントロールの早期構築が議論された。また緊張し赴いた
メキシコであったが、各所で日系人の恩
恵を受けることがあり、日本の国際交流
の歴史を知ることになった。

＜略歴＞

2001年　愛知県立成章高等学校卒業
2001年　陸上自衛隊　第10偵察隊
2003年　海上保安学校
2004年　金沢海上保安部
2007年　新潟海上保安部
2010年　国際医療福祉専門学校
2012年　第九管区海上保安本部新潟航空基地　
現在、機動救難士、救急救命士としても活動

シンポジウム　「世界に輝く国際活動」
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抄　録　集

口　演　　　Ｏ－１～ Ｏ－６

ポスター　　Ｐ－１～ Ｐ－81
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後天性聾者の失語症における言語モダリテ
ィによる差異－呼称（書称）による比較 
 
 
伊藤さゆり 1), 2) 
1) 新潟医療福祉大学 言語聴覚学科 
2) 訪問看護ステーションライズ 

  
【背景・目的】手話を使用している聾者が失語となった場

合、手話言語の失語症を呈することが、30 年前から広く

研究されている。手話の言語機能は左半球が担っており、

左前頭葉や左側頭葉の関与が報告されている。 
しかしこれらの失語症研究では、先天聾か言語獲得前に

聾となった症例が主で、手話言語のみを検証しており、音

声言語と手話言語の両方を使用できる人が失語症となっ

た場合の、言語モダリティによる症状の差異は十分に検討

されていない 
今回、音声言語と特殊音節を含む文字言語を獲得した小

学生時に後天性聾となり、手話言語を取得した成人後に失

語症を呈した症例を経験した。本症例の表出に関与する言

語は、音声言語・手話言語・文字言語と複数あるが、この

ような症例が失語症となった場合の言語モダリティによ

る失語症状の差異を検討した。 
  
【方法１】症例：61 歳右利き女性 聾者 教育歴 14 年。 
主訴：手話が出てこない、家族の手話が読み取れない。メ

ールで作成した文につづり間違えが生じる。 
生活歴：8 歳時ウイルス感染症に罹患後聴力が徐々に低下

し、12 歳で完全な聾となり聾学校に通学。聾の夫と結婚。

子供は 1 人で先天聾であり、家族間では手話で会話してい

た。病前はホテル従業員や手話講師をしていた。健聴者と

の会話では音声言語と手話言語を併用することが多かっ

た。筆談を用いる場合は助詞の誤りが生じやすかった。 
現病歴：意識障害で救急搬送され、左視床出血の診断で保

存的治療を受けた。入院中は筆談を用いていたが、退院後、

聾の家族と手話による意思疎通の困難さを認め、発症 3 か

月半後に精査開始。 
現症：神経心理学的所見 
失語、即時記憶の低下、健忘、遂行機能障害を認めた。 
言語評価：手話言語では理解は 5 文節文で可能。表出は文

レベルで可。音声言語では、口話の理解(読唇)は 4 モーラ

語と短い単語でもチャンスレベル。表出は平易な内容なら

文章レベルで可だが、喚語困難あり。文字言語では、理解

は 6 文節文で可。表出は平易な内容なら文章レベルで可能

だが、漢字の文字想起困難と仮名の字性錯書を認めた。 
喚語能力の比較を目的に、呼称検査の成績を言語モダリ

ティ間で比較した。標準失語症検査の呼称検査 20 語と、

失語症語彙検査の低頻度語 20 語（10 種の意味カテゴリー

から 2 語ずつ抜粋）の計 40 語の呼称（書称）の正答率を、

言語モダリティ間で比較した。 

【結果１】手話言語による呼称は 78%、音声言語による呼

称は 75%、文字言語では漢字書称で 75%、仮名書称で 55%
であり、手話言語と文字言語（仮名書称）の間で有意差を

認めた（p = 0.03）。エラーの内訳では、文字言語（仮名書

称）以外は喚語困難が最も多いエラーだった。 
 
【方法２】発症 1 年で仮名の字性錯書は減少したが、“買

って”→“買いて”と書く誤りや、“ん”を小文字で書く

誤りなど、特殊音節での誤りが残存した。そこで特殊音節

を含む単語の呼称（書称）における正答率と誤り方を、言

語モダリティ間で比較した。特殊音節を含む 2-4 モーラの

日常単語 24 語に対し、音声言語による呼称および指文字

（手の形を書記言語の文字に対応させた視覚言語）での呼

称、仮名での書称を行い、正答率と誤り方の比較を行った。 
 
【結果２】音声言語による呼称は 96%、指文字による呼称

は 58%、仮名書称 46%正答であり、音声言語に比べ指文

字（p <0.01）、仮名書称（p <0.01）ともに成績は有意に低

下していた。エラーの内訳では、音声言語による呼称では

喚語困難のみ認めた。指文字呼称と仮名文字書称では多様

な誤りを認めたが、指文字呼称では置換、仮名文字書称で

は長音が、最も多い誤りであった。また、書字では転置や

拗音の誤りを認めたが、指文字呼称では認めなかった。促

音の誤りはいずれの言語モダリティでも認めなかった。 
 
【考察】当初の呼称の成績では、手話言語と音声言語の間

には、有意差は認めず、誤反応は、手話言語・音声言語と

も喚語困難・語性錯語が主体であった。以上から、表出手

段によらない語選択･語想起の段階の障害であったと考え

られる。 
また、特殊音節のある呼称（書称）では、指文字・仮名

ともに音韻性の誤りを認めた単語のほとんどが、音声言語

では正しく呼称されており、音から指文字または仮名文字

を選択する段階での誤りが生じていると考えられた。 
特殊音節の読み書きは、小学校 1-2 年生で概ね獲得され

るとする報告がある。一方で、聴覚障害児の場合、音韻へ

の注意力の発達が全体的に遅れ、拍の長さが関わる特殊音

節の認知に困難さを示すとの報告がある。 
本例は言語獲得後に発症した後天性聾者であり、かつ失

語症発症前は手話講師として働いており、病前は音声言語

や手話言語の両方を同程度に取得していただけでなく、指

文字呼称や仮名書称も、一般的な聾者に比べ高い水準にあ

ったと推測される。しかし聾者となってから 50 年近く経

過して音声と文字の結びつきが脆弱になっており、失語症

発症後に指文字および仮名文字における障害が残存した

可能性が示唆された。 
 
【結論】後天性聾者における音声と文字の結びつきの脆弱

性が、失語症発症後の書字障害に影響する可能性がある。 

Ｏ－１
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Prostheses provision approach in sub-
Saharan Africa country  
 
 
Akouetevi Aduayom-Ahego1), 3), Yoshihiro Ehara2) 
1) Faculty of Sport Sciences, Waseda University  
2) Department of Prosthetics and Orthotics & Assistive 

Technology, Niigata University of Health and 
Welfare 

3) Ahelite brace, Accra Ghana 
 
【 Introduction】 In Ghana only 5% of population of 
disability receive care1). Without access to high-quality 
assistive product, people with amputation are at high 
risk for exclusion, dependence, isolation and, ultimately, 
poverty, all of which entail great social and economic 
costs for families, society and the country2). Current 
study in Ghana highlighted some of the challenges the 
prosthetics service face mainly lack of sufficient 
facilities and care providers3). The purpose of this report 
is to describe the experience of providing prostheses to 
patients with transtibial amputation and finger loss in 
Ghana by using recycled prosthesis parts and silicone 
material. 
 
【Materials and Methods】 
Case 1 : A 32 year-old male with below the knee 

amputation of the right lower limb presented at the 
prosthetic center for a new prosthesis. Since his 
amputation due to road traffic accident in 2016, he 
never wears a prosthesis. In order to provide an 
affordable device, recycled used parts obtained from 
some prosthetics companies in Japan were considered 
to be used to assemble the prosthesis for the subject. 
Case 2 : A 25 year female patient visited our prosthetic 

office with deficiencies of both the hands due to 
autoimmune disease. The amputations were performed 
in 2015. The silicone prostheses were manufactured and 
was the first experience in the country. 
 
【Results】Figs. 1 and 2 show the transtibial prosthesis 
and the silicone prostheses manufactured. The patients 
were satisfied with the final aspect of the prostheses.  
 
【Discussion】Amputation of the lower limb reduces an 
amputee’s mobility. Providing the amputee with a high-
quality prosthesis is therefore highly important. Many 
factors have been identified, such as lack of prosthetic 
and orthotic rehabilitation services, lack of facilities and 
professionals in the country. Using a mean by acquiring 

used prosthesis and introducing a new technique such 
as silicone for affordable prosthesis for the needy is 
necessary for quality of life of the users. 
 
【Conclusion】This prosthesis provision approach gives 
hope to the amputees to carry daily living activities and 
they are socially comfortable. 
 

 
Fig. 1. Trans tibial prosthesis fitting 

 
Fig. 2. Silicone fingers manufacturing and fitting 
 
【References】 
1) Tinney MJ, Chiodo A, Haig A, et al.: Medical 
rehabilitation in Ghana, Disability and Rehabilitation, 
29: 921-927, 2007. 
2) WHO standards for prosthetics and orthotics, World 
Health Organization, Geneva, 2017. 
3) Akouetevi AA, Yoshihiro E: Current position and 
challenges in prosthetic and orthotic education in 
Ghana, Niigata Journal of Health and Welfare, 16: 26-
34, 2016. 
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体外循環により主要臓器の炎症性サイトカ
イン発現は上昇する－リアルタイム PCR
法によるラット体外循環モデルの検討－ 
 

 

阿部優花 1)、塙晴雄 2)、大嶋啓真 1)、坂井結太 1)、 

長井穗菜美 1)、野口真莉那 1)、藤本航喜 1)、 

諸星南々美 1)、藤井豊 1) 

1) 新潟医療福祉大学 臨床技術学科 

2) 新潟医療福祉大学 健康スポーツ学科 

 

【背景・目的】人工心肺に代表される体外循環法は、心臓

手術には欠かせない方法となっている。しかし、体外循環

法は呼吸と循環を代行する一方で様々な影響を及ぼすこ

とが知られている。具体的には非生理的な血流配分や体外

循環デバイスと血液との接触による炎症反応の結果、各臓

器に傷害を引き起こすとされている。このような背景のも

と、我々はこれまでラット体外循環モデルを確立してきた
1）。本研究では、体外循環による主要臓器(心臓、肺、腎臓、

肝臓)におけるサイトカイン発現に着目し、リアルタイム

PCR 法 2)を用いて、臓器局所での炎症を捉えることを目

的とした。 

 

【方法】SD ラット(オス・400-450 g)を用い、Control 群、

麻酔導入し手術手技のみを施した SHAM 群、体外循環を

施行した CPB 群の 3 つの群に分けた。麻酔導入後、血圧

モニター用カテーテルを大腿動脈に挿入した。送血管を左

総頚動脈、脱血管を右外頸静脈から挿入し右房に留置した。

体外循環システムは、充填量は 8 ml で、人工肺および血

液回路から構成される閉鎖型システムとした。体外循環は

臨床条件を想定し、灌流量 60-70 ml/kg/ml、直腸温 35-
36 ℃、PaO₂: 300-400 mmHg、PaCO₂: 30-40 mmHg を

目標に維持した。120 分の体外循環施行後に主要臓器(心

臓、肺、腎臓、肝臓)を採取し、リアルタイム PCR 法を用

いて、炎症性サイトカインとして Monocyte Chemotactic 
Protein-1 (MCP-1)と Interleukin-6 (IL-6)の発現を比較し

た。 

 

【結果】IL-6 の発現を 3 群間で比較した結果、Control 群
と CPB 群では、すべての臓器で CPB 群が有意に高く、

SHAM 群と CPB 群では、腎臓以外は CPB 群で有意に高

く、特に肺で差が顕著であった。MCP-1 の発現は Control
群と CPB 群ではすべての群において CPB 群が高かった

が SHAM 群と CPB 群では肺のみ CPB 群で有意に高かっ

た（図 1）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1. 肺における IL-6 および MCP-1 の発現 

 

【考察】体外循環装置と血液の接触から炎症反応が始まり、

各臓器に炎症がおよぶことが示唆されているが、体外循環

により各臓器の血流量は大幅に変化する。今回の体外循環

モデルでは、生体肺をバイパスすることから肺血流が最も

減少すると言える。今回、肺で顕著な差を認めたのは、著

明な血流量の変化が原因であった可能性が考えられた。 

 

【結論】今回、リアルタイム PCR 法を用いて、体外循環

起因の臓器局所での炎症反応を評価した。全ての臓器にお

いて CPB 群で IL-6 の発現が有意に高く、肺では MCP-1
の発現も有意に高かった。体外循環により主要臓器で炎症

性サイトカインの発現増加がみられたが、特に肺は体外循

環による障害を受けやすい臓器であることが示唆された。 

 

【文献】 

1）Fujii Y, Shirai M, Inamori S, et al.: A novel small 
animal extracorporeal circulation model for studying 
pathophysiology of cardiopulmonary bypass, J Artif 
Organs, 18: 35-39, 2015. 
2) Yoshida T, Hanawa H, Toba K, et al.: Expression of 
immunological molecules by cardiomyocytes and 
inflammatory and interstitial cells in rat autoimmune 
myocarditis, Cardiovasc Res, 68: 278-88, 2005.  
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局所筋疲労が視覚運動課題の成績に及ぼす
影響 
 
 
栗原健太 1)、佐藤大輔 2), 3)、山代幸哉 2), 3)、丸山敦夫 4) 
1) 新潟医療福祉大学大学院 健康スポーツ学分野 
2) 新潟医療福祉大学 健康スポーツ学科 
3) 新潟医療福祉大学 運動機能医科学研究所 
4) 鹿児島大学大学院 医歯学総合研究科 
 
【背景・目的】競技スポーツでは、高い体力に加えて、卓

越した運動技能が求められる。これまで、体力面では主と

して最大筋力や最大筋パワーに関心が向けられてきた。し

かし、競技パフォーマンスは、エネルギー系の体力と同様

にサイバネティクス系の影響を強く受ける。競技奏弥奏弥

スポーツの場面において、筋力を調整する技能は、極めて

重要で、アスリートは刻々と変化する状況に応じて、適切

な力発揮を選択しなければならない。また、高い強度を維

持した上で、適切な調節が求められるため、筋疲労が生じ

る。筋疲労は、大脳皮質一次運動野の興奮性を低下させる

だけでなく、抑制性介在ニューロンの興奮性を低下させる 
(Takahashi et al. 2011)。この現象は、シナプスの可塑的

変化が生じる際のトリガーになることが知られているこ

とから、筋疲労が技能獲得を促進する可能性がある。 
そこで、本研究では、筋疲労後につまみ運動による筋力

調整が上達するかどうかを筋疲労群と筋疲労なし休息群

で筋力調整課題に対する誤差および二連発TMS刺激によ

る運動野皮質内興奮性の変化を検討した。 
 
【方法】被験者は本学健康スポーツ学科に所属する健常な

右利き成人 18 名 (男性 14 名、女性 4 名) とした。被験者

を、介入内容によって、ランダムに 2 群に分類した：①最

大筋力の 40%でのつまみ運動を 3 分間行う筋疲労群 9 名、

②つまみ動作を行わないコントロール群 9 名。運動技能の

評価には、つまみ動作による視覚運動課題を用いた、視覚

運動課題の成績は、呈示された力レベルとの誤差で評価し

た。一次運動野の興奮性は、経頭蓋磁気刺激 (TMS) によ

って得られる皮質脊髄路興奮性および短間隔皮質内抑制

(SICI) で評価した (Kujirai et al. 1993)。TMS は、つま

み動作の主導筋である右第一背側骨間筋 (FDI) のホット

スポットに呈示した。被験者は、3 分間の介入 (筋疲労ま

たは安静) 前後に視覚運動課題を行い、成績の変化を比較

することで、筋疲労による運動技能への影響を検証した。

また、介入前の運動技能評価前、終了直後・10 分後なら

びに、介入後の運動技能評価前、修了直後・10 分後・15
分後・20 分後・25 分後・30 分後に一次運動野の興奮性を

評価した。 
 
【結果】筋疲労群では、視覚運動課題における誤差が介入

後に有意に低下した (図 1)。一方、コントロール群では有

意な変化は認められなかった。また、SICI は、筋疲労群

のいてのみ、介入後に有意な低下が認められた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【考察】筋疲労群では、介入後に抑制機能の低下が認めら

れた (図 2)。この筋疲労による抑制機能の低下には、神経

伝達物質の減少や局所における一次的な虚血が関与して

いる可能性が指摘されている (Maruyama et al. 2006)。
また、運動技能については、介入後に有意な改善が認めら

れた。シナプスの可塑的変化には、抑制機能の低下が関与

することから、筋疲労による一次運動野内の抑制性介在ニ

ューロンの活動抑制が運動技能の改善に関与している可

能性がある。  
 
【結論】局所筋疲労は、大脳皮質一次運動野の抑制機能を

低下させることによって、運動技能獲得を促進する可能性

がある。 
 
【文献】 
1) Kujirai T, Caramia MD, Rothwell JC, et al.: 
Corticocortical inhibition in human motor cortex, J 
Physiol, 471: 501-519, 1993. 
2) Maruyama A, Matsunaga K, Tanaka N, et al.: 
Muscle fatigue decreases short-interval intracortical 
inhibition after exhaustive intermittent tasks, Clin 
Neurophysiol, 117: 864-870, 2006. 
3) Takahashi K, Maruyama A, Hirakoba K, et al.: 
Fatiguing intermittent lower limb exercise influences 
corticospinal and corticocortical excitability in the 
nonexercised upper limb, Brain Stimul, 4: 90-96, 2011. 
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Sense of Coherence と看護実践への知識活
用における自信との関連 
 
 
大屋愛里、紅林佑介、金谷光子 

新潟医療福祉大学 看護学科 
 
【背景・目的】Sense of Coherence（SOC）は、自分の生

きている世界は首尾一貫しているという感覚を指す。先行

研究では、SOC は、職務満足度やバーンアウトとの関連、

教育介入後の学生の SOC 得点の変化の調査が多い。しか

し、学習内容を実践活動へ活かす自信との関連を検証した

ものは見当たらない。SOC と自信との関連を明らかにす

ることは、今後の看護教育への SOC 活用に新たな示唆を

与える可能性が期待できる。本研究では、精神科看護師の

SOC と、学習で得た知識を看護実践で活用する自信との

関連について調査することを目的とした。 
 
【方法】A 県にある 9 つの精神科病院に勤務する正看護師

881 名を対象とした。属性、SOC を測定する「日本語版

SOC-29」、自己効力感を測定する「自己効力感尺度」、看

護師の倫理的行動を測定する「倫理的行動尺度」の 3 つを

含んだ質問紙調査を実施した。オリジナル項目として「貴

院には、精神疾患や精神薬の作用、副作用、社会資源、看

護のあり方に関して定期的に学ぶ機会はありますか」と

「それらの学びを日々の患者との関りで活用できている

自信はありますか」も追加した。前者は「あり」「なし」

「不明」の三件法で、後者は「自信がある」、「まあまあ自

信がある」「あまり自信がない」「自身がない」の四件法で

問うた。分析方法はまず対象者を４つの指標（SOC 合計

点、有意味感、処理可能感、把握可能感）でそれぞれ高群

と低群の二群に分けた。基準値はそれぞれの指標の平均値

とした。次に「自信がある」と「まあまあ自信がある」を

「自信あり」とし、「あまり自信がない」と「自信がない」

を「自信なし」とした。それぞれの回答割合を各群間で比

較をした。統計解析は Pearson のχ二乗検定を用い、有

意水準は 5％とした。なお、本研究は新潟医療福祉大学倫

理委員会によって承認を受けている。 
  
【結果】有効回答数 610(有効回答率 69.1％)のうち、「貴

院には、精神疾患や精神薬の作用、副作用、社会資源、看

護のあり方に関して定期的に学ぶ機会はありますか」の問

いに対し、「ある」と答えた者は 418 名(68.5%)であった。

この対象者（n=418）の平均年齢は 41.6±10.9 歳、精神科

での勤務年数は 13.0±9.3 年、女性 270 名(64.6%)であっ

た。学歴は専門学校が最も多く 342 名(81.8%)、所属部署

は慢性期閉鎖病棟が最も多く、135 名(32.4%)であった。 
「SOC 低群」(n=212)よりも「SOC 高群」(n=206)のほ

うが、学びを活かす「自信あり」と回答した者が多かった

（p< 0.001）（表）。また、有意味感、処理可能感及び把握

可能感の低群よりも、高群の方が学びを活かす「自信あり」

の割合が高く、3 つの下位尺度のうち最もオッズ比が高か

ったのは、有意味感(OR:2.6)であった(表)。 

 
【考察】SOC が高い精神科看護師は、学習で得た内容を

臨床で活用する自信を持ちやすいことが明らかになった。 
SOC は 30 歳前後までに安定し、その後は安定するとさ

れている。しかし若干ながら 30 歳以降も、強い SOC は

増強し、弱い SOC は減弱するという良循環、悪循環する

と示唆されている。また、看護学生の場合、体験学習前の

SOC が高いほど、ポジティブ思考が強く、将来の予測と

期待感が増し、ストレス対処行動がとれ、達成感が得られ

ると報告され、SOC が看護実践能力に寄与すると示唆さ

れている。本結果で SOC の高さと学習を活かす自信の高

さが示され、それらの示唆を支持する結果が得られた。 
精神科看護では、疾患の理解はもとより、退院支援にむ

けた多職種連携や向精神薬の選択など、様々な知識を獲得

し、日々変化する情報に対応していく必要がある。本研究

結果では、SOC の下位尺度の中でも特に有意味感が高い

者は学びを活かす自信を持っていた。有意味感とは、日々

の営みにやりがいや生きる意味が感じられるという感覚

である。つまり有意味感が高い者は、院内研修などの学び

の機会に意味を感じ、前向きに知識を吸収し、看護実践の

場へ活用しようという意識が高くなる可能性がある。 
今後の看護教育への示唆として、有意味感を高めること

が重要である。有意味感の向上で、他の下位尺度も向上す

る可能性や、成功体験繰り返すことで SOC を強化できる

と示されている。SOC を強化し、知識を吸収しつつ臨床

現場で発揮し、成功体験を積むことの繰り返しが、精神科

看護師の SOC 及び看護の質向上において良循環となるこ

とが期待される。さらに、他者の能力を批判的に評価、軽

視する傾向に付随する仮想的有能感は、SOC と負の相関

関係にあり、SOC が高い者は仮想的(他者軽視的)な有能感

が低い可能性も報告されている。したがって、様々な精神

疾患の困難事例への対応を求められる昨今、精神科看護師

の SOC 向上は看護の質の改善も見込めるものであると考

えられる。研究の限界として、本研究は横断調査であり、

SOC の高低と学びを活かす自信の因果関係は明らかにな

らず、また他の交絡因子を制御していないため、それらの

影響を排除できないものであった。 
 

【結論】精神科看護師の SOC、特に有意味感の高さは、

学習後の知識を看護実践の場で活用する自信と関連する。 

 あり なし OR 95%CI p値

高群 （n=206） 61.7% 46.1%
低群 （n=212） 40.0% 52.4%

高群 （n=211） 62.0% 37.9%
低群 （n=207） 39.1% 60.8%

高群 （n=215） 56.7% 43.3%
低群 （n=203） 44.3% 45.8%

高群 （n=222） 57.2% 42.8%
低群 （n=196） 43.4% 50.0%

1.5 1.499-3.279

2.6 1.718-3.777

1.7 1.119-2.424

1.8 1.184-2.573 ｐ＜.005

表　SOC及び各下位尺度の高低別に見た「自信」の有無の割合（n=418）

SOC

有意味感

処理可能感

把握可能感

p＜.001

ｐ＜.001

ｐ＜.011

臨床活動へ活かす自信
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若年者の喫煙が血圧と末梢血管に及ぼす影
響 
 

 

大徳尚司、関本道治、山口弘次郎 
新潟医療福祉大学 診療放射線学科 

  
【背景・目的】タバコを吸う習慣がいつ頃から始まったの

か、その起源ははっきりしない。パレンケ遺跡は、メキシ

コに存在する紀元 7 世紀ごろのマヤ文明の古代都市で、世

界遺産の一つであるその中の「十字架の神殿」の石柱に、

タバコを吸う「L 神」が彫られている。この喫煙の習慣は

コロンブスによってヨーロッパにもたらされ、約 100 年

の間に、ほぼ全世界中に広まった。日本では 1600 年江戸

時代の初めに伝来していたことが明らかになっている。 
また、動脈硬化から引き起こされる心筋梗塞は現代人に

特有の病気ではなく、3500 年前の古代エジプトの時代に

もみられた。古代エジプト時代につくられたミイラをコン

ピューター断層撮影装置（CT）にかけ調査した結果、動

脈硬化から引き起こされた心筋梗塞が認められたとする

研究が、米国心臓協会（AHA）で発表された。 別のミイ

ラからはニコチンが発見されタバコを吸っていたという

説もある。 
また、施設健診を受けた 11369 名の報告によると喫煙

者は、どの年齢層においても男性が女性より優位に 90％
を占めており、30 歳代をピークに喫煙者数は減少してい

る。禁煙をした人は加齢になるほど増え、男性の禁煙者が

多い傾向が見られた。さらに、30 歳未満の若年者の喫煙

者について喫煙の年数、1 日の本数、Brinkman index の

結果から、収縮期・拡張期血圧に関与しているのは 1 日の

本数であった。 
厚生労働省大臣官房統計情報部のデータからは 1 日の

喫煙本数 20本以上の重度喫煙者は 2003年から 2014年に

かけ男性は約 54%減少しているが、女性は約 40％に留ま

っている。喫煙者が全体的に多い男性の方が禁煙をする傾

向が多く、女性の禁煙者は少ない傾向にあることが示され

ている。 
このように、喫煙が健康に及ぼす影響については多くの

研究がなされている。しかし若年層の喫煙に対する病気の

認識は低い。喫煙は動脈硬化を起こす原因の 1 つであり、

心筋梗塞や脳梗塞など生命を脅かすリスク因子でもある。 
我々は喫煙歴の浅い若年者の末梢血管にどのような影

響を及ぼすのか超音波ドプラ法を用いて検討した。 
 

【方法】対象は健常者 20 名、喫煙者 11 名非喫煙者 9 名

である。検査前にプローブをアルコール綿で清拭し，通常

のエコーゼリーの代わりに眼科用コンタクトレンズ角膜

装着補助薬（スコルピゾル）を使用する。安全性を考慮し

検査時間は片眼 3 分程度とし、超音波の強度 MI 値（メカ

ニカルインデックス）は 0.23 以下になるように

ACOUSTIC POWER を調節した。仕様機器は CANON
社製、11MHz リニアプローブを使用した。超音波ドプラ

法による計測は S1（収縮早期波速度）、S2（収縮中期波

速度）、D1（拡張早期波速度）、D2（拡張末期波速度）、

S-mean（収縮期平均速度）、D-mean（拡張期平均速度）、

V-mean：（平均血流速度）、S-mean 及び D-mean は

TAMV：time-averaged maximum flow velocity（時間平

均最大血流速度）で求めた。RSt（ECG の R 波頂点から

収縮早期波の立ち上がり時間）、St（収縮期時間）、Dt（拡

張期時間）、Act（S1 の加速時間）、Dct（S1 の減速時間）、

S-mean / D-mean、PI：Pulsatility index（拍動係数）、

RI：Resistance index（抵抗係数）、SBP：systolic blood 
pressure（収縮期血圧）、DBP：diastolic blood pressure 
（拡張期血圧）を測定とした。  
 
【結果】喫煙者の Brinkman index の平均値は 190 であ

った。SBP（収縮期血圧）は喫煙者で有意に増加した。

S1（収縮早期波速度）、S2（収縮中期波速度）、S-mean（収

縮期平均速度）はいずれも高値を示し非喫煙者と比較し有

意差を認めた。St（収縮期時間）は非喫煙者の時間が長く

なっている。また Dt（拡張期時間）、V-mean（平均血流

速度）においても非喫煙者が高値を示した。年齢との関係

は S-mean / D-mean、PI、RI において相関を認めた。 
 
【考察】眼科領域における末梢血管である網膜中心動脈や

眼動脈の血流波形の評価には S-mean / D-mean は再現性

もよく動脈硬化進展の程度を評価に有用と言われている。

また、末梢血管抵抗や循環動態の評価に PI、RI の指標が

用いられるが、末梢血管の硬化性変化により抵抗の上昇に

伴い末梢循環が低下すると PI や RI が高値となることが

知られているが、網膜中心動脈は低血流のため末梢血管抵

抗指標（PI・RI）による評価はできないといわれている。

S2 や拡張期に関与する D1、D2、D-mean の変化には

S-mean / D-mean比が有用であるが、S-mean / D-mean、
PI、RI において喫煙者・非喫煙者有意差を示さなかった。

収縮期に関する S1、S2、S-mean、St は非喫煙者で有意

に増加を示した。動脈硬化の因子の 1 つである喫煙は、白

内障・加齢性黄斑変性・糖尿病性網膜症・緑内障・網膜中

心動脈閉症といった眼科疾患においてもリスクが高く、高

度の視力低下や失明状態に至ることでライフサイクルに

及ぼす影響は大きい。 
 

【結論】若年者の喫煙による影響は収縮期に関与している

と考えられ、末梢血管において喫煙による影響が示唆され

た。 
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線維筋痛症モデルの脊髄後角における痛
覚情報伝達機構 
 
 
田口徹1)、歌大介2)、坪島功幸3)、西条寿夫3) 
1) 新潟医療福祉大学 理学療法学科 
2) 富山大学 医学薬学研究部 応用薬理学教室 
3) 富山大学 医学薬学研究部 システム情動科学講座 
 
【背景・目的】線維筋痛症(FM)は全身性の疼痛を主症

状とする慢性難治性疾患であり、国内で約200万人の罹

患者が推計されている。近年、複数のFMモデル動物を

用いた行動薬理実験が精力的に行われ、鎮痛効果を示す

薬物がいくつか報告されているが、FMの発症や増悪に

関わる神経機構は未解明であり、確立したバイオマーカ

ーや治療法はない。 
これまでに我々は生体アミンの枯渇剤であるレセル

ピンを投与したFMモデル1)を用い、FMの末梢神経機構

を調べ、以下の知見を得ている2)。（１）単一神経記録に

よる電気生理学実験では、痛みに関わる筋C線維侵害受

容器の機械反応が増大していた。（２）皮膚でも機械感

受性C線維侵害受容器の機械反応は増大したが、その割

合が低下しており、末梢侵害受容器レベルでは機械感受

性の逆説的な変化が観察された。（３）後根神経節にお

ける疼痛関連イオンチャネル (ASIC1-3, TRPA1, 
TRPV1, TRPV2, TRPV4, P2X3, Piezo1-2, Nav1.7-1.9)
の発現を定量したところ、ASIC3の発現増大がみられた。

（４）ASIC3の選択的阻害薬(APETx2)の皮下投与は、

モデル動物の皮膚痛覚過敏行動を抑制した。以上より、

末梢神経レベルではASIC3チャネルの発現増大を介し

たC線維侵害受容器の機械感受性亢進がFMモデルの痛

覚過敏に関与すると考えられた2)。 
しかしながら、このような末梢性変化が痛覚受容に重

要な役割を果たす脊髄後角ニューロンの応答性をどの

ように変調させるかは不明である。本研究ではこの点を

明らかにするため、FMモデル動物の脊髄後角ニューロ

ンの応答性を、正常な脊髄回路網を保ったin vivoの状態

で、リアルタイム、かつ体系的に記録し、解析した。 
 
【方法】Furue ら 3),4)の方法に準じ、脊髄 in vivo 標本

を作製した。レセルピンまたは溶媒投与終了後 1-7 日目

にラットをウレタン麻酔し、脳脊髄定位固定装置に固定

した。実体顕微鏡下に胸腰髄を露出し、タングステン電

極を L4～L5 腰髄背側面から刺入した。脊髄後角ニュー

ロンの細胞外記録およびシナプス入力のパッチクラン

プを行い、以下の項目を記録・解析した。（１）ニュー

ロンの自発放電、（２）定量的機械刺激に対する発火頻

度、（３）自発性興奮性シナプス後電流(EPSC)の振幅と

頻度、（４）自発性抑制性シナプス後電流(IPSC)の振幅

と頻度。 

【結果】（１）FM モデルの脊髄後角表層ニューロンの

自発放電は対照群と比較して有意に頻度が高かった。

（２）定量的機械刺激に対するニューロンの発火頻度は

FM モデルで有意に高く、FM モデルにおいてのみ、ニ

ューロンの自発放電頻度と機械刺激による放電頻度と

の間に正の相関を認めた。（３）FM モデルでは対照群

と比較してニューロンの自発性 EPSC の振幅と頻度が

有意に高かった。（４）FM モデルでは対照群と比較し

てニューロンの自発性 IPSCの振幅と頻度が有意に低か

った。 
 
【考察】FM モデルでは脊髄後角表層ニューロンへの興

奮性シナプス入力が増大し、逆に、抑制性シナプス入力

が減弱することがわかった。 
 
【結論】上述のようなシナプス入力の変化は、ニューロ

ンの自発放電や機械感受性の亢進を介して FM の痛覚

過敏を発症する可能性があると考えられる（下図）。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
【文献】 
1) Nagakura Y: Biogenic amine depletion causes 
chronic muscular pain and tactile allodynia 
accompanied by depression: A putative animal model 
of fibromyalgia, Pain, 146: 26-33, 2009. 
2) Taguchi T: Peripheral and spinal mechanisms of 
nociception in a rat reserpine-induced pain model, 
Pain, 156: 415-427, 2015. 
3) Furue H: Responsiveness of rat substantia 
gelatinosa neurones to mechanical but not thermal 
stimuli revealed by in vivo patch-clamp recording, J 
Physiol, 521: 529-535, 1999. 
4) Yoshimura M: In vivo electrophysiological analysis 
of mechanisms of monoaminergic pain inhibitory 
systems, Pain, 158: 85-91, 2017. 
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戦 的 萌 芽  (JP16K15338) 、 AMED-CREST 
(17gm0810010h0602)、新潟医療福祉大学・研究奨励金

の助成を受けて行われた。 
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歩行速度の変化は股関節内・外転モーメン
トインパルスに影響を与えるか？  
 
 
稲井卓真 1), 2), 3)、高林知也 1)、江玉睦明 1)、徳永由太 1), 2)、

久保雅義 1) 
1) 新潟医療福祉大学 運動機能医科学研究所  
2) 新潟医療福祉大学大学院 医療福祉学研究科 
3) おぐま整形外科クリニックリハビリテーション科 

 
【背景・目的】近年、変形性股関節症のリスクファクター

として股関節累積負荷（歩行中の股関節内・外転モーメン

トインパルスと 1 日の歩数の積）といった指標が新たに提

唱されており、この指標が増大するほど変形性股関節症が

進行すると報告されている 1)。 
 したがって、股関節累積負荷が小さい歩行様式は変形性

股関節症の進行を遅延させ、股関節累積負荷が大きい歩行

様式は変形性股関節症の進行を助長させる可能性がある。 
 本研究では「歩行速度」に着目し、歩行速度の変化が股

関節累積負荷の要素である「股関節内・外転モーメントイ

ンパルス」に与える影響を検討することを目的とした。 
 
【方法】対象は健常成人 12 名とした。課題動作である歩

行を、(1) Slow gait、(2) Normal gait、(3) Fast gait の 3
条件で実施した（1 条件あたり 3 トライアル）。 
 本研究では、股関節内・外転モーメントインパルス

（Nms/kg）・立脚時間（s）・歩行速度（m/s）を解析した。 
 統計処理として、多重比較検定（Bonferroni 法）と多項

式による回帰分析を実施した。股関節内・外転モーメント

インパルス（図 1）・立脚時間・歩行速度をそれぞれ 3 条

件間で比較するために多重比較検定を使用した。 
 

 

図 1．股関節内・外転モーメントインパルス 
股関節内・外転モーメント波形によって作られる面積（灰

色部分）が股関節内・外転モーメントインパルスとなる。 
 
 また、歩行速度と股関節内・外転モーメントインパルス

の関係性を明らかにするために多項式による回帰分析を

使用した。回帰分析に関して、1 次から 5 次の多項式を歩

行速度（横軸）と股関節内・外転モーメントインパルス（縦

軸）のグラフにフィッティングさせ、赤池情報規準（以下

AIC）を計算した。そして、AIC が最小となる次数の多項

式を採用した。 
 
【結果】股関節内・外転モーメントインパルス・立脚時間・

歩行速度は、3 条件（Slow gait、Normal gait、Fast gait）
のすべての間に有意差がみられた。歩行速度が増加する

ほど股関節内・外転モーメントインパルスは減少し、立脚

時間も減少した。また、歩行速度が減少するほど股関節

内・外転モーメントインパルスは増加し、立脚時間も増加

した。 
 1 次–5 次の多項式を用いて回帰分析を用いた結果、2 次

の多項式の AIC が最小であった。決定係数 R2 は 0.70 で

あった。式を以下に示す。 
 

I = 0.903 – 0.659x + 0.180x2 
 
I：股関節内・外転モーメントインパルス（Nms/kg） 
x：歩行速度（m/s） 
 
【考察】歩行速度の増大は、股関節外転モーメントの 1st
ピークを増大させることが報告されているが、歩行速度

が股関節内・外転モーメントインパルスに与える影響は

これまで明らかにされていない。本研究はこの影響を明

らかにした初めての研究である。 
 本研究の結果より、歩行速度の増加は股関節内・外転

モーメントインパルスを減少させた。本研究の結果の要因

として、歩行速度の増加によって立脚期の時間が短 縮 し

たことが考えられる。 
 

【結論】本研究では、歩行速度が股関節内・外転モーメン

トインパルスに与える影響を検討した。その結果、歩行速

度の増加は、股関節内・外転モーメントインパルスの減少

を引き起こした。一方、歩行速度の減少は、股関節内・外

転モーメントインパルスの増加を引き起こした。本研究の

結果は、変形性股関節症の進行を防ぐための基礎的な知見

になる可能性がある。 
 
【文献】 
1) Tateuchi H, Koyama Y, Akiyama H, et al.: Daily 
cumulative hip moment is associated with radiographic 
progression of secondary hip osteoarthritis, 
Osteoarthritis and Cartilage, 25: 1291-1298, 2017. 
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一次運動野における皮質内抑制指標の被験
者内のバラツキ 
 
 
佐々木亮樹 1), 2)、大西秀明 1) 
1) 新潟医療福祉大学 運動機能医科学研究所 
2) 新潟医療福祉大学大学院 医療福祉学研究科 
 
【背景・目的】一次運動野（M1）における皮質内抑制機

能の評価には、経頭蓋磁気刺激（TMS）を用いた二連発

TMS 法による短間隔皮質内抑制（SICI）と長間隔皮質内

抑制（LICI）、TMS と末梢電気刺激を組み合わせた短潜時

求心性抑制（SAI）と長潜時求心性抑制（LAI）がある 1), 2)。

これらの皮質内抑制指標は、M1 の抑制機能を評価する

一般的な方法である。また、これらの皮質内抑制機能の

評価には、TMS によって誘発された約 10－30 波形の運

動誘発電位（MEP）振幅値の加算平均を用いるが、各皮

質内抑制指標の 1 波形ごとの被験者内のバラツキの程度

は不明である。そこで本研究の目的は、M1 における皮

質内抑制指標の被験者内のバラツキの程度を明らかにす

ることであった。 
 
【方法】対象は右利き健常成人 38 名（男性 30 名、女性

8 名；平均値 ± 標準偏差、22.8 ± 3.9 歳；年齢、20-44 歳）

であった。M1 の興奮性評価には、TMS で誘発される

MEP を用い、右第一背側骨間筋より記録した。皮質内抑

制機能の評価には、二連発 TMS 法による SICI、LICI と、

尺骨神経刺激と TMS を組み合わせた SAI、LAI を用い

た。SICI の条件刺激強度は安静時運動閾値の 80%、磁気

刺激間隔を 2 ms とし、LICI の条件刺激強度は MEP が 1 
mV を導出する強度、磁気刺激間隔は 100 ms とした。ま

た、SAIの条件刺激強度は運動閾値の 110%、電気磁気刺

激間隔は 20 ms（SAI_1）と 25 ms（SAI_2）とし、LAI
の条件刺激強度は運動閾値の110%、電気磁気刺激間隔は

200 ms とした。TMS の試験刺激強度は単発刺激の MEP
（Single）が 1 mV を導出する強度とし、Single と各皮

質内抑制指標をランダムにそれぞれ 20 回を 0.20 Hz の刺

激頻度で計測した。 
解析対象は、Single と各皮質内抑制指標のそれぞれで

得られた 20 波形の MEP 振幅値（mV）の加算平均とし

た。各皮質内抑制指標の被験者内のバラツキには、各皮

質内抑制指標の 20 波形の MEP 振幅値に対して変動係数

（CV）を求めた。統計解析では、Single と各皮質内抑制

指標で対応のある t 検定を行った。有意水準は 5%未満と

した。 
 

【結果】Single と比較して、SICI、LICI、SAI_1、
SAI_2、LAI のそれぞれで MEP の有意な減弱を認めた

（p < 0.05）（図 1）。また、各皮質内抑制指標は、被験者

内で大きな CV を示した（SICI，1.02；LICI，1.10；
SAI_1，1.08；SAI_2，1.05；LAI，0.90）。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 1 各皮質内抑制指標の平均値。アスタリスクは、

Single と比較して有意差があることを示している（p < 
0.05）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 2 各皮質内抑制指標の被験者内のバラツキ。黒いバー

は全被験者の CV の平均値を示している。 
 
【考察】本研究では、Single と比較して各皮質内抑制指

標でMEPの減弱を認めた。このことから、先行研究と同

様に M1 における皮質内抑制指標を評価することができ

た。一方、各皮質内抑制指標の CV は大きな値を示し、

全ての皮質内抑制指標で被験者内に大きなバラツキがあ

ることが明らかになった。先行研究では、単発刺激の

MEP は被験者内で大きなバラツキがあることを報告して

おり、このMEP自体のバラツキが各皮質内抑制指標のバ

ラツキにも反映されたと考えられる。本研究結果は、信

頼性の高い M1 の皮質内抑制機能を評価するための基礎

研究になると考えられる。 
  
【結論】M1 における各皮質内抑制指標は、被験者内で

大きなバラツキを示すことが明らかになった。 
 
【文献】 
1) Di Lazzaro, Oliviero A, Meglio M, et al.: Direct  
demonstration of the effect of lorazepam on the 
excitability of the human motor cortex, Clin 
Neurophysiol, 111: 794-799, 2000. 
2) Sailer A, Molnar GF, Paradiso G, et al.: Short and 
long latency afferent inhibition in Parkinson's disease, 
Brain, 126: 1883-1894, 2003.  
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脳梗塞後および脳出血後の運動介入が運動
機能障害および組織傷害・シナプス関連タ
ンパクに与える効果の比較検証 
－モデル動物を用いた検証－ 
 
 
赤塚菜穂、玉越敬悟、髙橋英明、早尾啓志、田巻弘之 

新潟医療福祉大学 理学療法学科 
 
【背景・目的】脳卒中は大きく脳梗塞と脳出血に分類され

る。これらの発症機序や病態は大きく異なるが、リハビリ

テーションアプローチは病型別に実施されていない。脳卒

中モデルラットを用いた先行研究では、発症後の運動機能

障害の自然回復は、脳梗塞と比較して脳出血の方が早いと

報告されている 1)。また、発症後のトレッドミル運動は、

脳梗塞と脳出血ともに運動機能回復を促進させる効果が

あり、さらに、シナプス可塑性に関与するタンパクや遺伝

子の発現量を増加させると報告されている。しかし、これ

らの先行研究では、病巣の部位や大きさ、運動介入方法が

異なっており、脳梗塞および脳出血後のトレッドミル運動

の効果を直接比較することができない。そこで、本研究で

は、脳卒中病型別リハビリテーション方針の策定に向けて、

脳梗塞もしくは脳出血による組織傷害を同部位、同程度の

大きさに設定したモデルラットを用いて、トレッドミル運

動の介入効果を比較検証した。特に脳内作用機序の検証で

は、組織傷害およびシナプス可塑性関連タンパクである

PSD95 の発現量に着目した。 
 
【方法】実験動物には Wistar 系雄性ラットを用いた。対

象を無作為に脳出血群（ICH 群：n=5）、脳梗塞群（ISC
群：n=5）、脳出血＋トレッドミル運動介入群（ICH＋EX
群：n=5）、脳梗塞＋トレッドミル運動介入群（ISC+EX
群：n=5）の 4 群に分けた。実験モデルの作製手順は、ま

ず、ラットを深麻酔下にて脳固定装置に装着し、頭頂部の

皮膚切開後、頭蓋骨表面のブレグマから左外側 3.6mm の

位置に小穴をあけた。次に、カニューレを頭蓋骨表面から

6.4mm の深さまで挿入し、脳梗塞モデルにはエンドセリ

ン-1 溶液（400pmol、2µl、Caibiochem 社）を、脳出血

モデルにはコラゲナーゼ溶液（TypeⅣ、200U、2µl、Sigma
社）を注入して作製した。トレッドミル運動介入群には、

電動トレッドミルを用いて術後 4~28 日まで 1 日 1 回、

11m/min で 30 分間運動させた。運動機能評価は

Horizontal ladder test を用いて経時的に実施した。脳卒

中発症後 29 日目に深麻酔下で灌流脱血および固定を行い、

脳を採取した。凍結切片を作製し、Nissl 染色と免疫組織

化学染色を用いて組織傷害体積および PSD-95 の光学濃

度を解析した。運動機能評価、組織傷害体積および

PSD-95 の光学濃度は P=0.05 を有意水準として統計処理

を行い群間比較した。本研究は新潟医療福祉大学動物実験

委員会の承認を得て実施された。 

【結果】ISC 群と ICH 群ともに、発症後 28 日目の麻痺側

前肢機能は発症前と比較して有意に低下した。ICH＋EX
群は ICH 群と比較して改善しなかったが、ISC+EX 群は

ISC 群と比較して有意な改善を示した。組織傷害体積は

ICH 群と ICH+EX 群に有意差はなかったが、ISC+EX 群

は ISC 群と比較してペナンブラ体積が有意に縮小した。

PSD-95 の光学濃度は、全群間に有意差はなかったが、

ICH＋EX 群は ICH 群と比較して高値を示した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【考察】本研究から組織傷害を同部位、同程度の大きさに

した脳梗塞と脳出血では、運動介入効果が異なることが分

かった。脳出血と脳梗塞の運動機能障害の自然回復過程に

おいて麻痺側前肢の巧緻動作は同程度の障害が継続する

が、脳梗塞の方が運動によって改善しやすいことが分かっ

た。これは、シナプス可塑性の促進ではなく、梗塞巣周辺

のペナンブラ体積縮小が関与していると考えられる。一方、

脳出血後の運動介入は組織傷害の拡大を抑制する効果が

なかったため、運動機能の改善を示さなかった可能性が高

い。しかし、脳出血後の運動介入によって PSD95 が高値

を示したため、機能回復を促進するには、シナプス可塑性

関連因子の増大が必要である可能性が高い。 
 
【結論】脳梗塞もしくは脳出血による組織傷害を同部位、

同程度にした場合、運動介入による運動機能改善効果およ

び脳内改善効果は脳出血と比較して脳梗塞の方が高い。 
 
【文献】 
1) Mestriner RG: Behavior outcome after ischemic and 
hemorrhagic stroke, with similar brain damage, in rats, 
Behavioural Brain Research, 244: 82-89, 2013. 
 
【謝辞】本研究は 2014 年度理学療法に関わる助成金、

2018 年度新潟医療福祉大学研究奨励金(研究奨励金 A)、
文部科学省科学研究費(若手研究 B)の助成を受けて実施し

た。ここに感謝の意を表す。 

図 1：梗塞巣・出血巣 
写真はラット脳の前額

面断像を示す．線条体

部に梗塞巣もしくは出

血巣（△）が確認でき

る． 
 
A：ICH 群 

B：ISC 群 

C：ICH+Ex 群 

D：ISC+Ex 群 
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若年者におけるロコモ 25 該当率と SF-8 の
関連についての検討 
 
 
斉藤力 1)、山本陽平 2)、阿部彰浩 3)、康徳龍 4)、小林量作 1) 

1) 新潟医療福祉大学 理学療法学科 
2) 総合リハビリテーションセンター みどり病院 
3) 南東北春日リハビリテーション病院 
4) 新潟医療福祉大学大学院 医療福祉学研究科 

  
【背景・目的】日本は、超高齢社会を迎え加齢性運動器疾

患が増加している。その多くは歩行、移動機能の障害にか

かわり、要介護の主な原因の一つとなる。 
「運動器の障害によって日常生活に制限をきたし、将来

に介護・介助が必要な状態になる、もしくは、そのリスク

が高い状態」をロコモティブシンドローム（以下、ロコモ）

という。ロコモの判定には、質問紙のロコモ 25、動作遂

行の立ち上がりテストおよび 2 ステップテストの 3 方法

によるロコモ度テストが用いられている。このうち、ロコ

モ 25 はロコモのスクリーニング用に開発された 25 項目

の自記式質問票である。尺度は、0（困難でない）～4 点

（ひどく困難）の 5 段階で、合計得点が 6 点以下は非該

当、7～15 点はロコモ度 1（ロコモ予備群）、16 点以上は

ロコモ度 2（ロコモ群）、最大 100 点（全項目でひどく困

難:最も悪い状態）となる。SF-8 は、健康関連 QOL の尺

度で、8 つの領域で測定し、更に「身体的サマリー」と「精

神的サマリー」を算出できる。 
ロコモ該当率は、40 歳以上で 10％、推定約 650 万人と

される（Kimura et al.2014）。一方、子どものロコモ（柴

田輝明ら.2012）も指摘されており、ロコモが高齢者だけ

の問題ではないことが言える。 
本研究の目的は、若年者におけるロコモ該当率を明らか

にし、SF-8 との関連性を明らかにすることである。  
 
【方法】対象は 2016 年度調査、2017 年度調査の 2 回に

おいて、大学生 649 名を対象に google フォームによるア

ンケート調査を実施した。調査項目は、基本情報、運動習

慣、慢性疼痛と疼痛部位（頚部・肩、腰部、膝・足部）、

ロコモ 25、SF-8 とした。アンケート調査を単純集計して

ロコモ該当率を算出した。統計解析は、χ2 検定およびマ

ン・ホイットニ検定を用いた。本研究は新潟医療福祉大学

倫理委員会の承認を得て行った。 
 

【結果】 
1. アンケートの回答者は 649 名中 365 名（56.2％）であ

った。このうちロコモ度 1 該当者は 45 名（12.3％）、

ロコモ度 2 該当者は 2 名（0.55％）であった（表 1）。 
2. 全対象者のロコモ 25 総得点平均は 2.8±3.5 点、性別

では男性 2.8±3.6 点、女性 2.9±3.3 点となり、性差は

見られなかった（表 1）。 

3. ロコモ 25 のうち、痛みに関する 4 項目（ロコモ P）の

平均は 1.2±1.6 点で、ロコモ 25 総得点平均の 44％を

占めていた。同様に日常活動に関する 17 項目（ロコモ

A）の平均は 0.9±2.2 点で、31％を占め、社会心理的

な 4 項目（ロコモ S）の平均は 0.7±1.3 点で、25％を

占めた。 
4. SF-8 のロコモ群と非該当群との比較では、体の痛み、

全体的健康感、活力、心の健康、身体的サマリーでは、

ロコモ群が非該当群に比べ有意に低値を示した（表 2）。 
 

 
【考察】本研究では、若年者においてロコモ度 1、ロコモ

度 2 が 12.9％の存在を示し、ロコモ 25 平均得点の 44％
を疼痛関連の質問が占めることを示した。また、20 歳代

を対象にしたロコチェック 7（質問 7 項目）該当率では男

性 15％、女性 25％とされる（運動器の 10 年・日本協

会.2015）。このようなことから、若年者においてもロコモ

予備群、ロコモ群は存在しており、ロコモのスクリーニン

グ、ロコモ初期段階での対応が若年者から必要であること

が示唆される。また、若年者においてもロコモであること

が健康関連 QOL に関連することが示唆された。 
 
【結論】若年者においてもロコモ 25 でのロコモ度 1 が

12.3％、ロコモ度 2 が 0.55％存在し、これらロコモ予備

群・ロコモ群は、SF-8 の得点が明らかに低かった。 
 

項目 p値

身体機能 51.7 ± 4.1 52.6 ± 6.0 n.s

日常生活役割機能(身体) 52.8 ± 3.7 53.7 ± 1.6 n.s

体の痛み 48.4 ± 10.0 59.4 ± 3.6 ***

全体的健康感 48.8 ± 7.7 55.1 ± 6.7 ***

活力 50.8 ± 6.9 55.9 ± 5.6 **

社会生活機能 52.3 ± 6.7 53.5 ± 4.6 n.s

日常生活役割機能(精神) 50.3 ± 6.5 53.0 ± 2.7 n.s

心の健康 48.6 ± 7.9 52.8 ± 7.1 *

身体的サマリー 50.2 ± 5.7 54.7 ± 3.5 ***

精神的サマリー 48.9 ± 7.9 51.4 ± 5.6 n.s

***:p < 0.001, n.s.:not significant

平均値±標準偏差　*:p < 0.05, **:p < 0.01

表2. sf-8のスコアとロコモ群と非該当群での比較

ロコモ群(n=48)     非該当群(n=317)

項目 p値

総人数

　非ロコモ群

　ロコモ度1群

　ロコモ度2群

ロコモ25の得点 2.8 ± 3.6 2.9 ± 3.3 n.s.

