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 (2)部門内での反省会 
 昨年度より参加者数が 13 名増加したが、午前のみで帰る参加者も多く、参加者の確保が今

後の課題である。 
 
3． 平成 27 年度地域課題研究の申請状況 

11 件の地域課題研究の申請が採択された。そのうち 3 件辞退があり 8 件の研究が進行中で

ある。 
申請者 所属 学内教員 研究テーマ 

金井ちづる 新潟労災病院 酒井禎子 糖尿病患者の冬期間の運動療法に関する実態調査 

小池陽平 新潟労災病院 石田和子 
がん患者の精神的苦痛に対する評価－緩和ケア認

定看護師介入前後の STAS-J スコアを比較して－ 

村田悦子 新潟労災病院 原 等子 息子による介護と退院支援に関する研究 

小宮山陽子 新潟県立中央病院 岡村典子 プリセプター制度の現状と課題 

鬼形聖子 新潟県立中央病院 石田和子 PNS 導入による患者満足度への影響 

青木美佐子 新潟県立中央病院 高島葉子 
切迫早産の入院治療により長期臥床を要する妊婦

が求める看護ケア 

佐々木美奈子 
新潟県立精神医療

センター 
後田 穣 

精神科病院における精神科看護技術と職業経験評

価に関する実態調査 

神保佳枝 長岡赤十字病院 髙栁智子 
急性期脳血管障害患者の看護計画に FIM を導入

した効果 

 
4．平成 28 年度地域課題研究の応募 

作成した公募要領を新潟県内の保健・医療・福祉関係(約 500 か所)に郵送するとともに、

新潟県立看護大学看護研究交流センターホームページに掲載し、地域課題研究公募の広報活

動を行った。 
 公募期間中(平成 27 年 10 月 1 日(木)～12 月 16 日(水))に 4 件の公募があり、平成 27 年 12
月 16 日(水)～平成 28 年 2 月 1 日(月)まで再公募を行うこととなった。 

 
Ⅲ 平成 27 年度の評価と今後の課題 
1．上越地域看護研究発表会、地域課題研究発表会について 
 上越地域看護研究発表会、地域課題研究発表会はともに参加者が昨年より増加したが、で

きるだけ多くの人から参加してもらえるよう、広報活動を引き続き行っていく必要がある。

また、発表者が発表時間を厳守できるよう、発表者自身が演題で残りの時間がわかるような

タイマー付きの時計を演台に置くことを検討していく必要がある。 
2．平成 28 年度地域課題研究の応募について 
 公募締め切りまでに 4 件の応募しかなく、昨年度同様再公募を行うこととなった。多くの

施設から応募してもらえるよう、さらなる広報活動を行っていく必要がある。 
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永吉雅人、平澤則子、加城貴美子、野村憲一、髙栁智子、原等子、飯吉令枝、酒井禎子、 
髙島葉子、エルダトン・サイモン、小林綾子、山田真衣、井上智代  

 
Ⅰ 特別研究部門の経過 
 特別研究部門は、2010 年(平成 22 年)1 月に上越で行われた移動知事室において本学渡邉

学長から「都会で生活している人たちが、上越地域の自然に触れ、人々と交流しながら健康

な生活と安心できる福祉を考えるきっかけをつくる事業」としてメディカルグリーンツーリ

ズムが提案され、平成 22 年度より活動を開始している。昨年度より、「メディカルグリーン

ツーリズム」、「卒業生支援」、「地域政策課題」の 3 つの研究グループでもって活動してい

る。 
 
Ⅱ 各研究グループの活動 
 次章より平成 27 年度特別研究部門の活動報告として、「メディカルグリーンツーリズ

ム」、「卒業生支援」、「地域政策課題」について、それぞれの主たる担当メンバーが報告す

る。なお、メディカルグリーンツーリズムの活動としては、次章記載の他に妙高市の「妙高

型健康保養地推進事業」において、エビデンス(証拠)の蓄積を担う健康プログラムの結果分

析・記録を行ったことを書き加えたい。 
特別研究部門では、例年のことであるが、研究ということもあり予定通りに進まないこと

が多くあった。また、予定通りに進んでいない。それにも関わらず、粘り強く活動頂いてい

る各グループリーダーをはじめメンバーの皆様、またご理解とご協力を頂いている本学看護

研究交流センター関係者の皆様に感謝申し上げる。最後に地域の皆様のご協力に改めて感謝

申し上げる。 
 

1 メディカルグリーンツーリズム 
  小林綾子、山田真衣、酒井禎子、永吉雅人 
1) はじめに 
メディカルグリーンツーリズムは看護研究交流センターの特別研究部門事業として、平成 

26 年度開業予定の北陸新幹線の活用を視野に入れ、平成 22 年度から始められた。この事業 
は、上越・妙高地域の自然環境と医療・看護・福祉に関する資源を用いて、都市部と農山漁村

