




一般社団法人　日本健康心理学会

第 32 回大会プログラム・抄録集

2019年 9月28日（土）・29日（日）
会場：帝京科学大学千住キャンパス





ご　挨　拶

　日本健康心理学会第32回大会は、2019年9月28日、29日の両日、日本健康心理学会の
主催、久留米大学が運営、帝京科学大学の協賛により開催させていただくことになりま
した。大会会場は、東京足立区にあります帝京科学大学千住キャンパスです。千住キャ
ンパスはJRや地下鉄などの5路線が利用でき、東京スカイツリーと隅田川スーパー堤防の
風景が絵になる地にあります。

　今回の大会は、心理学ワールドにとって、国家資格「公認心理師」としての心の健康
の保持増進にかかわる専門活動が始まった年の記念すべき開催です。そこで大会のテー
マを、会場となる帝京科学大学の理念に倣い、“いのちを「つなぎ」「ささえ」「はぐくむ」
健康心理学”としました。「人生100年時代」における私たち一人一人の新たな生き方と
持続可能な健康ケアの在り方について、皆様と一緒に考える契機になれば幸いです。

　本大会では、会員の先生からの一般研究発表（ポスター）を中心に、基調講演、教育
講演、会員および学会、準備委員会企画シンポジウム、研修会、市民公開講座（帝京科
学大学協賛、帝京科学大学30周年記念事業）など、様々な学術プログラムを2日間（前
日の午後から開催される健康心理学会ヤングヘルスサイコロジストの会を含めると3日
間）にわたり提供いたします。

　基調講演は、帝京科学大学理事長・学長の冲永荘八先生にお願いしました。哲学を
ご専門とする先生のご講演「私は有り、私は無いこと　―意識と実在をめぐるヘーゲルと
W・ジェイムズ、D・ハーディングの見解から―」は、健康心理学にとってとても関連の深
いテーマであります。皆様に新しい知見を提供できる機会になるのではないかと考えて
います。

　大会初日の夜には、東京スカイツリーが一望できる大会会場のカフェテリアでの情報
交換会を予定しております。また、一般研究発表の中から優れた研究発表を行ったearly 
careerの研究者を選出して、優秀賞等の表彰を行います。

　本大会が充実した学術大会となり、皆様の研究と実践活動および健康心理学会のさら
なる発展につながるよう最善を尽くす所存です。

　準備委員一同、皆様のご参加とご発表を心よりお待ち申し上げています。

2019年9月

一般社団法人　日本健康心理学会第32回大会　準備委員長

久留米大学教授　津　田　　　彰
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大会会場へのアクセス

• JR常磐線、東武スカイツリーライン （東武伊勢崎線）、東京メトロ千代田線・日比谷線、つくばエクスプレス 

「北千住駅」下車、北千住駅西口からバス5分、千住桜木バス停下車 徒歩約2分。

• 京成本線、東京メトロ千代田線、都電荒川線「町屋駅」下車、町屋駅前から都営バス（「足立梅田町」行きに

乗車）で約5分、千住桜木（尾竹橋通り側）バス停下車　徒歩3分。

本館

帝京科学大学 千住キャンパス　本館
〒 120-0045　東京都足立区千住桜木 2-2-1
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クローク
（エントランスホール）

受付
（エントランスホール）

大会会場案内図
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情報交換会場
（カフェテリア）

Ｄ会場
（ロビー）

機器・書籍展示会場
ドリンクサービス
（1201 ～ 1204 教室）
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休憩スペース
（1305・1306 教室）

Ａ会場
（1311・1312 教室）

Ｂ会場
（1310 教室）

Ｃ会場
（1309 教室）

※1312 教室は 1311 教室からの
　中継となります。
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各種打合せ会場
（1403・1404 教室）
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大会日程

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
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1310 教室
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ロビー

Ａ会場
1311・1312 教室

Ｂ会場
1310 教室

Ｃ会場
1309 教室

Ｄ会場
ロビー

■９月 28 日（土）（大会１日目）

■９月 29 日（日）（大会２日目）

Ａ会場
1311・1312 教室

Ｂ会場
1310 教室

Ｃ会場
1309 教室

Ｄ会場
ロビー

Ａ会場
1311・1312 教室

Ｂ会場
1310 教室

Ｃ会場
1309 教室

Ｄ会場
ロビー

会員企画シンポジウム
健康行動介入における

アドヒアランス強化のための
サプリメント

（9：30－11：00）

教育講演
産学共同研究による健康
支援シューズの開発

―靴で中高年者のQuality 
of life を高めたい―
(11:10-11:55)

研究推進委員会企画
健康心理学テクニカルワークショップ
研究実践力を高めるための方法論を

習得する
(11:10-12:40)

研修会
生活習慣病への健康心理学的アプ

ローチ
（9：30－11：00）

認定健康心理士会総会

(11:10-12:10)