　ロコモPの得点 1.2 ± 1.6 1.2 ± 1.5 n.s.

　ロコモAの得点 0.8 ± 2.5 1.0 ± 1.8 *

　ロコモSの得点 0.7 ± 1.3 0.7 ± 1.3 n.s.

‡ 非ロコモ群とロコモ度1・2群のχ2検定

平均値±標準偏差　　n.s. : not significant　　* : p < 0.05

1(0.5%) 1(0.6%)

182(87.9%) 136(86.1%)

n.s.‡24(11.6%) 21(13.3%)

表1. ロコモ25の男女比較

男 女

207 158
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不活動に伴う痛みに対する神経成長因子
（NGF）の機能的関与 
 
 
濱上陽平1)、中野治郎2)、沖田実2) 
1) 新潟医療福祉大学 理学療法学科 
2) 長崎大学大学院医歯薬学総合研究科 運動障害リハ

ビリテーション学研究室 
 
【背景・目的】近年、骨折後のギプス固定などに伴う四

肢の一部の不動、あるいは安静臥床に伴う全身の不活動

が痛みを惹起することが明らかになっている1)。この不

活動に伴う痛みは運動器慢性疼痛の発症原因の一つと

考えられ、本邦では成人人口の15.4％が運動器慢性疼痛

を有しており2)、医療経済的に多大な損失を生じている。

今後、さらなる高齢化社会に向かう我が国において、運

動器慢性疼痛患者の増加は大きな社会問題になること

が予想され、不動に伴う痛みの発生メカニズムを解明す

ることは、運動器慢性疼痛の治療・予防戦略開発の観点

から極めて重要である。 
 これまでに我々は、ラットの足関節をギプス固定した

不活動モデルを用い、不活動性疼痛の詳細な発生過程や

病態を解明してきた。その結果、不活動開始2週目から

痛みが発生し始め、その後、不活動期間の延長とともに

痛みが増悪することがわかった3),4)。また、その病態を

解明するため組織学的観察を行ったところ、足底の表皮

におけるA線維や痛覚伝達を担うC線維の側枝発芽や、

神経栄養因子（NGF）、TRPV1、P2X3 などの痛み関連

物質／イオンチャネルの発現増加が観察された3),5)。こ

れらの結果から、表皮で発現増強するNGFが上記の皮

膚組織の変化を引き起こす標的分子の最重要候補では

ないかと推測している。なぜなら、痛みの内因性メディ

エーターとして知られるNGFは、炎症時のみならず非

炎症時においても末梢組織の様々な細胞から産生され、

侵害受容線維の感受性を亢進させるとともに、神経細胞

における痛み関連受容体の機能や発現を増強すること

が明らかになっているためである。しかし、このような

NGFの働きが不活動性疼痛モデルの皮膚において同様

に機能しているか否かは明らかになっておらず、この解

明が進めば不活動由来の痛みの発生メカニズムの分子

基盤が明らかになるとともに、運動器慢性疼痛に対する

創薬開発につながる可能性を秘めている。 
 
【方法】8 週齢の Wistar 系雄性ラットを 1）4 週間通常

飼育する対照群、2）右足関節を 4 週間ギプスで固定し、

不活動に曝した足底皮膚に対して抗 NGF 中和抗体を投

与する抗 NGF 群、3）右足関節を 4 週間ギプスで固定

し、疑似処置として IgG 投与を行う Sham 群に振り分

けた。実験期間中は週 1 回、機械刺激ならびに熱刺激に

対する痛覚閾値を測定した。また、不動側足底皮膚にお

いて、A 線維、C 線維、NGF、TRPV1、P2X3 に対す

る免疫組織化学染色を施し、それらの解析をおこなった。 
 
【結果】抗 NGF 群の A 線維ならびに C 線維の密度は

Sham 群に比べ有意に低値を示した。Sham 群および抗

NGF 群は不動 12 日より機械的痛覚過敏が発生し、これ

らは不動 27 日まで不動期間の延長に伴い顕著になった

が、この 2 群間に有意な差はみられなかった。また、

Sham 群は不動 17 日より熱痛覚過敏が発生し、不動 27
日まで持続した一方で、抗 NGF 群は不動 22 日より熱

痛覚過敏が確認されたものの、不動 27 日では Sham 群

の熱痛覚閾値と比較して有意に高値を示し、抗 NGF 中

和抗体によって不動に伴う熱痛覚過敏の程度が軽減す

ることが明らかとなった。 
 
【考察】以上より、不活動性疼痛モデルにおいて、NGF
は不活動に伴う痛みの中でもとくに熱痛覚閾値の低下

に関与することが明らかとなり、また、痛覚過敏の発生

機序の一部に足底の表皮における A 線維や C 線維の側

枝発芽が関与する可能性が示唆される。 
 
【結論】ギプス固定などに伴う四肢の一部の不動化は、

末梢組織の変調をきたすことにより痛みが生じること

が推察される。また、本研究は末梢に対する直接的な理

学療法学的治療開発、あるいは新規薬剤開発を進めるう

えで十分に意義があると考えられる。 
 
【文献】 
1) Terkelsen A: Experimental forearm immobilization 
in humans induces cold and mechanical hyperalgesia, 
Anesthesiology, 109: 297-307, 2008. 
2) Nakamura M: Prevalence and characteristics of 
chronic musculoskeletal pain in Japan, J Orthop Sci, 
16: 424-432, 2011. 
3) Nakano J: Changes in hind paw epidermal 
thickness, peripheral nerve distribution and 
mechanical sensitivity after immobilization in rats, 
Physiol Res, 61: 643-637, 2012. 
4) Hamaue Y: Immobilization-induced 
hyper-sensitivity associated with spinal cord 
sensitization during cast immobilization and after 
cast removal in rats, J Physiol Sci, 63: 401-408, 2013. 
5) Sekino Y: Sensory hyperinnervation and increase 
in NGF, TRPV1 and P2X3 expression in the 
epidermis following cast immobilization in rats, Eur J 
Pain, 18: 639-648, 2014. 
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膝関節の拘束条件が片脚立位姿勢のバラン
スに与える影響 
 

 

Nguyen Dang Khoa1), 2)、徳永由太 1), 2)、 

稲井卓真 1), 2)、高林知也 2), 3)、久保雅義 2), 3) 

1) 新潟医療福祉大学大学院 医療福祉学研究科 

2) 新潟医療福祉大学 運動機能医科学研究所 

3) 新潟医療福祉大学 理学療法学科 

 

【背景・目的】ヒトの立位姿勢制御は足・膝・股関節を協

調して動かすことによって成立していると考えられてい

る。しかし、従来のヒトの立位姿勢制御に関する研究では

主に足・股関節運動の戦略に着目されて実施されており、

立位姿勢制御に対する膝関節運動の寄与は考慮されてい

なかった。本研究では、膝装具によって膝関節運動を拘束

した条件と拘束しない条件での片脚立位を比較すること

で、膝関節運動が姿勢制御能力および姿勢制御戦略にどの

ような影響を与えるのか検証することを目的とした。 

 

【方法】対象は下肢に整形外科・神経学的疾患のない健常

成人男性 5 名（年齢 27.6±4.6 歳、体重 68.4±8.8 Kg、身長

174.6±3.5 cm）とした。全ての被験者は右脚が利き脚であ

った。 

計測には 3 次元動作解析装置（VICON-MX）と 2 枚の

床反力計を使用した。サンプリング周波数は 3 次元動作解

析装置が 100 Hz、床反力計が 1000 Hz とした。頭部と足

部の加速度を得るために被験者の外果と眉間にマーカー

を貼付した。 

測定課題は両上肢を胸の前で交差させた状態での 25 秒

間の片脚立位とした。片脚立位中は 5 m 先の目印を注視

するように指示した。測定は支持脚の膝関節を曲げること

ができないよう両側支柱型の膝装具で拘束した条件（拘束

条件）と膝関節を拘束せずに軽度膝関節屈曲位で一番バラ

ンスを取りやすい条件（非拘束条件）の 2 条件で行った。

拘束・非拘束条件を左右各 5 回ずつ測定した。なお、疲労

の影響を除外するために、測定毎に 2 分間の休憩を挟ん

だ。 

床反力データは 50 Hz にダウンサンプリングした後

に、 5 Hz のローパスフィルターで雑音除去を行った。

マーカー位置座標データは 3 Hz のローパスフィルター

で雑音除去を行った。雑音除去を行った床反力・マーカ

ー位置座標データより左右（ML）・前後（AP）方向の足

圧中心（COP）速度、COP 範囲、COP 標準偏差

（SD）、頭部・足部加速度の二乗平均平方根（RMS）、
足部加速度 RMS に対する頭部加速度 RMS の比（加速

度比）をそれぞれ算出した。なお、COP 範囲の ML 方向

は足幅、AP 方向は足長で正規化を行った。眉間と外果

のマーカー位置データの 2 階微分をそれぞれ頭部加速

度、足部加速度と定義した。各解析項目の比較は対応の

ある t 検定にて行った。統計解析は R studio version 3
にて行った。有意水準は 5%とした。 
 

表 1．拘束・非拘束条件における各解析項目 

＊p値の太字は有意差があった変数を示している。 

 

【結果】拘束・非拘束条件における各解析項目の結果を表

1 に示す。頭部・足部加速度では AP 方向の足部加速度

RMS と ML 方向の加速度比が非拘束条件に比べて拘束条

件で有意に高値を示していた。COP 速度、COP 範囲、COP 
SD では ML・AP 方向ともに有意差を認めなかった。 

 

【考察】先行研究においてバランス能力が低い対象者ほど

COP 速度、COP SD、COP 範囲は高くなることが報告さ

れている。本研究の結果では拘束条件と非拘束条件の間で

COP パラメータに有意差を認めなかった。そのため、拘

束条件と非拘束条件のバランス能力の違いは COP パラメ

ータでは検出できないことが考えられた。 

先行研究で足部加速度の増大はバランス保持に対する

足関節戦略の寄与の増大を意味しており、頭部加速度の増

大はバランス保持に対する股関節戦略の寄与の増大を意

味していると報告されている。本研究では AP 方向の足部

加速度 RMS と ML 方向の加速度比が非拘束条件に比べ

て拘束条件で有意に高値を示していた。これらのことから

考えると、拘束条件では膝関節によって行われていた姿勢

制御を、AP 方向の足部加速度 RMS は足関節戦略の寄与

を高めることによって補い、加速度比の ML 方向は股関

節戦略の寄与を高めることによって代償している可能性

が考えられた。このことは、膝関節も姿勢制御に関与して

いることを示唆している。 

  

【結論】本研究により、膝関節運動の拘束した条件は COP
パラメータに影響を与えないが足・股関節戦略が代償的に

働くことが結論付けられた。今回の研究は膝関節伸展位の

拘束条件のみだったが、今後は膝関節の 30°、60°、90°屈
曲位の拘束条件するときの片脚立位のバランスについて

も調べていこうと考えている。 

 

変数 拘束条件 非拘束条件 p値
 COP ML 速度(cm/s) 2.64±0.5 2.75±0.74 0.22
 COP AP 速度(cm/s) 2.15±0.4 2.1±0.43 0.36
 COP 範囲 ML(%) 29.5±6.98 29.71±5.94 0.76
 COP 範囲 AP(%) 16.05±4.42 15.02±3.52 0.09
 COP SD ML (cm) 0.65±0.16 0.63±0.14 0.23
 COP SD AP (cm) 0.87±0.29 0.83±0.2 0.30
 頭部加速度 RMS ML 0.12±0.04 0.11±0.04 0.11
 頭部加速度 RMS AP 0.08±0.02 0.07±0.03 0.06
 足部加速度 RMS ML 0.1±0.11 0.09±0.08 0.32
 足部加速度 RMS AP 0.05±0.05 0.04±0.03 0.02
 加速度比 ML 2.02±1.28 1.74±0.92 0.04
 加速度比 AP 2.94±1.44 2.64±1.31 0.19
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持続的および間欠的な随意運動が皮質脊髄
路の興奮性に与える影響 
 
 
Pham Van Manh1), 2), 3)、宮口翔太 1)、横田裕丈 1)、小島翔 1)、

齊藤慧 1)、犬飼康人 1)、大鶴直史 1)、大西秀明 1) 
1) 新潟医療福祉大学 運動機能医科学研究所 
2) 新潟医療福祉大学大学院 医療福祉学研究科 
3) Hai Duong 医療技術大学 
 
【背景・目的】運動後に皮質脊髄路の興奮性が一時的に増

大する現象を Post-exercise facilitation (PEF) といい、

反 対 に 皮 質 脊 髄 路 の 興 奮 性 が 低 下 す る 現 象 を

Post-exercise depression (PED) という (Brasil-Neto et 
al., 1993; 1994)。先行研究では、手関節の伸展運動 
(20%MVC、10 秒間) 直後に皮質脊髄路の興奮性が安静時

の 2 倍以上に増大することが報告されている (Samii et 
al., 1996)。一方、反復的な随意運動 (1 Hz、10%MVC、

10 分間) 後には、2 分間 PED が生じる (Miyaguchi et al., 
2013)。また随意運動だけでなく、末梢神経を一定時間電

気刺激することにより一次運動野の興奮性が変動するこ

とも報告されている。Andrews ら (2013) は持続的な電

気刺激 (30 Hz、運動閾値強度) を 20 分間介入することで

皮質脊髄路の興奮性が増大するが、60 分間の介入では変

化しないことを報告している。一方、Chipchase ら (2011) 
は、4 秒刺激、6 秒休止の間欠的な電気刺激 (30 Hz、120%
運動閾値強度) では、介入後に皮質脊髄路の興奮性が増大

することを報告している。本研究では、Chipchase ら 
(2011) の電気刺激介入の方法をもとに、随意運動におい

ても筋の収縮と弛緩を繰り返すような間欠的運動後には

皮質脊髄路の興奮性が増大するのではないかと仮説を立

て、その仮説を検証することで間欠的な随意運動によって

皮質脊髄路の興奮性が増大するかどうかを明らかにする。 
 

【方法】本研究には健常成人 15 名 (22.8 ± 1.3 歳, 女性 5
名) が参加した。表面電極は右第一背側骨間筋 (First 
dorsal interosseous muscles; FDI) の筋腹上に貼付した。

課題動作は右示指の外転運動とし、運動強度は 10%MVC
とした。運動頻度は 1.0 Hz とした。運動条件は、持続的

に 10 分間運動する条件 (持続的 10 分条件) と、持続的に

4 分間運動する条件 (持続的 4 分条件)、4 秒運動し 6 秒休

止する間欠的な運動 10分条件 (間欠的 10分条件) の 3条

件とした。皮質脊髄路の興奮性評価には、経頭蓋磁気刺激

装置 (Transcranial magnetic stimulation; TMS) および

8 の字コイルを用いた。左一次運動野 (Primary motor 
cortex; M1) 領域を刺激して、右 FDI より運動誘発電位 

(Motor evoked potentials; MEP) を記録した。TMS の刺

激部位の決定には TMS Neuronavigation (VisorTM, ANT 
Neuro) を用いて、 被験者の頭部 MRI 画像上で手指の領

域を確認して磁気刺激を行い、振幅が最大の MEP 波形が

記録される部位を FDI の hot spot とした。刺激頻度は 0.2 
Hz とし、刺激強度は安静時に約 1 mV の MEP 振幅値が

誘発される強度とした。MEP の計測は、各運動課題前、

運動直後、5 分後、10 分後、15 分後、20 分後とした。

MEP 振幅値の比較には、反復測定二元配置分散分析を用

いた。事後検定には、Tukey 法を用いた。有意水準は 5%
とした。 

 
【結果】反復測定二元配置分散分析の結果、介入要因の主

効果 (P < 0.05)、時間要因の主効果 (P < 0.001)、交互作

用 (P < 0.001) が認められた。持続的 10 分条件では運動

前に比べ運動直後に MEP 振幅値が有意に減少した (P < 
0.01)。また持続的 4 分条件においても運動前に比べ運動

直後に MEP 振幅値が有意に減少した (P < 0.01)。しかし

間欠的 10 分条件では運動前後に MEP 振幅値の変化は認

められなかった。  

 

【考察】先行研究では、軽負荷の反復運動後に皮質脊髄路

の興奮性が 3 分間減少することが明らかになっている 

(Miyaguchi et al., 2016)。本研究も先行研究を支持する結

果となった。PED には皮質内の抑制系神経回路の興奮性

変化が関与するため (Teo et al., 2012; Miyaguchi et al., 
2016)、本研究においても随意運動後に皮質内の抑制系神

経回路の興奮性が変化した可能性が考えられる。また本研

究において持続的な反復運動により PED が生じ、間欠的

な運動では PED が生じなかったことから、持続的な反復

運動を遂行することが PED を生じる一つの要因であると

考えられる。また本研究における間欠的な運動課題では、

MEP 振幅は変化しなかった。間欠的な運動課題では、4
秒の運動と 6 秒の休止を繰り返しており、先行研究では、

注意や運動の調節を要する運動課題では、PED が生じな

いことが報告されている (Ishikawa et al., 2018)。そのた

め、MEP 振幅が変化しなかった可能性が考えられる。 

 

【結論】10 分間の間欠的随意運動後には PED が認められ

ないことを明らかになった。 
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歩行動作の立脚期における膝関節運動の力
学的制御メカニズムの解明 
 
 
徳永由太 1), 2)、高林知也 2), 3)、稲井卓真 1), 2)、久保雅義 2), 3) 
1) 新潟医療福祉大学大学院 医療福祉学研究科 
2) 新潟医療福祉大学 運動機能医科学研究所 
3) 新潟医療福祉大学 理学療法学科 
 
【背景・目的】歩行動作では膝関節運動が円滑に制御され

ることにより、接地直後の衝撃吸収や立脚期における体重

支持といった重要な機能的役割を達成している。膝関節に

要求される機能的役割を達成するためには歩行動作中に

膝関節が適切な角度に制御される必要がある。歩行動作時

の膝関節運動は、股・膝・足関節モーメントの協調的な作

用によって達成されていると考えられている。しかし、

股・膝・足関節モーメントがどのような力学的メカニズム

によって膝関節運動を制御しているのかは明らかとなっ

ていない。本研究では、ヒトの筋骨格系を数理モデル化し

た筋骨格モデルによるシミュレーションにより、歩行動作

の立脚期における膝関節運動の力学的制御メカニズムを

解明することを目的とした。 
 

【方法】歩行動作のシミュレーションには NCSRR が無

償で公開している健常成人 1 名（身長：1.8 m、体重： 

72.6 kg）の歩行動作データを使用した。なお、解析区画

は立脚期と規定した。歩行時の膝関節角加速度に股・膝・

足関節モーメントがどのように寄与しているのかを明ら

かにするために、Induced Acceleration 解析（IAA）を

実施した。IAA では身体の運動方程式に基づいて「身体

に作用する力」と「その結果として生じる運動」の因果

関係を明らかにすることができる。シミュレーションお

よび IAA は OpenSim 3.3（Delp et al. 2007）により実

施した。 
 

【結果】図 1 に歩行動作の立脚期において各関節モーメン

トが発生させた膝関節角加速度を示す。股関節モーメント

は初期接地から立脚終期（0%～80%）にかけて膝関節を

伸展方向へ加速していた。その後は膝関節を屈曲方向へ加

速していた。膝関節モーメントは、初期接地から荷重応答

期中盤（0%～10%）、立脚中期後半から遊脚前期中盤（40%
～90%）、の 2 つの相で膝関節を屈曲方向へ加速しており、

それ以外の相では膝関節を伸展方向に加速していた。足関

節モーメントは初期接地から荷重応答期終了（0%～20%）

までは膝関節を屈曲方向へ加速しており、それ以降は膝関

節を伸展方向へ加速していた。 
 

【考察】初期接地から荷重応答期終了まで（0～20%）の

相では、膝関節は股関節モーメントによって伸展方向に、

足関節モーメントによって屈曲方向に加速されており、膝 

図 1．各関節モーメントによる膝関節角加速度。縦軸の正

値は伸展方向、負値は屈曲方向の角加速度を表している。 

 
関節モーメントは股・足関節モーメントによる膝関節角速

度を調整するように加速方向を切り替えていた。荷重応答

期では、大腿四頭筋力の筋力低下や痙性麻痺によって膝折

れや膝関節の過伸展が生じることが知られている。このよ

うな異常な膝関節運動を引き起こさないためにも膝関節

モーメントによる調整が重要な役割を果たしていること

が考えられた。 
荷重応答期終了から立脚中期中盤まで（20～40%）の相

では、股・膝・足関節モーメントが膝関節を伸展方向へ加

速させていた。従来の考えでは、この相では大腿四頭筋の

作用によって膝関節伸展運動が生じていると考えられて

いた。しかし、今回の解析により、この相の膝関節伸展運

動は足・膝・股関節モーメントの共同作用によって生じて

いることが明らかとなった。 
 立脚中期後半から遊脚前期中盤まで（40～90%）の相で

は、膝関節は足関節モーメントによって伸展方向に、膝関

節モーメントによって屈曲方向に加速されていた。これま

での検証では、この相で膝関節は伸展位を保持しているに

も関わらず、膝関節屈曲モーメントが作用している理由は

十分に説明されていなかった。本研究の結果から考えると、

この相では、膝関節伸展運動は主として足関節モーメント

で行われており、膝関節モーメントは足関節モーメントの

膝関節伸展作用を緩和することで、過剰な膝関節伸展運動

が生じないようにしていると考えられた。 
 

【結論】本研究は下記の 3 点を明らかにした。 
1）初期接地から荷重応答期終了までは膝関節モーメント

が膝関節を加速させる方向を切り替えることで制御され

ている。 
2）荷重応答期終了から立脚中期後半までは股・膝・足関

節モーメントが共同して作用することで膝関節を伸展方

向に加速させる。 
3）立脚中期後半から遊脚前期中盤までは足関節モーメン

トと膝関節モーメントの拮抗した作用によって膝関節が

適切な位置に保たれる。 
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日本語話者の若年健常成人における発話速
度調節の一機序とその性差の検討
 
 
田村俊暁 1), 2)、佐藤克郎 1), 2)  
1) 新潟医療福祉大学 言語聴覚学科 
2) 新潟医療福祉大学大学院 医療福祉学研究科 
 
【背景・目的】発話に関わる神経や筋の障害によって発声

や構音に障害を来す dysarthria（ディサースリア、運動障

害性構音障害）患者に対する訓練として、発話速度の調節

法がしばしば慣例的に用いられている。 
しかし、発話速度の調節法では発話の明瞭度が改善する

一方でプロソディ―（prosody、韻律）が損なわれる不利

益も起こり得ることも知られているが、双方を高い水準で

維持するための詳細な方法論は示されていない。また近年、

従来「普通の速さで」の指示で測定されてきた発話速度に

ついて、「ゆっくり」や「速く」といった負荷を与える評

価方法が熊倉（2018）などによって提唱されている。 
本研究の目的は基礎データとして健常発話者が発話速

度を調節するときの一機序およびその男女差について検

討することである。 
 

【方法】対象は言語病理学を学ぶ若年健常発話成人 23 名

（平均年齢 21.4±0.8 歳、男性 10 名・女性 13 名）。 
対象者に長文「北風と太陽」（223 モーラ）の音読を指

示し、PCM レコーダーに録音した。音読は、1 回以上の

練習後、1）「通常の速度」、2）「できるだけ速い速度」で

の 2 条件を各 1 回行わせた。 
音声資料をパーソナルコンピューターに取り込んだ後、

音響解析ソフト praat を用いて音声波形を画面上に表示

し、施行ごとに音読に要した時間を測定した。音読に要し

た時間と文章全体のモーラ数から小澤ら（1997）に準じて

1 分間あたりに音読されたモーラ数を算出した。 
また、文章全体で実際に構音運動が行われている発話区

間と休止区間（200 ミリ秒以上の無音区間）を検討するた

め、音声波形と同期させたサウンドスペクトログラムで発

話区間と休止区間の時間と割合を各施行で測定・算出した。 
上記の実験は新潟医療福祉大学倫理委員会の承認を得

て実施された。 
 

【結果】総発話時間と総休止時間は、「通常の速度」で音

読させた場合は、平均総発話時間 33.2 秒（男性；34.1±
4.6 秒、女性；32.5±3.1 秒）、平均総休止時間 6.8 秒（男

性；9.1±3.6 秒、女性 5.0±1.5 秒）であった。「できるだ

け速い速度」では、平均総発話時間 22.4 秒（男性；20.5
±3.5 秒、女性；23.9±3.3 秒）、平均総休止時間 1.8 秒（男

性；1.6±0.9 秒、女性 2.0±0.7 秒）であった。 
1 分間あたりに発話されたモーラ数は、「通常の速度」

で音読させた場合が平均 408.9±42.7 モーラ／1 分、「で

きるだけ速い速度」では平均 616.6±110.6 モーラ／1 分

であった。 
発話区間と休止区間の全体に占める割合は、「通常の速

度」で音読させた場合、平均で発話区間 80.1%、休止区間

19.9％であった。「できるだけ速い速度」で音読させた場

合、平均で発話区間 92.2％、休止区間 7.8％であった。 
更に、女性に比して男性は「できるだけ速い速度」での

発話区間と休止区間の短縮率は有意に高かった（図 1）。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
【考察】今回の研究で主に以下の知見を得た。①「できる

だけ速く」の負荷により、発話区間に比較して休止区間は

著しく短縮した。②「通常の速度」に対する「できるだけ

速い速度」の発話区間および休止区間の短縮率は女性より

男性が高かった。③「通常の速度」では男性は女性に比し

て休止区間が全体に占める割合は多かったが「できるだけ

速く」の負荷を与えることで割合が女性に近づいた。 
今回の結果は、一定の明瞭度を保つための構音運動に要

する時間は制約が多く、休止時間はより柔軟に延長短縮が

可能であるという多くの先行研究を支持するものである。

また、「できるだけ速く」の負荷を与えることで「通常の

速度」では男女間に差が大きかった発話・休止区間の割合

が近づいたことは、発話時間のみでなく休止時間も一定の

明瞭度を保つための機序を担っていることを示唆するも

のである。 
以上より、dysarthria の臨床においては、dysarthria 患

者への適切な発話速度を検討する際に「できるだけ速く」

などの負荷を与えて通常との乖離を評価することに加え

て、発話区間・休止区間の時間やその割合に着目すること

で治療の選択肢が増えることが推察される。 
 
【結論】音読による発話速度調節の一機序およびその男女

差について検討した結果、発話速度評価の際には速度負荷

による通常発話時との変化に加えて、発話区間・休止区間

に着目することの重要性であることが示された。 
 
【文献】 
1) 熊倉勇美: 発話障害の評価と訓練—言語聴覚士に何が

できるか，何をすべきか, 言語聴覚研究, 15: 3-10, 2018. 
2) 小澤由嗣, 武内和弘, 城本修ら: 健常者の音読速度と

速度調節の方略－予備的検討－，広島県立保健福祉短大紀

要, 3: 95-102, 1997. 

（％） 
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図 1．「通常の速度」から「速い速度」への短縮率 
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自閉症スペクトラム児の表出語彙について
－品詞分析による検討－ 
 
 
吉岡豊 
新潟医療福祉大学 言語聴覚学科 
 
【背景・目的】定型発達においては初語の表出以降、初期

は名詞が早期に獲得されるが、1 歳 5 か月頃から動詞の獲

得が認められ、相対的に名詞の比率は減少し、1 歳 11 か

月頃には表出語彙の 50％程度になると報告されている

（藤原ら、2005）。一方、自閉症スペクトラム（以下、自

閉症）児の表出語彙においては名詞が特に多いことが指摘

され（吉岡、2013）、動詞の獲得が困難であることも報告

されている（西村、2004）。 
そこで本研究では、自閉症児の表出語彙を品詞別に分類

し、名詞の割合がどのように変化していくのかを語彙年齢

と関係づけて検討した。  
 

【方法】対象は自閉症と診断された 13 例（男児 9、女児

4）で、年齢は 5 歳 7 か月±9 か月であった。なお、全例

表出語彙数は 100 語を超えていた。 
13 例に対して個別法で絵画語い発達検査と田研式言語

発達診断検査（語彙検査のみ）を実施し、それぞれ理解語

彙年齢と表出語彙年齢を算出した。なお、これらの検査で

語彙年齢が算出できなかった場合は遠城寺式・乳幼児分析

的発達検査の発語と言語理解の発達年齢を語彙年齢とし

た。保護者に対しては、表出語彙チェックリスト表による

語彙チェックを依頼した。表出語彙チェックリストは全 3、
141 語からなっており、その内訳は名詞 2,115 語（約 67％）、

動詞 505 語（約 16％）、オノマトペ 201 語（約 6％）、形

容詞 111 語（約 3％）、副詞 83 語（約 2.5％）、助詞・助動

詞 65 語（約 2％）、その他 61 語であった。なお、構音が

不明瞭であった場合や語の一部しか表出していないワー

ドパーシャルを表出した場合は表出可能な語彙とし、オウ

ム返しによる発語は除外してもらった。 
 
【結果】対象となった 13 例の表出語彙年齢は平均 4 歳 3
か月±8 か月、理解語彙年齢は 3 歳 2 か月±12 か月と表

出語彙年齢が有意に高かった。  
 表出語彙年齢および理解語彙年齢と表出語彙数との関

係を図 1 に示した。この図から、表出語彙年齢との相関は

低いが（r=0.35）、理解語彙年齢とでは語彙年齢が上昇す

ると表出語彙数も増えていく傾向が認められ（r=0.89）、
その関係は有意であった。 
次に、語彙年齢順に表出語彙数および名詞の割合がどの

ように変化していくのかを検討したのが図 2 である。この

図からは、表出語彙年齢順では一定の傾向は認められいの

がわかる。一方、理解語彙年齢順では理解語彙年齢が高く

なるにしたがって、表出語彙に占める名詞の割合が減少傾

向にあった。また、理解語彙年齢が高くなるに伴い、表出

語彙数も多くなる傾向にあった。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【考察】本研究の結果、表出語彙年齢は理解語彙年齢より

も有意に高く、これまでの研究と一致していた（Hudry ら、

2010、吉岡、2014）。このことから、自閉症児における表

出語彙年齢と理解語彙年齢の乖離は特徴の 1 つと思われ

る。 
 表出語彙数と関係が強かったのは、理解語彙年齢の方で

あり、表出語彙に占める名詞の割合も理解語彙年齢の上昇

に伴って減少傾向にあった。このことから、表出語彙数お

よび品詞の割合は理解面との関係が深いことがうかがわ

れる。その理由の１つとしては、自閉症児に対して実施さ

れた田研式言語発達診断検査（語彙検査）による表出語彙

年齢が対象児の語彙レベルを反映していないことが考え

られる。 
 

【結論】自閉症 13 例を対象に、表出語彙数および品詞割

合と語彙年齢との関係を検討した。その結果、品詞の割合

は名詞が最も多いこと、表出語彙数と名詞割合の減少は理

解語彙年齢と関係のあることが示唆された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2 理解語彙年齢と表出語彙数、品詞割合の関係 

 

図 1 語彙年齢と表出語彙数の関係 
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通所介護施設に通所する高齢者の聴性行動
と聴力に関する研究 
 

 

平野春樹、吉岡豊 

新潟医療福祉大学大学院 医療福祉学研究科 

 

【背景・目的】 高齢化に伴い、通所介護施設へ通所する高

齢難聴者の数も増加してきている（厚生労働省、

2016）。しかし通所介護施設に入所する高齢者に対し

て、摂食・嚥下障害などの身体面のケアは積極的に行わ

れているが、高齢難聴者と施設職員とのコミュニュケー

ションについては問題になることも多い。また実際の通

所介護施設現場では、聴力測定機器を用いて効果判定を

行うことは難しく、見えない障害である難聴は放置され

る傾向にある。そのことからも、高齢難聴者の行動特性

に応じた評価が重要となってくるが、高齢者における聴

性行動と聴力レベルとの関係について定量的に測定した

報告は少ない。また施設に通所する高齢難聴者の聴力レ

ベルに応じた対応の報告も見当たらない。そこで本研究

は、高齢難聴者の聴性行動が聴力レベルとどの様な関係

にあるのかを目的に検討を行った。 

 

【方法】対象は、通所介護施設（A、B、C の 3 施設）を

利用している高齢難聴者 40 例（男性 13 例、女性 27 例）

であった。年齢は 65 歳～99 歳であった。平均聴力レベル

が 26dB から 89dB であった。脳血管障害の既往歴がある

者も対象とした。 聞こえの状態については日本聴覚医学

会きこえの質問紙を使用し主観的に評価してもらった。ま

た気導聴力検査を実施し、良聴耳の平均聴力レベルを求め、

40dB 未満群（14 例）と 41dB 以上群（26 例）に分類し

て分析を行った。なお、各施設の等価騒音レベルは A 施

設が 60.9dBA、B 施設では 64.2dBA、C 施設では 61.7dBA
であった。 
 

【結果】聴力レベル 40dB で 2 群に分けたところ平均年齢

は、40dB 未満群と比べて 41dB 以上群は有意に高かく、

語音明瞭度も 40dB 未満群は有意に高かった。日本聴覚医

学会きこえの質問紙の回答について、自己評価が異なった

のは「1 対 1 の聞き取り」を除く 9 項目に有意差が認めら

れた（表 1）。次に、回答を聴力別に見たのが表 2 である。

この表から、40dB 未満群では「人込みでの会話の聞き取

り」や「小声での聞き取り」、「テレビの聞き取り」以外の

項目ではバラツキは少なく、ほぼ全ての項目でいつも聞き

取りやすい傾向にあった。一方 41dB 以上群では全ての項

目でバラツキが多く、特に「人込みでの会話の聞き取り」

や「小声での聞き取り」、「テレビの聞き取り」について、

評価点 4or5 の「聞こえないことが多い」「いつも聞き取れ

ない」でバラツキが多かった。 

 

 

 

【考察】通所介護施設を利用している難聴高齢者を対象に、

聴性行動と聴力レベルについて結果、40dB を境として、

「1 対 1 の聞き取り」を除く 9 項目について有意な差が認

められた。この傾向は良条件下の語音聴取だけではなく、

環境音や悪条件下の語音聴取で行動特性にも違いが認め

られた。以上のことから、これらの調査項目で自己評価が

低い場合は聴力レベル 40dB を超えていると推測できる

ものと思われる。ただし、鶴岡ら（日本聴覚医学会、1997）
は S/N 比の悪化は中等度聴覚障害者の語音聴取に影響を

及ぼすことを指摘しているが、本研究施設で対象となった

施設の等価騒音レベルは 60dBA 以上と比較的うるさかっ

た。これは通所介護施設の一般的な状況とも考えられるが、

等価騒音レベルの高さが聴性行動の評価に影響している

可能性もある。今後は暗騒音レベルの低い状況での聴性行

動評価も必要となってくるものと思われる。 
 
【結論】本研究の結果、聴力レベル 40dB を境として、「1
対 1 の聞き取り」を除く 9 項目について聴性行動評価が

大きく異なる可能性が示唆された。 
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身体重心位置を床反力から計算する手法 
 
 
津留崎康平 1)、江原義弘 1), 2)、井上捷太 2) 
1) 新潟医療福祉大学 義肢装具自立支援学科 
2) 新潟医療福祉大学大学院 医療福祉学研究科 
 
【背景・目的】身体重心 (以下 COG) を三次元動作解析

装置を用いて算出する際には身体各部に貼付した赤外線

反射マーカーを基にして、体節毎の重心を求め、それらを

合成することで求めている 1)。しかしこの手法での重心 
(以下 COGc) は欧米人の体格をもとにした係数を用いて

いるので、体格が異なる被験者や義足使用者では本来の位

置とは異なる可能性がある。また複数のカメラを用いるな

ど大きな空間を必要とする不便な点があった。そこで

Zatsiorsky ら 2) は床反力計のみを用いて、COG を計算す

る手法を考案した。床反力水平方向成分が各々ゼロとなる

時点での床反力作用点 (以下 COG) の位置をスプライン

補間して得られた波形を COG とする手法である。しかし

この方法で得られたCOGは二階微分によっても床反力水

平方向成分から計算した加速度と一致せず、力学現象を無

視したものであった。本研究では Zatsiorsky らの問題を

解消し、歩行時において床反力計のみで COG を算出する

新たな手法 (以下 COGf) を考案し、カメラを用いる方法

で得られた COGc と比較した。 
 
【方法】被験者は身長 162 cm、体重 56 kg の健常成人男

性とした。床反力計は 6 台 (OR6-6-2000：AMTI 社製) 使
用した。カメラを用いる従来法の COGc を計算するため

に赤外線カメラ 11 台を含む三次元動作解析装置(VICON 
MX) と、直径 9 mm の赤外線反射マーカーを 43 個使用

した。被験者にはアスレチックシャツとアスレチックパン

ツを着用させ、赤外線反射マーカーを貼付した。 
 Plug-in-gait の 39 箇所に加え膝関節、足関節の内外側

にそれぞれ貼付し、歩行動作 10 試行を行った。計測デー

タを Matlab (R2018a) にて COGc と COGf を計算した。

算出手順について左右床反力の前後方向成分を例として

説明する。歩行中の床反力を身体質量で除した加速度を積

分し、COG の速度を求め、これを積分し仮の COGf を求

めた。これを COGf ’とした。床反力前後方向成分がゼロ

になる時点 t1、t2 での床反力作用点を COP(t1)、COP(t2)
とし、この時点での COGf ’を COGf ’ (t1)、COGf ’(t2)とし

た。以下の式で COGf を計算した。 
= + + 

  

この式により t=t1 の時、COGf(t1 )=COP(t1)、t=t2 の時、

COGf(t2)=COP(t2)となる。 

【結果】算出された前後方向の COP と COGf と COGc
を図 1 に、左右方向の COP と COGf と COGc を図 2 に

示す。前後方向成分の COGf を二階微分して求めた加速

度に身体質量を乗じた結果と床反力の関係を図 3 に示す。 

 
【考察】前後方向に関しては、手法間でほぼ違いのない波

形を得ることができた。左右方向に関しては COGf より

も COGc の平均値が比べてゼロに近くなる結果が得られ

た。これは COGf の位置がより正中に位置していること

の裏付けにもなる。また COGf の時系列データを二階微

分した加速度に身体質量を乗じた値は床反力水平方向成

分と完全に一致した (図 3)。今後は体節の質量分布の異な

る被験者への適用を目指し、様々な動作に対応できるよう

に研究を進めていきたい。 
 
【結論】本研究では床反力計を用いて COGfを求め、従来

の手法である COGf と同等程度の精度を得ることができ

た。なおこの内容は第 40 回臨床歩行分析研究会定例会に

て発表した内容である。 
 
【文献】 
1) Winter A, 長野明記, 吉岡伸介 (訳): バイオメカニク

ス 人体運動の力学と制御, ラウンドフラット, 94, 東京, 
2011. 
2) Zatsiorsky VM, Duarte M: Instant equilibrium point 
and its migration in standing tasks: rambling and tre- 
mbling components of the stabilogram, Motor Control, 
3: 28-38, 1999. 

図 1 前後方向の COG と COP 図 2 前後方向の COG と COP 

図 3 床反力の前後方向成分と COGf から得られた加速度 
に身体質量を乗じた値前後方向の COG 

Ｐ－13

－ 38 －

第18回  新潟医療福祉学会学術集会



Flying Wheelchair Supporters 国際ボラ
ンティア活動報告 in 台湾 
 
 
内藤美穂 1)、石埜なつみ 1)、大川可奈絵 1)、山村安優美 1)、 

渡邉キララ 1)、泉本絵里 1)、伊里風音 1)、小池涼太郎 1)、 
小林海斗 1)、滝吉友香 1)、早坂彩菜 1)、本間圭太 1)、 
村山保 1)、前田雄 1)、須田裕紀 1)、東江由起夫 1)、 
大鍋寿一 2) 
1) 新潟医療福祉大学 Flying Wheelchair Supporters 
2) University of Pittsburgh 
 
【背景・目的】空飛ぶ車椅子プロジェクトとは、全国の約

35 校の工業高校を中心に、大学、ボランティア団体等の

40 以上の団体が一般の家庭や病院、施設等で使用されな

くなった車椅子を回収・修理し、東南アジアをはじめとす

る発展途上国に届ける活動である。1990 年に栃木工業高

校でその活動が始まり、1999 年に公益財団法人日本社会

福祉弘済会が主管となりプロジェクトを進めている。その

活動は、回収ボランティア、修理ボランティア、輸送ボラ

ンティア、現地ボランティアで構成されている。（図 1）本

学の「空飛ぶ車椅子サークル FWS：Flying Wheelchair 
Supporters」は当学科開設の 2007 年より当時の大鍋教授

が中心となり発足したサークル活動である。現在では義肢

装具自立支援学科を中心とした本学の学生 1~4 年生の総

勢 70 名の部員が活動している。これまでに、国内外で回

収、修理、輸送の活動を行ってきた。今回は 2018 年 8 月

17 日から 8 月 21 日にかけて、台湾にて実施された「空飛

ぶ車椅子」プロジェクトの活動において、日本で修理した

車椅子を送り、利用者や施設への寄贈と現地での修理会を

行った。今回の活動を通して、空飛ぶ車椅子プロジェクト

に参加する団体として、唯一、医療福祉に関する知識をも

つ本学のサークルが担う具体的な役割と、今後の活動にお

ける課題と方向性を確認することができたので報告する。 
 
 
 
 

 

 

図 1．「空飛ぶ車椅子」プロジェクトの主な流れ 

 
 
 
 
 
 
 
 

図 2．集合写真 

【方法】今回の参加者・団体は、日本社会福祉弘済会 1 名、

浮羽工業高校教員 1 名、神奈川工科大学 10 名、神奈川工

科大学 OB2 名、新潟医療福祉大学 13 名(義肢装具自立支

援学科 11 名・理学療法学科 2 名)、韓国人ボランティア 1
名、日本人ボランティア 3 名、台湾ボランティア 6 名、の

総勢 37 名であった(図 2)。渡航時に、全国の高校生やボラ

ンティアが修理した車椅子約 27 台を持参し、台湾へ届け

た。輸送中の衝撃による破損が生じたため、現地で 40 台

の点検、修理、調整を行った。 
 
【結果】活動内容を下記に示す。 
1 日目: 老人福祉施設（弘道仁愛之家）にて車椅子の修理 
2 日目: 老人福祉施設（翠柏新村）にて車椅子の修理 
3 日目:基隆士福祉機器資源センターにて車椅子の修理 
各施設への車椅子の寄贈数は、弘道仁愛之家へ寄贈（6 台）、

翠柏新村へ寄贈（3 台）、基隆士福祉機器資源センターへ

寄贈（18 台）であった。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 3．車椅子修理の様子 
 
【考察】今回の活動では、現地の老人福祉施設において約

27 台の車椅子の寄贈と合計 100 台以上の車椅子の点検、

修理を行った。中には普段の生活で使用されている、車椅

子の調整もあり、机上では学ぶことのできない車椅子適合

の技術向上に繋がったと感じた。日本からの参加者に加え

て、台湾や韓国の社会人ボランティアの方々も一緒に活動

に加わっており、互いに交流を図ることが出来た。また施

設を訪問した際は、どの施設からも歓迎を受けた。今回の

プロジェクトでは、台湾の老人福祉の現状や制度について

も知ることができ、とても貴重で充実した内容であった。 
 
【結論】空飛ぶ車椅子プロジェクトにおける FWS サーク

ルの役割は、本学の特色である医療福祉の技術を活かした

支援であり、車椅子・シーティングの適合技術に関する技

術を通して、ボランティア活動を推進し、プロジェクトの

発展に貢献したいと考える。 
 
【謝辞】本プロジェクトは「公益財団法人日本社会福祉弘

済会」「新潟県社会福祉協議会県民たすけあい基金助成事

業」の支援を受けた活動である。 
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3DP-AFO の設計に用いるプラスチック AFO の
トリミング設定の違いによる特性の分析 
 
 
須田裕紀 1)、郷貴博 1)、前田雄 1)、東江由起夫１)、 
田村真明 2)、山﨑一史 3)、高橋篤 3)、石谷拓也 3) 
1) 新潟医療福祉大学 義肢装具自立支援学科 
2) 株式会社田村義肢製作所 
3) コニカミノルタ株式会社 
 
【背景・目的】近年、義肢装具製作においても 3D プリン

ター(以下、3DP)の応用が注目され、諸外国をはじめ様々

な取り組みがなされている。一部の義肢装具では、実用化

レベルまでに達しており、筋電義手の指部分や、装具の継

手パーツ、簡易的な治療装具に応用されている。義肢装具

製作で応用が期待されている 3DP で装具を製作する場合、

3D スキャンを用いて下肢の形状を獲得し、CAD ソフトで

修正を行う製作手法が考えられる。さらに 3D CAD ソフ

トと合わせて有限要素解析などのシミュレーションによ

って、装具に必要な強度や剛性を客観的なデータで算出し、

装具のトリミングやデザインを決定することができる。一

方で、義肢装具の製品に関わる材料では、強度や剛性が高

いだけでなく、靭性や延性などの性質も必要となる。特に、

プラスチック材料を用いた装具の場合、プラスチック材料

特有の可撓性や弾性力を装具の機能として求める場合が

ある。現状の装具のデザイン設計は、使用者の身体機能や

麻痺の程度を考慮しながら経験に基づいて感覚的かつ主

観的に行われている。そのため現状の PP(polypropylene)
製 AFO(SHB 型)のトリミングラインの設定における客観

的なデータが存在しない。そこで本研究では、3DP を用

いた装具製作の設計に必要な基礎データを得るために、既

存の PP 製 AFO のトリミングラインの設定と、装具の矯

正モーメントの関係性と特徴を分析することとした。 
 
【方法】計測用 AFO は平均的な健常成人の足を基に製作

し、4 mm の PP 材料を従来通りの製作方法にて成形した。

SHB のトリミングラインは、一般的に足継手より近位で

の調整は底屈制動に、遠位での調整はで背屈制動に影響す

るといわれている。今回はトリミングラインと底屈制動の

関係性を明らかにするため、遠位部では外果中央を通り、

近位部では装具長の近位 1/3 レベルの間のみの AP 径を変

化させた。トリミングラインの具体的な設定は、

4/12AP(1/3AP 相当)、5/12AP、6/12AP(1/4AP 相当)の 3
水準とした(図 1)。 6/12AP の設定は、外果中央を通り

Rigid type の AFO に相当する。4/12AP は Soft type の

AFO に相当する。今回の下肢モデルでは、各水準間の削

り量の違いは 5 mm 程度であった。装具の足継手部分は

踵部内壁と第 1 中足骨頭内壁を結ぶ方向を進行方向とし、

足継手部は進行方向に直行するように設定した。 

 

【結果】評価試験機にて計測した各トリミングラインの設

定における AFO の底背屈モーメントと角度変化の結果を

図 1 に示す。縦軸が AFO に加わる底背屈モーメント[Nm]
で＋方向が背屈、－方向が底屈を示す。横軸は底背屈角度

[deg]を示す。結果から全体的な傾向として、背屈モーメン

トに比べて底屈モーメントの方が大きい値となった。トリ

ミングラインによる違いを比較すると、底屈モーメントに

おいてトリミングラインの設定に準じた段階的な変化が

見られトリミングの削り量が大きくなると底屈モーメン

トが小さくなる結果となった。最大底屈角度 8°において

は 4/12AP では-25.86 Nm、5/12AP では-31.62 Nm、

6/12AP では-41.4 Nm となった。一般的に臨床で用いら

れるリジットタイプの 4/12AP とソフトタイプの 6/12AP
を比較すると約 1.6 倍の差があった。一方、最大背屈角度

8°においては、4/12AP では 15.06 Nm、5/12AP では

15.42 Nm、6/12AP では 20.4 Nm であり大きな差は見ら

れなかった。 

 
【考察】今回の結果から、AFO(SHB 型)におけるトリミ

ングラインと装具の底背屈モーメントならびに剛性の特

徴を明らかにできた。これは、装具の足関節部分における

断面二次モーメントで説明できるが、生体の足関節部分の

形状は一様な U 型ではなく、水平面においては外果に対

して内果は前方にあり、前額面では上方に位置するため、

トリミングラインの設定によって断面形状は変化するた

め説明は複雑となる。しかし、これらのデータは臨床にお

ける装具のトリミングラインの決定や微調整、CAD ソフ

トにおける装具のデザイン設計の基礎データとして極め

て有益な情報であるといえる。今後はトリミングラインと

背屈モーメントの関係性や、底背屈モーメントの関連性を

明らかにし、粉末焼結積層方式による 3DP-AFO と比較

検証し、3DP-AFO の臨床活用に向けた基礎データを集積

する予定である。 
 
【謝辞】本プロジェクトはコニカミノルタ研究費、新潟医

療福祉大学研究奨励金の助成を受けたものである。 
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3D スキャナーを用いた下腿義足ソケット設
計の取り組み－第 3 報 採型手技による断端
形状の変化について－ 

 

 

郷貴博 1)、須田裕紀 1) 、前田雄 1) 、東江由起夫 1) 、
田村真明 2) 、髙橋篤 3) 、石谷拓也 3) 、山﨑一史 3) 
1) 新潟医療福祉大学 義肢装具自立支援学科 
2) 株式会社田村義肢製作所 
3) コニカミノルタ株式会社 
 
【背景・目的】義肢装具などの支援機器に求められる多様

な個別性に対応する可能性を持つものとして、3D 技術が

注目されている。今後、さらにこれらを義肢装具製作・供

給システムへ活用するためには、入力(スキャン)した生体

3D データから、医学的根拠に基づいた最適な義肢装具を

設計できる 3D-CAD ソフトウェアの開発が肝要である。

しかし、これを実現するためには、従来の製作過程におい

て義肢装具士の経験則によって施されてきた特殊な採型

手技や身体的特徴を考慮した陽性モデル修正法などを定

量化し、そのアルゴリズムを解明しなければならない。特

に断端採型おいては、正確な断端形状の獲得および適切な

採型手技が必要不可欠であるが、これらを定量的に分析し

た報告はない。 そこで今回は、下腿切断者を対象として

①切断端および②採型より得られた陽性モデルについて

3D スキャンを行い、両者の三次元形状を比較することで

採型手技が断端に与える形状変化を分析し、義肢装具士の

採型技術を定量的に明らかにすることを目的とした。 
 
【方法】被験者は下腿切断者 2 名(A：45 歳男性、左下腿

切断 B：77 歳男性，右下腿切断)とし、断端採型方法は

筆者らの推奨する TSB 式 2 段階採型法とした。その後、

採型より得られた陰性モデルを基に石膏陽性モデル(以下、

陽性モデル)を作製した。そして、①切断端および②陽性

モデルに対し 3D スキャンを行い、3D-CAD ソフトウェア

にて三次元形状の比較を行った。分析項目は MPT(mid 
patellar tendon：膝蓋腱中央)レベルより 10 mm 間隔の

断面積、断端長、表面形状変化とした。 
使用機器は 3D スキャナー(Sense 2nd Generation ：3D 

Systems)、3D-CAD ソフトウェア(Geomagic Design X：

3D Systems 、 Fusion 360 ： Autodesk 、 PolyWorks 
Inspector：Innovmetric)とした。 
 
【結果】1)断面積 
切断端と比較した陽性モデルの断面積に着目した結果、

両被験者ともに断端長近位 80%領域において陽性モデル

の断面積が減少していることがわかった。これは採型時に

断端近位部が圧迫されていることを示し、その平均値は被

験者 A にて 5.0%(max 9.8%)、被験者 B にて 7.3%(max 
8.5%)であった。それぞれの結果を図 1・2 に示す。 

2)断端長、形状表面偏差 
切断端と比較した陽性モデルの断端長に着目した結果、

両被験者ともに陽性モデルにおいて 3 mm の延長を呈し

た。また同様に切断端-陽性モデル間の表面形状変化につ

いて着目すると、両被験者ともに断端前面では形状変化が

少なく、断端後面にて形状変化が大きい傾向にあった。 

図 1：被験者 A 断面積 

図 2：被験者 B 断面積 
 

【考察】両被験者ともに、切断端と比較して陽性モデル断

面積が減少することがわかった。また表面形状に着目する

と断端後面にてその変化が大きく、義肢装具士の採型手技

によって意図的に断端後面近位部に圧迫を付加している

ことが示唆された。これは断端後面近位部の軟部組織を圧

迫し断端硬度を上昇させることで、体重支持性を向上させ

るための手技と考えられる。またこの圧迫に付随して断端

が遠位方向へ伸長したことにより、陽性モデルの断端長が

延長したものと考えられる。従来より、圧迫された軟部組

織は形状変化と組織移動を呈すると言及されてきたが、今

回の結果はこれを示唆したものであり、これらの現象を考

慮した 3D-CAD ソフトウェアの開発が必要である。 
 
【結論】義肢装具士による従来の下腿義足採型法において

は、断端後面近位部を圧迫していることが定量的に示唆さ

れた。またこの圧迫により断端は遠位方向へ伸長している

可能性があることがわかった。 
 
【謝辞】本研究はコニカミノルタ研究費、新潟医療福祉大

学研究奨励金の一部助成を受け実施したものである。 
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障がい者陸上教室（NUHW ParaTFC）の活動
報告 
 
