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● 参加費：事前参加 3,000円，当日参加 5,000円 
＊事前参加申込済の方は、当日会場受付にてお名前と学会員番号をお伝え下さい。 
＊当日参加者の方は参加費を当日会場受付にてお支払いください。 
閉会後の懇親会に参加ご希望の方は、別途会費 500円が必要となります。 

 
● 大会参加者へのお願い 
1．発表される方へ 
（1）発表方法は、Power Point によるコンピュータプレゼンテーションとします。 
（2）アプリケーションソフトはMicrosoft PowerPoint 2010を用意しております。それに対応する形

式のファイルをご用意ください。 
（3）発表用データは、2/10（火）17:00までに学会事務局宛て郵送または E-mailにてご提出ください。 
（4）発表用スライド枚数に制限はありませんが、発表時間に見合うものとしてください。 
（5）動画ファイルを使用される方は、ご自身の PCをお持ちください。 
（6）次演者は発表開始 5 分前までに「次演者席」に着席し、前演者の発表終了後、速やかに「演

者席」への移動をお願いします。 
（7）プロジェクターは正面 1台で、室内正面にスクリーン 1台、後方にモニター2台での映写を予

定しています。 
 
2．一般口演発表の先生方へ 
発表時間は、発表 7分・質疑応答 8分の計 15分間です。発表中、6分経過時（発表終了 1分前）、

7分経過時（発表終了）、15分経過時（演者交代）、それぞれベルを鳴らして時間をお知らせします。
発表時間は厳守してください。 
  

3．ポスターセッションについて 
ポスターセッションは、一般口演終了後（15：15～）開始しますので、その時間はポスター前に

て質疑応答をお願いします。発表用ポスター（縦 59.4 cm、横 42 cm：A3用紙 2枚分）は、学術集
会当日の一般口演開始（13：30）までに掲示してください。 
 
4．座長の先生方へ 
（1）担当セッション開始 10分前までに「次座長席」にご着席ください。前セッション終了後、「座
長席」へ移動し、速やかに演者の発表を開始させてください。 

（2）演者の発表時間の超過がないように、適切に進行してください。 
 

5．ご質問される方へ 
ご質問される方は、質問用マイクスタンド前にお並びください。座長の許可を得た後、所属と氏

名を述べてから発言をお願いします。なお、質疑応答の時間は限られておりますので、要点のみを

簡潔にご質問ください。また、発表時間超過防止の都合上、座長より発言の許可を得られない場合

がありますので、あらかじめご了承願います。 



  

第 20回 日本心身健康科学会 学術集会 

プログラム 
 
 

2015年 2月 14日（土） 
人間総合科学大学 東京サテライト 

 

 

 

   【午前の部】 
  9：30            受付開始 
  9：50  ～  10：00   開会挨拶 
 10：00  ～  11：00   特別講演 1 
 11：00  ～  12：00   特別講演 2 
 12：00  ～  12：30   パネルディスカッション 
 

   *昼食は各自でご用意ください 

 

   【午後の部】 
 13：30  ～  15：15    一般口演 
 15：15  ～  17：00    ポスターセッション・懇親会 



  

 1．開会挨拶                （ 9：50〜10：00） 

 

 2．特別講演 1                （10：00〜11：00） 
座長：丸井 英二（日本心身健康科学会 会長，人間総合科学大学） 

日本人の幸福感について 

大東 俊一（人間総合科学大学 人間科学部 人間科学科） 
 

 3．特別講演 2                （11：00〜12：00） 
座長：丸井 英二（日本心身健康科学会 会長，人間総合科学大学） 

幸福力～非成長社会を生き抜く思考技術の探究 

奈良 雅弘（教育クリエイター） 
 

 4．パネルディスカッション         （12：00〜12：30）  

（昼休憩） 



  

 5．一般口演（発表 7分，質疑応答 8分）      （13：30〜15：15） 
 
 （13:30〜14:15）     座長：高山 範理（森林総合研究所）、高原 皓全（人間総合科学大学） 
13:30〜13:45  

演題 1：運動イメージ能力と運動学習効果との関係の検討 

○ 梅野 和也 1,2)，河野 慶三 3) 