市民公開講座
豊かで健康に過ごすために

-座ってできる体幹を鍛えるコツを
教えます -
(14:00-15:30)

研究推進委員会企画シンポジウム
心理学的支援における

多職種・地域連携の研究動向と課題
(14:00-15:30)

会員企画シンポジウム
ポジティブ心理学コーチングの
ウェルビーイングへの貢献可能性

(14:00-15:30)

教育講演
自殺で身近な方を失うこと
のない社会に向けて　～日
本財団・自殺意識調査から
（13:00-13:45)

健康心理学会会員集会
本明記念賞
授与式・講演
(9:00-10:00)

準備委員会企画シンポジウム
健康と病気への生物心理社会学的モデ
ルに基づく多様な健康心理学的研究

(10:10-11:40)

準備委員会企画シンポジウム
健康長寿社会の実現に向けた

健康心理学の研究推進戦略　―持続
可能な産学官連携の多様な展開―

（15:00-16:30）

事典企画シンポジウム
健康心理学の研究実践領域における

現状と課題
（16:40-18:10）

国際委員会企画シンポジウム
災害支援と健康心理学

（マレーシア・米国・日本）
（16：40－18：10）

広報委員会企画シンポジウム
健康情報の伝え方

「わかった」を「やってみよう」に
変える工夫

（15：00－16：30）

会員企画シンポジウム
こころの健康に寄与する睡眠改善
アプローチ　段階的ケアモデルに

基づく実践の意義
（16：40－18：10）

ランチョンセミナー
マガキ軟体部由来の機能性表示食品
ワタナベオイスターDHMBA

（ディーバ） ゼリーの研究開発について
(12:30-13:30)

基調講演
私は有り、私は無いこと
－意識と実在をめぐる

ヘーゲルとW・ジェイムズ、
D・ハーディングの見解から－

(13:45-14:45)

協賛組織企画シンポジウム
グローカル化する地域のソーシャル
ワークとリハビリテーション

The Social Work and Community Based 
Rehabilitation at Glocalized Society

（10：10－11：40）

会員企画シンポジウム
健康再生論再考 その 3 

- 大学生対象の研究から探る
SOC研究の発展可能性 -
（10：10－11：40）

ポスター展示
ポスターセッション
（Award 対象／
一部の発表を除く）
(11:00-12:00)

ポスター展示 ポスター展示
ポスターセッション
（Award 対象／
一部の発表を除く）
(15:00-16:00)

ポスター展示

ポスター展示
ポスターセッション

(11:30-12:30)
ポスター
展示

ポスターセッション

(14:00-15:00)
ポスター
展示

■９月 27 日（金）（大会前日）　18：00 ～
　○健康心理学会ヤングヘルスサイコロジストの会
　　「若手健康心理学者からみる健康心理学における社会連携の可能性」
　　会場：1305＋1306 教室
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参加者へのご案内

1.	 受付について
1） 受付日時・場所

● 9月28日（土）　8：30 ～ 18：00　1F エントランスホール
● 9月29日（日）　9：00 ～ 15：00　1F エントランスホール

2） 事前に参加登録をされた方
● 「参加証」「プログラム集」は事前に送付します（当日の受付手続きは不要です）。
● 送付した「参加証」は常に着用をお願いします。
● 参加証ホルダーは記名台に準備します。適宜お取りください。
● 「参加証」「プログラム集」は当日忘れずにお持ちください。

3） 当日に参加登録をされる方
参　加　区　分 当日参加登録費

会員・準会員（院生含む）・賛助会員 7,000円

学生会員（学部生） 1,000円

非会員（院生含む） 8,000円

非会員（学生） 1,000円

健康心理士会会員 7,000円

● 記名台の当日参加登録用紙に必要事項をご記入いただき、当日参加登録受付にお越しください。
● 「参加証」「プログラム集」をお渡しします。
● クレジットカードの利用はできません（現金のみの扱いとさせていただきます）。

2.	 情報交換会について
1） 開催概要

項　　目 適　　用

日　　時 2019年9月28日（土）　18：30 ～ 20：30

会　　場 2F カフェテリア（帝京科学大学千住キャンパス　本館1号館内）

会　　費 一般（会員・非会員） 　5,000円
院生・学部生　　　　　3,000円

2） 参加をされる方
● 事前に申込みをされた方は「参加証」を着用の上、直接会場にお越しください。
●  当日に申込みをされる方は空きがある場合のみ、受付を実施します。参加を希望される方は、

受付にお越しください。
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3.	 ランチョンセミナーについて
1） 開催概要