 
髙橋素彦、笹本嘉朝、佐藤未希、須田裕紀、勝平純司、

前田雄、郷貴博、東江由起夫 
新潟医療福祉大学 義肢装具自立支援学科 
 
【背景・目的】2020 年東京オリンピック・パラリンピッ

クの開催に向けて、日本各地で盛り上がりをみせている。

これまで、パラリンピック競技においては、オリンピック

競技に比べて、その人気や知名度はかなり劣っていた。し

かしながら、パラアスリートがメディアに取り上げられる

機会が増え、知名度は徐々に上がっている。さらに、障が

い者を対象とした多くのスポーツチームが日本各地で活

動しており、障害を持つ方が気軽に参加することが可能と

なってきた。本学においても昨年 7 月（2017 年 7 月）か

ら四肢切断者を対象に陸上教室を開始した。 
 本学で実施する障がい者陸上教室の目的は、以下に挙げ

る 4 項目である。 
① 障がい者スポーツの普及と推進：障がい者スポーツ人

口の拡充とパラアスリートの育成を目指す。 
② 学生教育：現行カリキュラムにはスポーツ用義肢に関

する科目はない。そのため、活動を通してスポーツ用

義肢の製作法や評価法についての理解を深める。 
③ 研究活動：スポーツ用義肢に関する研究を推進し、パ

ラアスリートの支援と育成に貢献する。 
④ 地域連携・健康増進：地域社会の活動力を育成し、障

がい者を対象とした健康増進活動を行う。 
 
【方法】本活動は、現段階では月に一度、月末の金曜日

19 時 30 分から 21 時 30 分までの 2 時間を活動時間とし

ている。練習場所は本学陸上屋内走路である。参加者は、

本学教職員（義肢装具士有資格者含む）、学生、義足使用

者（大腿義足使用者）、理学療法士（近隣医療施設勤務者）、

義肢装具士の 30 名程である。本活動を実施する上で、練

習場所やスタッフの他にスポーツ用義肢パーツが必要と

なる。スポーツ用義肢パーツは高価であり、参加者全員分

を購入し準備することは難しい。そのため、義肢パーツメ

ーカーの協力のもと無償で借受けている。 
 義足使用者は、スポーツ用義足を用いてランニング練習

を行う。そのため、義肢パーツメーカーより借受けたスポ

ーツ用義肢パーツに交換する必要がある。この工程につい

ては、参加学生が行い、最終的に義肢装具士有資格者が全

ての確認を行っている。健常者がスポーツ義足を体験する

ことができる模擬義足やその他工具類等の準備について

も参加学生が分担して行っている。 
 
 
 

【結果】現在までの活動経過を以下に示す。 
 2017 年 7 月より活動を開始し、現在（2018 年 8 月）ま

でに 13 回の練習会（図 1）を実施している。初回参加者

は、大腿義足使用者 3 名。スポーツ用義足を使用するのは

初めてであり、立位バランスや歩行練習から開始した。以

下に主な活動内容を示す。 
2017 年 7 月 「NUHW ParaTFC」活動開始。 
2017 年 12 月 多くのパラアスリートの義足製作に従事

している義肢装具士を招いて練習会と講演会を実施。 
2018 年 5 月 「第 19 回新潟県障がい者スポーツ大会」

に 3 選手が出場。全員が自己ベストタイムを更新。 
2018 年 10 月 新潟市代表として 2 選手が「全国障がい

者スポーツ大会」に出場予定。 
 練習会以外の活動として、健常者がスポーツ用義足を擬

似的に体験できる模擬義足を本学科学生が製作している。

これは、普及活動の一環としてイベント等で健常者が義足

体験し、義足使用者を理解することを目的としている。さ

らに、絶対数が少ない切断者の走行に関する研究において

も、模擬義足を用いることで様々な実験が可能となり有用

である。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 1 練習風景 
 
【考察】活動開始から 1 年が経過し、目的とする障がい者

スポーツの普及と推進、学生教育、研究活動、そして地域

連携と健康増進において、少しずつではあるが形になり始

めている。しかしながら、目的の一つであるパラアスリー

トの支援および育成までには至っていない。今後は専門的

知見や多面的意見が必要であり、他分野の学科教員および

学生と連携を深めていく必要がある。 
 
【結論】本学で活動する「障がい者陸上教室（NUHW 
ParaTFC）は、義肢パーツメーカー協力のもと、近隣医

療機関ならびに義肢製作企業との連携も構築されつつあ

る。本学学生は障がい者スポーツを身近に感じ、積極的に

支援している。今後も本活動の情報を発信し、より多くの

方々が興味を持ち、参加してくれることを願う。 
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新潟医療福祉大学視機能科学科における3D
プリンタの視覚生理学実習への応用 
 
 
戸田春男 1)、生方北斗 1)、近藤正紀 2)  
1) 新潟医療福祉大学 視機能科学科 
2) 新潟医療福祉大学 医療情報管理学科 
 
【背景・目的】医学関連領域における学習や検査データの

評価には、対象とする部位についての正しい局所解剖の知

識が欠かせない。これは視能訓練士の育成においても例外

ではなく、眼窩を中心とした脳幹・頭蓋底・眼球の構造を

三次元的に把握することは学修上必須である。 
このことは視能訓練士国家試験の出題傾向にも反映さ

れ、脳幹・頭蓋底・眼窩の解剖に関する設問がこの 10 年

間に 11 題出題され、殊に直近 3 年間は連続して計 5 題が

出題された。 
これに対して新潟医療福祉大学視機能科学科（以下当科）

では視覚生理学実習の一環として脳模型の作成を行い、ヒ

ト脳幹の三次元的な局所解剖の把握に努めてきた。しかし

ながら、眼窩・頭蓋底を含んだ骨の局所解剖においては模

型の提供が不足していた。実習には少なくとも数人に 1 個

の眼窩部模型が必要だが、1 個あたり数千円程度で市販さ

れている頭蓋骨模型は眼窩部の再現性が低すぎるため実

用性がなかった。 
そこで、今回、高精度な 3D プリンタを用いて眼窩部に

絞った模型を作成し、当科学生実習に応用したので報告す

る。 
 
【方法】当該実習項目は 2018 年 7 月 6 日に、当科 2 年次

生 49 名を対象に行った。全員を 5 ないし 4 名のグループ

に分け、3D プリンタによって作成したヒト眼窩部模型を

各々1 個配布した。 
眼窩部模型は実物大で、トルコ鞍から吻側の頭蓋底部か

ら前額部に至るまでの部位を含む。上眼窩裂・視神経管・

下眼窩裂が正しい位置に形成されていることを確認して

ある。一個あたりの材料費は約 1,500 円だった。当該模型

の作成に関する詳細は近藤らの発表に譲る。 
 実習開始時のミニレクチャーで、脳幹部の構成・眼に関

わる脳神経の起始と走行・頭蓋と眼窩とを繋ぐ開口部につ

いて簡単に説明した。実習生は粘土で視床＋脳幹部の簡単

な模型を作り、中脳と橋を特定した上で第Ⅱ、第Ⅲ、第Ⅳ、

および第Ⅵ脳神経の起始を確認した。 
以上の準備が整ったところで、第Ⅱ、第Ⅲ、第Ⅳ、およ

び第Ⅵ脳神経に相当する紐を粘土製脳模型に取り付け、そ

れぞれ上眼窩裂・視神経管・下眼窩裂のうち正しいものを

通して眼窩に引き出した。眼窩部模型と脳模型との接続が

終わったら、各自 iPad でそれを撮影し、必要な凡例を追

記したうえで実習報告とした。 
 

【結果】提出された実習報告画像の一例を図１に示す。右

の黒い部品が今回作成した眼窩部模型、左色の灰色に見え

る塊が粘土で作った視床＋脳幹部の模型である（上方向に

二つ突出しているのが視床に相当する）。 
実習に参加した学生全員が眼窩部模型と脳模型の接続

画像を提出した。一部の例では第Ⅳ脳神経の起始があやふ

やな場合があったが、全員が視神経管には第Ⅱ脳神経が通

り、他は全て上眼窩裂を通ることを理解した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【考察】3D プリンタを応用することで、眼窩部を中心と

した実物大頭蓋骨模型を高精度かつ安価に作成し、当科学

生実習を充実させることができた。 
 この模型を見れば、眼窩にある 3 つの穴（上眼窩裂・視

神経管・下眼窩裂）の構造や頭蓋内部との関係は明らかで

あり、学生の神経局所解剖の理解に役立つと思われる。ま

た、視神経管からトルコ鞍にかけての構造がかなり急峻で

あることに加え、視交叉がどのように収まっているのかも

理解しやすいと思われる。偶々実習を見ていた上級生から

「自分たちの実習でもこれを使いたかった」との声を耳に

した。 
 今回は作成時間の都合上 5 ないし 4 名に 1 個の模型を

配布するにとどまったが、できればさらに多くの模型を配

布したい。また、第Ⅵ脳神経が頭蓋底を長い距離にわたり

走行することを理解するには、より尾側までの模型が好ま

しいが、そのためには脳幹部模型側も実物大でなければ意

義が薄く、粘土で短時間に実物大の脳幹部模型を作るのは

困難なので、今後の検討事項としたい。 
 
【結論】眼窩部の局所解剖に対する理解を助けるため 3D
プリンタを用いて高精度な実物大ヒト頭蓋骨模型を作成

し、学生実習に応用したところ、好感触を得た。 
 
【文献】 
1) 近藤正紀: 3D プリンターの教育場面での利用に関する

一考察, 新潟医療福祉学会誌, 第 17 回新潟医療福祉学会

学術集会特集号: 72, 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 実習報告画像の一例 
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オープンソース環境で構築した GUI 心電図
RR 間隔解析ソフトウェア 

 
 
戸田春男、内山直美、塚越みづき、津野彩加、 
東海紗季、西村恵美 
新潟医療福祉大学 視機能科学科 

 
【背景・目的】ヒトの心拍数は一定ではなく、自律神経

活動を反映して刻々変化するため、瞬時心拍数の時間変

動(HRV)を用いて自律神経活動を評価することができる。

例えば HRV の中の遅い(0.04–0.15 Hz)成分と速い(0.15–
0.40 Hz)成分の比(LF/HF)は交感神経系の緊張を評価する

指標と考えられている。 
HRV は心電図の隣接する二つの R 波の間隔(RR 間隔)

を解析すれば得られるが、多くの心電図解析ソフトウェ

アはプロプライエタリな製品であり、費用負担があるば

かりではなく利用者による複製・リヴァースエンジニア

リング・改変が制限されている。 
一方、「フリーソフトウェア」「オープンソース」と呼

ばれる運動が 1980 年代以降盛んになり、GUI フレーム

ワークを含んだ高度な開発環境が有志の手で供給される

ようになった。今回、オープンソース開発環境を用いて

GUI 心電図 RR 間隔解析ソフトウェアを開発したので報

告する。 
 

【 方 法 】 GUI フ レ ー ム ワ ー ク に は Lazarus 
(https://www.lazarus-ide.org)を用いた。これは Borland 
Delphi との間に高い互換性をもつオープンソース・マル

チプラットフォーム開発環境である。今回は同じソース

コードから Mac OS X El Capitan 用と Windows 用の二

種類の実行ファイルを作成した。 
周期的なデータを検出する方法として自己相関が広く

用いられる。今回はこれを応用して、テンプレートマッ

チング法による QRS コンプレックスの検出を試みた(図
A, B)。同データを用いて各 RR 間隔を計算し、三次元ス

プライン補間後に高速フーリエ変換(FFT)を行った。 
テストデータは本学科四年次生 5 名の両手首から記録

した。ヘッドアンプには INA128(Texas Instruments)を
用い、VC10(日本光電)によって 0.08–100 Hz のバンドパ

スフィルタをかけた。帯域制限した信号を 500 Hzでサン

プリングしハードディスクに保存した。被験者に軽い精

神ストレスを与えるため、12 分間の記録中、中間の 4 分

間、視能訓練士国家試験の過去問から出題して口頭試問

を行った。 
 

【結果】旧式(2007 年モデル)の Macintosh コンピュータ

(Apple iMac, Intel Core2Duo, 2.0 GHz, dual core × 1)や
Windows タブレット(Acer W3-810fp, Intel Atom Z2760, 
1.5 GHz, dual core × 1)を用いても、12 分間のデータの

処理にファイル入出力込みで 14 秒を要するのみだった。 
 テンプレートマッチング法は単純であるにも拘わらず

思いの外ノイズ耐性が良好で、筋電図やドリフトの混入

した心電図からも高い精度(95%以上)で QRS コンプレッ

クスを検出することができた。(図 C) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【考察】QRS コンプレックス誤検出の主な原因は心電図

自体のスケールアウトであり、記録時の低域遮断周波数

を高くすることでほぼ除去できると思われる。現在では

計装アンプやマイクロコンピュータ等の比較的安価な汎

用デヴァイスが高性能化し、「選択と集中」から漏れた研

究室でも安価で持続的な研究環境を構築するために役立

っている。加えて扱いやすくオープンな解析ソフトウェ

アの開発が広まれば、基礎研究の持続性を高めるために

一層有益であろう。 
 

【結論】フリーな環境で実用に耐える GUI 心電図 RR 間

隔解析ソフトウェアを開発した。 
 
【文献】 
1) Raymond ES: The Cathedral and the Bazaar, 1997,  
http://www.catb.org/~esr/writings/cathedral-bazaar/ 
cathedral-bazaar/index.html, 2018 年 4 月 18 日. 
2) Toda H, Tokai S, Nishimura E, et al.:  Application of 
omni-purpose electric devices to electrophysiological 
student practices at the Department of Orthoptics and 
Visual Sciences, Niigata University of Health and 
Welfare, Niigata Journal of Health and Welfare, 17: 32-
40, 2017. 
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動体視力における両眼加重効果の検証 
 
 
鷹觜唯、栁澤明日香、石井雅子 

新潟医療福祉大学 視機能科学科 

 

【背景・目的】動体視力は動いているものを見分ける能力

である。通常の視力は静止した視表を用いるため、継時的

な変化をとらえることができず、日常視から離れているの

に対して動体視力は日常視に近い視機能検査である。動体

視力は、スポーツビジョンの分野として 1970 年代よりア

メリカで盛んに研究が行われるようになった。   

動体視力には左右に動く視標を識別する Dynamic 
Visual Acuity(DVA)と前方から直線的に接近する視標を

識別する Kinetic Visual Acuity(KVA)の二つの概念があ

る。本邦では KVA を動体視力と示すことが多く、眼精疲

労、交通関係さらに産業関連の分野でしばしば KVA(以

下;動体視力）が測定されている。 

今回、視覚機能の両眼加重効果 1), 2) に着眼し、優位眼

側、非優位眼側、両眼測定での動体視力値から動体視力の

両眼加重効果を検証した。 

 

【方法】対象は、大学生 46 名 92 眼（平均年齢 19.87 ± 
1.13 歳、男性 11 名、女性 35 名）である。視力に影響す

るような眼疾患の既往、さらに顕性の眼位ずれのある者は

除外した。hole-in-card test にて優位眼側の確認および他

覚的屈折値を測定した。検査装置として動体視力計コーワ

AS-4Fα（興和社）を使用した。本機器の視標は Landolt
環で、切れ目の方向は上下左右の 4 方向で表示される。視

標速度は 30 km/時に設定した。 

測定は、通常使用している眼鏡またはコンタクトレンズ

を使用した。矯正用具を使用していない者は裸眼で測定し

た。静止視力および動体視力の測定は，両眼、優位眼、非

優位眼の計 3 回実施した。順序効果を避けるために測定順

はランダムとした。初めに静止視力を測定し、その後、遠

方から近方に近づく Landolt 環の切れ目を確認できた時

点で被検者自身にレバーを倒し応答させた。2 回の練習後、

5 回連続で測定し、その平均値を動体視力値とした。視力

は小数視力値を logMAR 値に変換して示した。静止視力

および動体視力の測定値の平均を両眼、優位眼、非優位眼

で比較し、さらに静止視力と動体視力の相関を求めた。 

 

【結果】優位眼側は、右眼が 38 名、左眼が 8 名であった。

他覚的屈折値は、等価球面度数で、優位眼－2.15 ± 2.03 D、

非優位眼では、－2.03 ± 1.96 D であった。静止視力は、

両眼 0.04 ± 0.17 logMAR、非優位眼 0.10 ± 0.17 logMAR 、
優位眼 0.14 ± 0.16 logMAR であった。静止視力は、優位

眼よりも両眼で有意に向上した（一元配置分散分析，p＜
0.0019）。動体視力は、両眼 0.49 ± 0.30 logMAR、優位

眼 0.35 ± 0.22 logMAR、非優位眼 0.59 ± 0.27 logMAR で

あった。動体視力は、両眼より優位眼で有意に向上した（一

元配置分散分析，p＜0.0021）。 

静止視力と動体視力の相関は、両眼、優位眼、非優位眼

のいずれも静止視力と動体視力には正の相関がみられた

(Spearman の順位相関係数の検定，p＜0.01，r=0.6619；
p＜0.01, r=0.6280；p＜0.01, r=0.5358)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1 静止視力と動体視力 測定眼側の比較 

 

【考察】両眼加重は、両眼からの視覚情報が視覚野で収斂

することで起こる加重である。一般的には視力のような

「見える」か「見えない」かの課題であれば、片眼で見え

なくとも、もう片眼で見えれば、両眼視下の見える確率が

高くなる。このことから静止視力が両眼条件で最も高かっ

たことは、確率加重を支持するものである。しかし、動体

視力は両眼条件よりも優位眼で有意に向上していた。この

ことは、動的視標では両眼加重が働きにくいことを示唆し

ている。KVA は遠方から近方へと視標が動くことで水晶

体の調節力や輻湊力の影響を受けることが考えられる。 

全ての測定条件下で静止視力と動体視力の関係は静止

視力がよければ動体視力も向上するという正の相関がみ

られたが、それは被検者が十分な水晶体の調節力をもつ成

人であったことが関与していると考えられた。 

 

【結論】動体視力には加重効果がみられず、眼優位性の影

響が示唆された。 

 

【文献】 

1) Blake R, Fox R: The psychophysical inquiry into 
binocular summation, Perception and Psychophysics, 
14: 161-185, 1973. 
2) Blake R, Sloane M, Fox R: Further developments in 
binocular summation, Perception and Psychophysics, 
30: 266-276, 1981. 
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3 歳 1 か月児の瞳孔径と屈折度 
 
 
多々良俊哉 1), 2)、前田史篤 1), 2)、阿部春樹 1), 2) 
1) 新潟医療福祉大学 視機能科学科 
2) 新潟医療福祉大学大学院 医療福祉学研究科 
 
【背景・目的】瞳孔径には年齢変化があることが知られて

いる。成人については多くの報告がある一方、小児につい

ては報告が少ない。田淵ら 1) は正常 3 歳児の瞳孔径の平

均は 5.4±0.5 mm であったと報告しているが、その症例

数は 5 例であった。また Ikeda T ら 2) は、未熟児の瞳孔

径が正常児より小さいことを報告しているが、その正常対

照群については 6 例と限定的である。 
Spot Vision Screener (Wealch Allyn 社製、以下 SVS) 

は屈折のスクリーニング機器として 2015年に国内発売さ

れた機器である。SVS はフォトレフラクション法を用い

て屈折度と瞳孔径の同時計測が可能である。 
本研究では3歳児健康診査における視覚検査 (以下3歳

児健診) にて測定した 3 歳児の瞳孔径および屈折度につ

いて検討したので報告する。 
 

【方法】3 歳児健診で行った SVS の測定は、藤枝市立総

合病院の視能訓練士が半暗室の状態で実施した。 
 測定対象は 2016 年 4 月から 2017 年 3 月までに藤枝市

で 3 歳児健診を受けた 3 歳 1 か月児 1,219 名であった。そ

の内 SVS によって眼位異常ありと自動判定された 10 名と

SVS が測定不可であった 2 名を除いた 1,207 名を分析の対

象とした。分析では SVS によって測定された瞳孔径の基礎

統計量を求め、左右差、右眼の瞳孔径と屈折度の等価球面

度数との関係性、そして過去に田淵らが報告した 3 歳児の

瞳孔径 (5.4±0.5 mm (n=5)) との差について比較した。 
本研究は新潟医療福祉大学 (17892-170914) の倫理委

員会の承認を受けている。 
 

【結果】分析対象の 1,207 名の瞳孔径の基本統計量および

屈折度の平均値±標準偏差は表の通りであった (表 1)。 
3 歳 1 か月児の瞳孔径は右眼 5.57±0.79 mm、左眼 5.57

±0.80 mm であり、左右眼の瞳孔径に有意差はなかった 
(p=0.12)。本研究における右眼の瞳孔径と過去に田淵らの

報告した瞳孔径とで有意差はなかった (p=0.64)。また、右

眼の瞳孔径と屈折度の等価球面度数との間に相関関係は

なかった (r=0.08)。 
 
【考察】瞳孔径に関して日本人の正常小児の報告は少ない。

本研究では 3 歳児健診に参加した 3 歳 1 か月児 1,207 名

の瞳孔径について分析した。健診ベースの研究であるため、

その全てが正常 3 歳児とは確定できない。しかし、1,200 
名を超える 3 歳 1 か月児のデータはこれまで報告がなく、 
その点では貴重であると考えられる。 

表 1. 3 歳 1 か月児の瞳孔径、屈折度について 
項目  右眼 左眼 

瞳孔径 (mm) 

平均値 5.57 5.57 

中央値 5.60 5.50 

標準偏差 0.79 0.80 

尖度 -0.35 -0.36 

歪度 0.30 0.32 

球面度数 (D) 
平均値 0.70 0.64 

標準偏差 0.55 0.61 

円柱度数 (D) 
平均値 -0.67 -0.62 

標準偏差 0.49 0.50 

等価球面度数 (D) 
平均値 0.36 0.33 

標準偏差 0.51 0.54 

 
瞳孔径の計測について、田淵ら 1) は瞳孔撮影用ポラロ

イドカメラを用いて接近下で撮影、得られたポラロイド写

真から瞳孔径を手動計測している。近距離測定による縮瞳

の影響に加え、手動計測のため精度は高くないと思われる。

Ikeda T ら 2) は赤外線電子瞳孔計を用いており、計測精度

は高い。しかし測定にはゴーグルの装用が必要であり、日

常視とはかけ離れている。 
我々のデータは半暗室下で測定したものではあるが、

SVS と対象児との間には 1 m の距離が確保されている。

眼前を遮るものがないことから、先行研究と比較して日常

視に近い状態であるといえる。また、瞳孔径の定量は

Ikeda T ら 2) が用いた赤外線電子瞳孔計と同様に赤外線

画像の画像解析より求めているため、その精度は高い。 
本研究で得られた 3 歳 1 か児の瞳孔径は 5.57 mm であ

り、田淵ら 1) のデータと差がなかったことから 3 歳児の

瞳孔径が 5.5 mm 前後であるという報告を強く支持する

ことができると考えられる。 
我々の予想では遠視の児は調節の介入があって、縮瞳傾

向にあるのではないかと推測していたが、今回のデータで

は瞳孔径と屈折度との間に関係はなかった。 
 

【結論】3 歳 1 か月児の瞳孔径は 5.57 mm であり、左右

差はなかった。また屈折度とは関係性がなかった。 
 

【文献】 
1) 田淵昭雄, 松林光太: 発達各期の特性と臨床上の問題

点－幼児期その 1. 瞳孔散大筋の機能的発達について－, 
眼臨, 82: 511-514, 1988. 
2) Ikeda T, Ishikawa H, Shimizu K, et al.: Pupillary size 
and light reflex in premature infants, Neuro-
Ophthalmology, 39: 175-178, 2015. 
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眼底画像撮影時の眼球回旋偏位の検討

 
 
天木春奈、鈴木奏子、永井祐実、村田憲章 

新潟医療福祉大学 視機能科学科 
 
【背景・目的】昨今の眼科臨床では、光干渉断層計 
(Optical Coherence Tomography: OCT) の登場によって、

網膜の組織学的な層構造を非侵襲的に観察することが可

能となった。特に緑内障は、網膜構造の障害が視力や視野

といった機能障害に先行すると考えられており、OCT は

必須の検査となっている 1)。将来的には視野検査を行わな

くとも、OCT における網膜層構造の他覚的所見のみで視

機能評価が行えるようになると考えられる。 
しかし、現状では患者の自覚応答を必要とする視野検査

が広く用いられており、OCT の検査結果との一致性は目

視あるいは両結果の重ね合わせで評価する。特に、どちら

かの検査で眼球回旋偏位が生じるとすると、構造的障害部

位と機能的障害部位がずれてしまう。したがって、OCT と

視野検査の結果を照らし合わせる時、眼球回旋角の差異は

無視できない因子である。また、OCT は両眼開放下、視

野検査は片眼遮閉下という異なる条件下で測定する。片眼

遮閉によって日常視眼位が阻害されることから、回旋偏位

を生じる可能性がある。本研究では、眼底写真撮影を用い

て遮閉の有無による眼球回旋角の変動について検討する

ことを目的とした。 
 
【方法】対象は健常ボランティア 31 名 (20.16±0.97 歳) 
の 31 眼で、検査眼は右眼を選択した。非散瞳下で眼底カ

メラ nonmyd WX (興和社、東京) を用い、頭位を固定し

た状態で両眼開放下、片眼遮閉下で、画角 45°の眼底写

真を撮影した。被検者毎に、両眼開放下での写真 3 枚、片

眼遮閉下での写真 3 枚、計 6 枚撮影した。 
画像解析ソフト Image J2) を用いて得られた眼底写真

を解析した。任意の視神経乳頭辺縁と中心窩を直線で結び、

その傾きを乳頭辺縁−中心窩角とした (図 1)。両眼開放下、

片眼遮閉下のそれぞれの写真 3 枚の平均角を被検者の測

定値とした。統計学的検討は対応のある t 検定を用いた。

また、両条件下の変動係数 (CV) を算出し比較した。 
 
【結果】両眼開放下での乳頭辺縁−中心窩角の平均は11.79
±3.36º、片眼遮閉下では 11.68±3.39º であり、統計学的

な有意差はみられなかった (p=0.41)。また、CV 値の平均

は両眼開放下で 2.76％、片眼遮閉下で 2.97％であった。 
 
【考察】両眼開放下と片眼遮閉下の乳頭辺縁−中心窩角に

有意差は見られなかった。変動係数は両条件下とも約 3%
であり、遮閉により眼球回旋の変動がみられないことが考

えられた。このことから、視野検査に使用する遮閉具は眼

球回旋偏位に寄与しないことが示唆された。 
片眼ずつ行う検査では、両眼開放下であっても測定眼の

みに固視標が投影されている。両条件下とも融像が不可能

な状態であると考えられ、回旋偏位角が変わらない要因で

あると考えられた。 
本検討では大型弱視鏡で下斜筋過動等による回旋偏位

がないことを確認できた者を被検者として組み入れた。回

旋方向の斜位がない限り、有意な回旋偏位が生じないこと

が考えられた。 
また、眼球回旋運動は頭部傾斜によって生じるとされて

おり、眼球が傾斜方向と反対側へ回旋する 3)。本研究では、

両条件下とも頭位の固定をしていたため眼球回旋偏位量

に有意な差が生じなかったことが考えられた。今回の研究

においては、重りや水準器を用いるような厳密に頭位の固

定を保持する方法は用いず、日常診療行為の範囲内で眼底

写真撮影を行った。そのため、僅かな頭囲のずれが、回旋

角の変動をもたらした可能性がある。しかしながら、同条

件下において変動係数は同等であった。このことから、遮

閉そのものが視野検査結果と画像所見を重大なずれとな

る回旋偏位を惹起するものではないことが考えられた。 
 

【結論】本研究では両眼開放下と片眼遮閉下における眼球

回旋偏位量を Image J によって定量的に捉えたが、遮閉

の有無による眼球回旋偏位量に有意な差は生じず、回旋角

の変動も同等であった。今後は、回旋斜位や斜視を有する

被検者・症例の評価を行う必要がある。さらに、今回のよ

うな画像での比較だけでなく、眼底視野計等を用いて実際

の視野測定時の眼球回旋偏位による影響を考慮する必要

があると考えられた。 
 
【文献】 
1) 板谷正紀: 眼科における光干渉断層計の進歩, 日本レ

ーザー医学会誌, 28: 146-159, 2007. 
2) Abramoff MD, Magelhaes PJ, Ram SJ: Image 
Processing with Image J, Biophotonics International, 
11: 36-42, 2004. 
3) 八代利伸，石井正則，五十嵐眞ら: 眼球反対回旋運動

の解析－健常人及び前庭機能障害例の検討－, 耳展, 39: 
56-63, 1996． 

視神経乳頭辺縁―中心窩角

図 1. 視神経乳頭辺縁−中心窩角の測定法 
視神経乳頭辺縁上の血管を任意で選択、乳頭の輪部との交叉点と中心

窩の両者を直線で結び、その傾きを乳頭辺縁−中心窩角とした。 
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フォントの違いによる読書パフォーマンス
の評価 －視線解析装置を用いた検討－ 
 
 
笹川千尋、関枝里子、高山絢圭、村田憲章 
新潟医療福祉大学 視機能科学科 
 
【背景・目的】文字を読むことは我々が日常生活を送る上

で重要な動作であり、文章を読解する際はその大半が黙読

で行われている。近年、眼科領域では黙読時の読書パフォ

ーマンスを捉える研究が行われており 1), 2)、日常生活に即

した黙読動作を解析するためには視線解析装置 (アイト

ラッカー) が必要不可欠である。 
これまでの研究では同一フォントを用いた検討がほと

んどであるが、鷲巣ら 3) は視覚障害の症状によって読み

やすいフォントが異なると報告している。本邦ではゴシッ

ク体と明朝体が多く用いられており、著しい視覚障害を有

する患者にとってはゴシック体の方が読みやすい。しかし、

異フォントにおける読書時の視線を評価した報告はなく、

人間の視覚特性としてゴシック体が読みやすいのかどう

かは未だ不明瞭である。本研究では、健常者のフォントを

違えた時の可読性を評価することを目的とした。 
 
【方法】対象は健常ボランティア 15 名 (21.6±0.4 歳、21
～22 歳 ) である。アイトラッカーTobii Tx300 (Tobii 
Technology, Danderyd, Sweden) を用いて、フォントの異

なる文章を黙読させた。検査距離は 55 cm とし、文章内

容、文字サイズ (22 pt)、行間等は全て統一した。この刺

激文は、Web 上で公開されている新潟日報コラム“日報

抄”の文を使用し、リーダビリティ判定ツール「帯 3」4)

により、難易度を中学 3 年生レベルにマッチングした。刺

激文はパターン A (ゴシック体→明朝体)、B (明朝体→ゴ

シック体)、C (順不同) の 3 つを作成し、被検者ごとにパ

ターンをシャッフルして呈示した。被検者にはあらかじめ

「日常生活で読書を行う時と同様になるべく速く黙読し

てください」と指示した。得られたデータを基に専用解析

ソフトにて平均停留時間、100 文字あたりの停留回数、100
文字あたりの読書時間を算出した。両フォントにおける読

書パラメータの比較は対応のある t 検定を用いて検討し

た。検査終了後に、読みやすさについてのゴシック体と明

朝体とを比較する自覚的アンケートを行った。 
 
【結果】ゴシック体文章の平均停留時間の平均は 202.9±
20.4 msec、明朝体の平均は 199.4±26.1 msec、100 文字

あたりの停留回数はゴシック体で平均 31.2±8.9 回、明朝

体で 29.8±8.5 回、100 文字あたりの読書時間はゴシック

体で平均 8.3±2.8 sec、明朝体で 8.0±2.4 sec であり、い

ずれも統計学的な有意差は認められなかった (それぞれ

p=0.533、p=0.237、p=0.399)。自覚的アンケートの結果は

15 人中 9 人がゴシック体の方が読みやすいと回答した 

(パターン A：2/5 人、B：4/5 人、C：3/5 人)。明朝体は 6
人が読みやすいと回答した (パターン A：3/5 人、B：1/5
人、C：2/5 人)。 
 
【考察】本研究では視線解析装置のモニターに呈示した刺

激文の難易度は全て同年齢のレベルに統一し、フォントを

違えた計 3 対の文章を黙読させたが、その他覚的数値に差

はみられなかった。今回の検討において、フォントの違い

は視線の動きに影響を与えていないことが考えられた。読

書・停留時間の延長、停留回数の増加は、単純に文章の難

易度等の構成要素の変化に依存することが考えられた。 
長谷川ら 5) はフォントの読みやすさの因子の一つとし

て「慣れ」が存在し、各自が普段読んでいる文字のフォン

ト様式が結果に影響を与えると報告した。本研究では若年

者のみを被検者として組み入れた。若年者においては新聞

等の活字媒体よりもスマートフォンやタブレット端末等

のメディア媒体で日常的に情報を得る機会が多いと考え

られる。メディア媒体の多くはゴシック体を用いており、

それによる「慣れ」が「ゴシック体の方が読みやすい」と

いう意識付けを生じさせた可能性がある。 
 
【結論】視線解析装置を用いて、2 種のフォントで同じ内

容の文章の黙読時の眼球運動を評価した。その結果両条件

下において他覚的な読書パフォーマンスの差異はみられ

なかったが、自覚的なアンケートにおいてはゴシック体が

読みやすいと回答した被検者が多かった。より詳細に評価

するために、幅広い年齢層の対象者や視覚障害者を加える

ことで被検者数を増加させ、再検討する必要がある。 
 
【文献】 
1) 井川美智子, 中山奈々美, 前田史篤ら: 縦書き・横書き

文章における読書時の眼球運動の比較, 臨眼, 60: 1251-
1255, 2006. 
2) 村田憲章, 宮本ふう子, 木下直彦ら: 視線解析装置を

用いた網膜色素変性患者の読書評価, 日視会誌, 46: 245-
256, 2017. 
3) 鷲巣敏行: 文字のユニバーサルデザイン－ユニバーサ

ルデザイン視点から見た読みやすい文字の研究開発経緯

－, 日本印刷学会誌, 46: 131-136, 2009． 
4) Sato S, Matsuyoshi S, Kondoh Y: Automatic 
Assessment of Japanese Text Readability Based on a 
Textbook Corpus, LREC: 28-30, 2008. 
5) 長谷川要, 久野雅樹: 字体の太さが文字認識に及ぼす

影響, 言語処理学会第 23 回年次大会: 134-137, 2017. 

図 1. 測定に用いた刺激文と視線運び (一部)  
左図は明朝体、右図はゴシック体。丸は視線の停留点でその面積は  

停留時間の長さを示し、線は衝動性眼球運動を示す。 
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視能訓練士教育におけるルーブリック評価

の教員間比較 
 
 
生方北斗、戸田春男、村田憲章、前田史篤、阿部春樹 
新潟医療福祉大学 視機能科学科 

 
【背景・目的】ルーブリックは評価指針とそれに即した

評価基準のマトリクスで示した配点表であり、ルーブリ

ックを用いることで評価の公平性・客観性・厳格性を増

大させる 1)とされている。視能訓練士教育におけるルー

ブリックの活用として、前田ら 2) は臨地実習において、

指導者の客観評価と実習生の自己評価に共通のルーブリ

ックを導入している。また Toda, et al 3) は、学生のレポ

ート課題においてルーブリックによる自己評価を繰り返

すことで、自己評価の精度が向上することを報告してい

る。 
本研究ではルーブリックを用いたレポート課題の評価
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【文献】 
1) 沖裕貴: 大学におけるルーブリック評価導入の実際－公

平で客観的かつ厳格な成績評価を目指して－, 立命館高等

教育研究, 14: 71-89, 2014. 
2) 前田史篤, 岡真由美, 山下力ら: 視能訓練士の臨地実習

におけるルーブリック評価の試み, 日視会誌, 41: 229-234, 
2012. 
3) Toda H, Murata N, Maeda F, et al.: Improvement of 
orthoptic students’ self-evaluation through repeated 
practice with rubric-based assessments, Niigata 
Journal of Health and Welfare, 17: 51-59, 2017. 
4) 池田史子, 畔津忠博: 複数教員によるレポート評価のた

めのルーブリック形式の評価表導入に関する検証, 日本教

育工学会論文誌, 36: 153-156, 2012.  
 
【謝辞】本研究の一部は、新潟医療福祉大学研究奨励金 
(課題番号 H30H04) の助成を受けて実施した。 
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を活用した大学生の視覚情報処理能
力のアセスメント

石井雅子、本間かおり 

新潟医療福祉大学 視機能科学科

【背景・目的】発達性読み書き障害  (Developmental 
Dyslexia; 以下、ディスレクシア) は、知的発達に遅れは

ないが、文字の読み書きに困難が生じる 1)。日本人では、

学習障害の中で最もその数が高く、人口の 2～3％に出現

するとされている。日本学生機構の調査では大学生にその

数が、年々増加傾向にあると報告されている。ディスレク

シアは、視力や視野に代表される視覚機能には異常がなく、

高次の脳機能の異常による特異的な認知特性をもつこと

が特徴である。現時点で、ディスレクシアは神経心理学や

認知心理学の分野での事例研究の段階であり、その評価・

解釈・指導方法は確立されていない。 
Wide-range Assessment of Visual-relation Essential 

Skills (以下、WAVES) は、主に学童期の子どもを対象に

した視覚関連基礎スキルの評価キットとして開発された。

視力、視野、両眼視、調節、色覚など眼科的な領域からは

判断できない広範囲な視覚関連基礎スキル (8 領域、10 種

類の下位検査) を評価することができる。 
今回、大学生の視覚関連基礎スキルの評価を目的として、

WAVES を実施した。 
 
【方法】対象は、大学生 24 名 (男性 12 名、女性 12 名、

平均年齢 19.92±1.98 歳) である。視力不良、読み困難の

自覚のある者は除外した。 
WAVESの基本検査10項目 (線なぞり、形なぞり、数

字見くらべ、形おぼえ、形さがし、形づくり、形みきわ

め、形おぼえ、形うつし) と補助検査4項目(大きさ、長

さ、位置、傾き) の検査を施行した。測定は、静粛な個

室での環境を作り、検者と被検者が一対一での対面検査

とした。 
 
 
 

10 項目の検査の評価点から WAVES プロフィール自動

換算ソフト ver1.2 を用いて、視覚関連基礎スキルの 4
つの指標 (表 1) を求めた。各指標指数の平均点を比較

し、それぞれの相関を求めた。 

【結果】視知覚と目と手の協応指数 (VPECI) の平均は

119.96±10.54 、目と手の協応全般指数  (ECGI) は

119.88±22.08、目と手の協応正確性指数  (ECAI) は
112.00±10.54、視知覚指数 (VPI) は 111.79±9.49 であっ

た。各指標指数の間に交互作用はなかった (二元配置反復

測定分散分析、p>0.05、図 1)。 

指標指数の相関では VPECI は全ての指標と、ECGI は
VPECI と、ECAI は VPECI および VPI と、VPI は VPECI
および ECAI とそれぞれ有意な相関を示した(Spearman
順位相関係数検定、p<0.05、表 2)。 

【考察】WAVESは小学１年から６年までの計3,713名のデ

ータを基に標準化された検査であるが、大学生では4つの

指標指数が学童に比べて1～2割増加することが分かった。

視覚の入力系は8歳頃までが感受性期であるが、統合系お

よび出力系は視覚の感受性期以降も発達を続け、複数の知

覚情報の統合がなされることで視覚情報処理能力が向上

することが推察された。 
 
【結論】視知覚と目と手の協応指数が最も視覚関連基礎ス

キルを反映していた。 
 
【文献】 
1) Galaburda AM, Sherman GF, Rosen GD, et al.: 
Developmental dyslexia: four consecutive patients with 
cortical anomalies, Ann Neurol, 18: 222-233, 1985. 
 
【謝辞】本研究の一部は、科学研究費 (挑戦的研究 (萌
芽)(17K19847))の助成を受けて行われた。 
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Android タブレット端末を用いて検討した
Müller-Lyer 錯視における順序効果の時間
特性：続報 
 
 
伊藤健人、川村玲香、小松拓人、近田源輝、佐野静香、

本間友大、戸田春男 

新潟医療福祉大学 視機能科学科 
 

【背景・目的】同一の刺激が提示順に応じて異なる強度

に感じられることを順序効果と呼ぶ。この効果は先行す

る刺激の影響が遷延するために生じると解釈できるため、

何らかの記憶が関与すると考えられる。 
 記憶は持続時間によって感覚記憶、短期記憶、長期記

憶に分類され、それぞれ関与する脳部位が異なると考え

られている。順序効果の脳内機構を明らかにするため、

内山らによる昨年度の卒業研究に引き続いて、安価な

Android タブレット端末を用いて Müller-Lyer 錯視にお

ける順序効果の持続時間を検討した。 

 長さにおける順序効果が 2 秒以上持続するという内山

ら 1)  の結果から、順序効果が感覚記憶ではなく短期記憶

ないし長期記憶によってもたらされることを示唆された。

また、鋏角 45 度でも鋏角 90 度と同程度の順序効果が見

られたところから考えて、錯視と順序効果とは異なる機

序によると思われた。  
 

【方法】10 名の健康被験者に安価な Android タブレット

端末 (約 6,000 円) を操作させ、Müller-Lyer 錯視におけ

る主観的当価値 (Point of Subjective Equality; PSE) を計

測した。その際、先に固定長の標準刺激を提示し、一定

時間マスク画面 (空白) を表示した後に比較刺激を提示し

た。回答方法は標準刺激に対して比較刺激が長いか短い

かの forced two choice とした。鋏角 (矢羽と主線のなす

角度) は 45 度と 90 度の 2 種類とし、マスク画面表示時

間 (マスク時間) は 2 s、10 s、30 s、60 s、300 s の 5 種

類を用いた。 
 マスク時間 2 s 及び 10 s では、恒常法を用いた。各鋏

角・マスク時間・比較刺激長について 20 回の刺激を行い、

「長い」と答えた比率と比較刺激長から精神測定関数を

プロットし、比率が 0.5 になる比較刺激長を直線補間に

よって推定して PSEとした。マスク時間を 30 s以上にと

った場合、恒常法では実験時間が極端に長くなり、被験

者の忍耐力を超えたため、調節法に変更した。調整法で

は、マスク時間経過後に比較刺激を含む操作画面が表示

され、被験者は画面上のレバーを操作して、標準刺激と

同じ長さになるように比較刺激の長さを調整した。 
 マスク時間の設定は Android アプリケーション内での

計時によって実装した。Toda 2) による結果から、この程

度のマスク時間では、安価な Android 端末の内部計時で

も十分な精度が得られると考えられた。データ解析には

R(https://www.r-project.org) お よ び 井 関 龍 太 氏 の

ANOVA 君(http://riseki.php.xdomain.jp/index. 
php?ANOVA 君)を用いた。 
 
【結果】平均 PSE と標準刺激長との差を各鋏角・マスク

時間ごとに図 1 に示す。 repeated measures two-way 
ANOVA を行った結果、マスク時間の効果はなかった (p 
= 0.172)。一方鋏角 45 度の場合の平均 PSEと標準刺激長

との差 (ΔPSE) は鋏角 90 度の場合より有意に短く (p < 
0.0001)、本実験系においても正しく Müller-Lyer 錯視が

成立していたことがわかった。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【考察】長さにおける順序効果が 60 秒以上持続するとい

う今回の結果は、順序効果が感覚記憶ないし短期記憶で

は説明できないことが示唆された。また、鋏角 45 度でも

鋏角 90 度と同程度の順序効果が見られたところから考え

て、Müller-Lyer 錯視と順序効果とは異なる機序による

という内山らの結果が、長いマスク時間においても再現

された 。 
 

【結論】Müller-Lyer 錯視の実験系を用いて長さの順序

効果の持続時間を調べた。順序効果は 60 秒以上持続し、

順序効果の基盤が長期記憶であることを示唆した。 
 

【文献】 
1) 内山直美, 塚越みづき, 津野彩加: 視覚的な Time Order 
Effect の時間経過, 2017 年度新潟医療福祉大学医療技術

学部視機能科学科卒業論文集: 31-34, 2017. 
2) Toda H: Evaluation of time-preciseness in low-cost 
Android tablets for psychophysical studies, Niigata 
Journal of Health and Welfare, 17: 25-31, 2017. 

 
 

 
図 1 PSE の時間経過 
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自分が太っていると思う高校生の特徴 
－男子生徒の場合－ 
 
 
稲葉洋美 1)、伊藤澪奈 1)、小熊夏実 1)、海和美咲 2)、 
坂内元気 3)、澁谷顕一 1)   
1） 新潟医療福祉大学 健康栄養学科 
2） 新潟医療福祉大学大学院 健康栄養学分野 
3） 社会医療法人協会 新潟勤労者医療協会 下越病院 
 
【背景・目的】女子高校生の多くはふつう体型（Body Mass 
Index（以下、BMI）が 18.5 kg/m2以上、25.0 kg/m2未満）

を維持しているにも関わらず、自分を太りすぎだと誤認し

ている者が少なくない。若年女性の過剰な痩身願望に関し

ては、長らく問題視されており、高校生・大学生を対象と

した「食行動・健康意識」に関する報告が多数ある 1)。し

かし、近年注目されている男子高校生の痩せに関する報告

は少ない。そこで、本研究では、男子高校生を対象として

「自分が太っていると思う」生徒の特徴を明らかにする事

を目的とした。 
 

【方法】被験者は新潟県立 O 高等学校に在籍する 1 年お

よび 2 年生男子生徒 213 人とした。解析対象は、全ての

項目に回答した者 205 人（有効回答率：96.2％）とした。

調査用紙は、Excel 栄養君の食意識・食行動項目を一部改

変して用いた。調査は、集団無記名自記式とした（2018
年 3月）。統計解析には、R (R, Version 3.2.4, Development 
Core Team, 2011)を用いた。自分が太っていると回答した

者と少し太っていると回答した者を「太っていると思って

いる群、自分が太っていると思わないと回答した者を「対

照群」とした。身長、体重、BMI の 2 群間比較は、対応

のない t 検定を用いた。質問項目間の検定にはχ2検定を

用いた。有意水準は 5％とした。本研究は新潟医療福祉大

学倫理審査委員会の承認を得ている（第 18003-180626
号）。 
 
【結果】太っていると思っている群は 63 人（30.7％）で

あった。そのうち、BMI が 25 kg/m2未満のやせとふつう

の生徒の割合は 85.9%（52 人）であった。太っていると

思っている群の平均 BMI は 22.6±2.7 kg/m2（平均±標

準偏差）であり、対照群の 20.4±1.8 kg/m2よりも有意に

高値であった（p < 0.0001）。 
太っていると思っている群と対照群の食事状況への回答

は有意に異なった。太っていると思っている群が悪いと回

答した割合は 33.3％であり対照群の 13.4％より高かった

（p < 0.001）。また、太っていると思っている群はやせる

ために欠食する割合が 11.1％と対照群の 2.2％より高く

（p = 0.0058）、主食を抜いたりする者の割合も 11.1％と

対照群の 1.4%よりも高かった（p = 0.0018）。しかし、野

菜を食べることを心がけている者の割合（14.3％、p = 

0.4444）や油物の摂取率（9.5％、p = 0.6703）は両群で

有意な差が認められなかった。また、太っている群の方が

間食を食べる頻度が少なかった（33.3％、p < 0.001）。 
自分が太っていると思っている群の「自分の標準体重」

を知っている者の割合は 22.2%と対照群の 39.4%より低

かった（p = 0.0165）。 
 

      自分の食事状況がいいと思いますか？ 
 
 
 
 
     
      
        運動不足だと思いますか？         
 
 
 
 
 
 
【考察】「自分が太っていると思う」生徒の特徴を明らか

にする事を目的とした。女子生徒を対象とした玉木らの報

告 2)と同様に男子生徒においても自分が太っていると誤

認している者が少なくないことが分かった。高校生にとっ

ては、最も疾患に罹患しにくい BMI22 は重要な値ではな

く、スタイルとして細いことを求めていることが推察され

た。思春期の生徒に対する健康教育は成人と同様の内容で

はなく、彼らが重要視することを理解した上で考案するこ

とが大切であると考える。 
 自分が太っていると思っている者は、対照群と比較して

食事状況が悪いと思っているが、欠食や主食を抜く食べ方

以外の食習慣に関しては本研究からは問題点が抽出され

なかった。今後は合わせて食事調査を実施することにより

「自分が太っていると思う」男子生徒のエネルギー摂取量

や食事パターンの特徴が明らかとなると考える。 
 
【結論】「自分が太っていると思う」生徒の BMI は太って

いると思っていない生徒よりも平均 2.2 kg/m2 高かった。

しかし、太っていると思っている生徒の平均 BMI は 22.6
±2.7 kg/m2であった。彼らは自分の食生活が悪いと認識

しているが、本調査の質問項目においては対照群よりもよ

い食習慣も認められた。運動習慣を含め適切な食生活につ

いての健康教育を実施することは過剰なやせ願望を抑制

する一助となると推察する。 
 
【文献】 
1) 玉木雅子, 稲葉洋美, 佐藤裕子: 高校生を対象とした

健康教育プログラム効果の比較研究, 人間総合科学, 26: 
117-126, 2014. 
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自分が太っていると思う高校生の特徴 
－女子生徒の場合－ 
 
 
伊藤澪奈 1)、小熊夏実 1)、坂内元気 2)、澁谷顕一 1) 、 
稲葉洋美 1) 
1) 新潟医療福祉大学 健康栄養学科 
2) 社会医療法人 新潟勤労者医療協会 下越病院 
 
【背景・目的】近年、日本では若年女性の痩せが問題とな

っている 1)。若いときのやせは将来骨粗鬆症や不妊などの

原因となることから、本人の将来の健康的な生活に大きな

影響を与えるものと考えられている。特に高校生は自分自

身で食の選択を始める時期であり、適切な食生活を形成す

る上で重要な時期であると考える。本研究では過剰な痩せ

願望に着目し、「自分が太っていると思う」女子生徒の特

徴を明らかにすることを目的とした。 
 
【方法】被験者は新潟県立 O 高等学校に在籍する 1 年生

及び 2 年生女子生徒 314 人とした。解析対象は、すべて

の項目に回答した 305 人（有効回答率：97.1％）とした。

調査用紙は、Excel 栄養君の食意識・食行動項目を一部改

変して用いた。調査は、集団無記名自記式とした(2018 年

3 月)。統計解析には R（R,version3.2.4,Development Core 
Team,2011）を用い、2 群間の比較には身長、体重、Body 
Mass Index(以下 BMI)は対応のない t 検定、質問項目間

はχ2 検定を用いた。有意水準は 5％とした。本研究は新

潟医療福祉大学倫理審査委員会の承認を得ている（第

18003-180626 号）。 
 
【結果】自分が太っているおよび少し太っていると回答し

た者(以下「太っていると思っている群」)は 239 人(78.4％)
であり、平均 BMI は 20.4 ± 1.7 kg/㎡(平均±標準偏差)
であった(表 1、図 1)。自分が太っていると思わないと回

答した者(以下「対照群」)は 66 人(21.6％)であり、平均

BMI は 18.8 ± 1.3 kg/㎡であった(図 1)。自分の標準体重

を認知している者は太っていると思っている群で46.7％、

対照群で 39.4％であった(p＝0.325)。 
 
表 1：対照群と太っていると思っている群の身体状況 

 
 

図 1：「自分は太っていると思うか」に対する回答 
 

【考察】「太っていると思っている」女子生徒の特徴を明

らかにすることを目的とした。太っていると思っている群

の平均BMIは 20.4 ± 1.7 kg/㎡と、標準体重のBMI 22.0 
kg/㎡より下回っており、標準体重と理想の体重の間に解

離があることがわかった。また、対照群の BMI が 18.8 ± 
1.3 kg/㎡であったことから、BMI 18.5 kg/㎡未満、または

BMI 18.5 kg/㎡に近い値でないと「自分は太っていない」

と認識できないということが推察された。 
 太っている群の BMI は実際に対照群より高い。しかし、

太っていると思っている群は、実際は肥満ではないため、

自分が太っていると思っている群は、高校で生活を共にす

る対照群に近いシルエットでないと「自分は太っている」

と認識をする傾向があると推察した。また、標準体重の認

知率に有意差がないことから、太っていると思っている群

は美容体重やモデル体重、シルエットを重視しているので

はないか、と推察する。今後は女子生徒が考えている「太

っている」の定義やなぜ痩せたいのかを詳しく解明してい

く必要があると考える。 
  
【結論】太っていると思っている群の BMI は、実際に対

照群より高いが、肥満ではない。標準体重の認知率に有意

差はなかったため、女子生徒は標準体重ではなく、美容体

重やモデル体重、シルエットを重視していると推察する。 
 
【文献】 
1）国民健康栄養調査 第 2 部身体状況調査の結果, 厚生労

働省, 
https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/eiyou/dl/h28-hou
koku-05.pdf, 2018 年 8 月 29 日. 