1) 人間総合科学大学大学院 人間総合科学研究科，2)福岡和白リハビリテーション学院， 

3) 人間総合科学大学大学院  

13:45〜14:00  

演題 2：地域在住高齢者に対する転倒予防への一考察～心身相関の観点から～ 

○ 久保田 智洋 1) ，鍵谷 方子 2） 

1）アール医療福祉専門学校 作業療法学科，2) 人間総合科学大学大学院 

14:00〜14:15  

演題 3：内受容感覚と気分及び意思決定能力との関連 
○ 田中 宏明 1，2)，庄子 和夫 3) 

1)人間総合科学大学大学院 人間総合科学研究科，2)大阪府立大学 地域保健学域  

総合リハビリテーション学類 作業療法学専攻，3)人間総合科学大学大学院 

 

（14:15〜15:15）   座長：川井 文子（人間総合科学大学）、朴峠 周子（人間総合科学大学） 
14:15〜14:30  

演題 4：主要 5因子の性格特性と特性的自己効力感との関連 

○鵜沢 淳子 1)，久住 武 2)，小岩 信義 2) 

1) 亀田医療大学 看護学部， 2) 人間総合科学心身健康科学研究所 

14:30〜14:45  

演題 5：労働者のレジリエンスからみた Daily Upliftsに関する検討 

○大谷 喜美江 1), 冨澤 栄子 2), 筒井 末春 3) 

1）国際医療福祉大学 小田原保健医療学部, 2）四国大学 看護学部, 3）人間総合科学大学 

14:45〜15:00  

演題 6：大学生の対面コミュニケーション能力と心身の健康感との関連 

○ 澤田 幸子 1， 2)，丸井 英二 3) ， 大東 俊一 3) 

1)人間総合科学大学大学院 人間総合科学研究科，2)帝京平成大学ヒューマンケア学部 

3)人間総合科学大学院 

15:00〜15:15  

演題 7：東日本大震災を経験した SOCの高い高齢者の心の拠り所 

○ 小林 美奈子 1)，大東 俊一 2) 

1) 亀田医療大学 看護学部，2) 人間総合科学大学大学院 

 

 6．ポスターセッション・懇親会       （15：15〜17：00） 



 
第 20 回 日本心身健康科学会 学術集会 抄録集 
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日本人の幸福感について 

大東 俊一 
人間総合科学大学 人間科学部 人間科学科 

 

生きるための指針が見えにくくなっている現代の日本社会ですが，同時代の日本人はどれ

くらい幸福なのでしょうか．また，どのようなことに幸せを感じているのでしょうか．最近，

幸福感や幸福度に関するさまざまな調査・研究が行われています． 
平成 20（2008）年度「国民生活白書」(内閣府)においては，日本人の幸福感に影響する要

因がいくつか示されています．また，平成 22（2010）年度国民選好度調査(内閣府)では，現

在の幸福度を 0 点から 10 点のあいだで答えさせる質問項目がありました．得点が高いのは概

して女性，そして，40 歳以下の年齢層でした．また，幸福感を判断する際に重視した事項(複
数選択)については，｢健康状況｣，「家族関係」，「家計の状況(所得・消費)」，「精神的なゆとり」

などが上位に挙げられています． 
これらの調査を含め，近年行われている同種の調査により，現代の日本人が感じている幸

福のありようがぼんやりと浮かび上がってきます． 
その一方で，幸福の度合いを量的に測定するための指標作りの試みもなされています．平

成 23（2011）年 11 月に発表された法政大学大学院政策創造研究科坂本光司教授による「47
都道府県幸福度ランキング」は，40 の指標（生活・家族部門 9，労働・企業部門 10，安全・

安心部門 12，医療・健康部門 11）を設定して，その得点によって 47 都道府県のランキング

を行いました．同様の手法は，寺島実郎監修・日本総合研究所編『全 47 都道府県幸福度ラン

キング（2014 年版）』（東洋経済新報社）においても見ることができます．こちらは 60 の指

標を設定しています．すでに内閣府は「幸福度に関する研究会」を設立し，平成 23（2011）
年 12 月には「幸福度に関する研究会報告――幸福と指標試案――」を示していますが，こう

いった客観的指標に基づく幸福度と主観的幸福感とは相関しないと指摘する研究もあります． 
「幸福」を科学的に探究することは難しいですが，西洋においては古代ギリシャのアリス