に暮らす人々の交流から、地域の活性化と「双方の人々の健康」を目指している。 
平成 27 年度は、妙高市の気候療法を取り入れた運動教室の効果について調査を実施した。

気候療法とは、日常生活とは異なった気候環境に転地し、病気の治療や保養を行う自然療法

(大塚、2012)と言われている。気候療法そのものの、気温や温泉、中・高山気候や地形、海洋

性気候や海水が身体に及ぼす影響がある(新村ら、2013 新村ら、2011)一方で、気候療法を

きっかけに生活に運動を根付かせ、身体的な側面から効果がみられた報告(宮地ら、2010 荒

川ら、2008 後藤ら、2006 赤嶺ら、2005)はいくつか見られている。妙高市では、健康な市

民を対象として、気候療法を取り入れた健康教室を、平成 25 年度から開催している。しかし、

参加者の身体的効果は予測されるが、実際にはどの程度効果がみられているのか分析されて

おらず課題となっていた。 
そこで、今年度の健康教室参加者に対し、妙高市の気候療法を取り入れた運動教室に参加

することでの身体的変化と運動の習慣化について、＜身体的側面＞と＜運動の習慣化＞の測

定を行い、健康教室の効果を示した。 
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2) 平成 27 年度 健康教室の概略 
○実施日：平成 27 年(2015 年)6 月 1 日(月)から 7 月 31 日(金) 
○行程等：週 2 回(月曜日・金曜日)、8：15～12：15 全 10 回コース 
○プログラム：気候療法ウォーキング(図 2)、温泉療法、健康講話、軽体操の中から毎回組 
        み合わせを変えて実施 
○参加者：妙高市に在住の、生活習慣予備軍であり、生活習慣病を予防したいと考えてい

る方 
○主 催：妙高市 
○協  力：新潟県立看護大学看護研究交流センター 

 
 
 
 
 
 

図 1 測定の様子             図 2 気候療法ウォーキングの様子 
3) 身体機能及び運動の習慣化に関する測定方法と評価 
(1) 身体的側面の測定と評価 

教室初日と最終日に、参加者の BMI、腹囲、体脂肪率、内臓脂肪、筋レベル(全身・腕・脚)
を測定(図 1)し、その値について、対応のあるデータとして t 検定を行い、有意差を分析した。 
(2) 運動の習慣化に関する測定と評価 

参加者に、起床時から就寝まで身体活動量計を付けて過ごしてもらい、歩数/日と METS・
時/日を測定した。そして、6 月と 7 月で、歩数/日の平均値と、METS・時/日の平均値算出し、

対応のある t 検定を行った。 
また、アンケートにより運動習慣への意識について回答を得た。アンケートは、教室初日

と最終日で、項目ごとに回答の割合を算出した。また、初日と最終日の共通の問いであった 4
項目について、とても感じる 5 点、やや感じる 4 点、感じる 3 点、あまり感じない 2 点、感

じない 1 点とし、初日と最終日で、対応のある t 検定を行なった。 
(3) 運動習慣への意識についてのアンケートの内容 

このアンケート用紙は、運動の習慣化への意識を問うもので、参加者には、初日と最終日

に記載を依頼した。初日のみの質問は、日頃心がけている運動の有無であった。最終日のみ、

これからも運動を続けていけそうかについて質問した。初日、最終日とも共通の問いは、「運

動することに興味を持っているか」、「運動することに楽しさを感じるか」、「天気に左右され

ず運動ができそうと感じているか」、「運動する仲間がいるかどうか」であった。 
4) 結果および考察 
(1) 教室参加者の概要 
 参加者は、15 人で、男性 3 人(20%)、女性 12 人(80%)、年齢は 69.4±4.9 歳であった。年

齢の内訳は 60 歳代 8 人(53%)、70 歳代 7 人(47%)であった。 
 初めて教室に参加した者は 5 人(33%)、2 回目 3 人(20%)、3 回目以上 5 人(33%)、未記入 2
人(14%)であった。運動をふだんから心がけて行っている者は 11 人(73%)、行っていない 3 人

(20%)、未記入 1 人(7%)であった。 
(2) 身体的側面の変化 
 参加者 15 人のうち健康教室の最終日に欠席した 3 人を除く 12 人(80%)の、教室初日と最

終日の BMI、腹囲、体脂肪率、内臓脂肪、筋レベル(全身・腕・脚)について対応のあるデータ
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として t 検定を行い、有意差について分析した。 
結果、体脂肪率は初日 29.6±8.2%、最終日 27.1±8.9%と有意な低下がみられた(p＜.05%)。