  身長(㎝) 体重(kg) BMI(kg/㎡) 
太っていると

思っている群 
（ｎ＝239） 

157.9±5.1 51.0±5.2 20.4±1.7 

対象群 
（ｎ＝66） 

159.8±6.0 48.2±5.0 18.8±1.3 

p 値 p=0.012 p＜0.001 p＜0.001 
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メタボリック症候群に見られる特定健診結
果と生活習慣に関する質問項目の特徴 
 
 
市川健人、山崎涼、井上美里、加納志緒里、神蔵唯、

傳沙也香、南真穂、石上和男 
新潟医療福祉大学 医療情報管理学科 
 
【背景・目的】わが国では 2008 年 4 月から 40 - 74 歳の

医療保険加入者を対象に特定健診・特定保健指導が開始さ

れた。特定健診とは、MS(メタボリック症候群)に着目して

生活習慣病の早期発見・予防を目的とする健診である。特

定健診の結果から、MS 該当者、予備群と判定された人に

は、生活習慣を改善するための特定保健指導を受診した医

療機関もしくは市町村の健康福祉部局が行うことになっ

ている。国民健康・栄養調査によると、40 - 74 歳では男

性の 2 人に 1 人、女性の 5 人に 1 人が MS 該当者または

その予備群であると報告されている。また、MS 該当者・

予備群・非該当者の割合は性別、年代別で異なることが報

告されている。本研究は、離島で保健や医療がその地域で

完結している佐渡市(S)と、新潟県で最も高齢化と過疎が

進んでいる津南町(T)の両市町ごとに、MS 該当者にみら

れる特定健診の生活習慣に関する各質問項目の特徴を分

析し、生活習慣病の予防に役立てることを目的とした。 
 
【方法】対象は佐渡市と津南町の国民健康保険に加入する

者で、2015 年度に特定健診等を受診した者は 40 - 74 歳

で佐渡市計 6,955 名(男性 3,360 名、女性 3,595 名)、津南

町計 1,269 名(男性 658 名、女性 611 名)、実施率は佐渡市

が 53.9％、津南町が 58.6％と公表されている。 
特定健診の健診項目は、年齢、性別、腹囲、血圧(収縮期血

圧、拡張期血圧)、HDL コレステロール、中性脂肪、空腹

時血糖または HbA1c であり、併せて生活習慣を問う質問

項目(質問 8 - 20)がある。 
MS 該当者の基準は、腹囲が「男性 85cm 以上、女性 90

㎝以上」であることを必須項目としている。そして、その

他、①血圧高値、②脂質異常症、③血糖高値のうち 2 つ以

上に該当すれば MS 基準該当、1 つ該当すれば MS 予備群

該当、該当なしが非該当とされるが、本研究では MS 予備

群該当は非該当として扱 2 群に分けて比較検討を行った。 
分析項目は受診者全体と MS 該当者に分け年代別、男

女別にカイ二乗検定を行い両市町間の生活習慣に関する

質問項目の違いをみた。また、MS 該当者における生活習

慣の違いを明らかにするために、地域別に生活習慣に関す

る質問項目と MS との関連を見るため二項ロジスティッ

ク回帰分析を行った。MS の該当・非該当を目的変数、生

活習慣に関する各質問項目を説明変数として二項ロジス

ティック回帰分析を行った。MS は非該当を「0」に、該

当を「1」のダミー変数にし、生活習慣に関する質問項目

と性別を説明変数とした。 

なお、解析にかかる統計的有意水準はすべて 5％とし、

統計解析は BellCurve 社のエクセル統計 2015 を用いた。 
 
倫理的配慮 
 本研究は新潟医療福祉大学倫理委員会において 2017年

7 月 11 日に承認された(承認番号 17838-170711)。 
 

【結果】女性は、「20 歳からの体重変化」の質問項目で「は

い」と答えた人の割合はすべての年代で佐渡市が多く 50
歳代で有意差がみられた。また、「歩行又は身体活動」の

質問項目で「はい」と答えた人の割合はすべての年代で佐

渡市が多く、すべての年代で有意差がみられた。「食べ方

(夜食／間食)」の質問項目で「はい」と答えた人の割合は

すべての年代で佐渡市が多く、70 - 74 歳で有意差がみら

れた。「食習慣(朝食の欠食)」の質問項目で「はい」と答え

た人の割合はすべての年代で佐渡市が多く、50 歳代、60
歳代、70 - 74 歳で有意差がみられた。 
一方男性は「20 歳からの体重変化」の質問項目で「は

い」と答えた人の割合はすべての年代で佐渡市が多く、す

べての年代で有意差がみられた。また、「歩行又は身体活

動」の質問項目で「はい」と答えた人の割合はすべての年

代で佐渡市が多く、50 歳代、60 歳代、70 - 74 歳で有意差

がみられた。「食習慣(朝食の欠食)」の質問項目で「はい」

と答えた人の割合は、すべての年代で佐渡市が多く 50 歳

代、60 歳代、70 - 74 歳で有意差がみられた。 
次に MS 該当者と非該当者における生活習慣の違いを

二項ロジスティック回帰分析の結果で見ると、佐渡市は

「20 歳からの体重変化」が、標準偏回帰係数 0.9874、オ

ッズ比は 8.4513 となり、次いで「歩行速度」でも標準偏

回帰係数 0.2236、オッズ比 1.5698 となった。また、津南

町は「20 歳からの体重変化」が標準偏回帰係数 0.9937、
オッズ比 10.3706、また「歩行速度」は標準偏回帰係数

0.3323、オッズ比 1.9480 佐渡市と同様に高い値となり、

この 2 つの生活習慣に関する質問項目が、MS に及ぼす影

響が特に大きかった。 
 
【考察】本研究の限界として、健診データや生活習慣に関

する質問項目の内容がその年度だけであることなど断面

の調査であり過去のデータ比較ができないことなどが挙

げられ経年的なデータの把握分析が今後必要である。 
 
【結論】「20 歳からの体重変化」と「歩行速度」は MS の

大きな危険因子と考えた。MS と関連性が認められた生活

習慣に関する質問項目を重点的に活用し、保健指導に役立

てていく必要があると考えられる。 
 
【文献】 
1) 溝下万里恵, 赤松利恵, 山本久美子ら: メタボリック

シンドロームと生活習慣および体重変化の関連の検討， 
栄養学雑誌, 70: 165-172, 2012. 
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β-HMBの摂取による骨格筋萎縮の抑制効果
とその作用機序 
 
 
捧誠典、平塚充、佐藤晶子、越中敬一 
新潟医療福祉大学 健康スポーツ学科 
 
【背景・目的】スポーツの現場において、筋骨格系に障害

が生じるとその回復のために一時的に不活動を強いられ

ることがある。不活動の際には筋活動量の減少から廃用性

の筋萎縮が生じてしまうため、不活動期間における筋萎縮

量を抑制する処方の開発が多方面から検討されている。 
栄養学的な側面からの検討において、過去に骨格筋の組

織材料となる蛋白質の摂取量を増加させる試み、同化促進

作用を有するクレアチンや分岐鎖アミノ酸を摂取する試

みが行われてきたが、いずれも十分な効果を発揮していな

い。現状において、筋萎縮の抑制を目的とした栄養学的介

入は機能していないと考えられる。 
そこで我々は、β-Hydroxy-β-Methylbutyrate（HMB）

に着眼した。近年、スポーツ現場において健常なアスリー

トがトレーニングを併用しながら HMB を摂取すること

で筋肥大が促進することが知られている。しかしながら、

筋活動ができない対象において、HMB を摂取するだけで

骨格筋の萎縮が抑制できるか否かは明らかでない。 
本研究では、HMB の摂取が骨格筋の萎縮を抑制する可

能性について動物実験により検討した。また、作用機序を

解明するため、筋蛋白質の合成を促進し分解を抑制するホ

ルモンであるインスリンの関与を仮定し、骨格筋のインス

リン作用に与える影響を合わせて検討した。 
 
【方法】Wistar 系雄性ラットを、コントロール群、デキ

サメタゾン群、デキサメタゾン+HMB（HMB）群に分け

一週間飼育した。その際、デキサメタゾン群と HMB 群に

はデキサメタゾンを腹腔内投与し、HMB 群にはさらに

HMB を経口投与した。飼育期間終了後、骨格筋重量を測

定した。また、骨格筋のインスリン作用はインスリン刺激

による糖取り込み量の測定によって評価した。 
 

【結果】デキサメタゾンは生体内において異化ホルモンと

して作用する物質である。コントロール群に比べ、デキサ

メタゾンの投与により有意に体重・摂食量は低下し、著し

い全身性の異化作用が生じた。これらに HMB 投与の影響

は認められなかった。 
デキサメタゾンの投与により、骨格筋重量は有意に減少

し、骨格筋の顕著な萎縮を確認した。しかしながら、HMB
群ではデキサメタゾン群に比べ有意な筋重量の維持を認

め、HMB 投与による筋萎縮の抑制作用を確認した。 
摘出した単離骨格筋を用いて試験管内で骨格筋のイン

スリン作用を測定した（図１）。非刺激時においては糖取

り込み量に群間の差は認められなかった。一方、デキサメ

タゾン群に比べ HMB 群の骨格筋では、インスリン刺激時

における糖取り込み量が高値を示し（p=0.051）、HMB の

投与により骨格筋のインスリン作用が増強することが分

かった。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【考察】本研究において、デキサメタゾン誘発の筋萎縮は

HMB の摂取により抑制されることが明らかになった。デ

キサメタゾンによる骨格筋萎縮の作用機序には不活動性

の骨格筋萎縮と多くの共通性を有することが知られてい

る。よって、HMB の摂取は一時的な筋骨格系障害を有す

るアスリートに加え、高齢者に認められる不活動性の筋萎

縮も抑制できることが期待される。 
 先行研究において HMB の骨格筋に対する作用機序は

殆ど明らかになっていない。しかしながら、本研究では

HMB の摂取により骨格筋のインスリン作用が増強して

いることを明らかにした。この結果は、HMB は骨格筋の

インスリン作用を増強することにより筋蛋白質の合成促

進か分解の抑制、もしくはその両方により筋委縮を抑制し

ている可能性を強く示唆している。 
 

【結論】HMB の摂取は骨格筋萎縮の抑制を目的とした栄

養学的な介入を可能にする可能性が示された。また、その

作用機序として、骨格筋におけるインスリン作用の増強が

関係している。 
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図１ 骨格筋のインスリン作用の測定 
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介在ニューロンの感受性は連合性ペア刺激
による可塑性を予測できない 

 

 

佐藤大輔 1), 2)、山﨑雄大 2), 3) 、山代幸哉 1), 2)  
1) 新潟医療福祉大学 健康スポーツ学科 
2) 新潟医療福祉大学 運動機能医科学研究所 
3) 新潟医療福祉大学大学院 医療福祉学研究科 
 
【背景・目的】非侵襲的脳刺激法（Non-invasive brain 
stimulation、 NIBS）は、非侵襲的に神経活動を調節でき

るツールとして、脳卒中・うつ・慢性疼痛患者などの治療

として広く用いられている。しかし、全ての対象者が期待

する効果を得られるわけではなく、極めて大きな個人差が

みられる。NIBS の反応性に関するレビューによると、個

人差の要因は、神経伝達物質、神経修飾物質、事前の神経

活動など、多岐に渡ることが指摘されている 1)。中でも、

Hamada et al.2)は、経頭蓋磁気刺激（TMS）によって誘

発される運動誘発電位（MEP）の立ち上がり潜時から介

在ニューロンの感受性の違いを評価し、NIBS の一つであ

る theta burst stimulation（TBS）による反応との関係を

検証した。興味深いことに、複数のシナプスを介して錐体

細胞に接続する介在ニューロンの感受性が高い対象者ほ

ど、TBS による可塑的変化（一次運動野の興奮性変化）が

生じやすいことが明らかとなった。そこで、本研究では、

TBS とは機序は異なるものの、介在ニューロンの可塑的

変化が関与する NIBS の一つである連合性ペア刺激

（paired associative stimulation、PAS）の反応を同様の

方法で予測できるか否かを検証した。 
 
【方法】健常成人男女 18 名を対象に、Hamada et al.2)が

開発した MEP latency method を用いて介在ニューロン

の感受性を評価した後、一次運動野の興奮性を高める

NIBS である PAS25 を実施した。MEP latency method
は、3 種類のコイル方向で TMS を呈示し、得られた MEP
の立ち上がり潜時の違いから、単シナプスで錐体細胞に接

続する介在ニューロンと、複数のシナプスを介して錐体細

胞に接続する介在ニューロンのどちらの感受性が高いか

を評価する手法である 2)。PAS25 には、刺激間隔 25 ms
で、末梢神経電気刺激と TMS を繰り返し行うことで、一

次運動野の興奮性を高める方法を用いた 3)。一次運動野の

興奮性は、PAS25 前および直後・15 分後・30 分後に、20
回のTMSを行い、得られたMEPの平均振幅で評価した。

一次運動野の興奮性変化は、PAS 後の MEP 振幅の平均値

をベースラインの振幅で除した値で評価した。一次運動野

の興奮性評価および PAS25 における TMSの刺激強度は、

ベースライン時に約 1 mV の MEP が誘発される強度とし

た。PAS における末梢神経電気刺激は、右正中神経に感覚

閾値の 3 倍の強度で呈示した。ペア刺激は、0.2 Hz で 180
回とした。得られた結果をもとに、介在ニューロンの感受

性と PAS25 による一次運動野の興奮性変化との相関関係

を検証した。 
 
【結果】PAS25 前後の一次運動野の興奮性を比較したと

ころ、極めて大きな個人差があり、有意な変化は認められ

なかった。また、介在ニューロンの感受性との関係を検証

した結果、有意な相関関係は認められなかった（図 1）。 
 

【考察】本研究の結果から、PAS25 による可塑性を介在

ニューロンの感受性によって予測することは出来ないこ

とが明らかとなった。この要因としては、TBS と PAS25
のメカニズムの違いが挙げられる。介在ニューロンの感受

性により効果を予測できることが報告されている TBS は、

活動依存的にシナプスの可塑的変化を引き起こす。一方で、

本研究で用いた PAS25 は、タイミング依存的に可塑的変

化を誘導する手法である。このことが MEP latency 
methodによる介在ニューロンの感受性との関係の違いに

関与している可能性がある。 
 
【結論】介在ニューロンの感受性では、連合性ペア刺激に

よる可塑性を予測することはできない。 
 
【文献】 
1) Ridding MC, Ziemann U: Determinants of the 
induction of cortical plasticity by non-invasive brain 
stimulation in healthy subjects, J Physiol, 588: 2291-
2304, 2010. 
2) Hamada M, Murase N, Hasan A, et al.: The role of 
interneuron networks in driving human motor cortical 
plasticity, Cereb Cortex, 23: 1593-1605, 2013. 
3) Stefan K, Kunesch E, Cohen LG, et al.: Induction of 
plasticity in the human motor cortex by paired 
associative stimulation, Brain, 123: 572-584, 2000. 
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一過性低強度有酸素性運動による感覚運動
野皮質抑制作用の変動 
 
 
山崎雄大 1)、佐藤大輔 2)、山代幸哉 2) 
1) 新潟医療福祉大学大学院 医療福祉学研究科 
2) 新潟医療福祉大学 健康スポーツ学科  
 
【背景・目的】感覚運動野における可塑的な変化は、運動

学習に必須である。可塑的変化には、感覚運動領域の皮質

内興奮性の一時的な変化が関係しており、特に一時的な皮

質内抑制作用の低下は重要な役割を担う。つまり、事前に

皮質内抑制作用を変化させる、もしくは変化しやすい状態

を作り出すことで、運動学習や運動記憶の定着を促進でき

る可能性がある。 
 近年、一過性の有酸素性運動が一次運動野(M1)の皮質

内抑制作用を変動させることが報告されている。しかし、

これまでの研究では中・高強度といった強度の高い運動の

検討が主であり、低い強度の運動でも M1 皮質内抑制作用

が変動するかどうかは明らかでない。また、一次体性感覚

野(S1)の抑制作用については、一過性の有酸素性運動によ

って変動するかどうかはこれまで検討されていない。 
そこで、本研究は一過性低強度有酸素性運動が M1、及

び S1 の抑制作用に与える影響を明らかにし、低強度有酸

素性運動が感覚運動領域の可塑性を高める手法になりう

るかどうかを検討するための基礎的知見を得ることを目

的とした。 
 

【方法】右利き健常成人を対象に、M1 抑制作用の検討を

行う実験 1 と、S1 抑制作用の検討を行う実験 2 を実施し

た (実験 1：被験者 15 名、平均年齢 21.5±1.6 歳、実験 2：
被験者 11 名、平均年齢 21.6±1.0 歳)。 

いずれの実験も、低強度ペダリング運動を行う運動試技

と、運動の代わりに座位安静をとるコントロール試技の 2
条件で実施された。運動試技では、予め測定した最高酸素

摂取量の 30％の負荷量で 30 分のペダリング運動を、リカ

ンベント型エルゴメーターを用いて実施した。各介入の前、

5 分後、20 分後、40 分後、60 分後に M1、S1 の皮質内抑

制作用を測定した。 
 M1の抑制作用の評価には経頭蓋磁気刺激(TMS)を用い

た。刺激部位は左側 M1 とし、右側の第一背側骨間筋に貼

付した表面筋電図より運動誘発電位(MEP)を記録した。

M1 皮質内抑制作用を測定するために、TMS を短い間隔

で 2 連発与えることで短間隔・長間隔皮質内抑制を誘導し

た(それぞれ SICI・LICI)。また、感覚入力に伴う M1 の

抑制作用を評価するため、末梢電気刺激と TMS を組み合

わせて与える短潜時求心性抑制(SAI)についても測定した。 
S1 の抑制作用は、脳波による体性感覚誘発電位(SEP)

を用いて評価した。右側正中神経に電気刺激を与え、SEP
を左側 S1 領域から記録した。また、S1 抑制作用の評価

として、末梢電気刺激を 2 連発で与えた際に生じる S1 の

抑制反応(PPI)を記録した。PPI は、2 発の刺激間間隔が 5 
ms、30 ms、100 ms の 3 条件を用いた。 
 
【結果】M1 抑制作用について、一過性低強度有酸素性運

動後の 20 分後に SICI、SAI の有意な低下が生じた。一方

で LICI については有意な変化は見られなかった(図 1)。 
 S1 抑制機能について、いずれの刺激条件においても

PPI の有意な変化は認められなかった。 

 
【考察】一過性の低強度有酸素性運動は、M1 における抑

制機能を一時的に低下させたが、S1 の抑制機能には影響

がなかった。このことから、低強度有酸素性運動による皮

質抑制機能の変調は領域間で異なる可能性が示唆された。 
 本研究では、下肢を用いたペダリング運動を実施したが、

M1、及び S1 の抑制機能を測定した領域は上肢指領域を

対象とした。つまり、ペダリング運動を実施することで、

非運動領域の抑制機能を変調できることが示唆された。 
 一過性の有酸素性運動による M1 抑制機能の変調につ

いて考えられる機序として、運動によって分泌される脳由

来神経栄養因子の働きが挙げられる。また、補足運動野や

運動前野、小脳を介して、運動肢の興奮性変動が非運動肢

に影響を与えている可能性も考えられる。 
 
【結論】一過性の低強度有酸素性運動は、M1 の抑制機能

を変調させるが S1 抑制機能には影響を与えないことが明

らかになった。 
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月経周期と技能トレーニングの関係性 
 
 
井口華穂 1)、佐藤大輔 2), 3)、山代幸哉 2), 3) 
1) 新潟医療福祉大学大学院 健康スポーツ学分野 
2) 新潟医療福祉大学 健康スポーツ学科 
3) 新潟医療福祉大学 運動機能医科学研究所 
 
【背景・目的】近年、スポーツ分野における女性の活躍は

目覚ましいものである。スポーツ活動による積極的な健康

管理・健康増進は非常に好ましい風潮であるが、過度の激

しいスポーツトレーニングは「摂食障害」「運動性無月経」

「骨粗鬆症」という女性アスリートの 3 主徴を引き起こす

危険性もある。また、女性の生殖生理機能である月経は、

その周期によって性ホルモン濃度が増減し、循環器系、自

律神経系、筋-神経系に影響を及ぼすことが知られている。

特に、中枢神経系への影響に着目すると、動物実験におい

て、抑制性神経伝達物質であるγアミノ酪酸（GABA）や

グルタミン酸の代謝が変化することが示されている。この

ことは、月経周期が運動学習や記憶の定着に影響する可能

性を示している。そこで本研究では、月経周期が運動学習

に及ぼす影響を調べることで、運動技能の定着に適した時

期を探ることを目的とした。 
 
【方法】本学在学中の女性アスリート 7 名（年齢 20.43
歳）と運動習慣のない女性 4 名（年齢 21.25 歳）の計 11
名を対象とした。月経周期の判定は基礎体温法を用いて卵

胞初期と排卵期を推定し、それぞれの時期に、膝伸展によ

る力制御学習課題を行った。課題前に最大膝伸展筋力を測

定し、最大筋力の 5％の負荷率で力制御課題を実施した。

運動学習には、課題を 10 ブロック（1 ブロック 10 試行）

行った後、技能定着を評価するために、15 分・30 分・45
分・60 分後毎に 1 ブロックずつ測定を実施した。 
 

 
 
 

【結果】卵胞初期と比較して排卵期では学習後の技能定着

が高かった（図 1）。学習中の課題成績および最大膝伸展

筋力には、卵胞初期と排卵期で有意な差は認められなかっ

た（図 2）。 
 

【考察】卵胞初期と比較して、排卵期において、学習の

15 分後・30 分後・45 分後・60 分後に高い技能定着がみ

られた。これには、エストロゲン濃度が関係していると考

えられる。技能の定着にはシナプスの可塑性が関与してい

るといわれており、エストロゲンは軸索や樹状突起の伸展

やシナプス形成の促進、シナプス結合の可塑性に重要な役

割を果たすことが知られている（Dachtler and Fox 2017）。 
 
【結論】エストロゲン濃度の高いとされる排卵期初期の方

が濃度の低い卵胞期と比較して高い技能定着を示すこと

が明らかになった。 
 
【文献】 
1) Dachtler J, Fox K: Do Cortical Plasticity 
Mechanisms Differ Between Males and Females? J 
Neurosci Res, 95: 518-526, 2017. 
2) De Jonge J, Boot C, Thom J, et al.: The influence of 
menstrual cycle phase on skeletal muscle contractile 
characteristics in humans, J Physiology, 530: 161-166, 
2001. 
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マルチメディアを用いた運動実践による生
活機能評価 
 
 
中野沙紀 1), 3)、佐藤大輔 2), 3) 、山代幸哉 2), 3) 
1) 新潟医療福祉大学院 健康スポーツ学分野 
2) 新潟医療福祉大学 健康スポーツ学科 
3) 新潟医療福祉大学 運動機能医科学研究所 

  
【背景・目的】我が国では、急速に高齢化が進んでおり、

健康状態により生じる多様な問題は、これまで以上に大き

な社会的課題となる。中でも、介護に関する問題は、きわ

めて深刻な課題であると言える。近年では、ポピュレーシ

ョンアプローチの一環として、地域の支え合いを重視し、

住民主体の活動、すなわち「通いの場」が高齢者にとって

長期にわたって参加できる介護予防の場になり、高齢者に

とっても身体機能の維持を図る場になると期待されてい

る。これまで、多くの自治体が介護予防事業の一つとして

「運動器の機能向上」を目的とした運動教室を開催してき

たが、人的・経済的資源には限界があることから、教室は

短期介入型で実施され、継続的な支援の提供は困難を極め

る。しかし、継続的な運動実践や、運動効果を得られやす

くするためには、個人よりも集団で行う場合の方が良いこ

とを考慮すると、支援者が不安なく運動支援できる環境を

整えることが極めて重要であると言える。 
そこで、本研究の目的は、地域住民が通いの場で運動実

践するために必要な運動プログラム教材を作成し、その効

果を検証することとした。 
 
【方法】対象者は高齢者 46 名(72.1±5.2 歳)とし、運動実

践前の事前測定を 7~9 月、事後測定を 12 月に実施した。   
運動実践介入は、その間の 6 ヶ月間、週 1 回 60 分間、

45 分間で構成された DVD を用いた。運動実践は一般的

な運動教室で実施される専門家による指導ではなく、

DVD を見ながら行った。運動内容は、動的ストレッチン

グ、レジスタンス運動(自重、チューブ)、有酸素性運動、

静的ストレッチングとした。 
 測定項目は、事前および事後測定において、身体組成(身
長・体重・体脂肪率・BMI・下肢長)、身体機能(握力・膝

伸展筋力・最大一歩幅・長座体前屈・Timed up & Go テ

スト・30 秒椅子立ち上がりテスト・床立ち上がりテスト・

開眼片脚立ち・重心動揺総軌跡長)、認知心理機能(痛み・

自己効力感・認知機能・健康関連 QOL)、身体活動量の測

定・評価を行った。また、6 ヶ月間の運動実践回数を記録

した。 
 
【結果】身体組成では、体重・体脂肪率・BMI において

運動実践前後で有意な増加が認められた。 
身体機能では、握力(右)、膝伸展筋力(図 1)、ファンク

ショナルリーチ(図 2)において有意な改善が認められた。

長座体前屈・Timed up & Go テストにおいては、有意な

低下が認められた。 
 認知心理機能については、膝の痛みについて優位な増大

が認められた。認知機能の中の実行機能について、エラー

率・中立課題の反応時間が有意に改善した。 
身体活動量については、低強度の身体活動日数が有意に

減少し、座位・寝ている時間が有意に増加した。 

 
【考察】身体組成の体重・体脂肪率・BMI において、運

動実践前後で有意な増加が認められた。本研究における測

定時期は、事前測定が夏、事後測定が冬であり、冬場の身

体活動量は低下するということが知られている。さらに、

運動実践について、従来の日常生活の中に運動実践を組み

込んだことによって、その他の時間における活動量が低下

した可能性がある。これらのことに伴い、体重・体脂肪率・

BMI が増加したと考えられる。 
 身体機能については、筋力(握力右・膝伸展筋力)・動的

バランス能力(ファンクショナルリーチ)が有意に改善し

た。プログラムの中に、主に下肢筋力を鍛えるものが多く

含まれていたことが要因であると考えられる。また、筋力

と動的バランス能力は転倒との関連が深いとされている

ことから、これらが改善したことは、転倒予防の観点から

も価値のある結果であると考えられる。 
認知心理機能については、膝の痛みが有意に増大した。

これは身体組成同様、測定時期が冬であったことが影響し

ていると考えられる。また、運動実践によって実行機能の

改善が認められた。近年では、習慣的な身体活動が脳容量

を増大させることや、神経の可塑性を高めることが報告さ

れている。本研究での定期的な運動実践による脳神経系の

変化が実行機能の改善に関与している可能性がある。また、

6 ヶ月間の運動参加回数との関係を見ると、有意な負の相

関が見られ、運動回数 15 回という水準が実行機能改善の

可否におけるポイントとなった。このことから、本研究で

実施した運動プログラムの場合、少なくとも月 3 回から週

1 回以上の運動実践が必要であると考えられる。 
 
【結論】DVD を用いた 6 ヶ月間の運動介入において、下

肢筋力・動的バランス能力が改善したことから、転倒予防

プログラムとして有用であることや、実行機能の改善も認

められたことから、認知機能低下予防としても効果的であ

ることが確認された。また、教室参加回数が機能改善に関

係しており、月 3 回から週 1 回以上の運動実践が必要で

あることが示唆された。 
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跳躍動作の筋シナジーの抽出と技能評価へ
の応用可能性 
 
 
佐々木悠介 1), 3)、下門洋文 2), 3)、山代幸哉 2), 3)、 

佐藤大輔 2), 3) 

1) 新潟医療福祉大学大学院 医療福祉学研究科 

2) 新潟医療福祉大学 健康スポーツ学科 

3) 新潟医療福祉大学 運動機能医科学研究所 

  

【背景・目的】垂直跳びや立ち幅跳びといった跳躍動作は、

下肢 3 関節(股関節・膝関節・足関節)から生み出されるパ

ワーによって高い跳躍高や跳躍飛距離を得ることができ

る。しかし、跳躍動作は下肢 3 関節の複合関節動作であ

り、自由度が高く、下肢 3 関節のそれぞれの最大筋力やパ

ワーのみではパフォーマンスの十分な評価をすることが

できないと考えられる。そのため下肢 3 関節の協調的な筋

の力発揮を評価することが重要である。そこで我々は筋シ

ナジー仮説に着目し、跳躍動作における特異的な筋シナジ

ーパターンを抽出し、抽出された筋シナジーパターンが各

跳躍動作の技能的な指標として有効か検討することを本

研究の目的とした。 

 

【方法】対象者は健常成人男性 7 名を対象に実験を行っ

た。試技は垂直跳び、立ち幅跳びをそれぞれ 10 回行った。

試技中の筋電図を計測するために、無線式筋電計(FA-DL-
5000、S&ME)を、被験者の 12 筋（前脛骨筋、腓腹筋内

側頭、ヒラメ筋、大腿直筋、内側広筋、外側広筋、大腿二

頭筋長頭、半膜様筋、大殿筋、中殿筋、脊柱起立筋、腹直

筋）に貼付し、1kHz で計測を行った。また各試技は、フ

ォースプレート(9281E、KISTLER)上で行い、地面反力

(Fz)を計測した。地面反力と筋電図のデータを同期させ、

被験者が跳躍動作の準備動作を開始させた時間(Ts)から、

離地(Tend)までの筋電図を分析に用いた。筋電図は全波

整流、スムージングを行った。シナジーは Ts から Tend
までの筋電波形を MATLAB に取り込み、MVC 値による

筋活動量の規格化、および Ts から Tend までの時間で規

格化した後、加算平均した。加算平均によって得られたデ

ータから非負値行列因子分解(NMF)を用いて、各跳躍の

シナジーをそれぞれ抽出した。シナジーの数は

VAF(variance accounted for)を算出し、VAF が 90%を超

えた時点でのシナジー数を採用した。また 12 筋の各シナ

ジーに対する貢献度も算出した。 

 

【結果】被験者それぞれの跳躍におけるシナジー数を

VAF を用いて算出したところ、垂直跳びのシナジーは 1
人あたり平均 3.85±1.06 のシナジーが抽出された。また立

ち幅跳びのシナジーは 1 人あたり平均 4.71±1.60 のシナ

ジーが抽出された。 

 

 

【考察】本研究の結果、立ち幅跳びのシナジー数は、垂直

跳びのシナジー数よりも多い傾向にあることが示唆され

た(図 1)。これは立ち幅跳びが垂直跳びよりも、運動遂行

時の技術的課題が複雑(窪、阿江ら 2005)であることが要

因であると考えられる。先行研究において、抽出されたシ

ナジー数が熟練者や非熟練者において異なることが報告

(Chapman et al, 2008; Marsh and Martin, 1995; Nicolas 
A et al, 2017)されているが、選手の技術だけではなく、

運動課題の複雑さが要因となりシナジー数が増加する可

能性があると考えられる。また垂直跳びのシナジー数と

10 試技中の垂直跳び最大跳躍高、平均跳躍高が負の相関

傾向を示したことから(図 2)、シナジー数の減少に伴い、

垂直跳び動作のパフォーマンスの向上に影響を及ぼすこ

とが示唆された。 

 

【結論】垂直跳びと立ち幅跳び動作では、立ち幅跳びの方

が技術的な課題が複雑であり、その影響により、シナジー

数が増加傾向にある。また垂直跳び跳躍高が高い被験者ほ

ど、垂直跳び動作中のシナジー数が少ない傾向がみられた。 
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緩和ケア実習前後における看護学生のス
ピリチュアリティの変化と影響要因に関
する研究 －B氏に焦点化した質的分析－ 
 

 

藤田真貴 1)、中村勝 2) 

1) 新潟医療福祉大学 看護学科 

2) 新潟大学大学院 保健学研究科 

 

【背景・目的】スピリチュアリティとは自分自身および

自分以外と非物質的な結びつきを志向する内発的なつな

がり性と定義され（比嘉、2002）、自己肯定や自己受容

に関する「自覚」、自己の存在意義に関する「意味感」、

将来の夢や目的に関する「意欲」、自然や先祖との結びつ

きに関する「深心」、価値観や人生観に関する「価値観」

の 5つの側面がある（比嘉、2002）。さらに、Musgrave
によるとスピリチュアリティは教育や信仰によって高ま

り、看護学生のうちから終末期ケアに対する考えを深め、

高めることが重要としている（Musgrave、2004）。しか

し、どのような教育が看護学生のスピリチュアリティに

影響を与え向上に役立つかは明らかでなく、学生の学習

体験を通じて明らかにする必要がある。 

 そこで、本研究では看護学生のスピリチュアリティを

既存尺度を用いて評価し、スピリチュアルケアと関連が

深い緩和ケア実習の前後で変化の有無を比較することに

した。変化があるとすれば、どのような体験が影響要因

となったかを質的分析から明らかにしたいと考えた。 

 

【方法】対象はA大学看護学科に所属する 4年生 86人。

調査期間は 2017 年 5 月 17 日～2018 年 3 月 31 日。調

査方法は緩和ケア実習の参加前後で「スピリチュアリテ

ィ評定尺度」に記入してもらい、ウィルコクソンの符合

順位検定を用いて前後の有意差をみる。さらにスピリチ

ュアリティの 5 つの構成要素ごとに前後の有意差をみる。

その結果、有意差のある対象を選定し、実習で印象に残

ったこと、他の実習との違いなどについてインタビュー

調査を行なった。インタビューデータは質的統合法によ

り分析し、スピリチュアリティが変化した要因を明らか

にする。今回は実習前後でスピリチュアリティ評定尺度

に有意差を認め、インタビューの同意が得られた B 氏を

中心に報告する。倫理的配慮として調査協力は任意であ

り、同意を得て実施した。新潟医療福祉大学倫理審査委

員会の承認（17816－170517）を得た。利益相反関係に

ある企業等はない。 

 

【結果】B 氏の緩和ケア実習前後のスピリチュアリティ

評定尺度の結果はウィルコクソンの符合順位検定(p 値

=0.000)であり、有意差が認められた。質的統合法では

ラベル 54 枚、2 段階のグループ編成を経て、8 枚の最終

ラベルに統合された（【】で示す）。B 氏は緩和ケア実習

後の【自己認識の変化】として患者の側にいることによ

り終末期患者に安心感を与えるなど、自分にもできるこ

とがあることに気がつき自分に自信がついたと述べてい

る。また【傾聴の重要性の理解】として適切なケアには

患者の立場にたって考えられるように傾聴が大事である

と改めて学んだが、ただ聴くことだけが傾聴でないので

はないかとの疑問も感じた。このような体験後【自分の

中の意識の変化】があり、他の学生に対し看護観や人生

観を問いかけることで自分の目指す看護について考える

ようになったとしている。さらに【他者との関わりの重

要性の理解】として孤独感を抱えている終末期患者にと

って病室から出て他者と関わることは終末期患者の抱え

る孤独の軽減になるとしている。このような体験後【ス

ピリチュアルペインを抱える患者との関わり方の理解】

も深まったとしている。看護師が患者のスピリチュアル

ペインに気づき、患者は一人ではない、自分はいつも患

者を気にかけていると伝える事が患者のスピリチュアル

な緩和につながると看護師自ら気づき、いつも気にかけ

ていることを伝える重要性の理解を示していた。また【緩

和ケアにおいて重要な看護の理解】として外に出たい希

望が強かった患者を外に連れ出したことで表情が穏やか

になったことから、終末期看護において患者の希望にこ

たえるように最適の方法を工夫することが重要と学んで

いた。同時に【緩和ケア実習を通して今までの実習の振

り返り】として入浴介助の際に患者の希望に合わせてい

たり、体の状態に合わせてちょっとした工夫をしている

様子を見学して、それまでは患者の希望を叶えるなど考

える余裕もなく、ケアに精いっぱいで患者を見れていな

かったと感じていた。また外に出た患者の表情や言動の

変化から【自然に触れる事の重要性の理解】として、今

まで意識したことがなかったが、光とか風など自然に触

れることが生きている実感につながると実習で気づくこ

とができた。 

 

【考察】3 年次の領域実習では 2 週間を通して看護計画

の立案と実施を目的とするため、死に直面する重症患者

を受け持つことがなく、また自宅で家族の死を見取った

経験のある学生も少ない。B 氏も同様であった。しかし

緩和ケア実習を通じて患者の孤独を軽減することの重要

性に気づくと、自分にもできることがあるという自信か

らスピリチュアリティの 5 つの側面の 1 つである「自覚」

が強化され、さらに自然と触れ合うことが生きる実感に

つながると気づくと「深心」の強化につながり、患者の

希望を叶えるための看護師への観察が看護とは何かを考

える契機となり「意欲」の強化につながったと考える。

これらの全体的な経験知がB氏のスピリチュアリティの

向上につながったと考えられる。 

 

【結論】緩和ケア実習に参加した B 氏のスピリチュアリ

ティは向上していた。その要因として「自覚」、「深心」、

「意欲」の高まりがみられた。 

Ｐ－36

－ 61 －

第18回  新潟医療福祉学会学術集会



フランスの在宅医療視察報告（１）～在宅

入院制度と地域包括ケアシステム～ 

 

 

小山歌子、宇田優子 
新潟医療福祉大学 看護学科 
 
【背景・目的】我が国では、2025 年を目途に、地域包括

ケアシステムの構築を進めている。地域医療構想(厚労省

2015)によると、医療の機能に見合った資源の効果的かつ

効率的な配置を促し、急性期から回復期、慢性期まで患者

が状態に見合った病床で、状態にふさわしい、より良質な

医療サービスを受けられる体制を作ることが必要である

としている。地域包括ケアシステムの構築には、地域で生

活を営むための生活の視点を踏まえた医療への転換や医

療・看護・介護・福祉の連携が不可欠である。 
フランスの医療保障制度は、社会保険方式の医療保険制

度(強制加入)を基本とし、任意加入保険、基礎医療保険制

度があり、日本の制度と類似する点が多い。フランスの

HAD（在宅入院制度）は、1970 年 12 月に医療費の抑制

策として入院医療の機能分化と在宅医療の充実に向けて、

入院医療と在宅医療を柔軟に提供する体制を構築するた

めに導入され､2016 年にはフランス全体で 303 組織とな

っている。平均在院日数は、フランスが 9.1 日、日本が

31.2 日、急性期の平均在院日数は、フランスが 5.1 日、日

本が 17.5 日となっている(厚労省：2012 年医療保障制度

に関する国際関係資料)。 
 フランスの HAD は、我が国にはない制度であるが、地

域包括ケアシステムにおける在宅医療を推進するための

示唆を得たので報告する。 
 
【方法】2018 年 3 月 17～24 日までフランス在宅医療看

護視察に参加して情報収集した。視察先は、パリから TGV
で約 1 時間半の距離にあるナンシー市とパリの 2 か所 3
施設である。ここではナンシー市の HAD の提供組織 A の

視察から得た情報を中心に述べる。 
 
【結果】A(HAD)の活動 
1. 概要：1)組織；大学病院、がんセンター(非営利)、ク

リニック(営利)で構成されている。HAD はネットワーク

の中心となり在宅入院を後方支援する。2)対象；ナンシー

市周辺の人口 52 万人、拠点施設から半径 40km 以内、患

者数；1,200 人、在宅入院患者 130 人/日、乳幼児から高

齢者まで、3)在宅入院日数；21 日~25 日、4)訪問するた

めの車；20 台、5)かかりつけ医（制度として規定）；516
人、6)スタッフ；医師・NS・PT・OT・ST・事務・経営

管理部門職員約 60 人で平均年齢は 36 歳、7)活動内容；

がん・血液がんなどの悪性新生物に対する化学療法・疼痛

緩和、ガーゼ交換、在宅リハ、点滴等の医療処置が中心。

8)HAD の強み；①ケアの構築（患者のフォローによるケ

アの継続性、地域に密着したケアの提供、多職種連携によ

るケアの提供）、②社会保障財源の有効活用、③在宅環境

の整備等。 
2. サービス導入の流れ(図 1)：①開業医(かかりつけ医)
もしくは病院勤務医から在宅入院の申し込み。②コーディ

ネイト医師・管理看護師が協議の上在宅入院の可否を決定、

最終的には患者の同意を得てコーディネイト医師が決定

する。③コーディネイト医師が在宅入院指示書を作成し、

かかりつけ医の同意を得る。管理看護師が在宅入院の準備

をする。④関係者間で患者情報の共有、ケアプランに基づ

き訪問する。⑤急変時は電話で対応可能である。⑥必要な

医薬品はコーディネイト医師から処方せんを薬局に渡し、

薬局が自宅へ配達を行い、家族の負担を軽減する。 

図１ 在宅入院制度の仕組み 
3. 医師、看護師の役割とケアのプロセス：①コーディネ

イト医師は在宅入院の決定、治療方針を決める。②管理看

護師は、医師の指示のもと関係職種と調整する。③在宅入

院は医師(週 1 回)、担当看護師(毎日 1 回以上)、看護助手(毎
日)、理学療法士(週 3~4 回)等が訪問する。④管理看護師

は適時担当看護師のケア提供内容を提供評価する。⑤在宅

入院でも入院中と同じプロトコールを使用してケアを提

供する。 ⑥週 1 回対象者全員について、多職種カンファ

レンスを実施し、治療方針の確認を行う。 
4. 在宅入院の退院：①退院；退院の決定はコーディネイ

ト医師と開業医(かかりつけ医)と相談して決める。退院と

判断した場合は、在宅入院の全関係者に退院日を知らせる。

退院後は開業看護師がフォローする。②病院への再入院：

一時的に在宅復帰が可能な在宅入院を行った計画的な再

入院、介護負担による在宅入院の継続困難事例。③死亡。 
 
【考察】HAD は、患者の住み慣れた家で、入院と同程度

の医療が受けられる制度である。メリットは、①病院の入

院期間を短縮できる、②在宅で病院と同等の治療が受けら

れる、③住み慣れた環境・人との繋がりを継続できる等で

ある。HAD が機能しているのは、病診連携、訪問看護お

よび多職種連携等によるところが大きい。HAD は、我が

国の地域包括ケアシステムの目的に合致しており、参考と

なる。 
 
【結論】フランスの HAD からは、地域包括ケアシステム

における在宅医療の推進には、①病診連携の確立、②訪問

看護の拡充と機能強化、③多職種連携によるサービスの提

供が不可欠であることが示唆された。 
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フランスの在宅医療視察報告（２）～看護

師の活躍について～ 
 
 

宇田優子、小山歌子 
新潟医療福祉大学 看護学科 

 
【背景・目的】超高齢社会を迎えた日本は 2025 年度まで

に地域包括ケアシステムの構築を急いでいる。本学看護学

科では 2018 年度のカリキュラム改正時に、地域包括ケア

を理解し推進できる看護職の育成を目指して、学部 4 年生

「地域包括ケア論」と修士「地域包括ケアシステム特論」

を設定した。 
そこで、地域包括ケアシステムの先進国であるフランス

（人口 6,718 万、高齢化率 19.7 2017 年）の看護師の活

躍を視察によって直接に情報収集し、日本の近未来の看護

師活動の示唆を得たので報告する。 
フランスの看護師の概要：看護師養成は専門学校 3 年間

であり、法的には医療補助職という位置付けで、医師と看

護師の関係は日本と同じような状況であるが、専門看護師

制度が発達し、医療技術の進歩に合わせて医師と看護師の

役割分担を整理してきた経緯がある。専門看護師は手術室、

小児、麻酔、管理に限られている。在宅入院制度によって

配置が義務付けられた管理看護師は、臨床 4 年の経験後に

2 年間の教育を必要とし、院内外の多職種・他機関を調整

する「高度に訓練されたジェネラリスト」として活躍して

いる。看護師は全仏で約 64万人が就業し、開業看護師 11.6
万人（男性 2.6 万人、女性 9 万人）の他、病院や高齢者施

設に勤務している（2014 年）。日本のように病院の外来や

開業医での勤務はほとんどない。また、看護師以外にも PT
や OT、ST 等も開業権をもち独立している。 

 
【方法】2018 年 3 月 17～24 日までフランス在宅医療看

護視察に参加して情報収集した。視察先は、パリから TGV
で約 1 時間半の距離にあるナンシー市とパリの 2 か所で

ある。ナンシー市では在宅入院制度 HAD の提供組織 A、

パリでは SSIAD（在宅看護介護事業所）Ｂ、開業看護師

事務所Ｃの合計 3 か所を視察した。 
 

【結果】１、A（HAD）の看護師の活動： 
A は常勤換算で総スタッフ数 60 人中、看護師 9 人（管

理看護師 1 人含む）が活動していた。患者はがんターミナ

ル、血液疾患の化学療法、複雑な褥瘡など入院治療レベル

の患者へのガーゼ交換、点滴など医療処置中心であった。

在宅入院制度なので、HAD 所属の医師・PT・OT・ST・
事務・経営管理部門と所属外の患者のかかりつけ医、開業

看護師、薬局等と連携して活動を行っていた。 
２、SSIAD（在宅看護介護事業所）の看護師の活動： 

地域の介護サービスの担い手として存在している。介護

職の活動が中心で、経営的には厳しい。 
３、開業看護師の活動： 
看護師は臨床経験 3 年で地方公衆衛生局に登録すると

開業できる。都市部では過剰になり地域制限がある。医師

から処方箋を渡された患者は近所の開業看護師を選び、開

業看護師の外来に行くか、訪問看護を受けて治療・処置を

受ける。開業看護師は看護報酬が疾病金庫から支払われる。 
視察先のＣ事業所は 3 人合同で開業したが、それぞれの

受持ち患者によって報酬が決まり、独立して行っている印

象を受けた。お会いしたＤさん（男性、カナダ人）はフラ

ンスに来て病院の厨房で働いた後、看護師養成学校に入学、

10 年間公立病院で看護師として勤務後に開業した。1 日

のスケジュールは、8：30 に事務所オープンし通院患者の

処置、9：00～16：30 まで訪問、その後 19：30 まで通院

患者の対応。日によって、6：30 から採血することもある。

視察前日は 42 人（訪問 34 人、通所 8 人）に対応、30-40
人/日で調整している。集中して 1 週間働き、1 週間休むシ

フトで働き、バカンスも 1 か月程度はとっている。夜間に

容態が悪化した場合は救急外来への受診で対応している。

年収は 7.5 万～4.4 万€（1€≒120 円として 900～530 万

円）程度とのことであった。 
４、在宅医療の IT 化 

全国民が「ヴァイタルカード（診療データと社会保障番

号が IC チップに入っている）」をもち、診療情報が一元化

され、請求事務もそれで行っている。HAD では訪問患者

のデータを看護師のスマホに送り、訪問先でスマホを見な

がら業務内容を確認、実施にチェックを入れていた。 
５、看護師の処方権 

2007 年に看護師の処方が可能になった。衛生材料や導

尿カテーテル、皮膚科の湿布薬、下剤、浣腸剤、ピル等の

処方ができるようになり、患者の利便性が向上した。 

【考察】地域包括ケアシステムの中でのフランス看護職の

業務は、診療補助業務（医療処置）が中心であり、日常生

活援助を介護職が担い、多職種連携して在宅療養を支えて

いた。①在宅医療のコーディネートを管理看護師が中心に 
なり行っている、②処方権をもち、開業する看護師の自立

性とワークライフバランス、の 2 点を日本の看護の参考に

なると考えた。 
 
【結論】①管理看護師の在宅医療多職種連携コーディネー

ト、②看護師の自立性の獲得、の 2 点の示唆を得た。 

訪問場面

開業看護師事務所 
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在宅で医療的ケアを必要とする重症心身障
害児の家族が求める支援に関する文献検討 

 
 
本山朱音、坪川麻樹子、松井由美子 
新潟医療福祉大学 看護学科 
 
【背景・目的】近年、周産期・新生児医療の進歩や高度化

に伴い、これまで救えなかった重症な疾患を抱える子ども

の命が繋がり、医療的ケアが必要な重症心身障害児が増加

している。ノーマライゼーションの普及や社会福祉政策に

より生活基盤の在宅移行が進められ、家庭で療養する重症

心身障害児が増加し、その数は約 3 万 8 千人と推定され

ている。重症心身障害児はひとつの疾患だけでなく複数の

疾患を抱えていることが多く、24 時間体制で医療的ケア

を必要としていることから、家族の身体的・精神的・社会

的な育児負担は大きいと考える。筆者が小児看護学実習で

受け持った患者は重症心身障害児であり、痰吸引、経管栄

養、人工呼吸器装着の医療的ケアを必要としていた。母親

は、疲れることもあるし、仕事もできない状況であること

を語っており、身体的負担に加えて社会的負担も大きいと

分かった。このような経験から、家族が実際に抱えている

ニーズに対する医療者からの支援が必要であると強く感

じたため、先行研究の文献検討を行い、重症心身障害児を

療育する家族が必要とする支援にはどのようなものがあ

るのかを検討した。 
 
【方法】2008 年から 2018 年までの過去 10 年間の文献

を、特定非営利的活動法人医学中央雑誌行会が提供する文

献検索サービスの医中誌 Web を用いて、「重症心身障害

児」「在宅」「医療的ケア」「家族」のキーワードで原著論

文に絞り、検索を行った。得られた文献 22 件のうち、在

宅にて医療的ケアが必要な重症心身障害児の家族が必要

としている支援を中心としない文献、特定の地域に焦点を

当てている文献は除外し、10 件の文献を対象とした。 
 分析対象となった 10 件の文献を、目的、記述内容を精

読し、研究内容によってカテゴリー化し、研究の動向を分

析した。 
 
【結果】得られた文献は、「在宅移行期の家族が抱える思

いに関する研究」「在宅で子どもを療育する家族の現状に

関する研究」「家族のレスパイトケアの利用に対する研究」

の 3 つのカテゴリーに分類された。 
1）在宅移行期の家族が抱える思いに関する研究（2 件） 
在宅で重症心身障害児を療育する家族は、兄弟の子育て、

家事の両立、社会からの疎外感、金銭面の不安など将来へ

の不安が大きいことが述べられていた。主養育者となる母

親の思いは、自責の念、在宅で医療的ケアを行う覚悟や不

安などが複雑に絡み合っていることが述べられていた。 
2）在宅で子どもを療育する家族の現状に関する研究（5 件） 

子どもの特性を踏まえたケアが必要であり、家族は安心

して子どもを預けられる施設がないという思いを抱えて

いると述べられていた。また、小児の訪問看護は開始され

てから日が浅く、訪問看護師のうち小児看護の経験がある

看護師は約 3 割と少ないことが示唆されていた。 
3）家族のレスパイトケアの利用に対する研究（3 件） 
レスパイトケアを利用する家族は、家族以外の第三者の

目を気にして利用することを躊躇する家族がいる状況が

あると示唆されていた。また、レスパイトケア施設の定員

不足や制度による制限があり、ケアの供給量の不足の状況

が判明していた。レスパイトケア施設の定員増加、必要に

応じた制度緩和により利用可能なサービスを増やしてい

き、家族の負担の軽減につなげていく必要があると述べら

れていた。また、家族は現在の社会資源において充実して

ほしいという気持ちを抱いていると述べられていた。 
 
【考察】医療的ケアは子どもの生命に関わるものであるた

め、家族には身体的・精神的・社会的負担がある。また、

家族の特徴として、子どもや療育生活に対して肯定的な思

いを持ちながらも、ケアの緊張や過度な負担、社会的孤立

といった様々な感情が絡み合っていることが明らかとな

っていた。在宅移行前から精神的負担に対してはアセスメ

ントする必要があり、家族は複雑な感情を抱いていること

を理解したうえで、病院での在宅移行の支援と移行後の地

域での必要な支援を十分に提供する必要がある。さらに、

病院と地域で情報共有などにより、在宅移行後も継続した

支援を提供できるような連携が必要である。 
 現在は、少子高齢化に伴い高齢者の訪問看護が一般的だ

が、小児分野でも訪問看護の必要度が高いと考える。小児

看護の経験がある訪問看護師は約 3 割であることからも、

高齢者だけでなく小児分野に対応できるよう再教育が必

要であることが示唆された。 
 

【結論】 
1）在宅で医療的ケアを必要とする重症心身障害児の家族

のニーズに関しての文献は、「在宅移行期の家族が抱える

思いに関する研究」「在宅で子どもを療育する家族の現状

に関する研究」「家族のレスパイトケアの利用に対する研

究」の 3 つのカテゴリーに分類された。 
2）家族は在宅での療育生活や子どもに対して肯定的な思

いを抱える反面、様々な感情が絡み合っている中で療育生

活を送っていた。 
3）家族は安心して子どもを預けられる施設がないという

思いを抱えていた。 
4）訪問看護師のうち小児看護の経験がある看護師は約 3
割であった。 
5）小児に対応できる訪問看護師の必要性が示唆された。 
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小児患者を対象とした訪問看護を行う看護
師が心がけていること－在宅移行期を中心
として－ 
 