トテレス以来，幸福に関する思索が積み重ねられてきました．また，日本においては『古事

記』，『日本書紀』，『風土記』などに，｢常世国｣とか｢蓬莱｣といった理想郷が描かれています

が，そこに日本人の幸福感の原像を見る思いがします． 
科学技術は人間の欲求を充足することをますます可能にしますので，現代の日本人の生活

は，昔と比べ，見違えるように豊かになってきましたが，環境破壊や核による脅威など，そ

の弊害も明らかになってきました．幸福の実現ということは，欲求の充足という側面もあり

ますが，それだけに尽きるのでしょうか．本日はそのあたりの事情を皆さんとご一緒に考え

ていきたいと思っております． 
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幸福力～非成長社会を生き抜く思考技術の探究 

奈良 雅弘 
教育クリエイター 

 

「幸せ」は，人間の諸活動の最終目的に位置づけられるものである．学ぶことも働くこと

も，最終的には幸せになるためだし，政府も企業も，人々を幸せにしなければ存在価値がな

い．そう断言してもいいほどに，それは重要な概念である． 

しかし，にも関わらず，これほどに議論のベースが未整備な概念も珍しい．大転換期にあ

り，幸福像の再設計が必要なこの時代に，言葉の定義や，感情としての「幸福感」の発生メ

カニズムなど，その議論の土台はあやふやなまま放置されているのである． 

本講演は，こうした問題意識を踏まえ，「幸福力」という言葉を中心に据えながら，「幸せ

／幸福感」について体系的に考察し，もって幸福に関わる社会的議論の「土台づくり」に寄

与しようとするものである． 

最初に検討するのは，「幸せ」という言葉の定義である．「幸福」「幸福感」「喜び」など，

周辺に位置する言葉と対比しながら，この言葉の意味を探っていく． 

次に取組むのは，「幸せ／幸福感」に影響を与える要因と，感情としての「幸福感」がどの

ようにして生起するかという，発生メカニズムの問題である．影響要因には，出来事などの

「客観要因」と，人物の欲求や思考のあり方などの「主観要因」とがあるが，ここではとく

に「主観要因」に焦点を絞り，どのような欲求傾向や思考傾向を持つことが，「幸せ／幸福感」

の増大または減少を招来するかに関して，仮説を提起したい． 

上記を踏まえて取組むのが，これからの時代に個人にとって必要な「幸福力」に関する考

察である．客観要因を変える力，すなわち「欲しいものを手に入れる力」は，いつの時代で

も必要であるが，それだけで人が幸せになれないことは明らかであり，より多くの「幸せ／

幸福感」を得るためには，主観要因，すなわち，欲求や思考を「最適化」する能力が不可欠

であると考えられる．その能力がどのようなものであり，その強化のためには，どのような

努力（トレーニング）が必要なのかを，ここで考察する． 

そして最後に，国や社会（学校や企業や家庭などを広範に含む）は，個人の「幸せ／幸福

感」の増大のために，どのような役割を担うべきかを考察する．客観要因の改善（国などの

経済・福祉政策などはこれに属する）に加え，主観要因の「最適化」のために，社会に何が

できるかを検討していく． 
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運動イメージ能力と運動学習効果との関係の検討 

○梅野 和也１，２），河野 慶三 3) 
1）人間総合科学大学大学院 人間総合科学研究科，2）福岡和白リハビリテーション学院， 

3）人間総合科学大学大学院 

 

【目的】 近年，リハビリテーション分野において運動イメージの効果は多数報告されてい

る．しかし，運動イメージ能力と運動学習効果との関係を検討している研究は少ない．本研

究では質問紙を用いた運動イメージの評価法である Movement Imagery Questionnaire-Revised 
Japanese Version(JMIQ-R)を用いて運動イメージの評価を行い，JMIQ-R総得点の高い群を上位
群，低い群を下位群とし，それぞれに対してダーツ投げ課題を行い，運動イメージ能力とダ

ーツ投げ課題での運動学習効果の関係を検討した． 
 
【方法】 対象は専門学校生 30 名であり，複数回のダーツの経験がないものを対象とした．
ダーツ課題は，(1)pre試行 20投，(2) 20分間の練習，(3)練習直後の post試行①20投，(4)翌日
の post試行②20投，から構成されるトランスファー・デザインで実施した．post試行①・②
各々の結果から pre 試行の結果を引いたものを変化量①・変化量②とし，上位群と下位群の
変化量の平均の差の検定を実施した．また本研究では，練習から 24時間以上経ち練習直後の
一時的な変化が消滅した状態である post試行②の時点での変化である変化量②を運動学習効
果とした． 
 