内臓脂肪は、初日 75.3±30.3、最終日 68.0±26.3 と有意な低下がみられた(p＜.05%)。また、

筋レベル(全身)は、初日 4.5±2.2、最終日 5.0±2.0、筋レベル(腕)は、初日 4.6±1.8、最終日

5.0±1.8 とどちらも有意な上昇がみられた(p＜.05%)。BMI、腹囲、筋レベル(脚)は有意な差

はみられなかった。 
参加者の体脂肪率と内臓脂肪の低下および、全身と腕の筋レベルが上昇しており、妙高市

の気候療法(傾斜のある場所でのウォーキング)・温泉療法は、参加者の身体面に効果があるこ

とが明らかとなった。 
(3) 運動の習慣化への取り組み 
 参加者 15 人のうち、6 月、7 月と継続して協力の得られた参加者 13 人(87%)について分析

した。6 月の歩数/日の平均値は、6374±2090 歩、7 月の歩数/日の平均値は 6408±2184 歩

であり有意差はみられなかった。また、6 月の METS・時/日の平均値は、6.0±3.0、7 月の

METS・時/日の平均値は、5.5±3.2 であり有意差はみられなかった。 
参加者の平均歩数/日は、全国平均歩数とほぼ同様、身体活動量は厚生労働省の推奨値を上

回っていたことや、歩数と METS・時/日の月による有意な差はみられなかったことから、参

加者は、日頃から運動することを心がけ、実践していたと推察された。 
(4) 運動への意識についてのアンケート結果 
参加者 15 人のうち健康教室の最終日に欠席した 3 人を除く 12 人(80%)の教室初日と最終

日の運動に関するアンケートについて分析した(図 3) 
 

  
  
  

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 3 運動への意識についてのアンケート結果 
 

運動することに興味を感じますか 

運動する仲間がいますか 
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初日と最終日の共通の問いであった 4 項目について対応のある t 検定を行なったところ、

「運動することに興味がありますか」は教室初日 3.6 点、最終日 4.1 点と、運動への興味は、

最終日の方が有意に上昇していた(p＜.05%)。 
 アンケートの結果から、運動への興味・楽しさについて、「とてもある」「ややある」「ある」

のみの回答であったことや、教室への参加回数も 2 回目以上が、参加者の半数を占めていた

ことから、参加者は、もともと運動に興味を持っており、楽しいと捉えていたことが明らか

となった。 
また、最終日には、運動への興味が「とてもある」の割合が増えていたことから、気候療法

をとりいれた教室での体験が参加者の運動への興味を高めることにつながった可能性がある

と思われた。加えて、最終日の測定で、参加者が、自身の身体的な変化や筋力の向上を数値

で見たことは、運動への興味を高めた可能性がある。 
これらのことから、妙高市の気候療法を取り入れた運動教室は、身体的な効果があり、運

動習慣を定着していくきっかけとなることが推察された。 
謝辞 
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2 卒業生支援 
  髙島葉子、永吉雅人、エルダトン・サイモン、原等子、加城貴美子 
1) 卒業生支援研究グループの活動目的 

本研究グループは意味のある卒業生支援につなげるために、卒後動向の把握および支援ニ

ーズを明らかにすることを目的として、2014 年度より特別研究部門に新たに発足し、活動し

ている。  
2) 活動概要 
前年度より調査協力について協議を続けてきた同窓会長が交代したことによって、全卒業

生への調査を実施することが困難となった。そのため、全卒業生への調査を断念し、協力許

諾を得ている卒業生に限定して調査することを検討している。協力許諾は 2014 年度の卒業
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初日と最終日の共通の問いであった 4 項目について対応のある t 検定を行なったところ、

「運動することに興味がありますか」は教室初日 3.6 点、最終日 4.1 点と、運動への興味は、

最終日の方が有意に上昇していた(p＜.05%)。 
 アンケートの結果から、運動への興味・楽しさについて、「とてもある」「ややある」「ある」
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これらのことから、妙高市の気候療法を取り入れた運動教室は、身体的な効果があり、運

動習慣を定着していくきっかけとなることが推察された。 
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生から得ているものであり、2014 年度と 2015 年度を合わせて 67 名となる。したがって、

全卒業生を対象としていた調査趣旨、内容は前計画書を見直し、「早期離職(看護職の離脱・

就職場所の変更など)」の予防を意識した支援ニーズという視点にする必要がある。 
 

3 地域政策課題 
  髙栁智子、野村憲一、飯吉令枝、井上智代、平澤則子 
1) 豪雪・医療過疎地域に暮らす人々の食生活に関する実態調査 
平成 26 年度に長岡市栃尾支所市民生活課保健師と共同で実施し、調査票作成、データ分

析および調査報告書の作成を担当した。さらに、調査結果をもとに同支所保健師と当該地域

の保健活動について協議した。 
平成 27 年度に入り、上記報告書は冊子化され、同支所内の関連機関に資料として配布さ

れた。 
2) 平成 27 年活動概要 

4 月に新潟県内の関連行政機関に当グループのチラシを配布し、広報活動に努めた。その

結果、2 件の問い合わせがあり対応したが、いずれとも共同事業としての合意に至らなかっ

た。 
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