 
上原文哉 1)、稲垣千文 2) 
1) 総合南東北病院 看護部手術室 
2) 新潟医療福祉大学 看護学科 

  
【背景・目的】現在の日本は少子高齢化社会である。しか

し、15 歳未満の小児患者数（外来）は 2005 年約 63 万人、

2011 年約 68 万人と増加傾向にある。さらに小児に対する

医療の高度化による退院の遅延に起因する入院者数の増

加が問題となっており、小児患者の在宅医療への移行推進

が求められている。訪問看護の利用者は圧倒的に高齢者の

割合が高く、小児の利用者数は全体の約 0.9％と少数であ

る。これは小児を対象とした訪問看護提供施設が少ないこ

とや、小児の利用者の割合が少ないため看護師の小児に対

する訪問看護の経験が成人や高齢者と比較して少ないこ

とも一因である。また、小児は在宅での医療的ケアニーズ

が非常に高いことや、親の看護師に対するニーズの水準も

高いことから、看護介入そのものが困難となる場合も多い。  
本研究は、現在支援を行うことに困難を感じている看護

師や、これから小児訪問看護を担おうとする看護師への支

援の一助となると考え、訪問看護師が小児患者と接する際

に心がけていることを明らかにすることを目的とした。 
 
【方法】小児専門以外の訪問看護ステーションで小児（15
歳未満）訪問看護を行い、専門および認定の資格を得てい

ない看護師 1 名を対象とした。データ収集は、インタビュ

ーガイドを用いた半構成面接を行い、時間は 30 分程度と

した。さらに、インタビュー内容をデータとし分析を行っ

た。なお、本研究は、新潟医療福祉大学倫理審査委員会の

承認を受けて行った。 
 
【結果】研究協力者は、女性看護師である（以下 B さん

と示す）。B さんの訪問看護在職年数は 4 年 11 か月、看護

師勤務経験年数は、約 28 年であった。インタビュー当時

の B さんの訪問看護の件数は、週に延べ 20 件であり、小

児訪問は週に 1 件であった。なお、インタビュー時間は

34 分 48 秒であった。 
分析の結果、小児患者を対象とした訪問看護を行う看護

師が心がけていることとして、退院前では【退院前より児

の疾患についての学習を行う】、【退院前より児についての

情報収集を行う】、退院後では【児の母親との関係性の構

築をする】、【急変しやすいため注意して観察を行う】、【細

かい対応方法を母親に伝える】、【親の不在時の児の様子を

親に細かく伝える】、【児の母親との関係性を見極めた上で 
医療処置を提案する】、【児の母親の力量をアセスメントす 
 

表１ コード及び対象者の語り（データ）について 

 
る】、【助産師との連携を図る】の 9 つのコードを抽出した。 
 
【考察】本研究では、児の母親に関するコードが多数抽出

された。小児は、医療処置を他者に依存している状況や愛

着形成の段階であることから、児と母親の関わりは必要不

可欠であると推測される。そのため、小児を対象とする訪

問看護では成人や高齢者の訪問看護と比較して、療養者だ

けでなくその家族に対しての関わりも重要であると考え

られる。これらのことより、小児を対象とする訪問看護を

行う際には、小児を注意深く観察することなども重要であ

るが、児の母親との関係を構築したり母親の負担や力量を

考慮したりすることも児の効果的なケアに繋がると思わ

れる。 
 
【結論】小児患者を対象とした訪問看護を行う看護師が心

がけていることとして、の 9 つのコードが抽出された。小

児患者を対象とした訪問看護を行う際には、児に対しては、

疾患や状態の安定度などの把握を行うこと、児の母親に対

しては、母親との関係性を築くことに重点を置いたりそれ

ぞれの母親の負担などを考慮して指導内容を変えたりす

ること、また、助産師などの他職種と連携を図ることが必

要であると示唆された。 
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触れるケアの効果－アロママッサージの効
果検証から－ 
 

 

佐藤奏弥、中村彩華、佐藤信枝 
新潟医療福祉大学 看護学科 
 
【背景・目的】 医療の高度化により看護の場において看

護ケアの質が問われている。看護の介入の仕方は当然、

看護の質に影響を及ぼすと考えられ、近年、我が国の看

護領域において看護介入方法としてタッチ、あるいはタ

ッチングに関心が向けられるようになってきた。今回の

研究では触れるケアのマッサージに着目して研究を行

う。マッサージは看護現場で患者の痛みや緊張を緩和し

安楽性を高める目的から看護ケアとし導入されている。 

本研究では、触れるケアのなかでも最近注目されてい

るアロママッサージの実験を行い、対象者の具体的変化

と精神的変化について検証し、その効果を明らかにす

る。さらにその結果に関して文献検討を行い、触れるこ

との重要性を再認識するとともに、看護ケアの有効性を

得ることを目的とする。 

 

【方法】1．文献検討では、看護師または看護学生による

タッチングに関する論文、マッサージの効果に関する文献

を対象とし、医学中央雑誌 Web、CiNii、OPAC を用いて、

検索ワードを「触れる」「タッチ」「マッサージ」で検索、

原著論文を絞り込み条件として文献を抽出した。検索の結

果これらの単語に加えて、文末に「看護」を追加して検索

したところ、「タッチ 看護」では 306 件、「タッチング 

看護」では 150 件、「触れる 看護」では 2,646 件、「マッ

サージ 看護」では 1,771 件であった。検索された文章の

中から、今回の研究のテーマや目的に対して関係する文献

を抽出し、分析対象とした。 
2．アロママッサージの実験研究では、本大学女子学生

10 名（被検者を募る際、これまでアロマの使用で皮膚ト

ラブルを対象にアロママッサージを実施する。 
施術前後のバイタルサインを測定すること、アロママッ

サージを受けた感想について「心地よさ・温かさ・リラッ

クス感・眠気を感じたか」と RE 尺度「気分が高まってい

る‐のんびりしている」、「体に力が入っている‐体の力が

抜けている」、「不安である‐安心している」、「束縛的な気

分である‐開放的な気分である」を 5 段階で評価してもら

うことで身体的変化と精神的変化について検証する。 
施術は、本大学の実習室で行い被検者にはベッドに仰臥

位の姿勢になってもらう。アロママッサージは両側の肘関

節から指先に、手掌及び指腹による皮膚感覚に快い刺激を

多くした軽擦法を 15 分実施する。使用する精油は、潤滑

油のホホバオイルに対して、ラベンダー・アングスティフ

ォリアとティートゥリーを 1.0%濃度に希釈し使用する。

この 2 つのオイルを選択した理由は、最も副交感神経に作

用されるからである。 
 

【結果】1. 対象の論文をクリティークし、研究結果を整

理した結果、触れるケアの効果として 1) 不安や緊張の軽

減、2) 生理的反応、ストレスの解消、3) コミュニケーシ

ョン、感覚的・情緒的な交流が抽出された。 
2. アロママッサージの実験研究の結果は、9 月に実験

を行うため終了後に結果を加える。 
 

【考察】触れるケアは、対象者の身体に手が直接触れるた

め、言語的コミュニケーション、非言語的コミュニケーシ

ョンなどを用いて対象者の意思の確認および了解を得る

ことが重要であり、このことが触れるケアの効果を高める

ことになる。このことが文献検討から明らかになった。 
触れるケアを行う際に、アロマによる香りの効果や、効果

的な声がけ、普段から構築された人間関係などは、効果を

増強させる作用があると考える。触れるケアを行う際にも

対象者個人の個別性を考慮して行うことが、より効果的な

ケアに繋がると考える。 
文献検討で明らかになった結果を立証するために、実験

終了後に考察を加える。実験に使用するアロマは２種類使

用する。ラベンダー・アングスティフォリアの主成分は鎮

静効果のあるエステル類が多く含まれている。ティートゥ

リーの主成分は副交感神経に作用される。精油によるリラ

ックス効果や、心地よいマッサージにより施術後の精神状

態は施術前と比べて落ち着くと考えられる。 
身体的変化では、アロマの良い香りにより、呼吸数が減

少すると考えられる。マッサージを行うことにより、血流

がよくなることが考えられるが、体温や脈拍への影響は少

ないと考えられる。 
 

【結論】1. 触れるケアは対象者の身体に手が直接触れる

ので、対象者の意思の確認および了解を得ることが重要で

あり、このことが触れるケアの効果を高める。 
2. 文献検索結果から、アロママッサージにはマッサージ

や香りによる影響など様々な要素によって効果が表れる。

アロマ使用の有無や、使用するアロマの種類を変えて研究

をすることでさらに効果的なアロママッサージを行える。 
3. アロマによる香りの効果は副交感神経に作用する。さ

らに、触れるケアは対象者に心地よさをもたらすことがで

きる。 
 
【文献】 
1) 加悦美恵, 井上範江: 苦痛を伴う検査時の看護師の関

わり, 日本看護科学会誌, 27: 3-11, 2007. 
2) 秋吉久美子: リラックス効果に影響する製油成分と嗜

好の関係, 奈良看護紀要, 11: 77-84, 2015. 
3) 館田ひとみ: アロマセラピーの嗅覚刺激と触刺激が睡

眠の質に及ぼす影響, アロマセラピー学会, 17: 24-30, 
2016. 

Ｐ－41

－ 66 －

第18回  新潟医療福祉学会学術集会



通信制高等学校養護教諭を対象にした健康
支援スキル向上に寄与する研修会の有効性 
 
 
増田明美 1)、塚本康子 1) 、林三千恵 2) 
1) 新潟医療福祉大学 看護学科 
2) 千葉県立犢橋高等学校 
 
【背景・目的】1948 年 3 月「新制高等学校通信制」が発

足し、当初は勤労青年が多かったが、現代では、心身の健

康問題を抱える生徒や不登校の経験のある生徒の進路先

として通信制高等学校を選ぶ人が増えてきた。 
筆者らは、2014 年、全国にある通信制高等学校 130 校

の養護教諭を対象に質問紙調査を実施し、通信制高校保健

室の現況と課題を明らかにした。その結果、養護教諭は、

「通信制体制での健康支援の困難さ」を感じ、「校内や外

部の専門機関との連携が整っていない」「保健室の人的・

物理的環境整備の要望が困難」などの課題を抱え、「教員

のメンタルヘルス」に対するケアや「他校との情報交換の

場」を望んでいた。 
そこで、本研究では、通信制高等学校の養護教諭を対象

とした通信制生徒の健康支援スキル向上に寄与する研修

会を開催し、その有効性を明らかにすることを目的とした。 
 
【方法】132 校の通信制高校校長宛に研修会のチラシ・案

内状を郵送した。学校長の同意、同意書に同意した養護教

諭を対象に研修会を開催した。調査方法は、研修会前、研

修会後の調査はその場で配布・回収する集合調査法、研修

終了 3 ヶ月後の調査方法は、郵送法による質問紙調査で実

施した。 
調査項目：研修会プログラム評価は、毎日研修終了時に、

内容の「適切さ」、「わかりやすさ」、「満足度」、「役立ち度」

の 4 つの評価項目について 5 件法で回答を求めた。さら

に①職業性ストレス簡易調査②ローゼンバーグのセルフ

エスティーム、③心身の訴えについて調査した。3 ヵ月後

は、①仕事する上での変化（5 件法）、②生徒に対する気

持ちの変化(5 件法)、③研修で学んだ内容を業務の中に取

り入れ実践したかの有無と内容を調査した。 
調査期間：2015 年 8 月 1 日～11 月 30 日 
倫理的配慮：常葉大学倫理委員会の承認を得て実施した。 

 
【結果】1. 研修会プログラムの特徴 
テーマ：「通信制高校で学ぶ生徒への支援のあり方を探る」 
研修会時期：2015 年 8 月 1 日・2 日 東京にて開催 
養護教諭のニーズの高いテーマ、スキルアップができる

支援方法などが盛り込まれている企画を練り、「①精神的

な問題を抱えた生徒支援を支えられる専門知識とスキル

②健康意識を高める自己管理への健康教育スキル（改訂版

生活分析的カウンセリング技法・コラージュ技法）③校内

や外部の専門機関との連携の仕方④他校との情報交換の

場⑤教員のメンタルヘルスに寄与するプログラム」の 5
項目を中心とした 2 日間の研修会を企画した。 
2. 研修会対象者 
参加人数 22 名、そのうち通信制高等学校養護教諭 17

名（女性）、通信制高等学校教諭 5 名（男性 3 名、女性 2
名）であった。研究対象は、通信制高等学校養護教諭 17
名とし、質問紙を配布した。回収率は 100％であった。 
1)分析対象者属性 
平均年齢は 52.6 歳、専任養護教諭 47.1％(8 名)、非常

勤の養護教諭 47.1％(8 名)、兼務 5.9%(1 名)であった。勤

務年数 10 年未満は 29.4％(5 名)、10 年～24 年未満 35.4％
(6 名)、25 年以上 35.4％(6 名)であった。 
3. 研修会の評価 
研修会全体のプログラムの内容の満足度は、「満足した」

92.3%、「まあ満足した」が 7.7%であった。プログラムの

構成については、100％適切であった。研修の時期は

92.3％が適切であった。 
4. 研修終了直後、3 ヵ月後の評価 
セルフエスティーム尺度得点については研修終了直後

に高い傾向（p=0.059）であった。また、心身の訴え尺度

得点では研修 3 ヵ月後に有意差（p=0.025）が得られた。

職業性ストレス簡易調査では、研修 3 ヵ月後に身体愁訴

（p=0.001）、心理的な仕事の質負担（p=0.021）、心理的

な仕事の量負担（p=0.043）軽減に有意差があった。 
3 ヵ月後の質問紙調査では、「研修に参加して、仕事す

る上での変化」は、68.8％(11 名)が変化したと回答し、「生

徒への支援方法を活用し、保健室機能が増強された」「メ

ンタル面の対応が楽になり判断しやすくなった」などの記

述があった。「研修に参加して、生徒に対する気持ちの変

化」は、81.3％(13 名) が変化したと回答し、「生徒対応に

心の余裕ができた」などの記述があった。「研修会終了後

に研修で学んだ内容を業務の中に取り入れ実践したこと

はあるか」は、62.5％（10 名）が実践していると答えた。 
  
【考察】本研修会 3 ヶ月後においても、研修会で得た知識

やスキルが継続的に役立っていることから総合評価する

と、参加者にとって満足度の高い研修会であったといえる。 
仕事へのやる気や生徒支援に影響を与え、養護教諭の健

康支援活動の実践に役立っていることが示唆された。また、

養護教諭の心身の訴えが軽減し、心理的な仕事の質と量の

軽減に有意差があったことからメンタルヘルスに寄与す

ることも示唆された。今回、事前に通信制高校の現状を把

握し、通信制養護教諭のニーズの高いプログラムかどうか

吟味したことが、対象者の満足につながったと考える。 
 
【結論】本研修会が、養護教諭の健康支援のスキル向上に

寄与していることが明らかになり、有効性が示唆された。 
 
【謝辞】本研究は、2013～2017 年度科学研究費助成事業

基盤研究(C)(課題番号 25350872)の助成を受けて行った。 
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看護学生の放射線に関する知識・関心の現
状と今後の課題 
 
 
三條瞳、宇田優子 
新潟医療福祉大学 看護学科 
 
【背景・目的】医療の分野において、放射線は検査や治療

などさまざまな場面で使用され、医療にとってはなくては

ならない存在である。しかし、医療従事者の放射線被ばく

や放射線に関する知識不足により、患者やその家族の不安

を増強させてしまうことも少なくない。看護学生の放射線

に関するアンケート調査では放射線に関する知識が乏し

い人ほど不安が高いことが報告されている 1)。さらに、

2011 年 3 月に発生した東日本大震災と津波による福島第

一原子力発電所の事故以降、放射線を巡り起きた混乱や風

評被害は人々の放射線に関する知識・理解力の不足を浮き

彫りとさせた。 
 文部科学省は事故後の状況を踏まえ、「放射線に関する

副読本」の内容を見直し、2014 年に放射線副読本として、

小学生用と中学・高等学校用の 2 種類を作成・配布し放射

線教育に生かせるよう活用を促している。このような背景

から本研究では、さまざまな専門科目の講義を受けており

領域実習を前にしている看護学科 3 年生と基礎科目を中

心に受講している 1 年生を対象に放射線に関する知識・関

心の調査を行い、看護学生の放射線に関する知識の現状と

今後の課題の検討を目的とした。 
 
【方法】N 大学の看護学生 1 年生と 3 年生を対象に、2018
年 7 月に無記名自記式の質問紙を用いてアンケート調査

を行った。研究の趣旨と研究への参加は任意であることを

説明し、アンケートの提出を持って研究への参加に同意し

たと判断した。アンケートを集計し、学年別に SPSS22.0 
を用いて、χ2乗検定、t 検定を行い分析した。 

アンケート内容は対象の基礎情報（出身地と原発との位

置関係）、放射線の知識（放射線の種類、放射線と放射能、

放射線防御の 3 原則、自然年間被ばく量、放射線を利用し

た検査・治療）、放射線に対する関心の 3 項目 10 問であ

る。 
 
【結果】200 名に質問紙を配布し、199 名から回答を得た

（回収率 99.5％）。学年別による放射線の知識・放射線に

対する関心の比較結果は表 1 の通りであった。 
 「放射線と放射能は同じものか否か」の正解者数、「放

射線防護の 3 原則」の正解者数については 1 年生よりも 3
年生に正解者が多かった。一方で、「放射線の種類」の正

解数、「自然年間被ばく量」の正解者数及び「放射線を利

用した検査・治療」の正解数には有意な差は見られなかっ

た。過去の放射線に関する講義の受講歴がある 1 年生は

16 名（15.1%）、うち大学での受講は 2 名（1.9%）、3 年

生は 46 名（49.5%）、うち大学での受講は 43 名（46.2%） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
であった。関心があるか否かについて差は見られなかった。 
 
【考察】「放射線の種類」や「放射線を利用した検査・治

療」については学年によって差はなかった。病態生理・知

治療学や各看護領域の講義で放射線検査や治療について

触れることはあっても、放射線について深く掘り下げて講

義が行われているわけではないため、放射線についての知

識に学年差が表れなかったと考える。放射線防御の 3 原則

については 3 年生の正解者数が有意に多く、講義での学び

が表れていたが、正解者数が 21.5％（20 名）と低い結果

であった。講義で触れるだけでは学生の放射線への知識構

築は不十分であるため、放射線の基本、検査、治療、看護

の系統だった学習が必要だと考える。 
 
【結論】本研究により、N 大学の看護学生の放射線に関す

る知識は 1 年生よりも 3 年生のほうがあることが判明し

た。しかし、知識量としては不足しているため、講義で放

射線について触れる時間を増やし、放射線に関する知識の

底上げが必要である。 
 
【文献】 
1) 欅田直樹: 看護学生の放射線に関する知識と不安度調

査, J UOEH, 30: 421-429, 2008. 

表1　学年別・放射線の知識と関心

P値
度数（%） 106 (53.3) 93 (46.7)

放射線の種類

正解数（10問中） 4.52 4.25 0.061）

（標準偏差） (2.148) (2.531)

放射線と放射能3）

同じもの 23 (21.7) 9 (9.7) 0.022）

違うもの 82 (77.4) 84 (90.3)

放射線防御3原則

正解者数 3 (2.8) 20 (21.5) 0.0012）

自然年間被ばく量

正解者数 45 (42.5) 40 (43.0) 0.942）

放射線検査・治療

正解数（6問中） 2.39 2.37 0.9051)

（標準偏差） (1.029) (1.405)

過去の受講歴3）

ある 16 46 0.0012)

無し 84 40

受講したいか3）

はい 63 45 0.2622)

いいえ 42 46

調べたことあるか3）

ある 17 9 0.2572)

無い 88 84

関心があるか3）

ある 73 53 0.1662)

無し 31 39

1）t検定 2）χ2検定
3）無回答を除外して分析したため、合計が各学年のnと異なる項目がある

1年生 3年生

知識

関心
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独居高齢者が必要とする社会資源の実際に
関する研究 
 
 
山田紬、高橋智美 
新潟医療福祉大学 看護学科 
 
【背景・目的】 現在、日本の 65 歳以上の高齢者人口は

3,459 万人、高齢化率は 27.3％である。高齢化率は年々上

昇しており、2042 年まで上昇し続けるとされている。ま

た独居高齢者の増加も 1980年から男女ともに顕著である。

55 歳以上の男女 5,000 人を対象とした調査では、41.7％
が在宅療養を希望している。しかし現状では入院をすると

在宅退院が困難となる事例が多い。在宅退院を困難にする

要因は「高齢者」と「独居」であるとされている。また地

域で生活する独居高齢者の在宅生活の継続のために ADL
の維持と周囲のサポート体制が整っている必要があるさ

れている。そこで、周囲のサポート体制が整えば在宅退院

が困難な独居高齢者でも自宅療養を継続できるのではな

いかと考えた。 

本研究では、地域における独居高齢者を支援する社会資

源はどの位活用されているのか、また高齢者が必要として

いる社会資源は何かを明らかにし、今後の独居高齢者の在

宅退院の実現に活かすことを目的とした。 

 

【方法】1．研究デザイン：記述的研究デザイン 調査研

究 

1) 調査方法;自記式質問紙によるアンケート調査法 

2) 回収方法;回収ボックス(老人憩いの家に設置)へ投函 

3) 分析方法;質的データは類型化し、量的データは記述 

統計(比率)と推測統計(多重比較)を実施した。 

2．期間：2018 年 7 月 18 日～2018 年 7 月 31 日 

3．調査対象：老人憩いの家を利用している 65 歳以上の 

独居高齢者で研究協力の得られた 11 名 

4.倫理的配慮：データはすべて整理番号制として個事例が 

特定されないようにした。本学倫理委員会を受審し承認 

(18042-180710)を得た。 

 

【結果】対象の属性は、男性 18％、女性 73％、平均年齢

73.6 歳であった。独居高齢者が実際に利用している社会

資源は訪問リハビリテーション 1 名(7％)、憩いの家 9 名

(64％)、福祉用具貸与 2 名(14％)であった(図 1)。 

実際に利用しているサービスについて、クラリス・ウオ

リス検定と多重比較の結果、老人憩の家が p<0.001 の水

準で有意差がみられた。独居高齢者が利用したいが利用で

きない社会資源はバスであり、「買い物で困りつつあるの

で、バス(小型)を出してほしい」という意見があった。 

 

【考察】本研究では、独居高齢者が最も必要としている社

会資源は老人憩いの家であった。老人憩の家は高齢者に対 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

し教養の向上、レクリエーション等のための場を提供し、

高齢者の心身の健康増進を図ることを目的としている。本

研究の対象は老人憩の家を利用する独居高齢者であった

ため、対象者の多くが心身ともに健康で自立しており、ほ

かのサービスを必要としていなかった。つまり対象者の背

景が結果に影響を及ぼしたといえる。老人憩の家は談話室

や娯楽室、浴室などがあり、高齢者であれば無料で利用す

ることができる。実際に多くの高齢者が入浴のために老人

憩の家を利用していると利用者の方から公衆衛生実習の

際に伺っていた。高齢者は加齢による筋力の低下などによ

り、浴室内の移動や浴槽の出入りの際に転倒する恐れがあ

る。そのため自宅での入浴は準備などに難色を示し、老人

憩の家での入浴を選択しているのではないかと考えた。ま

た老人憩の家には談話室や娯楽室があることから、地域の

他の高齢者と交流ができ、気分転換を図ることができるの

ではないかと考えた。更に老人憩の家を利用することで、

人々や地域とのつながりを持つことができ、精神面での健

康の増進につながる。人々や地域とのつながりを持ち続け

るために、老人憩の家を必要としていると考えられた。 

独居高齢者が利用したいが利用できない社会資源は、移

動サービスであった。本研究で調査協力を得た老人憩の家

がある地域では、徒歩圏内にスーパーが少ない地域が多か

った。そのため車を持っていない高齢者や、買い物で他者

の手を借りることができない高齢者は、移動手段がなく、

区バスなどの公共交通機関を利用するしかない。しかし本

地区では区バスが運行しているものの本数は少ない。また

区バスが運行していない地域や、運行していてもバス停が

遠いことから、利用したいが利用できないという現状があ

ると考えられる。独居高齢者の中には運転免許を持ってい

ない方や、加齢や疾患などによる下肢の筋力低下や歩行に

対する困難感などから徒歩で買い物に行くことが難しい

場合がある。また独居高齢者では買い物などの IADL は他

者の助けを借りることができず、自身で行わなければなら

ないことが多い。そのため独居高齢者は買い物のための移

動手段を必要としていると考えられた。 

 

【結論】独居高齢者が必要とする社会資源は老人憩の家で

あった。また利用したいが利用できない社会資源は買い物

のための移動手段であり、公共交通機関の増便や運行地域

の拡大の必要性が示唆された。尚、本研究は調査地区が限

られており、標本数も少ない。これは本研究の限界である。 

0%

20%

40%

60%

80%
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図１．独居高齢者が利用しているサービス

n=14

＊＊p<0.001
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産業看護職がメンタルヘルス不調者に対し
て行う 1～3次予防活動の特徴 
 

 

岡本萌美、和田直子、宇田優子 

新潟医療福祉大学 看護学科 

 

【背景・目的】今日、裁量労働制、フレックスタイム制な

ど、労働形態は多様である。これはメンタルヘルス不調の

原因の一つとなる。本研究の目的はメンタルヘルス不調者

に対する産業看護職の 1～3 次予防活動の特徴を明らかに

し、役割を考察することである。 

メンタルヘルス不調の定義はうつ病やうつ状態、長期休

業者の心の不調とした。予防活動の定義として、1 次予防

活動は心身の健康の保持増進を図ること、2 次予防活動は

早期発見・早期治療、3 次予防活動は再発予防・重症化予

防とした。 

 

【方法】文献研究。キーワードを「メンタルヘルス」「産

業看護」、「予防」「長期休業」で検索し、原著論文 10 編を

選んだ。理由は、より看護実践が明確で、具体的にケアを

実施していると考えたからである。医学中央雑誌を用いて

行った。検索期間は 2018 年 4 月 2 日～6 月 2 日とした。

文献は研究の目的、結果、考察等の内容を尊重し熟読して、

理解に努めた。 

 

【結果】1 次予防活動は 28 項目、2 次予防活動は 21 項

目、3 次予防活動は 35 項目抽出した。1～3 次予防活動の

特徴を、活動頻度の多かった上位 10 項目を表 1 にまとめ

た。表中の(  )は文献中に記載された活動数、片カッコ

はその内容が入っていた文献番号である。 

 

【考察】1 次予防活動は集団全体に定期的な講習会、ポス

ターを張る等を行い、健康を意識付けすることで予防の啓

発、リスクの軽減につながっていたと考える。2 次予防活

動は、日常活動の中で個別に声をかけることで早期発見に

つながっていたと考える。3 次予防活動はメンタルヘルス

不調者や家族の不安を傾聴支援し、療養生活や就労、職業

生活のあり方を確認し、企業と本人を切れ目なく支援する

ことが重要だと考える。 

 

【結論】産業看護職はそれぞれの段階（1 次予防、2 次予

防、3次予防）で組織と連携し、適切な時期に予防活動を

行う必要があり、働いている時から、休業中、休業後の社

会復帰した後でも切れ目ない支援が必要であることが明

らかとなった。 

 

【文献】 

1）池田千聖子, 左伯和子, 平野美千代: 健診機関に勤務す 

 

る看護職によるストレスチェック実施状況と実施への自

信, 産業衛生学雑誌, 58: 89-99, 2016. 
2）池上和範, 江口将史, 大崎陽平: メンタルヘルス不調の

若年労働者への対応と課題－メンタルヘルス不調により

休業した労働者の事例を用いた調査－, 産業医科大学雑

誌, 38: 185-197, 2016. 
3）石川真子, 錦戸典子: 新人期の産業看護職における職

場のメンタルヘルス活動の実施状況, 困難感, および知

識・技術の保有感, 産業衛生学雑誌, 56: 1-15, 2014. 
4）河原田まり子: 管理監督者の行う心の健康問題を持つ

職員への対応－管理監督者を支援する産業看護職の役割

－, 看護総合: 3-13, 2004. 
5）太平泰子, 石川浩, 芦原睦: 事業場におけるメンタルヘ

ルス予防活動－定期健康診断を活用したメンタルヘルス

対策の有用性－, 第 51 回日本心身医学会総会ならびに学

術講演会, 51: 236-244, 2010. 
6）畑中純子: うつにより休業した従業員の職場復帰にお

ける産業看護職の支援の構造, 産業衛生学雑誌, 58: 109-
117, 2010. 
7）難波克行 : メンタルヘルス不調者の出社継続率を

91.6％に改善した復職支援プログラムの効果, 産業衛生

学雑誌, 54: 276-285, 2010. 
8）渕野由夏: 職場のストレス対策における産業看護職の

役割－文献を通して－, 山口県立大学看護学部紀要: 65-
74, 2001. 
9）山田淳子，斉藤由美: 中規模偉業場における産業看護

職によるメンタルヘルス支援システム構築過程の活動内

容の特徴, 千葉看会誌, 18: 37-44, 2012. 
10）湯川裕美, 長谷川珠代, 蒲原真澄ら: メンタルヘルス

不調者の復職支援に必要な事業場内外資源の連携におけ

る産業看護職の役割, 日健医誌, 24: 138-144, 2015. 
 

　　　　　　　　　表1　1次予防、2次予防、3次予防活動の特徴
1次予防活動 2次予防活動 3次予防活動

　多
広報・パンフレット
で啓発（4）　1）4）7）9）

医師による
心の健康相談（4）　1）4）5）7）

職場復帰支援・自立支援
（10）　1）2）3）4）5）6）8）

集団・組織へ情報提供・
健康教育（4）　4）9）11）

看護職による
健康相談（4）　1）4）5）7）

復帰後の継続
支援（3）　1）2）4）

システム構築（4）　8）9） 問診票（4）　3）4）7）9） 重症化予防（3）　1）4）5）
相談体制・窓口相談（3）3）4）5）カウンセリング（2）　3）7） 再発予防（3）　1）4）5）
人事労務担当者・健康管理者
に対する研修（1）　7）

職場関係者間との
連携、情報交換（1）　5）

職場適応に対する上司
や同僚への支援（3）　4）5）7）

管理職に対する講習会
による集合教育（1）　8）

受診機関につなげる（1）　9）
産業保健体制
（医師との情報共有）（3）　5）9）10）

信頼関係を築く（1）　8） 社内外の専門職につなげる（1）9）社内外の相談窓口（3）　5）9）10）
ストレス調査の実施（1）　1） 健康診断の事後指導（1）　1） 信頼関係の構築（2）　2）9）

職場巡視（1）　9） ハイリスク者のフォロー（1）　4）
家族・主治医・
産業医との連携（2）　2）4）

少 企業風土を培う（1）　3） 上司や同僚への支援（1）　4）
家族・主治医・
産業医との連携（2）　2）5）
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看護学生のインフォームド・コンセント
の認識 ～全実習修了後の調査から～ 
 
 
後藤真由子、宇田優子 
新潟医療福祉大学 看護学科 
 
【背景・目的】療養中の患者と家族は危機的な状況に

あり、心理的葛藤が存在している中で、患者や家族が

病気や今後の治療方針について主体的に考えていく必

要がある。インフォームド・コンセント（以下 IC）の一

連のプロセスには医療者からの情報提供、患者の理解・

判断・自己決定という要素を含む 1)。患者が自己決定し、

主体的に療養生活を送るためには、医療者からの情報提

供は必要であり、患者の重要な権利の一つである。この

研究は、看護学科４年生がこれまでの講義や実習での IC
に関する体験から IC の必要性や看護の重要性について

看護学生がどのように認識しているのか明確にすること

を目的とした。 
 
【方法】看護学科 4 年生 83 名を対象に、無記名による

集合自記式質問用紙を用いた調査を、2018 年 6 月～7 月

に行った。アンケートへの回答、提出を以って研究に同

意したとみなすことを書面で説明し、回収ボックスを配

置した。調査内容は属性 2 項目、IC の必要性の認識 5 項

目、看護の重要性 11 項目、実習での IC 同席に関する 4
項目で構成した。IC の必要性、看護の重要性の質問は文

献を参考に作成した 1), 2)。分析は記述統計、t 検定を行っ

た。集計ソフトは SPSS22.0 を使用した。 
 
【結果】回答者数は 83 名中 79 名（回収率 95.2％）であ

った。男性 14 名（17.7％）女性 65 名（82.3％）、私的場

面での IC 同席「あり」10 名（12.7％）、「なし」69 名

（87.7％）であった。「IC の必要性の認識」と「IC にお

ける看護の重要性」の結果は図 1、2 のとおりである。3
年次、4 年次の実習で IC に同席した学生は 50 名

（63.3%）で、同席平均回数は１人当たり 0.92 回であっ

た。学生が IC に同席することができた実習は「成人急

性期実習（3 年次）」と「統合実習（4 年次）」の 28 件と

最も多かった。「IC の必要性」について、5 項目におい

て「必要」４点、「必要ではない」１点として 4 段階で回

答してもらい、合計点を算出し、分析したところ男性よ

り女性（p<0.01）、私的場面での IC 同席経験ありの学生

に有意に高かった（p<0.05）。 
「IC における看護の重要性」も「IC の必要性」と同

様に分析した結果、男性より女性が有意に重要と認識し

ていた（p<0.01）。IC 同席の有無による「IC の必要性」

「IC における看護の重要性」について有意差は認められ

なかった。 
 

【考察】IC の必要性が高いと認識されていた 3 つはどれ

も患者にとっての利益に影響する事項であった。また、

IC における看護の重要性について、「理解度の確認」「補

足説明」を重要であると認識している学生が多いことか

らも、IC で医師から受けた説明に対して患者や家族が疑

問や不安を抱えていないか、身近な存在として支援をし

ていく役割を看護師が担っているという認識を学生は有

していたと考えられる。実習での IC の同席の有無によ

る必要性、重要性の認識に有意差を認めなかったことか

ら、IC の必要性や看護の重要性について実習での同席の

有無ではなく、カンファレンスでの体験の共有や、講義

から学びを得ていると考えられた。 
 
【結論】 
1、「IC の必要性」では「必要」「やや必要」「看護の重要

性」では「重要」「やや重要」が 9 割以上占めていた。 
2、実習での IC 同席の有無による認識の差は無く、「IC
の必要性」で女性と私的場面での IC 同席者、「IC におけ

る看護の重要性」で女性に有意に認識していた。 
 
【文献】 
1) 飯塚京子, 清水喜美子, 山西文子: インフォームド・コ

ンセントにおける看護の役割, 臨床看護, 22: 2056-2061, 
1996. 
2) 石原和子, 志水友加, 岡田純也ら: 看護学生のインフォ

ームド・コンセントの認識と看護者の役割に関する研究

－臨地実習前後における意識の変化－, 長崎医学部保健学

科紀, 14: 93-99, 2001. 
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図1. ICの必要性
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看護学生が小児看護学実習において患児と
行った遊びの発達段階との整合性と有効性
について 
 
 
小池明日香、松井由美子、坪川麻樹子 
新潟医療福祉大学 看護学科  
 
【背景・目的】現代の看護学生は核家族化、少子化におい

て子どもと接する機会が少ないと言われている。また、乳

児期や幼児期は特に言語の発達が未熟であり言語でのコ

ミュニケーションが難しい。そのため看護学生が患児との

コミュニケーションを困難に感じることも多い。学生が受

け持つ期間も限られており、短期間の中で患児との関係形

成やニーズを把握するためには早期に患児とのコミュニ

ケーションをはかることが求められている。そのために有

効となるのが遊びを通したコミュニケーションである。本

研究では、小児看護学実習において学生が受け持ち患児に

対して行った遊びについて明らかにすることで、患児の発

達段階との整合性や学生が行った遊びが有効であったか

を検証した。 
 
【方法】小児看護学実習を終えた看護学生に対して質問紙

調査を実施した。質問紙は 1)実習について 2)受け持ち児

について 3)病棟実習で実施した遊び・目的の項目で行っ

た。その内容を具体的に発達段階別に分類し使用した場面

での効果を検証した。 
 
【結果】以下アンケート結果を表１～３に示した。 

表１ 学生が行った遊びと発達段階 

 

表３ 患児と行った遊びに対する有効度 
 
 
 
 
 
 
 

表４ 心身の発達からみた遊び１) 

 
【考察】表１と表 4 で示した発達段階に応じた遊びはほぼ

一致しており、学生は患児の発達段階に応じて遊びを展開

していたと考えられる。小児は感覚機能や運動機能、知的

機能が急速に発達し始める時期である。「病気の子どもで

あっても成長・発達途上にあり、絶えず成長し続けている

ことに変わりはなく、遊びが子どもの成長・発達を促す」 

2)と言われており遊びを取り入れることは重要である。発

達段階にあった遊びは患児の反応が得られやすいため学

生は遊びの有効性を感じることができたと考えられる。表

１の具体例としては感覚遊びではガラガラ、運動遊びでは

ボール、模倣遊びではごっこ遊び、構成遊びでは折り紙、

積み木、受容遊びでは絵本が多かった。一方で表２より遊

びの目的としてコミュニケーションを主に行っているこ

とが分かった。学生が行った遊びの目的の中には 1～2 歳

に対してプレパレーションを行うなど発達段階を考慮し

ていない回答もあり、目的にずれが生じていた。「看護学

生にとって子どもとの関わりで何より優先すべきことが

子どもとの関係構築である」3)といわれ遊びの目的まで考

慮することは難しい。このことは遊びの有効度にも影響し

ていると考えられる。しかし、有効であったという回答に

は目的に対してなのか患児の反応に対してなのか確では

ないため質問の内容を具体化する必要があったと考える。 
 
【結論】看護学生は小児看護学実習において患児の発達段

階と遊びの整合性はほぼとれていた。患児に行う遊びの目

的としては関係構築を主としておりずれが生じていた。 
 

【文献】 
1) 浅野みどり: 根拠と事故防止からみた小児看護技術, 
医学書院, 第 2 版, 12, 2012. 
2) 荘村多加志: 入院児のための遊びとおもちゃ, 中央法

規出版, 第 1 版, 18-27, 東京, 1999. 
3) 高橋亮: 入院中の幼児を対象とした遊びの検討－看護

師による援助の現状と課題－, 桜美林大学大学院博士学

位論文, 5-8, 2012. 

０～１歳 １～２歳 ２～５歳 ５～１２歳 

感覚遊び 感覚遊び 運動遊び 運動遊び 

受容遊び 受容遊び 構成遊び 

構成遊び 模倣遊び 

  ０～１歳 １～２歳 ２～５歳 ５～１２歳 １２歳以上 

感覚遊び 77% 41% 2% 7%  0 

運動遊び  0 18% 16% 3%  0 

模倣遊び  0 12% 23% 10%  0 

構成遊び  0 18% 32% 43%  0 

受容遊び 23% 12% 27% 37% 100% 

表２ 実施した遊びの目的 

遊びの目的 件数 割合 

コミュニケーション 53 50% 

処置時のディストラクション 14 13% 

処置・検査前のプリパレーション 5 5% 

ストレスの緩和 31 29% 

その他 3 3% 

①とても有効だった 20% 

②まあまあ有効だった 49% 

③どちらともいえない 29% 

④あまり有効でなかった 1% 

⑤まったく有効でなかった 0% 
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小児看護学実習での家族との関わりで困難
感を抱いた学生に関する質的研究 
 
 
笠原玲菜、坪川麻樹子、松井由美子 

新潟医療福祉大学 看護学科 
 
【背景・目的】小児看護学領域では患児との関わりはもち

ろん、その家族との関係性が非常に重要となってくる。そ

のため、実習を行う学生は 1 週間という短い期間の中で、

患児そしてその家族と関係性を築く必要がある。小児看護

学実習において、子どもと関わることの少ない学生は、患

児や家族との関係形成を深めていくうえで困難を生じて

いる。本研究では小児看護学実習において対象の患児の家

族との関わりの中で困難感を抱いた場面での学生の思い

について明らかにし、対応について考察した。 
 

【方法】小児看護学実習を終了した 4 年生に対し研究参加

の募集を募り、4 名の応募があった。その対象者関係形成

が困難であると感じたときの行動などについて半構造的

面接法にて 30 分～1 時間程度自由に話してもらった。 
得られたデータを、困難感を抱いた場面、それに対する

行動の内容に焦点をあてて一文章一意味でセンテンスを

コード化し、サブカテゴリー・カテゴリーと分類をした。

データの分析過程においては信頼性と妥当性を高めるた

めに、研究協力者を交えて繰り返し協議し検討を重ねた。

なお、本研究は新潟医療福祉大学倫理委員会の承認を得て

実施した（承認番号：18037-180710）。 
 

【結果】対象者は 4 名であり、性別は女性が 4 名であっ

た。受持ち児の年齢は最年少が 6 ヵ月、最年長が 6 歳であ

った。対象者が主に関わった家族は全員が母親であった。 
 小児看護学実習において看護学生が受持ち児の家族と

関わるうえで困難感を抱いた場面での思いについて分析

した結果、11 のサブカテゴリーと 3 つのカテゴリーが抽

出された（表 1）。また、困難感を抱いた場面に対して学生

がとった行動について分析した結果、21 のサブカテゴリ

ーと 5 つのカテゴリーが抽出された（表 2）。 
 
【考察】小児看護学実習で患児の家族との関わりにおける

学生の思いは、知識不足に関連した困難感がみられた。学

生は小児看護に関する知識と看護技術の不足や不安を抱

きつつ実習に挑んでいることも多いことが先行研究で明

らかになっており（阿部：2011）、本研究の結果と同様に、

知識がないことで様々な不安が生まれ、家族と関わるうえ

で困難があった。小児看護学実習では病棟での実習期間が

1 週間と短いため、実習前から疾患や検査に関する知識を

早期に習得することで困難感が軽減することに繋がるこ

とが示唆された。 
 

【結論】学生は家族との関わりについて、疾患等の知識不

足が困難感を招いていた。学生は疾患等の知識を増やす努

力をし、困難感を軽減しようとしていた。 
 
表 1：看護学生が受持ち児の家族と関わるうえで抱いた困

難感 
カテゴリー サブカテゴリー 

知識不足によ

る関わりでの

不安 

疾患や検査に関する知識不足 

自分が正確に理解していないことを親から質問さ

れるかもしれないという不安 

患児・家族へ伝わるかもしれない自分の不安 

理解しているつもりでも不安になる発達段階に関

する知識 

知識が豊富な母親に対する関わりにおける戸惑い 

母親に負担を

かけたくない

思い 

自分自身の実習への緊張感からくる困惑 

傷つけるかもしれない不意な言葉 

「母親」と関わる経験が少ないことから感じる困惑 

母親と関わる前から感じる不安 

疲労がみられる母親への関わりへの戸惑い 

信頼関係を築

く上での気遣

いと不安 

自分の関わり方への不安 

邪魔にならないようにという気遣い 

 
表 2：困難感を抱いた場面に対して学生がとった行動 
カテゴリー サブカテゴリー 

家族から信頼

を得るための

行動 

笑顔で不安な表情をしない 

自分の中で考えてから言葉を発する 

ねぎらう言葉をかける 

自分から話しかける 

看護師へのつなぎ役になる 

家族の質問に対して情報提供を行う 

家族の性格を考えたうえで関わる 

家族不在時の患児の様子を伝える 

家族の悩みや愚痴を傾聴する 

親子の時間を大切にする 

休息の時間を作る 

処置や検査の内容の説明を行う 

礼儀正しく関わる 

誰かに相談を

する 

教員から助言をもらう 

教員・看護師に相談する 

学生同士で相談する 

知識の習得 疾患・検査に関する知識を増やす 

些細な疑問でも調べる 

子どもを介し

て関わる 

子どもとの遊びを通じて家族と打ち解ける 

子どもに触れながら家族と関わる 

短い時間の中

で工夫する 

情報収集の際に質問の方法を工夫する 
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家庭、学校が抱える性教育の課題に関する
文献検討 
 
 
須藤万智、松井由美子、坪川麻樹子 
新潟医療福祉大学 看護学科 

 
【背景・目的】近年、若者たちの間で携帯電話やインター

ネットの利用が高く、性の情報について簡単に手に入れる

ことが出来るようになった。それは青少年への性行動に大

きく影響を与えている。性に関する正しい知識を得るには

子どもたちにとって身近な家庭、学校での性教育の役割が

大きいと考えられる。家庭、学校での性教育について焦点

を当て性教育の課題を明らかにすることを目的とした。 
 
【方法】研究デザインは文献検討である。CiNii で調査報

告に限定し検索を行った。「性教育・学校」の文献として

（タイトル名にキーワード含む）1,327 件から２件、「性

教育・保護者」の文献として 72 件の検索結果から１件の

文献を抽出した。また新潟医療福祉大学図書館の OPAC
で検索を行い「性教育」の特集記事 31 件の検索結果が得

られた。そこから本研究内容と合致する文献を１件抽出し

た。 

表１ 親、教師が性教育に対して考えること 
文献 内容 
１） 親の 5 割が性に対し恥ずかしいというイメージ

を持ち、性に対して抵抗感をもつ親が多い。医

療者や教育職など専門職から情報を得てきた親

は少ない。子どもの二次性徴発現時の関わりで

は初経時に関わった親は 9 割に対し精通時は 3
割と低く、同性である父親の積極的な性教育の

参加が必要である。 
２） 保護者の 8 割は家庭での性教育が必要だと考え

ているが、7 割が実施に至っていない。望ましい

性教育実施者は父母両方だったが主な性教育実

施者は母親だった。6 割以上の親が家庭での性

教育に戸惑いや困難さを感じている。専門職に

支援を求める親の割合は７割だった。 
３） 9 割の教師が性教育は必要だと答えた。しかし

性教育を実際にしているのは 6 割だった。「自信

がなくできない」、「年間計画がない」、「時間が

ない」が性教育をしていない理由だった。自分

自身の性知識についても「知っているが不安」

と答えた者が 5 割で最も多かった。 
４） 養護教諭が性教育を行う上で感じている困難感

としてカリキュラムの位置づけがない、校内の

指導体制が整っていないこと、自身の指導力不

足がある。 

 

【結果】表１より家庭での性教育に戸惑いや困難さを感じ

る、性に対して抵抗感をもつ親は多い。親は家庭での性教

育実施のため専門職に支援を求めている。父親が性教育に

参加する機会は少ない。 
 学校では性教育がカリキュラムに入っていないことや

指導体制が整っていないことから性教育を実施している

教員は少ない。また教師は性教育を行う知識や指導力に不

安を抱えている。 
  
【考察】文部科学省が性教育の指針をはじめて具体的に示

したのは 1999 年 5) である。親世代は適切な性教育を受け

ず十分な知識を得る機会が少なかったと考えられる。性教

育に戸惑いを感じる親が多いため、親が性教育の方法につ

いて学べる、相談できるよう専門職が支援する必要がある。

また父親が性教育する機会は少ない。同性である男子への

指導や父性の役割を学ぶためにも父親の参加を促す必要

がある。 

学校での性教育の時間は十分に確保されていない。「性

教育」の担い手は、ほぼ保護者と学校（を中心とした公的

教育活動）に限られる 5) ため、学校での性教育は貴重な機

会といえる。性教育を行うために「性教育を学校全体の問

題として位置づけ、組織的・計画的に性教育に取り組みや

すい環境を作る」6) 必要がある。また、指導体制が整って

いないことも課題として挙げられる。性教育は、体育、保

健体育のみならず、道徳や特別活動など、学校教育活動全

体を通じて取り組む 7) 必要がある。また多くの教師が正

しい知識を得る、指導力を磨く機会を求めていることから

性について教師自身が学ぶ場が必要だと考える。 
 
【結論】親、教師が性の知識や指導方法について学べる支

援が必要である。また家庭では父親の性教育参加、学校で

は学校全体での性教育実施を促す必要がある。 
 

【文献】 
1) 斎藤益子, 木村好秀: 家庭での性教育に求められるも

の, 思春期学, 31: 293-299, 2013. 
2) 石亀知美, 下見千恵: 第 1 子に小学生がいる保護者の

家庭で性教育を行う際の支援に関する検証, 日本赤十字

広島看護大学誌, 17: 1-17, 2017. 
3) 島田友子: 中学校教員の性の健康教育に対する意識と

課題, 名桜大学総合研究, 26: 85-94, 2017. 
4) 青柳千春, 黒石初美, 丸山幸恵ら: 高等学校養護教諭

が感じている性教育に関する困難感と今後の課題, 群馬

大学教育学部紀要, 51: 67-76, 2016. 
5) 田辺美恵子: 学校における包括的性教育の課題と可能

性, 保健の化学, 58: 377-382, 2016. 
6) 山本圭一: アンケート性教育への関わり方 集計結果

から見る養護教諭の意識と実態, 健康教室, 65: 4-9, 2014. 
7) 西岡笑子: わが国の性教育の歴史的変遷とリプロダク

ティブヘルス/ライツ, 日衛誌, 73: 178-184, 2018. 
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新潟市北区で老人憩いの家を利用する高齢
者の生きがいと社会参加
 
 
山本凌、高橋智美 

新潟医療福祉大学 看護学科 
 
【背景・目的】現在、本邦では「老後を心豊かに活力ある

生活」にするということを指針とし、安心して、健康で、

生きがいを実感して暮らせることを目標に施策が掲げら

れている。そこで活力ある高齢者像の構築を図るため、健

康づくりや生きがい支援活動、介護予防策が展開されてい

る。その結果、健康寿命が延伸し「元気高齢者」という存

在を生み出している。「元気高齢者」には同世代や他の世

代を支えていくという社会的役割を持ちながら、社会参加

を通し地域コミュニティの担い手となることが期待され

ている。高齢者の生きがいと社会参加は高齢者の健康と社

会秩序の維持に繋がっている。サービスを受けながらでも

高齢者の生きがいと社会参加は可能であり、看護学でも生

きがいのある暮らしができるように専門職としてサービ

スを提供していくための学問体系づくりが求められてい

る。先行研究では新潟市中央区にある老人憩いの家利用者

の生きがいはあまり社会参加に繋がっていないというこ

とが明らかにされている。そこで、同じ新潟市でも地域色

の異なる北区の老人憩いの家利用者を対象に生きがいと

社会参加の関連性について明らかにする。 
 

【方法】1．研究デザイン：記述的研究デザイン 調査研究 
1) 調査・回収方法：自記式質問紙(属性、生きがい、老 

人憩いの家利用状況等)法、回収ボ
ックスへの投函 

2) 分析方法：Excel統計 2016による単純集計 
3) 調査対象：北区の老人憩いの家利用者 
4) 調査時期：2018年 8月 
2．倫理的配慮：データはすべて整理番号制として個事例

が特定されないようにした。本学倫理審

査を受審し承認（18062-160820）を得た。 
 
【結果】アンケート回収数は 55件であり、有効回答率は
100%であった。対象は男性が 58％、女性が 56%で、年代
は 80代が最も多かった。居住地は新潟市北区の利用者が
ほとんどであり新潟市東区から利用している方もいた。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
生きがいは「友人との交流」が最も多く、次いで「高齢者

世代との交流」であった。社会参加では「地域行事や自治

会活動」「ボランティア活動」「自身が持っている知識や技

術を活かした活動」「就労」の回答件数が 9～3件であった
（図 1）。近所づきあいでは「訪問」，「相談」できる人の合
計が 41件であった（図 2）。老人憩い家の利用目的は複数
回答で「入浴」が 45件と最も多く、次いで「友達と話す」
が 20件であった（図 3）。利用頻度は「ほとんど毎日」が
56.3%と最も多かった。老人憩いの家の満足度はとても
「とても満足」「満足」の合計が 73%であった（図 4）。 
 
【考察】「生きがい」の中では「友人との交流」や「高齢

者世代との交流」が中心となっていた。これは中央区の結

果と同じであった。高齢者の多くは退職や世代交代から役

割が減少し生活範囲が縮小するといわれている。そのため

自ら外出する動機づけが重要であり地域性は関係ないと

考える。 
近所づきあいでは心配事を常に相談できる相手が中央

区の 32.7％とは異なり 74.5％と倍以上であった。また老
人憩いの家の利用目的では、「入浴」に次いで「友達と話

す」が多く中央区に比べて他者との交流が盛んであった。

これは北区では近所間で農作物の交換等がよく行われて

いるという第一次産業の盛んな地域性が背景にあると考

える。更に老人憩いの家の利用頻度は高く満足度も高いこ

とから、利用すること自体が対人関係の中で間接的な社会

参加となり「生きがいに」繋がっていると考える。 
 
【結論】本研究では、対人関係の中で「生きがい」を見出

している者が多く、「社会参加」の面ではボランティア活

動等が「生きがい」にあまり繋がっていないということが

明らかとなった。 
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在宅での看取りを実現するための課題 
～訪問看護師へのインタビュー結果～ 
 
 
田中ひな、宇田優子 
新潟医療福祉大学 看護学科 
 
【背景・目的】終末期の療養場所について、一般国民では

71.7％の者が居宅で過ごすことを希望 1) しているが、

2014 年の自宅での死亡割合は 12.8％と低い。しかし、訪

問看護ステーションの関わった事例の在宅死亡率は

56.3％という報告 2) もあり、在宅での看取りにおいて訪

問看護師の果たす役割は大きい。 
本研究では、在宅看取りが上手くいったと考える事例と

上手くいかなかったと考える事例についてインタビュー

調査を行い、在宅での看取りを実現するための課題につい

て考察したので報告する。  
 

【方法】ターミナルケア加算を得ている訪問看護ステーシ

ョンに 3 年以上勤務し、病院勤務を含めて 10 年以上の経

験を有し、専門および認定の資格を得ていない看護師 1 名

を対象に、インタビューガイドを用いて 2018 年 7 月に行

った。同意を得てレコーダーに録音、逐語録を作成した。

得られたデータを繰り返し読み、全体を捉えるとともに、

２つの事例の特徴を抽出した。 
 

【結果】研究対象者は看護師経験通算 26 年の女性、イン

タビュー時間は 48 分、内容は表１のとおりである。 
 
【考察】１．事例の比較 

2 事例間では患者の症状、家族（関係性・介護者の負担）、

連携（医師との連携・情報共有）、ケア（症状緩和）にお

いて違いがみられた。症状はケア内容に影響するが、在宅

看取りの実現に直接関わる要因としては介護者の存在が

大きい。療養者の症状やそれに伴う苦痛を緩和できないと、

頻回なサービス介入や介護内容の増加につながり、最終的

には介護者の負担となる。介護による身体的負担、「苦し

そうな様子を見るのが辛い」などの精神的負担が大きい。

在宅看取りの決心ができていないままの介護者では終末

期に移行するにつれ、それらの負担が大きくなることで在

宅での看取りの諦めにつながっていることが考えられた。 
上手くいったと感じる事例では医師や多職種との連携

がとれ、情報共有のためのツール（メールリスト）が確立

されており、全員が患者の現在の状態を把握できていた。

そのうえで、終末期では今後の方向性について、家族と医

療者で何度も話し合う機会があり、家族の自宅で看取ると

いう意思がはっきりしていた。 
２．在宅看取り実現のために 
介護者の様々な負担を増大させないことが大きな課題

となる。訪問看護師は、家族介護者がどのようなことに負

担感を抱いているのかを把握し軽減に努めること、患者の

苦痛緩和に迅速に対応することなどが求められている。更

に、ステーション内での情報共有のみならず、主治医やケ

ア関係者、主介護者以外との情報共有と看取りの方向性の

共有が重要と考える。 
 

【結論】１．介護者が在宅看取りを諦めてしまう要因とし

ては、「介護者の負担の増大」「曖昧な在宅看取りの決断」

があげられた。 
２．在宅看取りの実現には、主治医、主介護者以外の家族

との情報共有、見取りの方向性の共有と、その機会の確保

が重要である。 
 
【文献】 
1) 終末期医療に関する意識調査等検討会: 人生の最終段

階における医療に関する意識調査報告書, http://www. 
go.jp/bunya/iryou/zaitaku/dl/h260425‒02.pdf, 2018 年 6
月 13 日. 
2) 宮崎和加子, 竹森志穂, 伊藤智恵子ら: 在宅・施設ケ

アでの看取りのケア, 日本看護協会出版会, 東京, 2016. 
 