【結果】 変化量②に関しては，30例全体では-18.4±47.5cm（Mean±SD），上位群では-44.6
±31.3cm（Mean±SD），下位群では 4.5±48.1cm（Mean±SD）であった．上位群と下位群の
変化量②の平均の差の検定を行った結果，上位群と下位群の間に有意差が認められた（p値 = 
0.0029）． 
 
【考察】 上位群と下位群の変化量②が有意差があり，上位群の方が改善した量が大きかっ

た．これは，自主練習によって得られた運動学習効果に運動イメージ能力の上位群と下位群

で差があり，上位群の方が運動学習効果が高かったといえる．  
 
【結論】 JMIQ-Rを用いて測定した運動イメージ能力が高い対象は，ダーツ課題での運動学
習の結果が良好であり，運動イメージ能力の低い対象は運動学習の結果が不良である傾向を

示した．JMIQ-Rを用いて運動イメージ能力を評価することによって，ダーツ課題等を用いた
運動学習効果を予測できる可能性が示唆された． 
 
 
倫理審査申請承認機関：人間総合科学大学（第 390号） 
キーワード：運動イメージ，JMIQ-R，運動学習，トランスファー・デザイン，心身健康科学 

 

一般口演 
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地域在住高齢者に対する転倒予防への一考察～心身相関の観点から 

○久保田 智洋 1) ，鍵谷 方子２） 
１）アール医療福祉専門学校 作業療法学科 ２）人間総合科学大学大学院 

 

【目的】 超高齢化社会を迎えているわが国において，地域包括ケアシステムの構築が急務

となっている．その中，転倒は要介護の原因と言われている．特に，二次予防の取り組みが

重要である．そこで本研究の目的は，早期より転倒リスクと関連する要因を心身相関に着目

して明らかにし，転倒予防の方法の確立の一助とする事である． 

 

【方法】 介護認定を受けていない健康教室に通う二次予防事業対象者 45 名を対象とした．

身体機能の調査項目として「筋肉量」「総合バランス能力テスト」「10M全力歩行」「片脚立位」

を実施．高次脳機能の調査項目として「認知機能評価(Mini-Mental State Examination)」「注

意機能評価(Trail Making Test-A/ Trail Making Test-B)」を実施した．転倒リスクの調査

には，「転倒スコア」を用いた． 

 

【結果】 対象者の平均年齢は 75.7±5.6歳（男性 9名，女性 36名）であった．転倒スコア

と身体機能との関係を Pearson の相関係数を用いて分析した．その結果，転倒スコアと最も

相関が高かった項目が「総合バランス能力テスト」であり r＝0.06（p<0.00），次いで「片脚

立位」r=-0.636 (p<0.00)であった．さらに，「総合バランス能力テスト」と最も相関が高か

った項目は「10M全力歩行」であり r=0.87 (p<0.00)であった．次いで注意機能(Trail Making 

Test-B)で r=0.58 (p<0.00)であった． 

 

【考察】 総合バランス能力は動作時のバランス能力を見ているため，転倒リスクに影響を

与える要因としては動作時のバランス能力が影響している事が考えられる．また，総合バラ

ンス能力の低下とともに 10M の歩行時間も延長されていた．さらに，Trail Making Test-B

との関連も見られた．これは，注意機能の中で分配性注意機能の評価をしている事から同時

に二つの事を行うことが難しくなっていると考える．このことから，転倒リスクには身体機

能である動的バランス能力と 10M 歩行能力や高次脳機能の分配性注意の心身相関があると考

える． 

【結論】 転倒予防には，個々の機能に加え心身の相関を意識した早期からの取り組みが必

要である． 

 

倫理審査申請承認機関： 人間総合科学大学 （第 268号） 

キーワード： 地域在住高齢者，転倒予防，心身相関 

一般口演 
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内受容感覚と気分及び意思決定能力との関連 

○田中 宏明 1, 2) 庄子 和夫 3) 
１）人間総合科学大学大学院 人間総合科学研究科  

２）大阪府立大学地域保健学域総合リハビリテーション学類作業療法学専攻 

３）人間総合科学大学大学院 

 