 
 
 
 
 

項　目

事例 上手くいった事例 上手くいかなかった事例

最期は救急で総合病院に行き、1～2日後に病院で亡くなった。

本人は病院でお家に帰りたいと話していた。

多職種がすごく連携を図れた。 医師との連携をなかなか上手く取れなかった。

ステーションでは看護師内で情報の共有ができた。 人づてにしか情報が入って来なかった。

医師も一生懸命な方だった。 家族と医療者で方向性について話せなかった。

状態が変わった頃、今後の方向性についての会議が医師やケア
マネの方から何度もあり、みんなで話せた。

かかりつけ医（訪問看護師指示書の医師）と総合病院の2か所に
通院していた。

開業医の方からの訪問看護もあり、医師が情報把握しやすい。 輸血や状態の悪化があるたびに総合病院に通っていた。

疼痛があったが薬でコントロールできていた。 苦痛を緩和してあげることが難しかった。

訪問看護師と家族の関係性ができており、訪問者とすごくコミュニ
ケーションを取れた。

痛みではなく、難儀感や食べられないことが苦痛だった。

今後の方向性について家族を含めて話をする機会が何度もあっ
た。

判断については、娘さんは自分が看るわけではないため、強くは
言えない。主介護者も自分の親でないから、なんとなく決定しづら
い。

患者 80代、男性。　寝たきり。　前立腺がん、脳腫瘍、骨転移あり。
最期は疼痛強く、麻薬を使用。

90代、女性。　トイレ自立。入浴は要介助。受診・外出時は付き添
い必要。　大腸がん、胃がん。　胃の違和感があり、食欲がない。
倦怠感あり。

家族 奥さんと二人暮らし。
近くに息子・娘家族が住む。

息子の妻・孫と3人暮らし。息子は亡くなっており、市内に娘が住
んでいる。

主介護者
妻 息子の妻（60～70歳代）

療養者様
の意向

入院したくない。お家で最後までいたい。でも、奥さんにも迷惑は
かけたくない。

家で、最期までいたい。

家族の
意向

本人が望むなら、できる限り、家で看ていきたい。 主介護者は療養者の意向を叶えたいという反面、在宅看取りに
対する不安の訴えあり。娘さんも同様の考え。

フォーレカテーテル管理・排便調整。

清潔ケア

胃瘻の管理

疼痛コントロール

妻の話を聞く（10～15分程）

一緒にケアをしながら相談を受け、適宜指導する。

メールリストでの情報共有。

サービスは訪問看護のみ（週に２回）。娘さんからの手伝う頻度
は少ない。

娘さん、息子の妻と一緒に話をするっていう機会がなかった。

医師との連携をなかなか上手く取れなかった。

みんなで話し合えなかった。

状態によって、かかりつけ医と総合病院で行き来していた。

看護師同士の情報共有ができていた。 かかりつけ医ではない総合病院とは連携が取れなかった。

入浴介助とストーマのパウチ交換。

介護者の話を聞いたり、相談、何かあった時の電話対応。

訪問時に主介護者の本音を聞く。

多職種介入あり。息子や娘も来ていた。

家族も閲覧可能なメールリストを作成し情報共有。
内容：医師の往診結果、リハビリでの様子、訪問看護の記録など

　表１．インタビュー結果

結　　果

なぜそう思
うのか

最期まで家で過ごせた。

ケア

家族との
関わり

連携
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精神科入院患者の地域移行支援に携わる看
護師の支持的関わり－地域移行支援に成功
した K氏の事例を通して－ 
 
 
山田史穂、佐藤純子、金谷光子 
新潟医療福祉大学 看護学科 
 
【背景・目的】2004 年に厚生労働省が発表した「精神保

健医療福祉の改革ビジョン」に則り、精神科の入院患者が

地域で暮らせるように支援する地域移行支援に重点が置

かれている。精神障害の中でも、とりわけ統合失調症は多

重な症状を持ち地域で暮らすことに困難を抱えている。今

回、統合失調症と神経発達障害の二重の障害を抱えたK氏

の地域移行支援を通して、看護師の支持的関わりの在り方

を考察した。そこで、本研究は、地域移行支援を成功に導

く患者‐看護師関係にどのような構造があったのかを明

らかにすることを目的とした。 
 
【方法】研究デザインは質的帰納的研究である。A 病院に

て、本事例に数年にわたって関わった 2 名の看護師による

グループディスカッションを 90 分程度行った後、逐語録

を作成し、その語りから類似性を尊重してサブカテゴリー

を抽出し、さらにそれを抽象化してカテゴリーとした。本

研究は、新潟医療福祉大学倫理委員会の承認を得た。

(18024－180710) 
 
【結果】研究対象者の 2 名いずれも男性看護師である。1
名は当時、病棟看護師長をしていた精神看護経験 25 年の

ベテランであり、もう一人は当時看護師 1 年目の受け持ち

看護師であった。Ｋ氏（男性）への退院支援は通年 6 年に

渡った。抽出された結果は表 1 のとおりである。 
表１ 

カテゴリー サブカテゴリー 
患者のありのままを

見る力 
Ｋ氏をありのまま受け入れようとす

る 
Ｋ氏のストレングスを見つけ出す 
Ｋ氏の自己決定を尊重し、支持し続け

る 
待つ力 患者のペースに合わせながら、ゆっく

りと時間をかける 
患者を見守り、患者から看護師に歩み

寄ってくれる時期をひたすら待つ 
同じ方向を見る力 患者の隣で同じ方向を向いて、一緒に

考えていく 

患者の行動・言動から看護師自身が学

びを得て成長する 
自己開示する力 （看護師も）自分のことを知ってもら

おうとする 

（看護師の）経験不足から生じる不安

や恐怖を受け入れ、患者の前でも戸惑

う様子を隠さずに表出する 

成功体験に結びつけ

る力 
患者を否定せずに肯定し続ける 
失敗経験を否定的なものとして植え

つけないケア 
EBM(Evidence-
Based-Medicine) と

NBM(Narrative-
Based-Medicine) の

両方の視点を持ち合

わせる力 

医療的な知識を常に学んでいく 
 
医療者という立場を超え出でる 

地域と病院を結びつ

ける力 
退院後の患者の生活に合わせたケア 
患者が地域に退院することを見据え、

患者が住む地域の環境を整える 
退院から地域への流れの中での継続

した看護 
包容力ある病院の力 
 

看護管理者による自由性のある看護

ができる病棟の雰囲気やシステム 
看護師と患者両者へのサポート体制

を整える師長 
モデルを見せてくれたスタッフ 
看護の方向性をフォローしてくれる

スタッフ 
 
【考察】今回の退院支援における患者‐看護師関係は、ぺ

プロウが述べている患者‐看護者関係の発展段階と類似

していた。Ｋ氏と看護師たちの出会い、その後のＫ氏の反

発等、互いに影響を及ぼしあいながらも両者が同じ方向を

見つめ、やがてＫ氏が看護師から離れ自立していくまでの

長期にわたった関わりが展開されていた。このプロセスで

は、看護師たちがＫ氏の強みと自己決定を徹底して保証し

ていたことが特徴的であった。 
また、根拠と照らし合わせる EBM の視点のみならず、

Ｋ氏が持つ物語に目を向ける NBM、つまりＫ氏を理解す

るために医療者の立場を超え出でようともがく看護師た

ちの努力や成長を見ることが出来た。 
さらに、看護師自身の経験不足から生じる不安を素直に

“自己開示”できたことは、Ｋ氏にとって共に悩みながら

自分と同じ方向を見ようとする看護師たちへの信頼にも

繋がったのではないだろうか。 
いずれにしても“包容力ある病院の力”は、患者―看護

師関係に大きな影響を及ぼすことが理解できた。 
 

【結論】看護師たちは、患者の持つ強みを肯定し続け、支

援の際の自身の不安も患者に自己開示しながら、また

EBM と NBM の狭間で揺れながら支援していた。さらに

地域で生きようとする患者と同じ方向を共に見据えなが

ら支援していた。 
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大学生男子の月経前症候群に関する認識の
実態調査 
 
 
志田佑佳子、山口典子 
新潟医療福祉大学 看護学科 

  
【背景・目的】月経前症候群（Premenstrual syndrome：
以下 PMS）は、月経の 3~10 日前から始まる精神的・身

体的症状で、月経開始とともに減退ないし消失するものと

定義されている 1)。先行研究によると、女子大学生の 97%
がその症状に苦しむも、その半数以上が PMS 自体を知ら

ないということが指摘されている 2)。本邦における月経教

育は、学習指導要領に基づき、小・中・高等学校にて指導

がなされているが 3)、PMS に関する教育がほとんどなさ

れていないことが報告されている 4)。女子を対象にした

PMS に関する研究からは、PMS のセルフケア促進のため

には教育による啓発の必要性が指摘されている 2)。やはり

月経教育におけるPMSに関する指導がほとんど行き届い

ていない現状が理解できる。その一方で、学業生活を共に

する男性を対象にした PMS に関する先行研究は、本邦に

おいて 1 件しかみられず、そこでも男子学生の認知度の低

さが指摘されている 5)。PMS は男性にとっても問題で、

男性が PMS の対処法を学んでいない場合、男性にとって

精神的負担の大きさが指摘されている 6)。また配偶者の支

援は女性のPMSの症状を軽減させることが報告されてい

る 7)。よって、本邦における男性の PMS に関する認識を

明らかにし、その教育時期や教育内容等を検討することは、

重要な課題であるといえる。本研究の目的は、大学生男子

における PMS の認識を明らかにすることである。 
 
【方法】1) 対象者：1 大学の大学 1 年生男子。2) 調査期

間：2013 年 7 月。3) 調査方法：無記名、選択肢、記述式

アンケートを用いて実施。PMS の症状の認識に関する設

問では、PMS メモリー8) の症状リストを用いた。4) 調査

内容：PMS の認識、PMS の症状の認識、PMS を知りた

いと思うか、学校教育における PMS の指導の有無と必要

性。5) 分析方法：分析は量的に行った。6) 倫理的配慮：

新潟医療福祉大学倫理審査委員会の了承を得て実施した。 
 
【結果】有効回答数は 152 名であった。PMS の名称と内

容について知っているか聞いたところ、知っているのは 9
名（5.9％）、名称を聞いたことがあるのは 13 名（8.6％）、

知らないのは 130 名（85.5％）であった。PMS 症状だと

思うものを、PMS メモリー8)の症状リストから回答しても

らった結果、「イライラ」89 名（58.6％）、「憂鬱」61 名

（40.1％）、「怒りやすい」60 名（39.5％）といった精神症

状が上位を占めた。PMS について知りたいと思っている

のは、73 名（48.0%）と約半数であった。PMS の情報源

は、「学校の授業」9 名、「恋人」6 名、「インターネット」

4 名の順に多かった。学校教育にて PMS に関することを

教えてもらったほうがいいと思うのは 95 名（62.5%）で

あった。理由を自由記載してもらった結果 80 名から回答

が得られ、「知っていたほうがいいから」27 データ、「女

子への配慮ができるから」12 データの順に多かった。 
 
【考察】8 年前 6) と比較しても、PMS の認知度に大きな

変化はなく、知識の普及は進んでいないと考える。しかし、

約半数の男子が PMS について知りたいと思っており、女

子への理解や配慮ができるようになりたいという気持ち

が伺える。男子は、自分の言動や行動や態度の制御が効か

ないということが、どのようなことなのか理解できない 4)。

そのため、男子は女子と接する中で、理由の分からないイ

ライラや、憂鬱などの精神的変化に混乱し、対応に困難さ

を感じる場面があると考える。男子が PMS の症状として

精神症状を多く認識しているのは、そのような経験からで

はないかと推測する。PMS の情報を恋人から得ている男

子もいるが、身近に女性がいることが知識の習得には繋が

らないとされている 9)。親しい女性から PMS について学

ぶことを期待するより、学校教育で男女共に PMS を指導

することが必要である。学校教育では、PMS の症状やそ

れらの対処方法を含めた指導が重要であると考える。 
 
【結論】男子の PMS の認知度は低いが、PMS を知りた

いと思う男子は約半数いる。PMS を女性だけの問題と思

わず、男性に対しても指導の必要性が示唆された。 
 

【文献】 
1) 日本産科婦人科学会: 委員会報告のうち統一見解とし

た事項, 日産婦会誌, 42, 6-7, 1990. 
2) 緒方妙子, 大塔美咲子: 大学生の月経前症候群 (PMS) 
と日常生活習慣及びセルフケア実態, 九州看護福祉大学

紀要, 13: 57-65, 2013. 
3) 文部科学省・学習指導要領 
4) 蝦名智子, 松浦和代: 思春期女子における月経の実態

と月経教育に関する調査研究, 母性衛生, 51: 111-117，
2010. 
5) 佐々木梢，伊藤祥子，坂口けさみら: 大学 1、2 年生の

月経に関する現状－大学 1、2 年生のアンケート調査から

－, 日本看護学会論文集母性看護, 36: 137-139, 2005. 
6) キャサリーナ・ダルトン: PMS バイブル－月経前症候

群のすべて－. 学樹書院 131-137, 東京, 2007. 
7) Rezaee H, Mahamed F, Amidi Mazaheri M: Does 
Spousal Support Can Decrease Women's Premenstrual 
Syndrome Symptoms? Glob J Health Sci, 8: 19-26, 2015. 
8) 月経研究会連絡協議会: PMS メモリー記録編, 日本家

族計画協会, 東京, 1-64, 1997. 
9) 石川康代, 杉浦絹子: 男性のもつ月経観と月経に関す
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2018 年度 在宅看護学実習の学生の体験 
 
 
稲垣千文、宇田優子、杉本洋、和田直子、岩野千尋、

小山歌子 

新潟医療福祉大学 看護学科 
 
【背景・目的】実習は、講義、演習と同様に授業の基本形

態であり、講義や演習を通して修得した知識や技術を実際

の現場で活用、展開する形態の授業である。実習の長所は、

看護が展開される実践の場に即した知識や技術そして態

度の習得を可能にすることである。 
本学の在宅看護学実習は、訪問看護ステーション及び病

院の訪問看護部（以下 ST と称す）において 4 年次前期に

2 週間行っている。実習 1 グループの人数が少数であるこ

とから実習施設数が多くなり、さらに、その ST は地域の

ニーズに合わせて特徴が多岐にわたることから、学生が実

習で体験する内容も多様である。そのため、学生の体験内

容を分析したので報告する。 
 
【方法】2018 年度前期に在宅看護学実習を履修する学生

を対象とし、Google フォームを用いアンケートを実施し

た。アンケート内容は、臨地実習日数、訪問回数、受け持

ち療養者の疾患などと、本学の在宅看護学実習における看

護技術の実施基準と体験録の 97 項目とした。実習終了時、

学生へアンケート入力を依頼、その内容を集計した。 
 本調査は、研究の意図を文書で説明し、不参加でも不利

益は無いことを説明し同意を得た。 
 
【結果】 
1．実習の概要 

2018 年度の実習は、履修 84 名、担当教員 6 名、実習先

は新潟市及び近隣の市町村の ST19 施設で、1 グループ 2
名から 4 名の全 38 グループであった。実習中の臨地実習

日数は、平均 7.5 日（SD±1.35）、受け持ち療養者訪問回

数 2.8 回（±1.15）同行訪問回数 13.3 回であった。看護

過程展開の為の受け持ち療養者の概要は、平均年齢 74.5
歳（±19.85）、性別男性 52 人（61.9％）、女性 32 人（38.1％）、

利用制度別では、介護保険 59 名（70.2％）、医療保険 23
人（27.4％）、その他 2 名（2.4％）であった。受け持ち療

養者の主な疾患は、神経系 23 人（27.4％）、呼吸器系、循

環器系それぞれ 15 人（17.9％）などであった。 
2．実習での体験内容 
1）訪問看護技術について、学生の体験は、訪問時のマナ

ー100％、訪問かばんの準備と感染予防 84.5％、社会資源

の活用 82.1％、家族機能・力量の査定 79.8％、本人家族

の意向の確認 75％、チーム医療調整 59.5％、電話対応技

術 56％、社会資源の開発 16.7％であった。 
2）日常生活援助技術で、学生が多く体験できた項目は、

オムツ交換 88.1％、体位交換 86.1%、陰部の清潔 84.5％

であった。体験が少なかった項目は、便器・尿器の使用

16.7％、食事介助 23.8％、リネン交換 32.1％であった。 
3）処置に伴う援助技術で、多く体験できた項目は、バイ

タル測定 98.8％、感染の予防手洗い 92.9％、スタンダー

ドプリコーション 90.5％であった。体験ができなかった

項目は、死後の処置 0％、グリーフケア 0％、腹膜透析の

透析バック交換 0％であった。（表 1、表 2） 
表 1 日常生活援助技術の体験順位 

表 2 処置に伴う援助技術の体験順位 

 
【考察】受け持ち療養者の疾病については、2016 年度の

訪問看護ステーション利用者の疾病別では、循環器系

26.2％、その他（栄養代謝疾患、損傷等）21.1％、神経系

16.7％であり、実態に即した割合であったと推測される。

また、学生は受け持ち療養者の訪問を 2 回以上、同行訪問

では 13 回以上行っており、訪問回数において実際の生活

の場での療養者を捉えたり、訪問看護の展開を見学実施し

たり、体験量は確保できていたと考える。 
訪問看護技術は、ほぼ学生が体験できていた。しかし、

この中で社会資源の開発 16.7％と低かった。これについ

ては、学生のこの項目の捉え方を確認し、講義・演習の内

容を見直すなど検討する必要がある。また、日常生活援助

技術においても、学生は大半が体験できていた。体験割合

が低かった項目については、訪問時間が関係すること、家

族や訪問介護サービスが行う場合が多く体験ができない

ことが考えられた。処置に伴う援助技術において、体験で

きなかった死後の処置及びグリーフケアは、訪問看護年報

によると 2016年の訪問看護内容でターミナルケアは全体

の 2.1%にとどまっており、実際の援助内容でも少ないこ

とからも学生が体験しにくい内容であったと推測された。 
 
【結論】本学の在宅看護学実習で、学生は、実践の場に即

した知識や技術、態度を習得すべく十分で豊富な体験をし

ていた。 

Ｐ－54

－ 79 －

第18回  新潟医療福祉学会学術集会



年新潟県 市区町村の 特別養護
老人ホームの利便性について－ 歳以上人
口重心から車移動時間より－
 
 
稲垣千文 1)、木下直彦２）、波塚飛鳥 3）、淡島正浩２）、 
高野晃輔 3）、西川薫１）、瀧口徹 2)  
1) 新潟医療福祉大学 看護学科 
2) 新潟医療福祉大学 医療経営管理学科 
3) 新潟医療福祉大学大学院 医療情報・経営管理学分野 
 
【背景・目的】2017 年の介護保険制度の見直しによって、

医療や介護予防及び福祉サービスを含めた様々な生活支

援サービスが、日常生活の場で適切に提供できるよう、地

域包括ケアシステムの現実に向けた取り組みが強化され

ている。特に在宅医療と介護の一体的な提供を目指してい

る。その中でも特別養護老人ホーム（以下特養とする）は、

介護の必要な方の短期宿泊又は入所施設として、地域での

介護を支える重要な施設である。 
本研究では特養の利便性を明らかにする目的で、2015

年の新潟県内の特養 202 件について、新潟県 37 市区町村

毎の 65 歳以上人口重心(以下 65Y 人口重心とする)から車

での移動時間を算出、分析した。 
 

【方法】 
①2015 年国勢調査の結果より、新潟県内の 37 市区町村

65Y人口重心を算出した。②2015年の新潟県内の特養202
施設の住所データより、緯度経度を、緯度・経度・住所検

索サイト WELLHAT を用いて調べた。③ 市区町村毎の

人口重心と特養の緯度経度より、GoogleMap を用い

て、自動車での移動時間を算出した。④65Y 人口重心のか

ら各特養への移動時間 30 分内と 60 分内について、市区

町村毎の特養数および 65 歳以上高齢者人口千人当たり

（以下高齢者千人対とする）の施設数を算出した。 
なお、人口重心とは、人口の一人一人が同じ重さを持つ

と仮定し、その地域内の人口が全体として均衡を保つこと

のできる点をいう。 
 
【結果】 
１．37 市区町村毎 65Y 人口重心から 30 分内について 
①特養の件数は、1 位新潟市中央区 50 件、2 位新潟市

江南区 46 件、3 位新潟市東区 36 件であった。件数の少な

い市区町村は、1 位粟島村浦村 0 件、2 位阿賀町 2 件、3
位村上市 3 件であった。②各市町村の高齢者千人対の特養

数は、1 位聖籠町 7.04 件、2 位田上町 6.13 件、3 位弥彦

村 4.40 件であった。件数の少ない市区町村は 1 位粟島浦

村 0 件、2 位村上市 0.14 件、3 位長岡市 0.19 件であった。 
２．37 市区町村毎 65Y 人口重心から 60 分内について 
①特養の件数は、1 位田上町 104 件、2 位新潟市秋葉区

103 件、3 位新潟市江南区 101 件であった。少ない市区

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町村は、 位粟島浦村 0 件、2 位佐渡市 7 件、3 位糸魚川

9 件であった。②高齢者千人対の特養数では、1 位刈羽村

34.74 件、2 位出雲崎町 29.52 件、3 位弥彦村 27.29 件で

あり、少ない市区町村は、1 位粟島浦村 0 件、2 位佐渡市

0.31 件、3 位上越市 0.46 件であった。 
 
【考察】65Y 人口重心から車での移動 30 分以内、60 分以

内に立地する施設（高齢者千人対）の件数について、37
市区町村で較差が明らかとなった。入所選択には家族が大

きく関与し、家族が入所条件として重要とするのは、「本

人の自宅から近いこと」が先行研究で明らかにされている。

これらのことより、距離による立地件数の較差は、短期宿

泊はもとより入所先選択に影響し、利便性の差につながる

ことが推測された。 
この度の分析は 65Y 人口重心から移動時間毎の高齢者

人口千人対の特養数の分析だけの為、今後さらに様々な要

因について分析を進め、特養の利便性について明らかにし

ていくことが課題である。 
 

【結論】37 市区町村で、65Y 人口重心から車での移動 30
分又は 60 分以内に立地する特養の件数（高齢者人口千人

対）の較差があり、特養の利便性の差が推測された。 

図 1 新潟県 37 市町村 65 歳以上人口重心から車移動で 1 時間以内
に立地する特別養護老人ホーム数 ―全 202施設―2015年現在― 

図２ 新潟県 37市町村 65歳以上人口重心から車移動で 1時間以内に
立地する特別養護老人ホーム数（65歳以上人口千人当たり） 
―全 202施設―2015年現在― 
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103 件、3 位新潟市江南区 101 件であった。少ない市区

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町村は、 位粟島浦村 0 件、2 位佐渡市 7 件、3 位糸魚川

9 件であった。②高齢者千人対の特養数では、1 位刈羽村

34.74 件、2 位出雲崎町 29.52 件、3 位弥彦村 27.29 件で

あり、少ない市区町村は、1 位粟島浦村 0 件、2 位佐渡市

0.31 件、3 位上越市 0.46 件であった。 
 
【考察】65Y 人口重心から車での移動 30 分以内、60 分以

内に立地する施設（高齢者千人対）の件数について、37
市区町村で較差が明らかとなった。入所選択には家族が大

きく関与し、家族が入所条件として重要とするのは、「本

人の自宅から近いこと」が先行研究で明らかにされている。

これらのことより、距離による立地件数の較差は、短期宿

泊はもとより入所先選択に影響し、利便性の差につながる

ことが推測された。 
この度の分析は 65Y 人口重心から移動時間毎の高齢者

人口千人対の特養数の分析だけの為、今後さらに様々な要

因について分析を進め、特養の利便性について明らかにし

ていくことが課題である。 
 

【結論】37 市区町村で、65Y 人口重心から車での移動 30
分又は 60 分以内に立地する特養の件数（高齢者人口千人

対）の較差があり、特養の利便性の差が推測された。 

図 1 新潟県 37 市町村 65 歳以上人口重心から車移動で 1 時間以内
に立地する特別養護老人ホーム数 ―全 202施設―2015年現在― 

図２ 新潟県 37市町村 65歳以上人口重心から車移動で 1時間以内に
立地する特別養護老人ホーム数（65歳以上人口千人当たり） 
―全 202施設―2015年現在― 

 

小児がん患者の終末期における end-of-
life ケアに必要となる関わり 
－A氏のインタビューから－ 
 
 
安藤萌、松井由美子 
新潟医療福祉大学 看護学科 
 
【背景・目的】近年の小児がんの治療成績は目覚ましく改

善され、約 8 割の子ども達の命が助かるようになってきた

が、依然として約 2 割は亡くなるという現状にある。わが

国においては、小児がんの子どもは諸外国に比べると入院

期間が長期であり、入退院を繰り返して終末期から死の転

帰をとる子どももいる。最新の技術を駆使して、できる限

りの延命処置を図る医療者の努力の結果、死に至るまでの

期間が長くなってきている。 
そのため、小児がん看護に携わる看護師は子どもと家族

の QOL を考慮した質の高いトータルケアや、子どもにと

っての最善を考え援助していくことが重要であると言わ

れている。しかし、少子化の影響で小児病棟においては緩

和ケア病棟やホスピスなどと比べて、看護師が終末期の小

児がん看護を経験する機会は限られている。 
そこで、本研究では、小児がん患者の終末期における

end-of-life への重要なケアとなる要素をインタビューか

ら抽出し、検討することで必要となる関わりを明らかにし

ていくことを目的とした。 
 

【方法】研究デザイン：質的帰納的研究 
研究期間：2018 年 7 月～8 月 
研究対象：小児がん病棟で勤務経験があり、看護師の経験

年数 5 年目以上の看護師 6 名 
本抄録では、経験年数の長い１名を対象とした。 
研究方法：終末期の小児がん患者とその家族に対して行っ

たケアや関わり、対応に関するインタビューを実施。 
分析方法：内容分析 
倫理的配慮：本研究は新潟医療福祉大学、倫理審査委員会

による承認を得て実施した。(承認番号：17929-171206) 
 
【結果】1．対象者の概要：対象者は看護師の経験年数 17
年、小児がん病棟の経験年数 15 年の 30 代女性であった。 
2．患者情報 
終末期に受け持った主な病名：白血病、脳腫瘍 
患者の年齢：中学生以下 
直接看取った患者の人数：3 名 
3．面接所要時間：45 分 
4．分析結果：分析の結果、56 のコード、22 のサブカテゴ

リー、4 つカテゴリーが抽出され表 1 に示した。 
  
【考察】表 1 よりカテゴリーは 4 つに分類した。結果よ

り、看護師は様々な状況の中にある児や家族と関わるため、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
それぞれの思いに気づくことが出来る。そのため、児が最

期を迎えるまでの支えとして看護師は重要な存在である

と考えた。先行研究において、「診断時からそばでともに

寄り添いながらケアをしている看護師だからこそ考えら

れる生活への支援や症状マネジメントをおこなうことが

できる」1)と述べられている。本研究の結果と同様に看護

師は、終末期という身体・精神面の変化が大きい状況にあ

る児とその家族に寄り添い、残された時間を児と家族が精

一杯過ごせるような関わりが重要であることが明らかに

なった。 
 
【結論】小児がん患者の終末期における end-of-life ケア

では、児や家族に寄り添うことや残された時間を精一杯過

ごせるようにサポートしていくことが必要であることが

示唆された。 
 
【文献】 
1) 長江弘子: 看護実践にいかす エンド・オブ・ライフケ

ア, 日本看護協会出版会, 176, 東京, 2014. 
 
【謝辞】インタビュー調査にご協力いただいた皆様に、心

より感謝申し上げます。 
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カテゴリー サブカテゴリー コード

児が大事にしていることを見出す

次へとつながる児の興味
児が会いたい家族との面会調整
大切にしたいみんなで過ごせる時間
児の希望を叶えるための調整役
児の希望することを行う時期を見極める難しさ
本人・家族が納得いくような調整
児や家族が最期にやりたいことを情報収集
児がしたいことを言えるような環境づくり
看護師が幸せに感じる最期の過ごし方
ケアを通して聞けた話
何も話さない関わり方
児がしんどい時の距離の取り方や声のかけ方
しんどくても関われる一緒の空間
離れる時の声かけの大切さ
児と相談しながら行うケア
児の体調と家族の希望に合わせたケア
嫌なことは早く終わるような関わり
やらなきゃいけない検査や治療後に気分が上がるよう
な関わり
児にとって治療や検査を受けやすい環境づくり
検査での他職種との連携
他職種や看護師から意見をもらう
他機関との調整・相談役
ボランティア・医師との調整役
看護師が感じる児の誰にも話せないという辛さ
何気ない会話から心を開いていく児
命迫る治療の選択
親の思いを優先する治療
年齢に合わせた関わり
思春期患者の関わり方の難しさ

関わりに困難を感じる本当の児の思い 治療を受け入れられない児への関わり
かわいそうとなるべく思わないような関わり
入院生活を楽しく過ごしてもらうような関わり
他患者との兼ね合いを考えた関わり
死にゆくことを知らない児への関わり
一歩踏み込んだ話
関係性が築けている時の距離の取り方
一度突き放した後の寄り添い方
本人の受け入れや納得するための説明
嘘はつかず、正直に説明を行う
児と親との治療に対しての意思の違いへの驚愕
児が治療を諦めた時の看護師の思いとのズレ
プライマリーだからこそ聞き出せる言葉に対する苦悩
亡くなる前の必死さ、亡くなった後の無力感
寄り添う努力と聞けない子どもの本音
子どもらしくいれること
自分自身のスタンスでの関わり
病院の規則やルールの中で終末期看護を行う難しさ

終末期の児にゆっくり時間をかけられないジレンマ
一緒に頑張るための病名の告知
家族が望む児への告知の在り方

児と関われることが仕事への活力 児と関われることが仕事への活力
医療者と家族のコミュニケーションの重要性
親子関係がうまくいっていない親への関わり
親もどう関わって良いか分からない年頃
児とうまく関われない母親へのコミュニケーション

気持ちを伝えられない児

児に向き合いその
思いに寄り添った

関わり

児にとって生きる糧となるもの

大切な家族と過ごす時間

児の希望を叶えるためのサポート

児や家族の最期の過ごし方

嘘はつかないことの重要性

児がつらい時の状態のアセスメントとケア

辛くてもやらなきゃいけないことが出来る
ようにサポート

最期を迎える児のための多職種・他機関
との連携

最期を迎える児の
残された時間を
精一杯過ごすこと
が出来るようにす
るための関わり

親の思いを優先される治療

発達段階に合わせた関わり

普通の児と同じような関わり方

終末期という困難
な状況の中でも児
や家族の意思を
尊重した関わり

様々 な状況と場面で影響する親子関係

信頼関係の深まり

児とどう関わって良いか分からない母親
への援助

家族の困難に寄り
添った関わり

治療に対する方向性の違い

亡くなる児に寄り添うことへの困難・苦悩

芯のある看護観

病院・病棟の体制による困難

一緒に頑張るための告知の在り方
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臨地実習指導者における教師効力尺度の測
定－A県看護師を対象とした調査より－ 
 
 
荒木恵子、松井由美子 

新潟医療福祉大学 看護学科 

 

【背景・目的】近年、看護職の役割は拡大しており、看護

師数を増やすと共に、看護の質の向上も求められている。

看護師数を増加させ、看護の質を向上させるためには、看

護基礎教育が重要である。看護基礎教育の中でも臨地実習

は、講義や演習で学んだ知識と技術を統合させ、看護実践

能力を学ぶ重要な教育の場である。臨地実習で出会う指導

者は、学生の看護観に影響を与える非常に重要な役割を担

っている。先行研究では、看護系大学教員を対象とした教

師効力の測定は行われているが、臨地実習指導を担う看護

師に対して行われている研究は少ない。臨地実習指導者の

教師効力を測定することで、学生に円滑な指導を行うため

に必要な支援を検討する。 

 

【方法】A 県にて臨地実習指導者養成講習会を受講する看

護師 53 名に対し、実習指導における教師の自信を測定す

る「実習指導に対する教師効力尺度」1) にて質問紙調査を

実施し、7 つの因子別に分析した。なお、本研究は新潟医

療福祉大学倫理委員会の承認を受けている。 
 

【結果】対象者 53 名に対し 50 名から回答を得た(回収率

94%)。回答に欠損のある者を除外した 48 名を分析対象と

した(有効回答率 96%)。対象者の属性は男性 10 名、女性

38 名であり、平均年齢は 33.6 歳であった。看護師経験年

数 4～22 年で、平均 11.9 年であった。臨地実習指導者と

しての経験年数 0～10 年であり、平均 1.9 年であった。 
 調査の結果、尺度全体の平均値±標準偏差は 2.5±0.71
であった。因子別の平均点は「看護実践能力を活用できる

自信」が 2.7±0.40、「学習者としての学生を尊重する自信」

が 2.7±0.48、「カンファレンスを実施できる自信」が 2.6
±0.42、「実習教育の準備が出来る自信」が 2.6±0.50、「学

生の状況を判断できる自信」が 2.3±0.60、「学生の学びを

促進できる自信」が 2.2±0.50、「学びを深めるために技法

を活用できる自信」が 2.2±0.66、の順であった(表 1)。 
 尺度項目のうち、最も平均点の高い項目は「学生の臨地

における看護行為が間違っている場合、間違いを判断でき

る」2.9±0.44 であった。一方、最も平均点の低い項目は

「学生から指導者への実習評価を取り入れている」2.0±
0.89 であった。次いで平均点の低かった項目は「臨地実

習の場で学生が問題解決をはかれるような発問をする」

2.1±0.67、「学生が専門職としての態度や能力を学びたい

と思うよう学生の意欲を刺激する」2.1±0.68、「必要時学

生と個別面接を行う」2.1±0.73 であった。 
 

表 1                     n=48 
項目（得点範囲：点数） 平均 ± SD 

実習教育に対する教師効力尺度総得点（28～112 点） 69.5 ± 10.9 

第 1 因子 カンファレンスを実施できる自信 2.6 ± 0.42 

第 2 因子 看護実践能力を活用できる自信 2.7 ± 0.40 

第 3 因子 学習者としての学生を尊重する自信 2.7 ± 0.48 

第 4 因子 学びを深めるために技法を活用できる自信 2.2 ± 0.50 

第 5 因子 実習教育の準備が出来る自信 2.6 ± 0.50 

第 6 因子 学生の状況を判断できる自信 2.3 ± 0.60 

第 7 因子 学生の学びを促進できる自信 2.2 ± 0.66 

 

【考察】本研究の対象者の属性は、臨地実習指導者として

の経験年数が平均 1.9 年であり、指導者としての経験は浅

いといえる。しかし、看護師経験年数は平均 11.9 年であ

り、ベテランであるといえる。よって、自らの看護実践を

学生に見せ、根拠を説明することができるため、「看護実

践能力を活用できる自信」の平均点が高いと考える。一方、

「学生の学びを促進できる自信」、「学びを深めるために技

法を活用できる自信」の平均点は低い。押領ら 2) は、臨

地実習指導者は学生の実践を促進させるための関わりに

困難を感じていると述べている。この結果は、本研究結果

と類似すると考えられる。臨地実習指導者は教育技法につ

いての知識が不足しているため、学生の学習を促進する関

わりに対する自信が低いと考える。 
看護教育の質的向上を図るために、看護師への支援とし

て都道府県は臨地実習指導者養成講習会を開催している。

講習会を受講することで、教育技法を学び、自信を高めて

実習指導を行うことが出来ると考える。それにより、臨地

実習指導の質の向上につながると考える。 
 

【結論】看護師経験年数が長く、臨地実習指導の経験の浅

い看護師は、看護実践能力を指導に活用する自信は高い。

しかし、教育技法を用いて、学生の意欲を刺激することや、

意図的に質問して思考を促す自信は低く、強化が必要であ

る。学生に円滑な指導を行うために、臨地実習指導者養成

講習会にて教育技法を学び、強化を支援する必要がある。 

 

【文献】 

1) 坪井桂子, 安酸史子: 看護系大学教師の実習教育に対

する教師効力尺度の検討, 日本看護科学学会誌, 21: 37-45, 
2001. 
2) 押領司民, 河西光子, 森川三郎ら: 臨地実習指導者が

役割の中で感じている臨地実習指導における困難の因子

分析, 日本看護学会論文集, 46: 163-166, 2016. 
 

【謝辞】アンケートにご協力いただきました看護師の皆様

に、心より感謝申し上げます。 
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「こころの健康づくり」事業から「自殺防
止」事業へ～官民協働による自殺防止事業
報告から～ 
 
 
佐々木沙織 
新潟県関川村役場 住民福祉課 
 
【背景・目的】新潟県は全国の中でも自殺死亡率が高く

推移している。当村は 2007 年以降 10 年間の平均自殺死

亡率が 50 を超えて男女比は約 7：3 であり、「こころの

健康づくり」と表現して普及啓発を行っていたが、男性

や新規の参加者が少なく課題であった。2012 年に行った

村の住民アンケート結果では、住民が期待する取組につ

いて、自殺予防に関する正しい知識の普及が 40.2％と一

番関心が高かった。 
村では、2012 年度から官民協働で話し合い「自殺防止」

という言葉を用いた普及啓発を行っている。本研究では、

自殺防止という言葉を用いて行った官民協働事業が男性

や住民への普及啓発に与えた影響について考察する。 
 
【方法】2012～2017 年度に実施した自殺防止官民協働事

業のうち、村の企業や団体から協力が得られた 2014 年度

「大橋フラワーロード大作戦」事業について分析対象とし

た。 
 
【結果】村のシンボル的な大橋に、元気になれるメッセ

ージの寄せ書きと花を添えた計 41 プランターを展示し

た。県の自殺対策推進月間である 9 月中に寄せ書きを集

め、9 月 22 日に花植え・設置を行い、11 月 18 日まで展

示した。 
・協力団体：自殺防止という言葉を用いて保健師が村内

企業や住民組織、保健福祉関連施設・事業に出向き、村の

自殺の現状と事業趣旨の説明、協力依頼を行った。計 41
か所から協力を得た。男性参加があったのは 33 団体であ

った。行方不明者の捜索活動も担う消防団員からは「村

外からの自殺は、団でも課題だ。各団分のプランターが

欲しい」と男性約 357 人規模の協力申し出があった。 
・寄せ書き内容：自殺防止の普及啓発を広めるため、SST
（社会生活技能訓練）を活用した「元気になれるメッセ

ージ」をプランターに募った。精神保健活動の経験や学

びを豊富に有する特定非営利活動法人の発想から、白色

プランターを活用した取り組みであった。 
・寄せ書きの参加状況：メッセージは 200 以上が集まっ

た。個人や団体で考えた言葉や挿絵があった。メッセー

ジには、１人で抱えず相談を促す言葉が複数あった。家

族や仲間・相談先が味方であることや、緊張ほぐしや休

みことを促す言葉、相手や自分の事を認める言葉、焦ら

ないで良い等の安心させる言葉等があった。 
幼児～高齢者、子育て世代、働き盛り世代、介護を担う

世代がいた。消防団などでは自殺防止を話題にしながら、

一人ずつ書き込んでいた。「例をくれ」と言った男性は、

職場や家庭で言葉を考えて記入があった。 
・花植え参加者：約 100 名のうち 30 名が男性で、議員や

区長、住民組織や村役場から男性参加があった。 
・見学者：本事業協力者、その家族や友人、観光客等。 
 
【考察】自殺防止という言葉を用いて出向いた活動は、

企業勤めの男性や住民が、自殺の現状や村・保健所が相

談窓口であることを知る直接的な機会につながったと考

えられる。 
参加者からの「元気になれるメッセージ」には、孤立し

ない事、相手や自分を認めて認知を変える事、安心言葉

等が書かれていた。自殺と関連のあるうつ病に有効とさ

れる認知行動療法や SST、リカバリー（回復）の視点が

入った言葉と考えられる。男性・住民は寄せ書きの書き

込みや見学を通して、自殺防止に有効な精神保健におけ

る問題解決型の技法に触れる機会になったと考える。 
 

【結論】精神保健活動の経験と学びを有する特定非営利

活動法人との官民協働は、行政と違った自殺防止事業へ

の新たな視点や切り口、技法等を広げた。自殺防止とい

う言葉を用いた官民協働事業は、男性・住民が自殺の現

状や相談窓口を知る機会につながり、自殺防止に有効な

精神保健における問題解決型の技法を用いた住民参加型

の普及啓発事業につながったと考えられる。 
 

【文献】 
1) 松浦幸子, 田村陽子: 元気になれる SST，NPO クッキ 
ングハウス会, 6-14, 東京, 2007. 
2) 内閣府自殺対策推進室: 地域における自殺対策取組事

例集, 内閣府, 105-106, 2015. 
3) 厚生労働省: WHO による自殺予防の手引き，  
http://www8.cao.go.jp/souki/tebiki.pdf，2018 年 8 月 10
日. 
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日本における男性看護師の歴史的変遷から
みた今後の課題 
 
 
星野広茂、佐藤信枝 
新潟医療福祉大学 看護学科 
 
【背景・目的】近年、男性が看護界に進出しつつある。し

かし、看護師全体から見ればまだ少数派である事も明瞭だ

と考える。また増加傾向になるにつれ、今まで潜在してい

た男性看護師ならではの臨床で経験する困難も増えるも

のだと推測できる。私は大学に入学し、実際に男性のマイ

ノリティを実感したことから、何故看護師は男性が少ない

のだろうと疑問に思った。そのため、現代の看護のあり方

と歴史的背景や文献での考察から、どのように男性が進出

し、現在の男性ならではの役割を獲得したのかを明らかに

する。この研究を行うに当たって、看護という職業が女性

に特定されたものでは無く、男性が進出する事によって多

角的な視点から対象者を理解しケアの質はもとより生活

の質を向上させると考える。 
 
【方法】1．研究デザイン：文献研究 
2．研究対象：医学中央雑誌 Web 版を使用し、期間は 2004
～2018 年とし、原著論文のなかでキーワード「男性看護

師」によって検索された文献を対象とした。 
 
【結果】1．歴史的背景について 
 1946 年に制定された日本国憲法において、婦人参政権

が実現するとともに、女性の地位向上にとって、法制上の

男女平等が明記された。その後、1948 年に制定された保

健婦助産婦看護婦法（以下、保助看法）では、男性の看護

人について「看護婦、准看護婦に関する規定を準用する」

とされた。その後、1999 年に「男女共同参画社会」が公

布された 3 年後に名称は保助看法の改正で「看護士」から

「看護師」と改称され男女同一になった。また 1985 年「男

女雇用機会均等法」が制定された 4 年後、男子学生の母性

看護学実習は精神科実習に置き換えられていたが、男子学

生も履修可能になるなどの変遷が見られた。 
男性看護師数は 2006 年度 38,028 人（4.7％）から 2016

年度 84,193 人（7.3％）と 10 年間で 2 倍以上に増えてい

る。 
2．男性看護師の現状 
1）役割期待：男性看護師は男性役割に過度な期待を持た

れた時に負担を感じていた。このような困難に対して男性

看護師はポジティブな受け止め方を行い対応している事

が分かった。 
2）羞恥心を伴うケア：男性看護師は患者に羞恥を伴う看

護ケアを断られた際にストレスを感じ、女性看護師にケア

の交代を依頼していることが分かった。そのなかには、拒

否をポジティブに受け止めようと工夫している人も見ら

れた。 
3）女性看護師との人間関係：コミュニケーションの難し

さを感じている男性看護師は休憩場所や接し方の工夫を

行っていたが、女性看護師との関係性で困ったことのない

男性看護師は休憩時間を一緒に過ごしていた。 
 

【考察】戦後、日本国憲法によって、男女平等を謳ったこ

とが現在の男女雇用均等法や男女共同参画社会基本法案

などの考え方の芽生えであると考える。その 2 年後、看護

に関する法において初めて男女平等を示唆されている。日

本国憲法の男女平等であるという社会の考え方が看護界

に広まっていると推測できる。看護界では社会の動向にあ

わせるようにし、性差を無くそうとする働きが見られる。

つまり、看護の歴史は日本社会の動きに合わせて変化して

いたと考えられる。男性看護師数においては、男女平等参

画社会などの政策の影響が顕著に表れていると言える。し

かし、全体でみると、男性の看護師は 2016 年で 7.3％と

少数派である事は明瞭であり、未だ男女平等であるとは言

い難い現状であると考える。役割期待については、「期待」

や「信頼」など前向きな感情に置き換えて自己研鑽する事

で、自身の成長にもつながり、また女性看護師の期待に沿

える事ができ、良好な関係が築けると考える。少数派は集

団内において目に付きやすい存在であり良くも悪くも目

立ちやすい存在であると言える（上杉ら 2014）、少数派の

行動があたかもその集団全体の特徴のように見なされる

（松浦ら 2013）など先行文献から、一部男性看護師の悪

いイメージが全体のイメージとして定着しやすい状況で

あると言える。このようなイメージの払拭には、豊富な知

識や技術を持った男性看護師が、患者や女性看護師と多く

関わる必要があると推測する。従って、男性看護師数が増

加することで、経験豊富な男性看護師が増加し、質の高い

ケアが提供でき、社会全体に良いイメージ定着するものと

考える。羞恥を伴うケアに関しては、女性看護師は男性看

護師の羞恥心を伴うケアの負担を理解した上で、率先して

負担の軽減を行う関わり方が求められる。そのためには、

男性看護師が看護ケアの交代を気軽に頼めるような雰囲

気・環境作りが大切であると考える。女性看護師との人間

関係については、何気ない会話や時間を共有する事で女性

看護師との関係性が構築できると考える。つまり、女性看

護師とのコミュニケーションが苦手な人ほど、日頃から積

極的に女性看護師とコミュニケーションを取る努力を行

い、関係性を築く事が重要であると推測する。 
 
【結論】 
1．看護界は未だに男女共同参画社会に至っていない。 
2．両性の特性を活かしつつ短所を補い合うことにより、

看護という職業がより成熟したものになる。 
3．陽性的な考え方を身に付け自己研鑽する努力を行う。 
4．看護界の歴史は社会の動きに沿っている為、社会の動

きを見ることは看護界の将来を見据えることに繋がる。 
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児童厚生員の質的向上に向けた予備的研究
～児童館ガイドラインの比較を通して～ 
 
 
荒川大靖 
新潟医療福祉大学 社会福祉学科 
 
【背景・目的】児童福祉法 40 条に定められている児童厚

生施設は、児童に健全な遊びを与えて、その健康増進、情

操を豊かにすることを目的とした児童福祉施設であり、遊

びを通じての集団的・個別的指導、健康の増進、放課後児

童の育成・指導、母親クラブ等の地域組織活動の育成・助

長、年長児童の育成・指導、子育て家庭への相談等の役割

を担っている。その種別は施設規模に応じて、大きく小型

児童館、児童センター、大型児童館に分類される。全国に

4,637 館（2016 年 10 月現在）、全市町村 62%において設

置されており、児童館ガイドライン（2011 年 3 月厚生労

働省雇用均等・児童家庭局長通知）(以下、現行ガイドライ

ン)に基づいて運営されている。 
児童厚生施設には児童の遊びを指導する者（以下児童厚

生員）を配置することとされ、それに該当する資格として

保育士や社会福祉士、幼稚園から高等学校の教諭の資格を

有する者とされている。(1990 年 8 月 7 日厚生省発児第

123 号 厚生省事務次官通知)一方、児童厚生員の資質の

向上等を目的とした取り組みとしては、一般財団法人児童

健全育成推進財団(以下財団)において児童厚生 1級指導員

等の研修プログラムや養成校認定を行っている。 
本研究は、2018 年 3 月「今後の地域の児童館等のあり

方検討ワーキンググループ」より示された「改正児童館ガ

イドライン(仮称)素案」(以下、改正ガイドライン案)を基

に、児童厚生員の質的向上を目指すために必要とされる要

素を整理する。 
 

【方法】現行ガイドラインに関しては、2016 年度に行わ

れた全国児童館実態調査の結果から取り組み状況を把握

する。その上で、改正ガイドライン案において、特に拡充

もしくは新設された項目に着目し、比較検討の上考察を加

える。 
本研究は、新潟医療福祉大学倫理委員会の承認(承認番

号 18002-180706)を受けた「児童厚生員の質的向上に向け

た研究～児童厚生一級指導員養成校における児童館実習

プログラムの検証～」の予備的研究として実施した。 
 

【結果】全国児童館実態調査結果(2016 年 10 月 1 日現在)
において、回答のあった 3,978 施設のうち、現行ガイドラ

インに基づく児童館の活動の実施状況が明らかになって

いる。その中で、約 9 割の児童館において、遊びによる子

どもの育成、子どもの居場所の提供、保護者の子育て支援

に取り組んでいる。一方で、子どもが意見を述べる場の提

供、ボランティアの育成と活動支援、放課後児童クラブの

実施、配慮を必要とする子ども(要配慮児童)への対応に関

しては、5～6 割程度の実施にとどまっている。 
上記の通り実施児童館の割合が比較的低かった項目に

ついて、改正ガイドライン案においての取り扱い状況を見

る。子どもが意見を述べる場の提供の項目には「年齢及び

発達の程度に応じた意見の尊重」が追加されている。これ

は新設された第 2 章子どもの理解において、子どもの発達

過程の理解のための基礎的視点が明記されたこととの関

連性が見られる。 
同様にボランティアの育成と活動支援の項目について

は、改正ガイドライン案において「中・高校生世代、大学

生等を対象としたボランティア育成や職場体験、施設実習

の受入れなどに努めること」が新に定められている。児童

館活動に対してより多様な世代の関わりを求めている。 
さらに、要配慮児童への対応に関する項目についてはよ

り具体的に、要保護児童対策地域協議会での協議等の対応

や包括的な相談窓口としての機能が新たに定められてい

る。 
 

【考察】児童館の基礎的活動としての遊び・居場所・子育

て支援は多くの児童館が取り組んでいる一方で、その以外

の項目は実施割合が低い。特に自由来館施設である児童館

において、子どもが意見を述べる場を設定する為には、児

童等の関係性の構築を含めた、児童の継続的利用が必要と

なってくるのではないか。その為、改正ガイドライン案の

理念にあるように、従来の「意見を述べる」という取り組

みは手段の一つとして捉え、児童権利を尊重し最善の利益

が優先して考慮されるよう子どもの育成を目指す視点が

明確にされていることは評価できるのではないか。 
 この他にも、改正ガイドライン案では第 1 章の 3 施設

特性(3)児童館の特性において①拠点性②多機能性③地域

性という語句を用いている。地域における子どものための

総合拠点であり、子どもが直面する問題や福祉的課題、地

域がもつ課題に対応し、地域全体を活動の場とすることで

子どもの健全育成の環境づくりを進めることを示唆して

いると捉えることができる。 
 

【結論】児童厚生員は、児童の遊びを指導する者にとどま

らず、児童館のもつ社会的役割と子ども及び地域ニーズを

柔軟とらえ、子どもの最善の利益を追求する児童ソーシャ

ルワーカーを目指すことが明確となった。 
 

【文献】 
1) 厚生労働省: 児童厚生員の処遇や資格の現状に関する

調査研究, 平成 29 年度子ども・子育て支援推進調査研究

事業報告書, 2018. 
2) 財団法人児童健全育成推進財団: 平成28年度全国児童

館実態調査報告書, 2017. 
3) 財団法人児童健全育成推進財団: 児童館・放課後児童

クラブの研修体系と資格制度のご案内, 2015. 
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精神保健福祉分野における対人援助技術 
～面接におけるソーシャルスキル～ 
 
 
太刀川康知 
新潟医療福祉大学大学院 医療福祉学研究科 

  
【背景・目的】ソーシャルワーク面接には、その重要性を

反映して多くの文献で取り上げられ、検討すべき課題が多

い。特に精神科へ来院されるクライエントやその家族は

様々な問題を抱えており、適切な声掛けや対応、ラポール

形成に難しさがありながら、支援者側のソーシャルスキル

に関する先行研究がこの分野では見受けられない。本研究

の目的は、精神保健福祉分野のソーシャルワーカーが、実

践経験を積み重ねる中で、クライエントの抱える問題の背

景、面接を展開する場所といった要素に応じて、どのよう

に面接技法を用いたり、工夫や留意に努めたりしているの

か、また、経験年数の長短による相違点や共通点は何かを

明らかにすることである。それができれば、得られた知見

をスーパービジョンや現任研修に活用することにより、効

果的な人材育成に資することが期待される。 
 
【方法】新潟県内の精神保健福祉士 10 名 (経験年数 5 年

目未満と5年目以上を5名ずつ) に対して仮想事例への対

応に関する質問を中心とした半構造化面接によるインタ

ビュー調査を実施。面接時間は 1 人約 30 分。語りをすべ

て録音して逐語録を作成し、意味のまとまりに留意しなが

らエピソードごとにカード化し、逐語録内の「ソーシャル

スキル」(1)～(11) 項目 1) に該当する箇所を抽出。そして、

ＫＪ法を用いて類似例を集め、小項目を編成し、さらに関

連性のあるものをまとめながら分類。  
10 名の調査対象者の経験年数は、次の通り。A.2 年目 

B.2 年目 C.2 年目 D.3 年目 E.3.年目 F.11 年目 

G.12 年目 H.14 年目 I.10 年目 J.11 年目 
ソーシャルスキルの一例を示すと表１の通り。 

 
 
 
 
＜仮想事例の要約＞ 
Z さん (49 歳・女性) くも膜下出血を発症し脳神経外科に

て手術後、精神科病院の認知症病棟へ転院。右片麻痺、軽

度認知症と診断。今後退院に向けて数ヵ月はリハビリが必

要であるが、入院中のルールが守れず、看護師長から PSW
へ相談が入る。他患者の家族から食べ物を貰い、残りを高

齢患者へ食べさせたり、消灯時間に大音量でテレビを観た

りする。他患者から苦情があり、その都度注意するも易怒

的になり、このまま続くと入院継続が困難。PSW は Z さ

んがリハビリに積極的でPTからの評価が高いことは知っ

ていたが、歩行が難しく自立生活を送るレベルではない。

今後、帰る場所もなくこのままの状態では入院継続が難し

い。 
＜仮想事例の生活歴＞ 
入院前は土木作業員であり、全国各地で仕事をしていた。

日雇い労働。住まいは会社の寮に入っていた。今現在では、

住む場所や仕事もない。身寄りもない (離婚歴あるも子供

はいない)。貯金も底をついていた。 
＜質問項目＞ 
① 事例に書かれている他に必要な情報は何か。「情報」 
② 自分が担当ワーカーだったらどのように対応するか。 

「対応」 
③ そのような対応をすると考えた根拠とは何か。「根拠」 
④ この事例はどのように展開すると考えたか。「展開」 

 
【結果】5 年目未満、以上では関わりの取り方の項目中で

の関係の維持調整スキルが高く見られた。次にその中の尊

重スキルや自己統制項目の自己統制が多く占め、5 年目未

満、以上では差が見られなかったが、環境調整項目の情報

の把握と活用、長期間見込んだスキルが 5 年目未満にはな

く、5 年目以上では多く見られる結果となった。 
 
【考察】5 年目以上で見られた環境調整項目の情報の把握

と活用、長期間見込んだスキル項目が 5 年目未満にはなか

った。本人を知ることや希望については年数に関係なく聞

かれていたが、5 年目以上では先を見据えた支援に関して、

受診相談や入院時から本人が地域で生活しているところ

を具体的にイメージして対応していると感じた。また、他

職種と密に関わりを大事にするといった言葉を調査時に

話されている者が多く、自分の意見だけではなく、冷静な

客観的理解を大事にしていると感じた。 
 
【結論】本報告は、目標 20 名のうち、10 名のデータが得

られた段階で分析し、この時点で明らかになったことをま

とめた第一報である。5 年目以上の精神保健福祉士では、

環境調整項目が、5 年目未満の精神保健福祉士よりも多く

見られた。今後も引き続き調査を進めていきたい。 
 
【文献】 
1) 横山奈緒枝, 田中共子: ソーシャルワーカーの対人援

助技術 ―面接調査によるソーシャルスキルの整理を通じ

て―, 吉備国際大学社会福祉学部紀要, 13: 35-42, 2008.  
 
【謝辞】インタビュー調査にご協力いただいた新潟県内の

精神保健福祉士及び指導教員の皆様に心より感謝申し上

げます。 

表１ソーシャルスキル (4) 尊重スキル 
「敬語」「個別性の理解」「話し方」「自律支援」「価値観

を重んじた対応」「無理はしない」 
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福祉事務所職員における社会福祉士有資格
者率の実態－政令指定都市を中心に－ 
 
 
横山豊治 
新潟医療福祉大学 社会福祉学科 

  
【背景・目的】社会福祉専門職の国家資格である社会福祉

士は、1987 年の法制化から 30 年余りが経過し、近年は毎

年 1 万人以上増え続け、2018 年 6 月末日現在でその数は

225,974 人に及ぶが、業務独占資格ではないため、社会福

祉の各種施設・事業所・機関の相談員・指導員職において

有資格者が多数派を形成する割合には至っていない。 
 特に、福祉行政の第一線の機関であり、全国に 1,200
か所以上設置されている福祉事務所の職員におけるその

割合は、2016 年の時点で 2 割に満たないことが厚生労働

省の調査から明らかになっているものの、2009 年時点の

割合からみれば、少しずつではあるが増加傾向にあること

を、筆者は『新潟医療福祉学会誌』上で述べた 1)。 
  同省から公表されているデータを詳しく見ていくと、こ

の有資格者率は自治体によってかなりの違いがあること

がわかった。同省は各自治体の数値を示すだけで、この点

に関する考察や見解を示していないため、２次的な検討を

加え、自治体における有資格者率の実態を明らかにしたい。 
 
【方法】厚生労働省が実施し、公表している下記の調査結

果をもとに各自治体の福祉事務所職員の社会福祉士有資

格者率を算出し、その割合の実態について考察する。 
＜検討対象＞ 厚生労働省「福祉事務所人員体制調査」 

  2016 年 10 月 1 日現在の人員体制について、全国 
1,242 か所の福祉事務所を対象に調べた全数調査。 

 
【結果】紙幅の制約上、全国に 20 市ある政令指定都市の

福祉事務所での社会福祉士有資格者率について報告する。 
１）政令指定都市（以下、「政令市」） 
札幌 仙台 さいたま 千葉 横浜 川崎 相模原 

新潟 静岡 浜松 名古屋 京都 大阪 堺 神戸 
岡山 広島 北九州 福岡 熊本 

２）所長：20 市のうち、専任の所長がいるのは半数の 10
市だが、その中に社会福祉士の有資格者は 1 人もいない。

兼任の所長では、名古屋が 16 人のうち 1 人、堺が 2 人の

うち 1 人が有資格者。20 市のなかで、社会福祉士の所長

はその 2 人だけ。名古屋を上回る 18 人の兼任所長がいる

横浜も、最多の 24 人いる大阪も有資格者は 0 人。 
３）次長：次長を置いているのは 7 市であり、総数にして

63 人だが、そこに社会福祉士は 0 人。 
４）課長：課長専任者と、査察指導員との兼務者という区

分があるが、その前者が 20 市合計で 634 人いるうちの 14
人、後者が 22 人いるうちの 1 人に資格あり。 

 有資格者数は、課長専任者が 26 人の川崎に 4 人、29
人の福岡に 4 人、62 人の大阪に 3 人、133 人の横浜に 1
人、40 人の名古屋は有資格者 0 人。査察指導員指導員と

の兼務者が最多の 15 人いる神戸に 1 人の有資格者あり。 
５）課長補佐・係長：課長補佐・係長の専任者が、20 市

合計で 1,256 人おり、そのうち 31 人が有資格者で、査察

指導員との兼務者 722 人のうち 73 人が有資格者。 
 専任者での有資格者率が特に高いのが、川崎で 43 人中

10 人（23.3％）。12 市で有資格者が 0 人だが、106 人中

の 0 人（名古屋）や 98 人中の 0 人（北九州）から、2 人

中の 0 人（相模原）まで多様である。 
 兼務者では、74 人中 35 人(47.3 %)が有資格者の横浜が

突出して高率であり、絶対数としても最多である。兼務者

の人数では横浜を上回る 84 人ながら有資格者は 0 人の京

都と対照的である。 
６）査察指導員（専任）：20 市合計で 571 人中 31 人が有

資格者。そのうちの 21 人が大阪に集中するも、同市には

桁違いに多い 460 人もの専任の査察指導員がいるため、

有資格者率では 4.6％。実人数で大阪に次ぐ名古屋は 47
人中 7 人（14.9％）で、割合としては最大。 

この区分の職員がいない市が 11 市。 
７）現業員（専任） 
 専任の現業員の中に、有資格者が 1 人もいないという政

令市はさすがになかったが、岡山のように 136 人の現業

員を擁しながら社会福祉士はただ 1 人（0,7％）だけとい

う所があった。この区分全体では 7,161 人中 1,383 人

（19.3％）だが、その平均値を大きく上回り、20 市の中

で際立って高率なのが 101 人中 50 人（49.5％）の新潟で

ある。これに次いで高率なのが堺の 44.2％（197 人中 87
人）、川崎の 42.9％（422 人中 181 人）だが、4 割を超え

たのはこの 3 市のみで、専任現業員の有資格者数が１桁に

留まる所が４市、有資格者率が5％未満の所が5市あった。 
 
【考察】新潟市福祉事務所の専任現業員に占める社会福祉

士の割合が政令市の中で飛び抜けて高くなっているのは

なぜか。2016 年の「人口 10 万人あたりの社会福祉士数」

が、都道府県別には算出可能であり、その割合が新潟県は

全国 1 位であること、同県には社会福祉士養成課程を持つ

大学・専門学校が７校もあり、そのうち６校が新潟市内に

集中していることなどを踏まえると、有資格者の供給力が

高い地域性が関係している可能性が考えられる。 
 
【結論】生活保護を含む福祉行政サービスの従事者の資質

が問われる中、住民がどこで暮らしても社会福祉士の有資

格者による相談援助を受けられるようにするには、有資格

者率が特に低率の自治体の底上げを図る必要がある。 
 
【文献】 
1) 横山豊治: 社会福祉士制度30年の到達点－任用の動向

を中心に－, 新潟医療福祉学会誌, 17: 2-12, 2018. 
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発達障害のある子どもをもつ母親の育児困
難感の軽減に関する質的研究－子どもへの
スキンシップとグループワークを通して－ 
 
 
志田絹子 1)、松本京介 2) 
1) 新発田駅前複合施設イクネスしばた 
2) 新潟医療福祉大学 社会福祉学科 

 
【背景・目的】発達障害と診断される子どもの数が増加し

ている。社会の理解や制度は整ってきたが、発達障害のあ

る子どもやその家庭、特に母親を支える社会のしくみはま

だ不十分であり、母親を支援する目的や具体的支援方法に

ついて多方面からの検証が必要であると言われている。 
また、スキンシップは人間の発達において重要であり、

その効果も示されている。海外では発達障害のある子ども

に対するスキンシップの効果が報告されているが、わが国

では発達障害のある子どもにスキンシップをすることに

より、その行動が改善したという報告はみられない。 
そこで、本研究では、発達障害のある子どもをもつ母親

の育児困難感を軽減させることを目指して、母親の子ども

に対するスキンシップとグループを通した関わりにおけ

る母親の育児困難感の質的な変容プロセスについて検討

することを目的とする。そして、母親が子どもとスキンシ

ップをするときの抵抗感、スキンシップを継続していくた

めに必要な要素、そして有効な支援について考察した。 
 

【方法】研究協力者は，発達障害のある子どもをもつ母親

6 名であり、14 回のグループワークと並行して母親によ

る子どもへのスキンシップを実施し、グループワーク終了

後、半構造化面接によるインタビューを行った。録音した

データは修正版グラウンデッド・セオリー・アプローチ

（M-GTA）の手法で分析した。 
 
【結果】分析テーマを「母親が子どもにスキンシップをす

るときの抵抗感を通して自己理解を深めるプロセス」とし、

34 の概念、11 のサブカテゴリー、6 のカテゴリーを生成

した。 
 
【考察】研究協力者である母親は世間を気にしすぎるあま

り、子育てに困難を感じており、エネルギーが消耗し、『し

んどい子育て』を経験してきた。母親はグループワークに

参加することで、自分の感情に向き合い、それまで抑えて

いた気持ちを吐き出すことができた。そして、母親のなか

に自分の感情を体験的に自覚したり、認識の変化が生じた

りするなど、『他者との関わりによる変化』が起こった。

また、母親は子どもへのスキンシップを通した濃いコミュ

ニケーションを体験するなかで、子どもに安心感を与える

ことができた一方で、子どもに対する怒りや嫉妬心を感じ、

母親のなかにはそれを抑えるしんどさも生じた。母親は、

子どもへのスキンシップを通して、子どもに安心感を与え

られない罪悪感や子どもへの抵抗感を自覚するなど、『子

どもとの関係の再確認』をすることになった。 
さらに、母親はグループワークの場で、我慢強く健気な

自分の子ども時代や家族との関係を回想し、自身のいわば

「内面の子（黒川、1996）」に気づいた。子どもへの抵抗

感は母親自身の「内面の子」が引き起こす問題であること

が考えられたが、母親はグループワークの場で、小林

（2016）のいう情動的コミュニケーションを通して「内

面の子」を自ら労い、『原家族・現在の家族の一員として

のふり返り』を行った。そして、母親はしんどいときには

『必要な支援や場』を利用できるようになった。それは、

道具的・情報的な支援を受けることだけでなく、グループ

ワークの場で、母親が感じたことを言葉にしても、黙って

涙を流していても、受け止めてもらえるような非言語的で

保護的な場が提供されることでもあった。そのようなお互

いの情動的コミュニケーションのなかで、やがて、母親は

自分が安全基地にいるように感じられるようになった。そ

して、子どもが安心して過ごせる基地に自らがなろうと、

『安全基地つくり』に着手するように変化していった。 
以上のような母親の育児困難感の質的な変容と母親の

自己理解が深まっていくプロセスが考えられた。 
 
【結論】発達障害のある子どもをもつ母親の育児困難感を

軽減させるには子どもへのスキンシップや情動的コミュ

ニケーションが保障されたグループワークが有効であり、

支援者側も自らの感性を磨く必要があると考えられる。 
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子ども園通園園児保護者の子育てに関する 
意識及び現状に対する満足度調査 
 
 
坂井さなえ、佐藤里菜、濱邉智香、須貝美紅、髙橋春菜、

野瀬なつき、半田遥、渡辺智美 
新潟医療福祉大学 医療情報管理学科 
 
【背景・目的】近年我が国では、少子化の進行、核家族化

や高齢化、子育ての孤立感と負担の増加、深刻な待機児童

問題等により、子育てを担う保護者の置かれた環境は年々

厳しくなっていることから、実際に子どもを養育している

保護者の子育てに関する意識及び現状に対する満足度を

調査し、出生順位と子どもの年齢が、保護者の子育てに関

する満足度に与える影響を明らかすることを目的とした。 
 
【方法】 
研究期間：2017 年 9 月 4 日～9 月 12 日 
研究対象：人口 9.6 万人の地方都市の一子ども園通園園児

保護者 130 名 
調査方法：自記式質問紙を用いたアンケート調査 
研究方法：アンケート結果について、出生順位別はフィッ

シャーの直接確率検定、子どもの年齢別にはコクラン・ア

ーミテージ検定を用いて分析した。 
倫理的配慮：本研究は、新潟医療福祉大学倫理委員会の承

認を得て実施した。（17862-170816） 
 
【結果】園児の保護者 130 名に質問紙を配布し、そのう

ち、90 名から回答を得た（回収率 69％）。 
子どもの出生順位別での「保護者自身の仕事・家庭生活

のバランス」「配偶者との家事・育児の分担」「子どもの生

活習慣やしつけ状況」「子どもの成長ぶり」について、満

足または不満を選択した人数を表 1 に示す。表を基にフィ

ッシャーの直接確立検定を行った結果、子どもの出生順位

と「保護者自身の仕事・家庭生活バランス」において、有

意な差がみられた（P 値（片側）＝0.0050）が、その他の

項目では有意差はみられなかった。 
 

また、子どもの年齢別での同様の項目についての人数を

表 2 に示す。表を基に、コクラン・アーミテージ傾向検定

を行った結果、全ての項目において有意差はみられなかっ

た。 
 

【考察】「保護者自身の仕事・家庭生活のバランス」では、

一人目と二人目以降の満足度に差がみられたが、保護者に

とって一人目は全てに対して初めての経験のため、子ども

を育てること全てにおいて戸惑いや未知の事が日々起こ

ることが要因と考えられ、仕事と家庭生活とのバランスが

とりにくいと推察される。一方二人目以降は、子育てを経

験しているため、慣れや余裕からバランスがとりやすくな

るのではないかと考える。先行研究では、一人目は育てに

くいと感じる保護者は二人目以降と比較して圧倒的に割

合が高い 1)ことが報告されているが、本調査ではそれらに

は大きな差は見られず、子どもの出生順位が直接関係する

のではなく、主に子ども自身の性格が影響していると考え

られる。 
また、本調査において 3、4 歳児の保護者の満足度が全

体的に低くなっているが、「3 歳児のイヤイヤ期」は、保護

者と子どもの意見のぶつかり合い 2)であり、「4 歳児の壁」

は、精神的成長に伴って現れる壁 3)であることから、反抗

期が保護者の満足度低下に影響していると言える。一方で、

5 歳児は 4 歳児の壁を乗り越え、心の安定期に入るため子

育てしやすくなることから、5 歳児の保護者の子育てに関

する満足度が高くなっている。 
 
【結論】保護者の子育てに関する意識及び現状に対する満

足度調査を行ったところ、子どもの出生順位と「保護者自

身の仕事・家庭生活バランス」において、一人目と二人目

以降の満足度に差がみられたが、子どもの年齢別には有意

な差がみられなかった。 
 
【文献】 
1）森下順子: 子育てによる母親の心理的行動的変化と子

育て支援, 和歌山大学教育学部附属教育実践総合センタ

ー紀要, 16: 11-17, 2006. 
2）3 歳のイヤイヤ期をイライラせずに乗り越える 6 つの

方法, https://woman.excite.co.jp/article/child/rid_E14 
98025292160/, 2018 年 1 月 20 日. 
3）4 歳児は心が揺れている!「4 歳の壁」の正しい対処法

とは?, http://www.shinga-farm.com/parenting/trouble-
at-age-of-four/, 2018 年 1 月 20 日. 

表1：子どもの出生順位別結果 （人）

仕事・家庭
生活バランス

配偶者との
家事・育児

分担

子どもの
生活習慣や
しつけ状況

子どもの
成長ぶり

満 足 8 17 11 28
不 満 27 8 7 7
満 足 25 23 12 39
不 満 22 12 10 8

項 目

一 人 目

二 人 目 以 降

表2：子どもの年齢別結果 （人）

仕事・家庭
生活バランス

配偶者との
家事・育児

分担

子どもの
生活習慣や
しつけ状況

子どもの
成長ぶり

満 足 14 18 13 27
不 満 17 11 18 4
満 足 5 6 2 14
不 満 10 9 14 2
満 足 5 7 3 13
不 満 10 7 12 2
満 足 11 13 8 22
不 満 17 13 20 6

0 ～ 2 歳 児

3 歳 児

4 歳 児

5 歳 児

項 目
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1 人当り医療費の地理分布はなぜ西高東低
北高なのか 
 
 
関彩香、久保瞳、山田春奈、淡島正浩、木下直彦、 
瀧口徹 

新潟医療福祉大学 医療情報管理学科 
  

【背景・目的】1 人当り医療費の地理分布は都道府県単位

の分析において、いわゆる「西高東低北高」1) などと表現

されるが、その原因が高齢化率、疾病発生率、病院等の医

療環境、介護保険普及状況、および産業構造とどのような

地理学的な関連があるのかはより詳細な地理分布である

二次医療圏単位では明らかにされていない。 
 

【方法】内閣府が公表している直近（2013 年）の市区町

村別国民健康保険医療費(1 人当り国保医療費)と被保険者

数のデータおよび各省が行っている国勢調査、患者調査、

産業就業者調査等を全国 344 の二次医療圏単位で再集計

し、分析用データファイルとした。地域集積性解析システ

ム GEODA2) を用いて 1 人当り国保医療費を目的変数と

し、高齢化率（項目数 1）、4 大死因比率計（1）、病院等の

医療環境（2）、介護保険普及状況（1）、および産業構造（3）
を示す指標を説明変数とする空間的重回帰分析 3) および

二値 Moran の I2) を求めた。 
 

【結果】図 1 に全国 344 二次医療圏における 1 人当り国

保医療費の 4 分位分布と地域集積指標 Moran の I(MOi)
を示す。単値 MOi = 0.45（p<0.001）で明らかな西高東低

北高の地域集積性を示した。表 1 に空間的重回帰分析結果

を示す。z 値の絶対値の大きさから判断して、高齢化率、

病床数が 1 人当り国保医療費の増加要因、第 1 次産業就

業率が減少要因であることが示された。図 2 は増加要因の

うち、病床数との二値 MOi =0.52（p<0.001）で高い地域

集積性を示した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
【考察】いわゆる医療費の西高東低北高は、単一の要因の

影響ではなく、少なくとも、高齢化率、人口当り病床数、

および第１次産業就業率が織りなす結果だと考えられた。 
 
【結論】４大死因疾患のみならず入院率の高い疾患の地域

差、精神病床、療養病床等の病床の内訳ごとの稼働の地域

差、疾患別平均在院日数の地域差の確認、および各要因が

なぜ医療費の増減に係るかのメカニズムの研究が必要で

ある。 
 
【文献】 
1) 福岡県: 国保医療費及び後期高齢者医療費の現状 
①全国都道府県国保医療費 ②全国都福岡県 都道府県後

期高齢者医療費 ③医療費の３要素による比較

http://www.pref.fukuoka.lg.jp/uploaded/life/310157_532
54412_misc.pdf, 2018 年 8 月 1 日. 
2) 瀧口徹: 歯科疫学統計 －第 8 報 空間（地理）疫学の

基礎 その 2 地域差をとらえる指標の相互関係－, ヘルス

サイエンス・ヘルスケア, No 1: 4-19，2010. 
3) Geographical Information Systems Institute, Center 
for Geographic Analysis, Harvard University: Spatial 
Regression with GeoDa. https://cga-
download.hmdc.harvard.edu/.../ 
OpenGeoDa3.doc, 2018 年 8 月 25 日． 
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3D プリンターによる新潟医療福祉大学視
機能科の視覚生理学実習用頭蓋骨模型の制
作 
 
 
近藤正紀 1)、戸田春男 2)、生方北斗 2) 
1) 新潟医療福祉大学 医療情報管理学科 
2) 新潟医療福祉大学 視機能科学科 
 
【背景・目的】3D プリンターが普及した現在、教育場面

での利用例が増加しており、筆者も過去にいくつかの場

面で実践してきた 1)。 
 新潟医療福祉大学視機能科学科（以下視機能科学科）

では従来、視覚生理学実習において、脳模型の製作を行

ってきたが、眼窩・頭蓋底を含んだ頭蓋骨模型の提供が

不足していた。市販されている模型は比較的高価であり

ながら眼窩部の再現性が低く、実用に耐えなかった。 
 そこで、実習での使用に耐える眼窩部の模型を 3D プ

リンターによって安価に製作することが可能となったの

で、報告する。 
 
【方法】視機能科学科の視覚生理学実習用で用いる眼窩

部模型の要件として、実物大であること、上眼窩裂・下

眼窩裂・視神経管が正しい位置に形成されていることの

二つがある。このような模型を造形するには、三次元モ

デルのデータを 3D プリンターへ送る前に下準備として

様々なデータの加工が必要となる。これらの要件を満た

し、なるべく安価に製作することを目標とした。 
 
【結果】実習用眼窩部模型の三次元モデルは、一般に流

通している無償データを用いた。 
 該当するデータとして、産総研 2)や NIH 3) のデータが

あるが、いずれも眼窩裂等の再現度が低い。そこで本研

究では BodyParts3D/Anatomography 4)（BodyParts3D, 
Copyright© 2008 ライフサイエンス統合データベースセ

ンター licensed by CC 表示－継承 2.1 日本）のデータ

を用いた。このデータは非常に高精細、かつ、頭蓋骨を

構成する骨のデータを個別に提供しているため、図 1 の

ようにモデリングソフトで下顎を除く頭蓋骨を構成し、

実習に必要な眼窩周辺部を三つの平面で切り出した。 
 図 1 からわかるように切断面の一つは眼窩のすぐ下を

通っている。この切断面近傍の頭蓋骨は複雑な構造をし

ており、この面を下にして造形を行っても安定した造形

は望めない。一方、模型全体を上下反転して造形した場

合、学習上重要な脳が入る面の殆どが下を向くために大

量のサポート材を必要とし、サポート材を除去する労力

も大きい。そこで図 2 のように模型を上下に二分し、下

部は上下反転して最低限のサポート材付きで造形した後、

張り合わせる戦略をとった。しかしながら、FDM 方式

では造形物の冷却による収縮が避けられず、不均一な収

縮による変形で張り合わせ不能になる場合もある。変形

は造形物の内部応力に由来するので、鋼の焼きなましに

似た方法を用いて変形を抑制した。 
 最終的な造形仕様は、積層ピッチ 0.2 mm、充填率 5%、

吐出率 101%で PLA 樹脂を使用している。製造原価は

1,500 円程度である。 
 実習の詳細については戸田らの発表に譲る。 

  

図 1 模型の概要 図 2 分割状態と反転した下部 
 
【考察】3D プリンターで人体の各部位を学習用に造形す

る場合、学習内容に応じてデータを調整する必要がある。

頭蓋骨模型の場合、学習内容に応じて今回のように眼窩

裂等に精度が求められる場合、形状が重要である場合、

断面が重要である場合など様々であり、市販されている

模型や解剖図がこれらの要請を全て満たすことは困難で

ある。3D プリンターを使用することでオーダーメイド

（ハンドメイド）教材を比較的安価に製作することが可

能になった。 
 一方で、戸田らの発表にもあるとおり、他の模型が必

要となる場合がある。データの加工によって造形は可能

だが、適切な加工を行わないと使用に耐える模型となら

ない。加工変換の支援システム、自動化などが今後の課

題である。 
 また、製作コストは市販模型よりは安価なものの、当

初予想よりも高額になった。理由は安定造形を優先した

ため比較的高価な造形素材を用いたことによる。価格が

1/10 程度の素材も存在するが低品質のものも多く、造形

トラブルからの復旧コスト（時間と労力）を考慮すると

価格は 1/2 から 1/3 程度に下げるのが限界と考えられる。 
 
【結論】3D プリンターによって人体模型等を制作する際

のノウハウを蓄積することができた。 
 
【文献】 
1) 近藤正紀: 3D プリンターの教育場面での利用に関す

る一考察, 新潟医療福祉学会誌, 第 17 回新潟医療福祉学

会学術集会特集号: 72, 2017. 
2) 成人男性骨格形状データ, https://unit.aist.go.jp/hiri/ 
dhrg/ja/dhdb/bone/index.html, 2018 年 8 月 20 日. 
3) NIH 3D Print Exchange, https://3dprint.nih.gov/, 
2018 年 8 月 20 日. 
4) BodyParts3D/Anatomography, 
http://lifesciencedb.jp/bp3d/, 2018 年 8 月 20 日. 
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アプリケーション搭載用 Dirichlet 乱数発
生プログラムモジュールの試作とその性能
評価について 
 
 
井上弘樹 
新潟医療福祉大学 医療情報管理学科 
 
【背景・目的】Dirichlet 分布は多項モデルのベイズ推定

で 3 つ以上の状態・段階の多項比率の解析を行う場合 1)の

事前分布として適しており、事後確率の計算に当たって多

数の Dirichlet 乱数を発生し、シミュレーション・可視化

を行う方法が取られている 2)。多項モデルを自己開発アプ

リケーション上で実装・再現する場合、Dirichlet 乱数を

発生する関数もしくはライブラリ、パッケージなどが必要

になってくるが、当該プログラミング言語でそれらがメー

カーにより公式にサポートされなかった場合、何らかの同

乱数を発生させる仕組みが必要となる。そこでメーカーに

よるガンマ乱数発生関数がサポートされていないプログ

ラミング言語について、同乱数を一様乱数から発生させる

コードを新たに記述し、その性能評価を試みた。 
 

【方法】マイクロソフト社製の統合開発環境であるVisual 
Studio 内の、Visual Basic.NET を使用した。要素数 k 個

のDirichlet分布に従う乱数のベクトル列Xi(i =1,…,k)は、

k 個の標準ガンマ乱数 Yi(母数γi)(i=1,…,k)とすると、

Xi=Yi/(Y1+…+Yk)で算出される 3)。Yi の発生は Best、
Cheng の方法を用いた 4)-6)。今回作成されたプログラムは

要素数３の Dirichlet 分布に従う乱数のベクトル列を発生

するものとし、ウィンドウズ PC のデスクトップ上で表示

され、γi の値、求める乱数列の項数を入力により設定で

きる様にした(図１)。プログラム全体のボリュームはおよ

そ 20 キロバイトであった。プログラムの評価指標は乱数

列の作成に所要した時間を用いることとし、対象にはRの

パ ッ ケ ー ジ gtools7) 上 の Dirichlet 乱 数 発 生 関 数

rdirichlet()(以下 R の関数)を用いた。同一条件を期するた

め、同一の PC 端末上で本プログラムと R を動作させ、所

要時間を比較することとした。 
 

【結果】計算結果の例を示す。γ1=0.2、γ2=0.3、γ3=0.5、
乱数 50,000 個で乱数を発生させた場合、本ソフトの発生

時間は、3.355 秒、R の関数の発生時間は 3.332 秒であっ

た。γ1=2、γ2=3、γ3=4、乱数 100,000 個の設定で乱数

を発生させた場合、本ソフトの発生時間は、6.826 秒、R
の関数の発生時間は 6.2614 秒であった。 

 
【考察】当初 R の関数の方が高速に乱数ベクトル列を発

生できることが予想された。しかし、実際の乱数発生時間

を計測したところ、本プログラムモジュールはやや劣るも

のの R の関数とそれほど変わらない発生時間となった。 

 
 
 
 
 
 
 
 

図１ 

 
ちなみに乱数列の項数を 50 万、100 万と増加させると、

本プログラムモジュールと R の関数はそれぞれ 30 秒と

30 秒、69 秒と 60 秒となり、著しい差は見られなかった。

今回使用したアルゴリズムではガンマ乱数を 3 種類発生

させることから発生に時間がかかるものと考えられるが、

R の関数も本プログラムモジュールと同様のガンマ乱数

を発生させるアルゴリズムなのかもしれない。また、あま

り項数の多い乱数列(ベクトル数が数 100 万個レベル)を
発生させようとするとハングアップを生じる。バグフィッ

クスやコードの見直しの他に、今回使用した言語がどの程

度数値計算に適しているのかを検討し、その動作限界の範

囲内で使用することを考慮する必要があるのかもしれな

い。 
 

【結論】事後確率の計算に当たって多数の Dirichlet 乱数

を発生する機能を実装したアプリケーションを開発する

に当たり、必要となる Dirichlet 乱数発生のためのプログ

ラムモジュールを試作した。 
 

【文献】 
1) McLean, N: Ecology and management of 
overabundant koala (Phascolarctos cinereus) 
populations, PhD thesis, Department of Zoology, The 
University of Melbourne, 229-238, 2003. 
2) McCarthy, 野間口眞太郎: 生態学のためのベイズ法, 
共立出版, 初版, 93-97, 東京, 2009. 
3) 蓑谷千凰彦: 統計分布ハンドブック, 朝倉書店, 初版, 
469-472, 東京, 2003. 
4) Best, DJ: A note on gamma variate generators with 
shape parameter less than unity, Computing, 30: 185-
188, 1983. 
5) Cheng, RCH: The generation of gamma variables 
with non-integral shape parameter, Applied Statistics, 
26: 71-75, 1977. 
6) 井上弘樹: アプリケーション搭載用ガンマ乱数発生

プログラムモジュールの試作とその性能評価について, 
新潟医療福祉学会誌, 17: 73, 2017. 
7) gtools v2.2.2, 
https://www.rdocumentation.org/packages/gtools/versio
ns/2.2.2, 2018 年 8 月 26 日. 
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アジア地域の大学における IPE の実践状況
－IPE 関連文献の考察から 
 
 
松井由美子、村田憲章、桑原桂、山口智、真柄彰 
新潟医療福祉大学 新潟連携教育研究センター運営委員会 
  
【背景・目的】本学の連携科目である「連携総合ゼミ」は

連携教育の集大成となる 4 年次の演習科目である。本学の

教員・学生の他、大学間連携により新潟薬科大学や日本歯

科大学、日本歯科大学短期大学、新潟リハビリテーション

大学に加えて近年国際化も進み、フィリピンや台湾などア

ジア諸国からの参加者による英語発表が実施されている。 
海外参加者の本学での経験が自国でどのように生かさ

れ IPE の浸透につながっていくのかについて今後調査を

行うことを前提に、本研究ではアジア地域における IPE
に関する論文をいくつか取り上げ、どのような IPE が実

施されているのか、内容を分析しアジア諸国における IPE
の実践状況について考察する。 
 
【方法】海外論文の検索のため医学分野における代表的な

データベースである「MEDLINE:PubMed」を使用し、キ

ーワードは「 Inter-professional Education 、 Asia 、

IPEUniversity」で検索し、すべてフルテキストとした。 
さらに検索された論文の 11 の大学の HP に入り検索欄

に「IPE」といれて大学としての取り組みの有無を調べた。 
 
【結果】検索された論文数は 26 件で、内容を分析し、IPW
や卒後教育に関するもの、大学が主体でないものを除いた

11 件を研究対象として抜粋した（表 1）。年度制限はして

いないが文献は 2013 年～2018 年に刊行されていた。 
国別では、インドネシアが 3 件と最も多く、シンガポー

ル、台湾、イランが各 2 件、イスラエル、中国が各 1 件で

あった。IPE の評価に関する研究が 6 件（文献 3、4、5、
6、8、9）と最も多く、特に RIPLS：Readiness for 
Interprofessional Learning Scale Parsell & Bligh（1999）
を使用したものが 4 件含まれていた。インドネシアではイ

ンドネシア版を作成している。その他は IPE のトレーニ

ングツールや IPEインストラクター訓練のためのコース、

IPE 実践に有効な PBL 学習、IPE のコアカリキュラム化

に関するものと、IPE の効果に関するシステマティックレ

ビュー各 1 件であった。各大学の HP 検索欄で IPE でア

クセスできたのはシンガポール国立大学のみであった。 
 
【考察】IPE の総合的な評価スケールである RIPLS は本

学の連携総合ゼミでも使用し、連携レディネスを測定する

ためのスケールであるが、近年は尺度の信頼性、妥当性に

問題があることも指摘され、現在アウトカム評価の尺度開

発がわが国でも進んでいる。本学も評価の再検討の時期に

来ており検討していく必要があると感じている。 

アジアの大学ランキングで 1 位のシンガポール国立大

学は 2013 年に IPE の全学科共通 IPE コアカリキュラム

化に向けて動き出し 2 年後には学生主体の IPE ワークシ

ョップを医学と看護学科の学生を対象に開催している。ま

た、HP 上からも IPE が導入され、普及していることがわ

かった。医学、歯学、看護、薬学、社会福祉の学生による

IPE 演習がカリキュラムに組まれ実践されている。また、

看護学部では独自にシミュレーション連携教育を取り入

れ主として医学部と連携しトレーニングを実施している。

その他、大学間連携により仮想環境に保健医療専門職がア

バターとして入り 3 次元バーチャル空間で演習するバー

チャルシミュレーショントレーニングも実践されている。

参加学生は医学、看護、理学、作業、薬学、社会福祉で仮

想病院でのトレーニングを積んでいる。かつて英国のセン

トジョージ大学や、シェフィールド大学で見学した IPE
が現在この大学でそのまま受け継がれ実践されているこ

とが分かった。専門職も年々、多職種に拡大されている。 
 香港大学ではTBLによる IPEプログラムの開発に取り

組み、学生も医学、看護、薬学、社会福祉を対象としてい

る。医学、看護、薬学が多い中、シンガポール国立大学同

様に福祉系の学生が含まれているのは注目に値する。台湾

のチャングン大学では多職種の参加者でナラティブメデ

ィスンプログラムを実施している。 
 
【結論】IPE はアジアの公立大学を中心に進展目覚ましく、

近年では医学、看護だけではなく多職種に拡大されつつあ

ることが確認された。 
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2015 年～2017 年度「連携総合ゼミ」3年間
の学生アンケート自由記述内容の分析 
 
 
松井由美子、村田憲章、桑原桂、山口智、真柄彰 
新潟医療福祉大学 新潟連携教育研究センター運営委員会 
  
【背景・目的】4 年次の連携科目「連携総合ゼミ」は前身

となる「総合ゼミ」が 2004 年の試行に始まり 2018 年の

開催で 15 回目となる歴史ある科目である。2009 年の文部

科学省の戦略的事業によりモジュール（仮想事例教材）が

開発され、毎年更新される児童虐待報道事例など一部を除

いてほとんどの事例がネット上で閲覧でき学習環境も格

段に整備された。また、大学間連携により新潟薬科大学や

日本歯科大学、日本歯科大学短期大学、新潟リハビリテー

ション大学に加えて近年急速に国際化が進み、フィリピン、

台湾、ベトナムなどアジア諸国からの参加者も増加してい

る。 
 これまでの事前事後による 2 つの評価に加え、2014 年

から新たな項目でのアンケートを試行的に追加し、自由記

述欄も設定した。記入は任意であるが自由記述欄の書き込

みは毎年多く 2015 年から 2017 年までの 3 年間の内容を

テキスト・マイニング・ツールを使って分析した。 
 
【方法】IBM SPSS Text Analytics for Surveys 4.0.1w を

使用してコード化処理を行った。 
 
【結果】全部で 27 のコードが抽出された。そのうち形容

詞（37）、形容動詞（27）、組織名（15）と、含む内容が 1
つの「後悔、驚き、悲しい、怒り、安心、困っている、喜

び全般、感動、疑問、不安、お願い、悩み」も除外した。 
表 1 に付された内容の多い順にコードと内容を示した。 
 
【考察】4 を除く 1～6 と 10～12 のコードはポジティブ

なコードで連携総合ゼミに対する満足感や充実感がうか

がえた。特に、他大学からの参加者から自分の大学ではで

きない経験であること、学内の学生からは他大学や、他学

科からの話や考え方を聞けたことが語られている。海外参

加者からは感謝の言葉が多く、教員への感謝も述べられた。 
 7～9 のコードでは言語の壁が語られ、発表会では同時

通訳などで解消されているが、海外グループにいる日本人

学生の困難さが表出した。発表会でも日本語発表のスライ

ドの翻訳も課題である。4 の要望では登録の確認やゼミ前

の英語学習の要望もあった。また、病院でもこのような機

会が欲しいなど今後に向けての課題が得られた。 
 
【結論】連携総合ゼミに対して概ね良い評価を得られてい

るが、言葉の壁は根強く今後も一層の工夫が求められる。 
 

 

表 1．12 のコードと含まれた内容 

コード 付された内容 

1．良い 

（26） 

多職種連携の重要性を実感する貴重な経験、

口腔ケアに対して観点の違いがあることが理

解できた、モチベーションが上がった、多くの

支援策を考えられてよかった、各事例に興味

を持って聞くことができた、言葉の壁や制度の

違いはあったが参加できてよかった、なかな

かない機会でよい経験になった、自分の偏っ

た意見があることを理解できた、歯科衛生士

や薬剤師について話を聞けてよかった他 

2．感謝 

（14） 

全メンバー、先生方に御礼申し上げます、素

晴らしい機会を与えてくれて感謝しています他 

3．楽しい 

（14） 

毎日とても楽しかった、一週間楽しく活動、自

分の力を発揮した、専門領域以外を知れた他 

4．要望 

（11） 

登録の確認をしていただきたい、英語の学習

がゼミ前に受けられるといい、英語のプレゼン

を提供してほしい、違う時期に開催してほしい 

もっと多くの人に受けてもらいたい、病院でも

このような勉強会が欲しい、また機会があれ

ば参加したい他 

5 ． 褒 め ・

賞賛 

（10） 

素晴らしいパートナーを知ることができた、アド

バイスを良かった、メンバーが楽しくて良かっ

た、私たちのチームワークは素晴らしい他 

7．悪い 

（7） 

英語のゼミで理解することが大変、ネット環境

が良くなかった、日本語が理解できず大変他 

8．不満 

（3） 

医療生にも表彰状がほしい、もう少し留学生

用の事例がほしい、日本語グループの英語の

パワーポイントがない 

9．残念 

（3） 

もっと他の職種とも連携したかった、1 週開以

上したかった、発表時間が短いと感じた 

10 ． 嬉 し

い（3） 

連携について学ぶことができる、協力できるよ

うに助けてくれて嬉しい、先輩の訪問が助かる 

11．期待 

（2） 

ディスカッションは新鮮で興味深かった、症例

は興味深かった 

12．好き 

（2） 

自分の職種が好きになった、グループ 8 人の

メンバーが大好きです 

 で示した 7～9 の部分はネガティブな意見、4 は要望 
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日本国内における多職種間連携教育とその
研究に関する近年の動向について（第 2報） 
 
 
山口智、松井由美子、村田憲章、桑原桂、真柄彰 
新潟医療福祉大学 新潟連携教育研究センター運営委員会 
 
【背景・目的】新潟医療福祉大学の建学の精神が目指して

いる「優れた QOL サポーター」育成のため、学部学科の

枠を超えた連携教育関連科目として、「チームアプローチ

入門」、「連携基礎ゼミ」、「保健医療福祉連携学」、「保健医

療福祉リスクマネジメント論」、「地域連携学」、「連携総合

ゼミ」が開講されている。そして、保健・医療・福祉・ス

ポーツの連携教育の拠点として、「新潟連携教育研究セン

ター（Niigata Research Center for Inter-professional 
Education：NIIGATA RECIPE）」が設置された。本学の

連携教育の集大成といえる「連携総合ゼミ」の本学履修登

録者数は年々増えており、2018 年度は 11 学科（救命救急

学科、診療放射線学科を除く）の履修登録者数は 80 名と

なっている。そして、他大学の参加学生を含めると 110 名

を超える参加者となる。また、事例担当教員の協力をいた

だき、各分野を網羅した 15 事例が用意され、専門職間で

のさまざまな連携に向けた学びが期待される。しかし、連

携総合ゼミへの参加学生が増えれば、自分が専門知識を学

んだ希望ゼミに配属されない学生も出てくることだろう。

要するに、保健・医療・福祉・スポーツの専門職種として、

別々の教育や職業的背景が異なるため、配属されたゼミの

事例に前向きに取り組めなければ、専門的役割の希薄化が

生じることが懸念される。そこで、本研究では、本学にお

ける IPE（Inter-professional Education：多職種連携教

育）をより一層発展させる要因を整理して、今後のゼミ活

動の運営および研究活動を展開させることを目的とした。 
 
【方法】医中誌 Web を用いて、大学における多職種連携

教育について明記された文献内容を精査した。キーワード

を「多職種連携」を入力し、案内された統制語として「専

門職間人間関係」・「チーム医療」・「他部門連携」のなかか

ら「専門職間人間関係」を選択した。なお、統制語として

「専門職間人間関係」を選択した理由は、CAIPE（UK 
Centre For The Advancement Of Inter-professional 
Education：英国多職種連携教育推進センター）の発行し

ているガイドライン１）で挙げられている「IPE を学んだ

専門職（学生）が、IPE の学習から得られる質的能力の向

上のポイント」に準拠したためである。上記が挙げている

7 つのポイントは、「①ケアの質的向上」、「②サービス利

用者および介護者のニーズに注目する」、「③サービス利用

者および介護者の参加」、「④専門職が互いの職種とともに

互いから互いについて学ぶことの促進」、「⑤それぞれの職

種間と貢献に対するお互いの尊敬意識」、「⑥職種間で実践

力を高める」、「⑦専門職としての満足感を高める」である。 

【結果】「多職種連携－専門職間人間関係」に関する文献

について、最新 5 年間（2013-2018）を検索したところ、

2,083 件であった（2018 年 8 月 4 日時点）。大学における

IPE（Inter-professional Education：多職種連携教育）の

内容について精読するため、キーワードに「教育」と「大

学」を加え、原著論文を条件とした検索を行い、366 件と

なった。その後、文献のタイトル、抄録、本文を確認し、

大学における連携教育の内容が含まれているか否かを検

討したのち、選定された 16 文献を精読した。その結果と

して、IPC（Inter-professional Collaboration：多職種連

携協働・実践）の「他の専門職と連携できる能力」の促進

要因および阻害要因に関連する記述内容について抽出し

た。主な内容として、「コンピテンシー」、「社会的スキル」、

「チームワーク」等が促進要因として記述されていたが、

阻害要因に触れられた内容があまりみられなかった。また、

連携教育に参加した専門職数は 1 文献が 9 職種の連携教

育を行っていたが、それ以外の文献は、5 職種以下の連携

教育であった。 
 
【考察】「学際性教育」というキーワードがある。国際性

という言葉は、国と国との関係性についての考慮が求めら

れる。それと同様の考え方で、専門職と専門職との関係性

について考慮することが学際性といえる。学際性について、

大嶋は、「１対１の場合もあれば、専門職が 5 職種集まっ

たチームなどの場合もあります。その場合には、専門職の

数だけ学際性が複雑になりますが、やはりその基本的態度

には多くの共通点があります」２）と述べている。連携総合

ゼミは、数年後には、本学の救命救急学科と診療放射線学

科の４年生が参加できるようになり、13 学科の専門職が

一同に会するようになる。そうすれば、より一層「他の専

門職と連携できる能力」の向上を含めた学際性教育が求め

られるだろう。学際性教育をよりよいものとするための前

提条件として、学生に対人援助に携わる各職種の専門性に

おける対象、方法、価値、倫理等の側面についての理解を

深めさせること。そして、自らの専門技術を適用すること

に限界が生じた場合にも、自分の専門性の範疇で取り組め

る限界を踏まえて、専門職同士の専門性の対立ではなく、

連携・協働を図る利点を考えさせることが必要である。 
 
【結論】今後も、臨床現場に赴く前に一人でも多くの学生

が、他の専門性と連携し、協働実践できる能力が涵養でき

る場として、連携総合ゼミの教育環境の整備を図っていく。 
 
【文献】 
1) CAIPE，Principles of Interprofessional Education，
https://faculty.londondeanery.ac.uk/e-learning/interprof
essional-education/principles-of-interprofessional-learn
ing, 2018 年 8 月 9 日. 
2) 大嶋信雄: ③はじめての IP連携を学びはじめる人のた

めの IP 入門, 協同医書, 第 1 版, 3, 東京, 2018. 
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多職種間連携に関する国際的な研究動向に
ついて (第 2 報) 
 