【目的】 本研究は，内受容感覚の鋭敏さと，気分及び意思決定能力との関連を検討するこ

とを目的とした． 
 
【方法】 20歳代の健常者 30名（男性 7名，女性 23名）を対象とし，対象者全員に文書及
び口頭にて研究概要を説明し，書面にて同意を得た． 
内受容感覚の鋭敏さの測定には，自身の心拍の知覚を利用した心拍検出検査(以下，HPT)

を用いた．HPTは，安静にした状態で，脈に触れたりせず，ある一定時間の自身の心拍数を
頭の中でカウントした数と，同時に心電図により計測した正確な心拍数とを照合する検査で，

心拍知覚の正確さを評価測定するものである．心拍知覚が正確なほど，内受容感覚が鋭敏で

あると判断される．気分の測定には，日本語版 POMS短縮版を用いた．被験者には，意思決
定能力を測る直前の気分について回答するようにして実施した．意思決定能力の測定には，

アイオワギャンブリング課題（以下，IGT）と，IGT の別バージョンである逆転 IGT の両課
題を用いた． IGT成績と逆転 IGT成績とを合計したものを意思決定能力の成績とした． 

HPT成績のカットオフ値により，対象者を HIGH group（14名）と LOW group（16名）の
2群に分けて，POMS下位項目得点と意思決定能力課題の成績をMann-Whitney検定を用いて
比較した． 
 
【結果】 HIGH groupは，LOW groupに比べて，POMS下位項目の「緊張－不安」得点が低
く（p=0.026），意思決定能力課題の成績が高かった（p=0.011）． 
 
【考察】 先行研究(Wenerら 2009)では，HPT値の高い群の方が低い群より STAIの状態不安
得点が低いことを報告している．本研究の HIGH group の方が POMSの「緊張－不安」得点
が低いという結果は，先行研究の結果を支持し，内受容感覚が鋭敏なほど，緊張や不安とい

った気分が低いと考えられる．HIGH groupは，LOW groupよりも意思決定能力課題の成績が
高かったことより，内受容感覚の鋭敏さは，意思決定能力と関連すると考えられる． 
【結論】心拍の知覚による内受容感覚の鋭敏さは，緊張や不安といった気分及び，意思決定

能力と関連する可能性が示唆された． 
 
倫理審査申請承認機関： 
人間総合科学大学（第 397号） 
大阪府立大学地域保健学域総合リハビリテーション学類研究倫理委員会（2013-218） 
キーワード：心身健康科学，内受容感覚，心拍検出検査（HPT），気分，意思決定能力 

一般口演 
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主要 5因子の性格特性と特性的自己効力感との関連 

○鵜沢 淳子 1)，久住 武 2)，小岩 信義 2) 
1) 亀田医療大学 看護学部， 2) 人間総合科学心身健康科学研究所 

 

【目的】 特性的自己効力感は，性格やストレスの影響を強く受けるとされているが，未だ

に明確な報告は少ない．本研究では，主要 5 因子性格特性と特性自己効力感との関係を見る

目的で，大学生を対象に検討した． 

 

【方法】 対象は，平成 23年 4月，T及び N大学に在籍中の男性 98名，女性 185名の合計

283名（平均年齢 19.0±1.5歳）とした．性格検査は，村上らの主要 5因子性格検査を用い，

各因子の得点を算出し，5因子の得点中のピーク値とボトム値で，対象者を外向性，良識性，

協調性，情緒安定性，知的好奇心の 5 群に分類した．自己効力感（効力感）は，成田らの特

性的自己効力感尺度の合計点を用いた． 

 分析は，各性格因子間で効力感得点を比較した．更に，個人が持つ 5 因子全体がどのよう

に効力感に関連しているかをみた．有意水準は 5%未満とした． 

 

【結果】 ピーク分類の結果，効力感は男女ともに 5 因子間の有意差がなかった。同様にボ

トム分類でみると，男性では差を認めなかったが、女性の効力感は良識性より情緒安定性が

高かった。 

次に，個人が 5 因子の性格をもっていることから，各因子の得点と効力感の関連をみた．

効力感に影響が大きかった因子は，良識性，外向性，知的好奇心，協調性，情緒安定性，の

順で，性別は最も影響度が小さかった． 

 