 
村田憲章、松井由美子、桑原桂、山口智、真柄彰 
新潟医療福祉大学 新潟連携教育研究センター運営委員会 
 
【背景・目的】多職種間連携教育 (IPE: Interprofessional 
education) の発展は数多く存在する医療専門職が一丸と

なって将来の臨床現場でチーム医療を展開するために必

要不可欠である。新潟医療福祉大学 (以下、本学) では、

「チームアプローチ入門」、「連携基礎ゼミ」、「保健医療福

祉連携学」、連携総合ゼミ」などが開講されている。さら

に、「優れた QOL サポーター育成」を目指す IPE 教育の

活動拠点として、「新潟連携教育研究センター(Niigata 
Research Center for Inter-professional Education ：

NIIGATA RECIPE)」が設置されている。 
英 国 の CAIPE (Centre for Advancement of 

Interprofessional education) は IPE について“複数の領

域の専門職者が連携およびケアの質を改善するために、同

じ場所でともに学び、お互いに学び合いながら、お互いの

ことを学ぶこと”と定義している 1)。また IPE の取り組み

は各国のネットワークが存在し、情報共有がなされている。

本研究では IPE に関連する海外の主要な論文を調査し、

国際的な研究動向を明らかにすることを目的とした。 
 

【方法】「Scopus」を用いて、2018 年 8 月 18 日現在、

「IPE」をキーワードとして検索を行った。検索モードは

“論文タイトル、抄録、キーワード”とした。検索結果に

て被引用数が多い順に並べ替えを行い、IPE に関連する文

献の被引用数上位 5 位を割り出した。他分野の文献におい

て「IPE」の略語が用いられているものは目視にて除外し

た。また、被引用数上位 5 位の文献の著者キーワードおよ

び索引キーワードから IPE に関連性の高いと考えられる

ものを抽出した。そのキーワードを再度キーワード検索す

ることで IPE 関連の文献の量的調査をおこなった。 
 
【結果】上位 5件はHammickらの報告 2)(被引用数 487)、
Reevesらの報告 3)(449)、同じくReevesらの報告 4)(324)、
Oandasanらの報告 5)(228)、Thistlethwaiteの報告 6)(192)
で、いずれも Review article であった。昨年と比較し、

Reeves らの報告の順位が逆転した。Hammick らの報告

の引用数は昨年比 52 回増、Reeves らの報告は 211 回増、

同じく Reeves らの報告は 81 回増、Oandasan らの報告

は 19 回増、Thistlethwaite らの報告は 44 回増であった。 
 被引用数上位の文献から著者キーワードおよび索引キ

ーワードの検索を行った。その結果、「Patient-centered 
care」、「Interprofessional education」、「Interprofessional 
teamwork」の 3 つが関連性の高いものと考えられた。

「Patient-centered care」のキーワードで検索された文献

数は 19,638 件で、分野別文献数の割合は Medicine 57.9%、

Nursing 17.9% 、 Social Sciences 5.5 ％で あ った 。

「Interprofessional education」で検索された文献数は

2,845 件で、Medicine 47.7%、Social sciences 24.4%、

Nursing 13.2%であった。「Interprofessional teamwork」
で検索された文献数は 325 件で、Medicine 49.2%、Social 
sciences 21.6%、Nursing 14.6%あった。 
 
【考察】「IPE」をキーワードとして検索した被引用数上位

5 位の文献では、2 位の Reeves らの review が引用数を伸

ばした。本 Review は同医療従事者同士が個別に医療・福

祉について学習する方法と、多職種間の医療従事者同士が

学び合う方法を比較し、IPE 介入の有効性を評価すること

を目的とした報告である。この点は本邦においても明確な

指針を基に明らかにすべきポイントであると考えられる。 
 抽出されたキーワード検索では、Medicine、Nursing、
Social sciences の文献が上位を占めた。本学の IPE の集

大成といえる「連携総合ゼミ」ではこれら 3 分野以外の学

生も参加する機会が設けられている。幅広い専門分野につ

いて網羅的に着目することで、より新しい多職種間連携の

可能性を見出せると考えられる。 
 
【結論】IPE に関連する論文の被引用数上位 5 位までを

再評価した。その結果、IPE に関連して国際的に着目され

ているポイントが浮き彫りとなった。今後も IPE の啓発

および研究推進のために、原著論文並びに review を精読

していく必要があると考えられた。 
 
【文献】 
1) CAIPE，home,  http://www.caipe.org.uk/, 2018 年 8
月 18 日. 
2) Hammick M, Freeth D, Koppel I, et al.: A best 
evidence systematic review of interprofessional 
education: BEME Guide no.9, Med Teach, 29: 735-751, 
2007. 
3) Reeves S, Perrier L, Goldman J, et al.: 
Interprofessional education: effects on professional 
practice and healthcare outcomes (update), Cochrane 
Database Syst Rev, 3: CD002213, 2013. 
4) Reeves S, Zwarenstein M, Goldman J, et al.: 
Interprofessional education: Effects on professional 
practice and health care outcomes, Cochrane Database 
Syst Rev, 1: CD002213, 2008. 
5) Oandasan I, Reeves S, et al.: Key elements for 
interprofessional education. Part 1: The learner, the 
educator and the learning context, J Interprof Care, 19: 
21-38, 2005. 
6) Thistlethwaite J: Interprofessional education: A 
review of context, learning and the research agenda, 
Med Educ, 46: 58-70, 2012. 
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小児看護学演習におけるシミュレーション
教育の評価－ARCS動機づけモデルによるシ
ミュレーション室と実習室との演習比較 
 
 
松井由美子、坪川麻樹子、安藤萌、荒木恵子 
新潟医療福祉大学 看護学科 
  
【背景・目的】近年、看護学教育においても学習者中心の

方法として実習前後や卒業時にシミュレーション教育を

取り入れる教育機関が増加している。3 年生の演習では学

生が実習室とシミュレーション室の両方を体験する設定

であり ARCS 動機づけモデルを使って部屋ごとに平均点

を比較することが可能であった。シミュレーション室での

演習と実習室での得点比較を行ったので報告する。 
 
【方法】3 年次前期必修科目「小児看護学演習」を履修し

た 3 年生 96 名は 6 名ずつ 16 グループに分かれ高機能シ

ミュレーション人形を使用するシミュレーション室 2 室

（乳児と小児）と実習室 2 室（乳児と小児）で 1 グループ

が 2 回ずつ 2 日間の演習を行った。1 回目はバイタルサイ

ン測定と報告、2 回目は喘息児のアセスメントとの吸入の

事例であった。実習後に ARCS モデルを使用した評価表

を記入してもらい集計分析を行った。 
 学生には評価時に研究に使用することを口頭で説明し、

文書にて同意を得られたものを分析対象とすることを説

明した。新潟医療福祉大学倫理審査委員会で承認を得た。 
 
【結果】アンケートの回収は 1、2 回目とも配布 96 名、

回収 93 名で回収率 96.9％であった。項目ごとの平均値は

表 1 に示した。C2「シミュレーションを実施することで

成功体験の機会が与えられた」の項目を除きすべてシミュ

レーション室のほうが高かった。T 検定において A1「シ

ミュレーション演習を行うことは私たちの興味を引いた」

と R2「シミュレーション演習の目的は私たちの期待や目

的に沿っていた」の 2 項目が有意に高かった（p<0.05）。    
項目内容は以下のとおりである。A-1:シミュレーション

演習を行うことは私たちの興味を引いた。A-2:シミュレー

ション演習の内容を考えることは刺激的だった。A-3:シミ

ュレーション演習を行うことは新鮮だった。R-1:シミュレ

ーションの事例は親しみやすい内容だった。R-2:シミュレ

ーションの演習の目的は私たちの期待や目的に沿ってい

た。R-3:シミュレーション演習に私たちは積極的に参加し

た。C-1:シミュレーションの内容は易しすぎず難しすぎず

適切であった。C-2:シミュレーションを実施することで成

功体験の機会が与えられた。C-3:デブリ―フィングを行う

ことで成功した部分を確認できた。S-1:シミュレーション

演習でこれまでの知識や技術を使う機会となった。S-2:デ
ブリ―フィングを行うことで適切な知識や技術を確認で

きた。S-3:シミュレーション演習の評価は公平であった。 

 
【考察】ARCS 動機づけモデルは、J.M.Keller が提唱した

モデルで学習意欲を、注意（ Attention ）・関連性

（Relevance）、自信（Confidence)、満足感（Satisfaction）
の 4 つの側面でとらえ鈴木によって我が国に導入された。

その 4 分野を演習用の評価項目に当てはめ、独自に小児看

護学シミュレーション総合評価表を作成し演習の比較に

用いた。C-2 の項目は「成功体験の機会が得られる」とい

うもので、そこまで感じるのは難しく、シミュレーション

室のほうが操作上の難しさもありより低くなったと考え

られる。興味や、刺激的、新鮮といった部分ではシミュレ

ーション室を使った方が臨場感も高くより高い得点につ

ながった。その点で A1 は有意に高く、また R2 も実習室

よりわくわくしながら演習できたのではないかと考える。 
 
【結論】シミュレーション室のほうが学生にとってはより

興味を引き、期待や目的に沿った内容であった。 
 
【文献】 

1) 鈴木克明:「魅力ある教材」設計・開発の枠組みについ

て－ARCS 動機づけモデルを中心に－, 教育メディア研

究, 1: 50-61, 1994. 

表 1．実習室ごとの項目ごと平均値 
 演習室 度数 平均値 標準偏差 平均値の標準誤差 
A1 Sim 室 94 4.81 .422 .044 

実習室 92 4.64 .566 .059 
A2 Sim 室 94 4.79 .437 .045 

実習室 92 4.66 .519 .054 
A3 Sim 室 94 4.84 .423 .044 

実習室 92 4.72 .541 .056 
R1 Sim 室 94 4.50 .618 .064 

実習室 92 4.43 .599 .062 
R2 Sim 室 94 4.61 .533 .055 

実習室 92 4.43 .599 .062 
R3 Sim 室 94 4.77 .474 .049 

実習室 92 4.72 .561 .059 
C1 Sim 室 94 4.48 .582 .060 

実習室 92 4.43 .580 .060 
C2 Sim 室 94 4.43 .647 .067 

実習室 92 4.45 .669 .070 
C3 Sim 室 94 4.66 .520 .054 

実習室 92 4.54 .636 .066 
S1 Sim 室 94 4.60 .555 .057 

実習室 92 4.59 .558 .058 
S2 Sim 室 94 4.67 .495 .051 

実習室 92 4.62 .571 .060 
S3 Sim 室 94 4.46 .771 .080 

実習室 92 4.43 .775 .081 
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新潟県のインターネットを介した医療機関
の情報開示状況とその効果の指標化の試み 
 
 
波塚飛鳥、五十嵐瑞希、日下いづみ、熊倉雅、椎谷凌、

内藤祥太、野尻七虹、石田晃一、木下直彦 
新潟医療福祉大学 医療情報管理学科 
 
【背景・目的】インターネットの普及率は年々増加してお

り、2017 年情報通信白書によると 2016 年のインターネ

ット利用に関する人口普及率は 83.5%まで増加している。 
 このような背景から、2017 年 6 月に一部改正された厚

生労働省医療広告ガイドラインにおいて、インターネット

を利用した医療情報開示が一般の広告と同じ扱いとなり、

規制対象となっている一方、医師、スタッフや診療時間に

関する情報、取扱い保険や医療連携、情報提供に関する情

報などについては、「患者にとって必要な情報」として開

示すべき推奨項目となっている。 
 本研究は、この推奨項目に着目し、新潟県内の医療機関

についてインターネットを介した医療情報の開示状況を

調査するとともに、各市町村のインターネット利用率を推

定することで、利用層を考慮したインターネットを介した

医療情報開示の効果について指標化を行うことを目的と

した。 
 
【方法】新潟県内のインターネットを介した医療情報公開

状況を調査するにあたり、医療機関以外が医療機関情報の

検索を目的として情報開示しているサイト（以下病院検索

サイト）と医療機関自身が開示しているサイト（以下医療

機関 Web サイト）に分類し、それぞれの開示情報につい

て、新潟県が公表している診療所名簿及び新潟県病院名簿

等に記載されているすべての医療機関を対象とする全数

調査を行った。また、インターネットの利用率に関する指

標については、比例配分法で全国の男女別年齢別インター

ネット利用率から、各市町村の利用率を推定した。これら

の情報を集約し、インターネットを介した医療情報開示の

指標として、適切な項目について検証し、指標化（以下

Web 医療情報開示効果値）を行うことを目的とした。 
 
【結果】厚生労働省と日本医師会が定めているガイドライ

ンの推奨項目（以下推奨項目）のうち、病院検索サイトに

記載されている項目の記載率を調査したところ、標榜診療

科名、所在地、電話番号については 80%以上の検索サイ

トで記載されているが、専門性に関する認定などの推奨項

目については 20%以下の記載率にとどまった。また、Web
サイト保有率については病院 100%であったのに対し、診

療所については 28%にとどまった。 

 

【考察】病院検索サイトでは、住所や電話番号など基本的

な情報は公開されているが、それ以外の推奨項目の記載割

合が低いことから、推奨項目の開示については医療機関

Web サイトが有用であるといえる。そこで、Web サイト

保有率と市町村のインターネットの推定利用率を用いて、

インターネットを利用する層がインターネットで医療情

報を取得する期待値（以下 Web 医療情報開示効果値：W）

を市町村単位で算出した。 
 
市町村における（W）Web 医療情報開示効果値 
W ＝H×U 
H：Web サイト保有率 
U：インターネット利用率 
 
算出した結果についてヒートマップで視覚化したものを

図 1 に、また、Web 医療情報開示効果値効果値上位 5 市

町村の指標値を表 1 に示す。 

 
図 1 市町村別 Web 医療情報開示効果値のヒートマップ 
 
表 1 Web 医療情報開示効果指標の上位 5 市町村 

 
新潟市中央区はインターネット利用率、Web サイト保有

率ともに高いため、Web 情報開示効果値が高くなってい

る。特徴的なのは阿賀町であり、Web サイト保有率が高

いがインターネット利用率が低いため、Web による開示

効果が低くなっている。また、弥彦村は阿賀町と逆の現象

となっており、インターネット利用率が高いが Web サイ

ト保有率が低いことが要因で効果値が低くなっていると

考えられる。 
 
【結論】インターネットを介した医療情報開示については、

住民のインターネット利用率を考慮に入れることで、その

効果を図ることができ、今回の Web 医療情報開示効果値

は市町村の医療情報開示効果を見るうえで有用であると

いえる。 
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3D CAD によるモデリングデータの 3D プリ
ンター造形精度に関する一考察 
 
 
谷賢太朗 
新潟医療福祉大学 医療情報管理学科 
 
【背景・目的】近年 3D プリンターは様々な場面で用いら

れるようになった。建築や航空機、医療といった様々な分

野で活用されており、今後もますます活用範囲が広がって

いくと考えられる。また 3D プリンターが視覚や触覚に訴

えた方が理解しやすい項目に関する教育に効果的である

ことを示唆した研究もある 1)。 
3D プリンターで造形するデータについては 3D スキャ

ナーなどで実際の物体の形状をコンピューターに取り込

む方法と 3DCAD などのソフトウェアを用いて 1 からデ

ータを作成する方法が考えられる。現在存在しない物体を

作成しようとする場合、後者の方法、もしくは前者と後者

の複合的な方法をとる必要がある。3DCAD でデータを作

成する場合、厳密な寸法でデータを作成することができる

が、実際に 3D プリンターで造形する段階ではその寸法を

正確に再現できるとは限らず、誤差が発生する可能性があ

る。造形物の精度は造形物同士の組み合わせなど様々な要

因に影響を与えるため、その性質の把握は重要である。そ

こで本稿では 3DCAD を用いて作成したモデリングデー

タを 3D プリンターで造形し、データの寸法と造形物の実

測値を比較して誤差の性質を考察する。 
 

【方法】本稿ではモデリングデータの作成に Autodesk 社

の Fusion360（教育機関ライセンス）を用いた。図 1 に

Fusion360 を用いて作成したモデリングデータの外観と

寸法の一部を示す。このデータは新潟医療福祉大学の略称

である「NUHW」の各文字を 4 つの壁面に配して立方体

状に繋げた形状となっている。 

モデリングデータを実際に造形するために用いた3Dプ

リンターは Leapfrog 社製の Creatr HS である。その詳し

い諸元を表 1 に示す。 
表 1 3D プリンターの諸元 

造形するデータには等倍のもの以外に 2 倍、3 倍に拡大

したものを用意した。造形に用いる素材は PLA、それぞ

れの造形の際の温度設定は 210℃、積層ピッチは 0.1mm
として造形を行った。 

 
【結果】図 2 に実際に作成した造形物を示す。左から順番

にモデリングデータの寸法の等倍、2 倍、3 倍にした立体

物となっている。造形物の上端に薄い膜が造形されている

が、これはブリム（ツバ）とよばれるものである。造形時

は上下を逆にして造形しており、底面を安定させるために

意図して造形している。 
表 2 に造形した立体物の実測値を示す。値は各項目に

つき 3 か所で計測し、その平均をとっている。括弧内はデ

ータ上の寸法と実測値との誤差を表している。結果から全

体の傾向としてやや小さく造形されていた。また造形物が

大きくなるにつれて僅かだが誤差が増加している傾向が

あった。 

 
【考察】今回発生した誤差の増加率は全体の寸法の増加

に比べて僅かなものであり、誤差全体に与えている影響

は少ない。造形時の誤差は大きさに関わらず、素材の膨

張や収縮による誤差、造形を行うヘッドの移動誤差など

が共通して発生し、そこに上乗せされる僅かな誤差とし

て大きさに関わる誤差が存在していると考えられる。 
 
【結論】本稿では 3DCAD によるモデリングデータの 3D
プリンター造形精度について、実際に制作したモデリング

データの寸法と造形物との誤差を調べることで考察を行

った。結果として造形物の誤差はその大きさに比例した誤

差が僅かだが発生することが示唆された。しかし誤差は温

度設定や素材などの影響も大きいと考えられるため、今後

は様々な設定の影響を調査する必要がある。 
 

【文献】 
1) 近藤正紀: 3D プリンターの教育場面での利用に関する

一考察, 新潟医療福祉学会誌, 17: 72, 2017. 

造形可能サイズ 280×270×180mm 
積層ピッチ 
(FDM 方式) 

最小 0.02mm 
最大 0.35mm 

高さ（モデルとの誤差） 9.88 (-0.12) 19.83 (-0.17) 29.79 (-0.21)

幅（モデルとの誤差） 9.88 (-0.12) 19.86 (-0.14) 29.83 (-0.17)

文字幅（モデルとの誤差 1.86 (-0.14) 3.85 (-0.15) 5.83 (-0.17)

（単位:m m ）

等倍立体物 2倍立体物 3倍立体物

表 2 造形した立体物の実測値 

図 1 モデリングデータの外観と寸法の一部 

図 2 実際に造形した立体物 
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MRI の電磁波被曝に関する一考察 
 
 
山口弘次郎、織部祐介、大徳尚司 
新潟医療福祉大学 診療放射線学科  
 
【背景・目的】医用機器を使用した医用画像診断での最大

の問題点は放射線による医用被曝である。近年、医用機器

は医用被曝低減を重視した医用機器の開発が行われてい

る。医用機器のうち放射線を使用しない医用画像診断装置

に MRI (Magnetic resonance imaging) 装置がある。し

かし、MRI 装置も人体に対して電磁波 (RF: ラジオ周波

数帯域:42MHz/1T) を印加して人体の水素原子核の信号

を画像化している医用機器である。この為、MRI 装置で

は人体に印加する電磁波の出力 (電力) を体重あたりで

制限 [Watt/kg] を行っている。この制限指標を SAR 

(Specific absorption rate: 比吸収率) と呼んでいる。

MRI 装置が人体に印加する電磁波 (RF) の印加時間は

長時間連続印加するのでは無く電磁波形状を sinc 関数に

して短時間 [ms] で間欠 (パルス) 的に印加されるので

RF パルスと呼ばれている。SAR 値はこの人体に印加する

RF パルス量を制限する指標である。MRI 装置での SAR
値評価は電磁波被曝を理解する為にも重要な指標である。

今回、SAR 値の考え方について検討を行ったので報告す

る。 
 
【方法】MRI 装置の SAR 値計測をおこなうには人体等価

誘電率を有する測定用ファントムを使用して行った。測定

用ファントムは、硫酸銅水溶液を使用した負荷ファントム

とベビーオイルを使用した無負荷ファントムを使用した。

RF パルス測定には、サーチコイルを使用し RF パルス波

形をデジタルオシロスコープで観察を行った。得られた

RF パルス波形よりπ数、τ長、振幅値を測定し、この値

から RF パルスのエネルギー密度、矩形換算を用いた SAR
比較を行った。測定に使用した 1.5TMRI 装置を使用した。

サーチコイルによって得られた RF パルスは基準換算方

式を使用して sinc関数形状に換算して各π数に応じた変

換係数を使用して矩形形状に変換して比較を行った。SAR
測定は負荷ファントムと無負荷ファントムで入力体重を

可変として表示 SAR 値を比較した。負荷ファントムでも

無負荷ファントムでも RF パルスを印加することで得ら

れる信号強度は同じとなるので入力する体重によって

SAR 値の変化を比較検討した。使用したサーチコイルは

セミリジットケーブル線材を使用した。計測条件は

TR/TE=200 ms/15 ms で一回加算とした。RF パルス形状

計測用オシロスコープは Lecroy Waverunner LT374L 
500 MHz を使用した。  
 
【結果】計測をした MRI 装置で使用されている RF パル

スのπ数、τ長及び振幅値は各 MRI 装置で全て異なって

いた。また、MRI 装置システムで表示される SAR 値は負

荷ファントムと無負荷ファントムで表示値が異なってい

た。RF パルスを基準矩形波に換算した場合でも換算値に

違いが出た。 
 

【考察】MRI 装置の SAR 表示値は MRI 装置毎に異なる

結果を示した。これは SRA 表示方法に関して MRI 装置

各社で独自の考え方を示している結果である。しかし、こ

の結果から MRI 装置を使用する診療放射線技師が SAR
表示特性を理解して MRI 撮像を行う必要がある。 

 
【結論】MRI 装置で表示される SAR 値は、MRI 装置各

社で SAR 計測方法と表示方法が異なっていた。このこと

を理解して MRI 撮像を行う必要がある。 
 
【文献】 
1) Hinshaw WS, Lent AH: An introduction to NMR 
imaging From the Bloch equation to the imaging 
equation, Proceedings of the IEEE, 71: 340-345, 1983. 
2) Bottomley PA, Redington RW, Edelstein WA, et al.: 
Estimating radiofrequency power deposition in body 
NMR imaging, Magn Reson Med, 2: 336-349, 1985.  
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数値シミュレーションを用いた MRI 画像評
価法の検討 
 
 
織部祐介、山口弘次郎 
新潟医療福祉大学 診療放射線学科 
 
【背景・目的】近年、医用画像診断機器の高性能化ととも

に画像再構成技術も高度化している。放射線医学・画像診

断分野はこの恩恵を多く受けている分野と言える。放射線

医学・画像診断分野において放射線を用いない検査の一つ

に MRI（Magnetic Resonance Imaging：磁気共鳴画像法）

検査がある。MRI 検査は装置の特性上、放射線を用いる

ことなく体内の水素原子核からの信号を画像化すること

により、標的とする臓器の形態情報および生理機能を調べ

ることが可能である。しかしながら、画像を取得する際の

条件は多岐に渡り、画像評価法も観察する部位または対象

臓器により調整をする必要がある。本研究は、実際の臨床

画像を使用することなく、MRI 用ファントムにより得ら

れた画像を用い画質評価を行い、またコンピュータによる

数値シミュレーションを行いその結果を比較することで、

数値シミュレーションによる画質評価の妥当性に関して

評価を行った。 
 
【方法】MRI 装置はキャノンメディカルシステム株式会

社製 Vantage Galan を使用した。また、MRI 用ファント

ムには人体等価ファントムを使用した。得られた MRI 画
像の解析を行い、MRI 画像の画質評価の指標である、面

内信号分散、面内信号均一性、スライスプロファイルに関

して評価を行った。 
コンピュータによる数値シミュレーションは、MRI の

理想状態を模擬することが可能な、Bloch 方程式 1)、2)を用

いた数値シミュレーションプログラムを用いた。また、数

値シミュレーションを行ったコンピュータ環境は以下の

通りである。OS（Operation System）には Fedora を用

い、CPU は Core 2 Duo を用いた。 

図１．面内信号値算出方法 

【結果】実際に得られた MRI 用ファントム画像より解析

された面内信号分散、面内信号均一性、スライスプロファ

イルは、コンピュータによる数値シミュレーションによっ

て得られた結果とよい一致を示した。 
 
【考察】MRI 用ファントム画像とコンピュータによる数

値シミュレーションの結果の一致は、数値シミュレーショ

ンを用いることで画質評価法を数値的に、客観的に評価す

ることが可能となることが可能となった。しかしながら、

本研究は画像取得条件を複雑に変動させていないもので

あり、今後の追加検討が必要であると考えられる。 
 
【結論】本研究において、MRI 画像の画質評価の結果と、

コンピュータによる数値シミュレーションを用いた画質

評価の結果は一致した。コンピュータを用いた数値シミュ

レーションの妥当性評価を行った。 
 
【文献】 
1) Bloch F, Hansen WW, Packard M: Nuclear induction, 
Phys Rev, 69: 127, 1946. 
2) Hinshaw WS, Lent AH: An Introduction to NMR 
Imaging. From the Bloch Equation to the Imaging 
Equation, Proceedings of IEEE, 71: 338-350, 1983. 
 
【謝辞】本研究は、新潟医療福祉大学・研究奨励金（スタ

ートアップ・チャレンジ研究：課題番号 H30A03）の助成

を受けたものである。 
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乳房用 X線装置の総ろ過厚導出の検討 
 
 
関本道治、織部祐介、大徳尚司、吉田秀義  
新潟医療福祉大学 診療放射線学科 
 
【背景・目的】X 線管装置から照射される X 線の量やエ

ネルギーを把握することは、患者被ばく線量を把握する上

でとても重要である。一般的に医用 X 線は、X 線管のガ

ラス壁、X 線管容器中を循環する絶縁油、X 線用可動絞り

中のミラー等を透過し、X 線源装置外に射出する。また、

軟線領域を除去することで被ばく低減を図る金属フィル

タが付加されている。 
X 線管装置には、「総ろ過」と言われる X 線束を通過す

る物質の厚さを規定するものがある。総ろ過は、診断用 X
線源装置の X 線管装置自身による固有ろ過、X 線用可動

絞りおよび線質硬化を目的としたフィルタによる付加ろ

過の総和と定義される。診断用 X 線源装置の固有ろ過を

求める方法は IEC60522 で規定されている。しかしこの

規定には、乳房用 X 線装置の固有ろ過を求める方法が記

載されていない。これは、使用する X 線エネルギーが限

定されていることや、X 線源装置に X 線を減弱させる物

質が少ないことなどが考えられる。そのため、乳房用 X 線

装置のろ過厚は、取扱説明書に記載されている数値をその

まま使用しているのが現状である。 
我々は、診断用 X 線源装置の総ろ過厚を簡便に評価で

きる方法を発表した 1)。今回、この方法を用いて乳房用 X
線装置のろ過厚が評価可能であるか検討した。 
 
【方法】本方法の測定手順は Figure 1 の通りとなる。ま

ず実際のマンモグラフィ装置の距離 D（= 700 mm）にお

ける総ろ過厚 x 時の空気カーマ K’x と既知の Al 板 T を加

えた総ろ過厚 x+T 時の空気カーマ K’x+T を測定して比率

R’（= K’x / K’x+T）を求める。次にシミュレーションソフト

に測定で使用したマンモグラフィ装置のターゲット材質

や角度、フィルタ材質等の条件を入力し、総ろ過厚 x 時の

空気カーマ Kxと既知の Al 板 T を加えた総ろ過厚 x+T の

空気カーマ Kx+Tを算出し、R を求める。この R と R’との

差が最小となる x を trial and error で求めることで Al 当
量に換算した総ろ過厚が算出されることになる。 
使用した X 線源装置は乳房用 X 線装置 SELENIA 

DIMENSIONS（Hologic Inc. USA）を用いた。この X
線源装置はターゲットが W、ターゲット角度は 16°、放

射口は 0.62 mm 厚のベリリウム（Be）窓で、付加フィ

ルタは 0.05 mm 厚のロジウム（Rh）と 0.05 mm 厚の銀

（Ag）を撮影する被写体に合わせて変更するシステムで

ある。本研究では Rh フィルタを用いて評価した。これ

は使用したシミュレーションソフトが Ag フィルタを選

択できないのが理由である。照射条件は管電圧 26～
38kV（2 kV ずつ）、100 mAs に設定した。乳房撮影には

圧迫板を用いて撮影を行う。本研究では圧迫板の有無に

よる総ろ過厚の変化についても評価した。 
 Al 板の純度は 99.9 %で、公称厚 0.1、 0.2 mm を用い

た。Al 板は、各フィルタの質量 M［g］を電子天秤で測り、

四辺と対角線の長さをノギスで測り、Heron の式から面

積 S［cm］を算出し、（1）式を用いて厚さを算出した。こ

こで、ρは密度［g/cm3］で、2.699 とした。 

  （1） 

 Fig.1 総ろ過厚測定のフローチャート。（a）が実測、（b）側が計算の過程

を示す。R’と R の差が最小か判断し、大きい場合は再度計算をやり直す

（No 側）。最小の場合は、計算した x が Al 当量総ろ過厚となる。 
 

【結果】 使用した乳房用 X 線装置の総ろ過は、0.05 
mmRh（圧迫板含めない）である。検証した結果、管電圧

30～38 kV の範囲において、0.053 mmRh ± 0.001 mmRh
となった。 
 
【考察】取扱説明書には Rh フィルタ厚は±10%と誤差を

含むと記載されているため、得られた結果は誤差範囲内で

あることが分かった。しかし、26 と 28 kV では±10%を超

える結果となった。Rh は管電圧が低いと X 線減弱が大き

くなる。一般的に Rh フィルタは 30 kV 以上で用いられ

ている装置が多い。そのため、30 kV 未満の場合はフィル

タ厚も実装厚よりも厚くなる傾向が表れると考えられる。

これは圧迫板を用いた場合でも同じ傾向が表れる。 
 
【結論】本方法は乳房用 X 線装置の総ろ過厚を評価する

ことが可能である。乳房用 X 線装置は W や Rh のほかに

モリブデン（Mo）を用いた装置も多く存在する。今後は

Mo を用いた装置も評価し、本方法の有効性をさらに検証

していきたいと考える。 
 

【文献】 
1) Sekimoto M, Katoh Y: Derivation of total filtration 
thickness for diagnostic X-ray source assembly，Physics 
in Medicine and Biology, 61: 6011-24, 2016. 
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定量解析ソフトウェアによる SPECT 画像の
SUV（Standardized Uptake Value）測定に
関する検討 
 

 
大野健 1)、内藤健一 2)、大久保真樹 3) 
1) 新潟医療福祉大学 診療放射線学科 
2) 新潟大学医歯学総合病院 診療支援部 放射線部門 
3) 新潟大学医学部 保健学科 
 
【背景・目的】核医学検査は、特定の臓器や組織に集まり

やすい性質を持った放射性医薬品（Radio Isotope：RI）
を人体に投与し、目的部位に集まった RI から放出される

放射線を体外から検出する。臓器のさまざまな機能や代謝

を画像化する重要な検査である。 
 核医学検査の画像は定性画像であり、周辺領域との相対

的な比較により観察が行われる。正常部位と比較し異常部

位を同定する事は可能だが、びまん性の場合などは評価が

困難となることがある。そこで、画像の値（カウント値）

を定量値（放射能単位）に変換するクロスキャリブレーシ

ョン法が行われる場合がある。さらに、その値を RI の投

与量や被検者の体重などにより正規化した指標である

SUV（Standardized Uptake Value）が有用とされている。 
 近年、SUV の測定機能が SPECT（Single Photon 
Emission Computed Tomography）装置に導入されてい

る。また、PC 上で動作する SUV 定量解析ソフトウェア

も開発されている。ただし、それらの使用報告は少なく測

定された SUV の精度やソフトウェアの特性に関する検討

は十分とはいえない。本研究ではファントムを用い、SUV
の測定精度やソフトウェアの特性に関する検討を行う。 
 
【方法】SPECT/CT 装置は GE 社製 Discovery NM/CT 
670 Qsuite Pro を使用した。この装置には定量解析ソフ

トウェア“Q.Metrix”が組み込まれ、SUV の測定が可能

である。また、PC 上で動作する SUV 定量解析ソフトウ

ェアとして、日本メジフィジックス社が開発した骨シンチ

グラフィー定量解析ソフトウェア“GI-BONE”を用いた。 
 ファントムは、体幹部を想定した NEMA IEC BODY 
PHANTOM を使用した。ファントムには 99mTc 溶液が満

たされ、その中に 6 つの球体（直径 11, 13, 17, 22, 28, 37 
mm）が配置されている。球体の放射能濃度は背景領域の

3.8 倍に設定した。すなわち、球体の SUV（真値）は 3.8
となる。 
 SPECT/CT 撮像を行い、CT 画像データを基にした減弱

補正、および空間分解能・散乱線補正を行い、SPECT 画

像を再構成した。 
 SPECT 画像（カウント値）を定量解析ソフトウェア

Q.Metrix および GI-BONE を用いて SUV 画像に変換し

た。CT 画像上で各球体に VOI（Volume of Interest）を

設定し、その VOI の位置情報を用いて SUV 画像から平均

値“SUVmean”を測定した。 
 
【結果】SPECT 画像上で直径 11 mm の球体は明確な認

識が困難であった。直径 28 および 37 mm の球体は明瞭

に描出されていた。 
 各球体の SUVmeanを図 1 に示す。球体の直径が小さい

と SUVmeanは設定値（3.8）よりも小さく、直径が大きく

なると設定値に近づく傾向がみられた。解析ソフトウェア

Q.Metrix に比べ GI-BONE を用いた場合に SUVmeanはよ

り過小評価となった。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【考察】各球体の SUVmean はすべて設定値よりも低くな

った。この原因として部分容積効果が考えられる。SPECT
画像上で各球体を観察した場合、直径 11 mm の球体は背

景領域との明確な識別は難しく、同じようなカウント値と

考えられた。背景領域の影響（部分容積効果）があると推

測された。直径が 28 および 37 mm の球体は明瞭に描出

されていたが、輪郭部は部分容積効果によりカウント値が

低くなる傾向がみられた。図 1 の結果は、このような

SPECT画像における球体と背景領域とのコントラストを

反映したものと思われる。球体の直径が大きくなり、部分

容積効果の影響が小さくなれば SUVmean が設定値に近づ

くものと考えられる。 
 解析ソフトウェア Q.Metrix を用いた場合、GI-BONE
よりも SUVmeanは設定値に近くなった。ただし、Q.Metrix
は SPECT/CT 装置に組み込まれた専用のソフトウェアで

あり、専用の画像再構成が行われる。また、それぞれのソ

フトウェアを利用する際に、クロスキャリブレーションに

用いる測定ファントムが規定されている。これらの影響に

より図 1 の差異が生じた可能性がある。 
 対象領域が小さい場合、SUV 値が過小評価となると考

えられる。より大きな球体についても検討を加え、対象領

域の大きさと SUV 値の精度との関連についての検討が必

要である。 
 
【結論】対象領域が小さい場合、SUV 値が過小評価とな

る可能性がある。解析ソフトウェア GI-BONE を用いた場

合に過小評価の傾向が大きくなった。臨床では、対象の大

きさによる過小評価に注意する必要があることが示唆さ

れた。 
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図1 球体の直径とSUVmeanの関係
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DPC 病院における機能評価係数Ⅱが経営に
与える影響 
 
 
本間貴行、清水裕樹、滝智大、鳥越晴香、堀川将真、

山田樹、山田幸枝、柴山純一 
新潟医療福祉大学 医療情報管理学科 
 
【背景・目的】2003 年に導入された DPC（Diagnosis 
Procedure Combination）制度は、円滑導入のため、各医

療機関の医業収益水準が診療報酬改定の前後で維持され

るよう調整係数（暫定調整係数）が設定されたが、2012
年改定から段階的に基礎係数、機能評価係数Ⅱへと置き換

えられてきた。 
この機能評価係数Ⅱは、DPC 参加による医療提供体制

全体としての効率改善等のインセンティブとしての係数

であること 1）から、本研究では、機能評価係数Ⅱと医業

収益、医業収支の関係を検討し、機能評価係数Ⅱが経営に

プラスの影響を与えているかを分析することを目的とし

た。 
 
【方法】病院別に経営情報が公表されている地方公営企業

病院のうち、収支内訳が掲載されない指定管理者制度（代

行制、利用料金制）利用病院等を除いた 2015 年度 DPC
適用 199 病院を対象とし、損益計算書 2）からの医業収益

と医業収支と、厚生労働省が公表している機能評価係数Ⅱ

の内訳 3）から分析を行った。 
同時点ですべての病院が取得している保険診療係数を

除いた効率性係数、複雑性係数、カバー率係数、救急医療

係数、地域医療係数、体制評価係数、定量評価係数（小児）、

定量評価係数（小児以外）、後発医薬品係数の 9 項目、お

よび、合計の値と、100 床あたりの医業収益、医業収支と

の相関分析を行い、さらに、機能評価係数Ⅱのどの項目が

影響を与えているのかを重回帰分析を用い検討した。 
 
【結果】機能評価係数Ⅱの合計と 100 床あたり医業収益

との相関係数は 0.3244、医業収支とは 0.1751 となり、と

もにプラスの相関がみられた。また無相関検定の結果、そ

れぞれ p＜0.001、p＜0.05 の有意性がみられた。 
また、機能評価係数Ⅱの内訳と医業収益との相関係数は、

効率性係数0.4178、カバー率係数0.5304であり、p＜0.001
の、複雑性係数は r＝0.1812、（p＜0.05）のプラスの相関

がみられた。医業収支では、地域医療係数 0.3050、体制

評価係数 0.3647、定量評価係数（小児以外）0.2915 であ

り p＜0.001、カバー率係数 0.2194、定量評価係数（小児）

0.2246 と p＜0.01 のプラスの相関がみられた。効率性係

数は r=-0.1435（p＜0.05）のマイナスの相関がみられた。 
機能評価係数Ⅱと医業収益との重相関係数 R は 0.6755

であった。偏回帰係数をみると、カバー率係数と効率性係

数は p＜0.001、複雑性係数は p＜0.01 の高度に有意なプ

ラスの相関がみられた。医業収支ではR＝0.4493であり、

効率性係数にのみ p＜0.01 のマイナスの相関がみられた。 
 
【考察】機能評価係数Ⅱの合計値と 100 床あたりの医業

収益、医業収支との関係は、いずれの場合も有意なプラス

の相関がみられたことから、収支に対してはやや弱いもの

の、機能評価係数Ⅱは収益および収支の双方に対し、全体

として経営にインセンティブを与えているといえる。内訳

項目別で収益、収支共にプラスとして影響しているのはカ

バー率係数のみであった。 
効率性係数は、在院日数短縮の努力を評価するものであ

り、短縮することにより係数があがるが、本重回帰分析の

結果からは、医業収益にはプラスに影響するが、医業収支

をみるとマイナスとなっていた。このことは、暫定調整係

数から機能評価係数Ⅱへの置き換えが 50％である 2015
年の時点では、医業費用に見合うまでに効率性係数の値が

反映されていないことがうかがえ、医業費用に見合わない

うちに患者が退院してしまい、経営に対してのインセンテ

ィブを与えるに至っていないものと考えられる。また、重

回帰分析の結果では、プラスの項目はなく、効率性係数の

み有意なマイナスの相関がみられたことは、説明変数間の

多重共線性があったものと考えられ、項目間の相関を考慮

した分析も求められる。さらに、本分析で使用した 2015
年度では、調整係数の機能評価係数Ⅱへの置き換えが

50％であるため、今後の比率拡大を反映した検討が必要

である。 
 
【結論】DPC 対象公営企業病院において機能評価係数Ⅱ

が経営にプラスの影響を与えているかを分析することを

目的とし、以下の結果を得た。 
 機能評価係数Ⅱ合計値は、医業収益、収支共にプラスの

影響を与え、経営へのインセンティブがあるといえる。 
 内訳別には、カバー率係数、複雑性係数は収益に対して

有意なプラスの相関がみられたが、収支に対してはいず

れの項目もプラスの相関はみられなかった。 
 在院日数を短縮すると係数があがる効率性係数は、医業

収益との関係ではプラスに影響しているが、医業収支に

関し、在院日数の点では医業費用の分まで値が反映され

ていないものと考えられる。 
 説明変数間の多重共線性の課題や、調整係数の置き換え

率の点から、今後のさらなる検討が必要である。 
 
【文献】 
1) DPC／PDPS の基礎係数について, 厚生労働省中央社

会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織資料 
2）地方公営企業年鑑 第 63 集病院事業, 総務省自治財政

局編 
3）機能評価係数Ⅱの内訳（医療機関別）, 平成 27 年度第

1 回診療報酬調査専門組織・DPC 評価分科会参考資料 
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中米ニカラグアでの「障がいのあるこど
もと介護者の負担」の調査を経て 
～現地人権保障委員会へのインタビュー
からの気づきとまとめ～ 
 
 
山田真希 1)、古西勇 2) 

1) 福井県立病院 リハビリテーション科 
2) 新潟医療福祉大学 理学療法学科 

 
【背景・目的】国際協力機構による海外協力隊事業は、

国際協力の志を持った者を開発途上国に派遣し、現地

の人々とともに生活し、異なる文化・習慣に溶け込み

ながら、草の根レベルで途上国が抱える課題の解決に

貢献する事業のことである。青年海外協力隊として派

遣された中米ニカラグアで、2016 年 4 月から 9 月まで

6 か月間で、「障がいのあるこどもと介護者の負担」に

ついて調査した。同年 12 月に PDDH（Procuraduría 
para la defensa de los Derecho Humano：人権保障委

員会）の特別弁護士、Rosa Salgado 氏に面談を依頼し

た。調査の結果を報告し、現地の人権保障委員会の活

動やその方針との類似点や、不足点を考察することを

目的とした。 
 

【方法】調査の対象は、障がい児の早期療育センター

を担う、現地 NGO ロス・ピピートス・ソモトの登録

児とその主たる介護者で、調査前に、児の介護者へ十

分な説明をし、同意が得られた家族 43 組が参加した。

調査内容として、障がい児には、セラピストが PEDI-
CAT （ The Pediatric Evaluation of Disability 
Inventory：リハビリテーションのためのこどもの能力

低 下 評 価 表 ）、 GMFCS （ Gross motor function 
classification system：移動機能による障害の重症度分

類)を用いて「障がい児の自立度」を評価し、介護者に

対しては、世界保健機構の提唱する WHODAS 2.0
（Disability Assessment Schedule2.0：健康と障害に

ついて文化的影響を除いて測定 する標準ツール）で

「介護者の生活機能の低下割合」を評価した。そこで

「障がい児の自立度」と「介護者の生活機能の低下割

合」の関連性の分析を，スピアマンの順位相関係数の

検定を用いて行った。 
 これらの調査結果について、ボランティア活動中よ

り交流のあった、ニカラグア保健省人権保障委員会へ

面談の約束をし、当研究の報告をし感想を得た。同時

に今後のニカラグア人権委員会の動向についてインタ

ビューを行った。 
 
【結果】2016 年当時、ニカラグアの保健省における障

がい者支援では、まだ障がい者手帳や登録のシステム

が導入されておらず、国中における障がい児・者の全

体数の把握も滞っていた。国として障がい児・者の全

体数と彼らの就学の有無の把握も急務であり、そこに

は教育省、保健省のみならず、現地 NGO の協力も欠

かせない。2017 年の目標会議では、インクルーシブ教

育、公共インフラ整備の他に、人権保障委員会および

保健省他機関の国側と NGO との連携強化が挙げられ

た。一方これまでの取り組みの中で、人権委員会が障

がい児・者とその家族の声を直に聞き取る機会は少な

く、やっと声明を表した家族と面談出来ても数には限

りがあるという。 
 当研究は、ニカラグアの「障がい児の自立度」とそ

の「介護者の生活機能の低下」の関連を初めて研究し

たものであり、子供の自立度が介護者の生活機能に影

響を与えている可能性を明らかにした。今後も NGO
やその他支援機関で草の根レベルの研究が発展し、報

告されることで、障がい児とその介護者が直面する現

状を中枢の国が把握でき、彼らへの支援の課題の解決

に貢献しうると期待を述べられた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図１ 人権保障委員会の Rosa 氏との面談時 
 
【考察】公としての国の構成員はすべての国民である

が、時に困窮した国民自身が忘れがちになる。国民一

人一人が自分たちの公を作り上げていく推進力として、

NGO 活動は国の方針へ影響を与えることが大切である。

今回、ニカラグア保健省人権保障委員会の Rosa 氏と面

談を実現できたことより、ニカラグアの公は門戸が開

かれていると理解できる。公としてのニカラグア保健

省へ、障がいのあるこどもと介護者の負担の調査結果

を報告することは、ニカラグアの障がい児・者支援の

目標である、国側と NGO の連携の方向性と大きな相

違なかった。 
 

【結論】ニカラグア農村部での NGO ロス・ピピート

ス・ソモトで行った障がい児と介護者の負担に関する

調査・研究を、保健省人権保障委員会へ報告する貴重

な機会を得た。今後はさらに保健省と NGO との関わ

りの強化が期待される。 

Ｐ－80

－ 105 －

第18回  新潟医療福祉学会学術集会



ベナン共和国 A 保健センターにおける母親
学級導入の実践報告 

 

 

阿部文絵 
新潟医療福祉大学 看護学科  

 
【背景・目的】サブサハラ以南アフリカ諸国では医療水準

指標の代表である妊産婦死亡率が非常に高い。すなわち、

多くの女性が妊娠や出産に関連した理由で死亡している。    
サブサハラ以南アフリカ諸国のひとつであるベナン共

和国ではミレニアム開発目標で指標とされていた妊産婦

死亡率は 350（出生 10 万対：目標 125）と目標値に遠く

届かず、母子保健サービスの改善が喫緊の課題とされてい

る。JICA は、日本で成果を上げたとされる「母親学級」

手法をベナン共和国保健省と協働し、2009 年から技術移

転を開始したが、十分な定着へは至っていない。 
今回、筆者は青年海外協力隊・看護師隊員として母親学

級のパイロット地域にある公的医療機関 A 保健センター

に配属された。そして、カウンターパート（同僚・助産師）

1 名を母親学級の第三国研修に送り出した。その後、研修

を受けた助産師が中心となり、どのようなプロセスを辿り、

自らの手で母親学級の導入に至った結果を実践報告する。 
 
【方法】筆者は派遣されていた A 保健センター産科に“観

察者としての参加者”として身を置き、フィールドノーツ

を書き残した。母親学級は妊婦健診に来た妊婦を対象に招

待状を配布し、妊婦初期・妊娠中期・妊娠後期・出産後の

時期に合わせた 4 回シリーズで構成した。母親学級の前提

となる妊婦健診業務における変化が大きかったため、『実

践準備期間』『実践前期』『実践中期』『実践後期』と期間

を分けて帰納的に分析した。 
 
【結果】フィールドノーツから 246 個のデータを分析し

た結果、8 カテゴリー【 】と 30 サブカテゴリー＜ ＞

が表１の通りに抽出された。 
 
【考察】 
1．導入準備期間／他者の成功を妬む習慣がある中で、【自

ら行動を起こし、協力者と模範施設を確保し準備をする】

行動を起こしている。ベナン国内での類似性の高い、かつ

先駆的な模範施設への見学が“代理体験”となり実現へ近

づけたと考えられる。 
2．実践前期／【試行錯誤による実践】が実現し、妊産婦

からの【実践による手応え】を感じ継続する中で、妊婦健

診の多忙さと顕著な医療従事者の不足といった【促進およ

び阻害する職場環境】が示唆された。 
3．実践中期～後期／【同僚助産師の参画】【発展に向けた

自発的な工夫】によりオリジナリティを含んだクラス展開

へ変化したと考えられる。また、ガイドラインの範疇を超

えた【理想的な妊産婦への関わりの実現】へ“私たちの妊

婦”と愛情を込めた呼び方へ変化させたのは、彼女たちが

根底的に持つ【助産師としての使命感】ではないだろうか。 
 
【結論】 
1．導入準備期間／現地の習慣を十分に理解した上で、現

地の人々の手で着手し、類似性の高い、模範施設への見学

が効果的である。 
2．実践前期／多産である国では産科業務の大半を占める

妊婦健診の整理が、母親学級導入には重要となる。 
3．実践中期～後期／母親学級の導入は母子への健康教育

となるだけでなく、助産師自身の行動変容に繋がった。こ

れは WHO の提唱する「施設分娩中の軽蔑と虐待の予防

と撲滅」と「ポジティブな出産経験のための出産ケアガイ

ドライン」に沿った継続的なケアに向けて、母親学級が重

要な役割を成すと言える。 
 
表１．分析結果                                  
『導入準備期間』 
【⾃ら⾏動を起こし、協⼒者と模範施設を確保し準備する】 
＜⾃発的に準備に向けた⾏動を起こした＞＜⾒学先でベナンにおける⺟
親学級を知る＞＜他者の成功を妬む習慣＞他                
『実践前期』 
【試⾏錯誤による実践】＜事前の⾒学やガイドブックを踏まえて試⾏錯誤
しながら一人でも実現＞＜柔軟な工夫による発展の試み＞他       
【実践による手応え】＜招待者への親しみと習慣への受容＞＜受講者か
ら⺟親学級の需要を感じ継続を選ぶ＞＜関係性が構築する＞＜開講
の責任と受講者への親しみを持つ＞他                     
【促進および阻害する職場環境】＜実践を阻害する職場環境＞＜認め
てくれる人の存在＞他                               
『実践中期』 
【同僚助産師の参画】＜助産師二人体制で開講に取りかかる＞＜複数
の助産師によって内容を発展させながら⺟親学級を継続する＞＜継続を
⽀える環境が整いつつある＞＜対象地域での研修会の機会＞＜人員不
足＞＜阻害する要因がある環境＞＜上司の指示により増えた健診業務
へ対応する＞＜妊婦健診における仕事の整理＞               
【発展に向けた⾃発的な工夫】 
＜助産師 C の主体的な開講による新しいアイディアの導入＞＜受講者
の理解度に合わせたクラス展開＞＜人材や資料を有効に活⽤する＞   
【理想的な妊産婦への関わりの実現】 
＜妊婦に対する関わり⽅の変化＞＜⺟親学級がコミュニケーションの場と
なる＞＜⺟親学級導入から波及した職場環境改善の取り組み＞     
『実践後期』 
【助産師としての使命感】＜“私たちの妊婦”という身内のような親近感＞
＜⺟親学級を開講できる環境に整える＞                   
 
【文献】 
1) 佐藤郁哉: フィールドワークの技法, 新曜社, 2015. 
2) Ministère du Développement, de l’Analyse 
Économique et de la Prospective Institut National de la 
Statistique et de l’Analyse Économique (INSAE) 
Cotonou, Bénin: Enquête Démographique et de Santé 
(EDSB-IV), 2011-2012: 43, 2013. 
3) 松野瑠衣，森淑江: 西アフリカ仏語圏諸国の分娩介助

に関わる人材の概要, 国際保健医療, 31: 123-135，2016. 
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協賛一覧

御　　　　礼

本学会の開催に際して、寄付および広告・展示等で多大なご支援を賜りました団体・協賛企業
の皆さまに、謹んで感謝の意を表します。ありがとうございました。

寄付

医療法人小沢眼科内科病院

医療法人社団仁悠会あらい眼科

株式会社志賀医科器械店

株式会社トーシス新潟

医療法人社団オリンピア会オリンピア眼科病院

医療法人新光会

株式会社高幸

K&K heart school

広告・展示等

愛宕商事株式会社

医療法人新光会

カナイ医療器株式会社

株式会社志賀医科器械店

株式会社トーシス新潟

株式会社新潟眼鏡院

株式会社日本フードリンク

株式会社リビングギャラリー

社会福祉法人愛宕福祉会

新潟医療福祉大学

新潟マイクロコンピュータ株式会社

丸善雄松堂株式会社

源川医科器械株式会社

医療法人社団済安堂井上眼科病院

医療法人泰庸会新潟脳外科病院

株式会社クレイズプラン

株式会社田村義肢製作所

株式会社新潟印刷

株式会社ニイガタスタイル

株式会社双葉メディカル

彩食や

テルモ株式会社

新潟医療福祉大学大学院

新潟リハビリテーション病院

三笠産業株式会社

（敬称略、五十音順）
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