【考察及び結論】 今回対象とした大学生の自己効力感は，性格因子のボトム値で性差が認

められたが，個人の性格因子全体でみると，効力感への性別による影響は小さかった．性格

特性のうち効力感に影響する因子は，良識性が最も大きかった．良識性は計画性や勤勉性を

示すとされており，これらが効力感に影響を及ぼしたと考える．しかし，ボトム値で性差が

あったこと，本来の性格分類パターンも多かったことから性格特性項目の再クラスター化を

試みて更に検討する必要があると考える． 

 

倫理審査申請承認機関：人間総合科学大学倫理審査委員会（第 206 号）ならびに帝京平成大

学倫理審査委員会（第 12番） 

キーワード：主要 5因子，特性的自己効力感，心身相関 

 

一般口演 
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労働者のレジリエンスからみた Daily Upliftsに関する検討 

○大谷 喜美江１） 富澤 栄子２） 筒井 末春３） 
１）国際医療福祉大学 小田原保健医療学部 ２）四国大学 看護学部  

３）人間総合科学大学 

 

【目的】 本研究の目的は，日常生活上のポジティブな出来事 Daily Uplifts のレジリエンス
への影響を，日常いらだち事およびコーピングの特性を踏まえ検討する事である． 
 
【方法】 本研究は web調査会社を介した横断的質問調査である．対象は 40歳以上の労働者
で，平成 26年 5月に 1,300名へ電子メールで調査を依頼した．調査項目は，属性，レジリエ
ンス尺度（RS），日常いらだち事尺度（DHS），コーピング特性簡易尺度（BSCP），先行文献
及びインタビュー調査から検討した自作の Daily Uplifts30項目である． 
分析方法は，RS総得点を従属変数とした階層的重回帰分析とし，属性，DHS総得点，BSCP

下位尺度，Daily Uplifts項目を順次モデル 1～4として投入した．解析には SPSS 21.0を用い
た．  

 
【結果】 回答者は 502名で，平均年齢は 51.0±7.6歳であった．RSは正規分布を示し，平
均点は 90.32±15.4であった．階層的重回帰分析の結果，モデル 4にて自由度調整済み R2＝
0.583（p＜0.001），Daily Uplifts投入による R2変化量は 0.119（p＜0.001）であった．有意な
独立変数は，属性では年齢（β＝0.067，以下（ ）内はβを記載）・職位（‐0.069）であり，
その他 DHS総得点（‐0.184），BSCPの問題直接解決（0.109）・視点切替（0.221）・がまん先
延（‐0.218）も有意であった。Daily Uplifts では，楽しい・嬉しい・心地が良い出来事の想
像（0.107），賭け事（‐0.077）・友人や仲間とのコミュニケーション（0.199）・暮らしに滞り
がない（0.102）・部下や同僚仲間の成功を見る（‐0.123）が有意な独立変数であった． 
 
【考察】 Daily Upliftsでは，コミュニケーションや，出来事の結果に良いイメージを持つ事，
穏やかな日常生活が重要であった．また BSCP の結果と合わせ，前向きで多様な視点の紹介
がレジリエンス育成に有用と思われた． 
 
【結論】 労働者のレジリエンスは，日常いらだち事やコーピングの影響を考慮しても Daily 
Uplifts と関係していた．特に楽しい・嬉しい・心地が良い出来事の想像や，暮らしに滞りが
ない，友人や仲間とのコミュニケーションが，レジリエンスの向上に働きかけていた． 
 
 
倫理審査申請承認機関：国際医療福祉大学（承認番号 14-Ig-2） 
キーワード：レジリエンス，Daily Uplifts，日常いらだち事，コーピング 
 
 

一般口演 
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大学生の対面コミュニケーション能力と心身の健康感との関連 

〇澤田 幸子 1) 2)，丸井 英二 3) ， 大東 俊一 3) 
1)人間総合科学大学大学院 人間総合科学研究科 2)帝京平成大学 ヒューマンケア学部 

   3)人間総合科学大学大学院 

 

【目的】 大学生の対面コミュニケーション能力を測定し，心身の健康感との関連を明らか

にする． 
 
【方法】 大学生 1074人を対象に，2013年 7月～12月無記名自記式質問紙法調査を実施し
た．調査内容：属性，「基本的コミュニケーション尺度」（廣瀬らが作成した 26項目，5件法），
「心身の健康感」（職業性ストレス簡易調査票を参考に 28項目作成，4件法）．分析方法：基
本的コミュニケーション尺度の得点を算出後，四分位法で分け「上位」「中位」「下位」の 3
群とし，「上位」「下位」を「上位群」「下位群」とし群間比較を行った．エクセル Statcel3を
使用し，有意水準 5％未満とした． 
 
【結果及び考察】 回収率 77.9％，欠損値のない 810名分を分析対象とした． 
「基本的コミュニケーション尺度」の得点の上位群と下位群を比較した．「心身の健康感」

の「楽しいと感じる」，「充実感を感じる」，「気分が落ち着いている」，「体が快調である」と

いう 4 項目で上位群の方が有意に多かった．対面コミュニケーション能力の高い人の方が心
身の健康に関してポジティブな感覚を持っている． 
「活気がない」，「イライラ感がある」，「抑うつ感がある」，「気分が晴れない」，「悲しいと

感じる」，「胃部の不快感がある」，「物忘れがある」，「お腹の痛みがある」の 8 項目は，下位
群の方が有意に多かった．対面コミュニケーション能力の低い人は，外部からの情報がスト

レスとなり精神的・身体的症状として出現していると考えられる． 
しかし，「疲労感がある」，「不安感がある」，「集中力の低下がある」の 3項目は下位群より

も上位群の方がそう感じる者が多く有意差がみられた． 
 
【結論】 対面コミュニケーション能力の高い人は自身の心身の健康に関してポジティブな

感覚を持っている一方で，外部からの情報をストレスと感じ精神的・身体的症状を意識しや

すい傾向にある． 
 
倫理審査申請承認機関：人間総合科学大学（第 365号）），帝京平成大学（第 24－056号） 
キーワード：大学生，対面コミュニケーション能力，心身の健康感，ストレス，心身健康科

学 
 
 
 
 

一般口演 
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東日本大震災を経験した SOCの高い高齢者の心の拠り所 

○小林 美奈子 1)，大東 俊一 2) 
1) 亀田医療大学 看護学部  2) 人間総合科学大学大学院 

 

【目的】 首尾一貫感覚（Sense of Coherence：SOC）は、高齢者の心身の健康と関連がある

重要な能力であるが、これを高めている精神的要因については必ずしも明らかでなかった。

そこでこの研究では被災地在住のデイサービス利用者を対象として、SOC 得点が高い高齢者

の心の拠り所を明らかにし、今後の支援方法を検討するための一助とした。 

 

【方法】 １．対象：東日本大震災被災地域に震災前から居住しているデイサービスの利用

者 32名（平均年齢 85.4±6.6）。 

２．調査内容：１）健康保持能力としての SOC：SOC13項目調査を実施し、総得点の中央値で

高低 2群に分け、高群の内聞き取り調査が可能であった女性 5名に面接調査を実施した。２）

心の拠り所：「困難な状況をどのように克服してきたか」「心の拠り所として信じているもの

は何か」等について半構造化面接を実施し、会話内容から心の拠り所の部分を抜き出し、高

い SOCを保持している要因について質的帰納的分析を行った。 

 

【結果】 SOC総得点の平均値は 64.8±10.1で、SOC高群では 73.4±4.4、低群では 56.3±

7.7であった。聞き取り調査では、心の拠り所として「血縁者との繋がりの実感」「祖先との

繋がりの実感」「友人知人との繋がりの実感」「自然との繋がりの実感」が抽出された。また、

共通な人生経験の特徴として「一貫した困難克服の経験」「楽観的な思考」が抽出された。 

 

【考察】 他者との繋がりの実感や楽観的思考は SOC を高め、その結果高齢者の心身の健康

も高める可能性がある 

 

【結論】 SOC が高い被災地の高齢者は祖先祭祀等を通じ、先祖や血縁者、友人・知人や自

然との繋がりを実感している。過去の人生において一貫して困難状況を克服し生き抜いたと

いう成功体験は楽観的な思考へと導き、SOCを高めていると思われる。 

 

倫理審査申請承認機関：亀田医療大学（承認番号 2013・A・010） 

キーワード：SOC:首尾一貫感覚、デイサービス利用者、東日本大震災、心身健康科学 

一般口演 