項　　目 適　　用

タイトル マガキ軟体部由来の機能性表示食品ワタナベオイスター DHMBA（ディーバ）
ゼリーの研究開発について

日　　時 2019年9月28日（土）　12：30 ～ 13：30

会　　場 A会場（3F 1311・1312教室）

演　　者 渡辺　貢（株式会社渡辺オイスター研究所）

共　　催 株式会社渡辺オイスター研究所

2） 参加をされる方
● ランチョンセミナーはチケット制になります（チケットはランチョンセミナーの開催当日に配布）。
● チケット配布日時は下記の通りです。
 9月28日（土）　9：00 ～ 12：00　1F エントランスホール
● チケットは数に限りがあります。定員に達し次第、配布は終了いたします。

4.	 認定健康心理士資格申請ポイントについて
研修会にご参加いただくことで、希望者にはポイントが付与されます。当日、各会場前にお越しくだ
さい。
該当の研修会は以下のとおりです。

研修会　生活習慣病への健康心理学的アプローチ
　9月29日（日）　9：30 ～ 11：00　　A会場

研究推進委員会企画　健康心理学テクニカルワークショップ　
　研究実践力を高めるための方法論を習得する
　9月29日（日）　11：10 ～ 12：40　B会場

5.	 その他
1） クローク

● 9月28日（土）　8：30 ～ 18：30　１Ｆエントランスホール
● 9月29日（日）　9：00 ～ 16：00　１Ｆエントランスホール
● 貴重品や傘はお預かりできません。

2） 機器・書籍展示について
● 9月28日（土）　9：00 ～ 18：00　1201 ～ 1204教室
● 9月29日（日）　9：00 ～ 15：00　1201 ～ 1204教室
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一般研究発表の座長・演者へのご案内

1） 座長の皆さま
● 座長受付はありません（通常の手続きにて受付をお済ませください）。
● 担当されるセッション開始5分前までに、ご担当されるポスターの前にお越しください。
● 時間内に終了しますように進行管理をお願いいたします。

2） 演者の皆さまへ
●  発表は「WEB公開抄録集への掲載（当日、受付にて電子ファイル及び紙媒体での提出を含む）」

と「当日の発表（指定された時間中に発表するとともに参加者の質疑に応じること）」の2条件を
満たすことが公式発表の要件となります。なお電子ファイル及び紙媒体での提出方法は右記参照
ください。

●  演者受付はありません（通常の手続きにて受付をお済ませください）。
●  担当されるセッション開始5分前までに、ご自身のポスターの前にお越しください。
●  発表に関する注意事項は以下の通りです。

・ポスター発表の時間は下記のとおりです。

9/28（土） 9/29（日）

演題No PA-01 ～ PA-37 PB-01 ～ PB-37 PC-01 ～ PC-25 PD-01 ～ PD-31

発表時間 11:00 ～ 12:00 15:00 ～ 16:00 11:30 ～ 12:30 14:00 ～ 15:00

掲出時間   9:00 ～ 10:00 13:30 ～ 14:00   9:00 ～ 10:00 13:30 ～ 14:00

撤去時間 13:00 ～ 13:30 17:15 ～ 18:20 13:00 ～ 13:30 15:30 ～ 16:00

・発表時間は１演題につき、発表3分、質疑2分の計5分です。 
・発表は時間厳守でお願いします。
・時間を過ぎても撤去されなかったポスターは、事務局にて処分させていただきます。

●  掲示に関する注意事項は以下の通りです。
・ポスターパネルのサイズはW900mm×H2100mm

です。
・演題番号のサイズはW200mm×H200mmです。
・ポスター貼付けのスペースは演題番号を除いた部分

となります（図参照）。寸法内に収まればポスター
の大きさや形式、枚数などは問いません。

・ポスターは図表も含め、読みやすいように配慮して
ご準備ください。

・パネルには演題番号が貼り付けてありますので、間
違いなくご自分の演題番号のパネルにポスターを貼
り付けてください。

・ポスターパネル、演題番号、掲示用押しピンは事務
局で準備します。

演題番号
※事務局用意

200ｍm 700ｍm

900ｍm

演題名・所属・演者名
※発表者にて用意

ポスター貼付面

2100ｍm2100ｍm

1900ｍm1900ｍm

200ｍm200ｍm
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●  その他
・ポスター発表時間（在席責任時間中）に係員が在席確認を行います。不在の場合には「発表取

り消し」となります。
・当日に資料を配付される場合は、各自で必要部数をご用意の上、各自で配布してください。
・責任発表者が欠席した場合は、「発表取り消し」となります。ただし連名発表者がいる場合に

は、大会事務局（大会準備委員会）の承認を経て発表を代行できます。事前に大会事務局（大
会準備委員会）までご連絡ください。原則、責任発表者となることができるのは大会会期中
1 回です。

・発表者が欠席する場合、また発表を取り消す場合は、速やかに大会本事務局（大会準備委員会）
へご連絡ください。 

・研究開始10年未満のearly careerの研究者を対象（自己申告）に優秀賞等の表彰を行います。
結果は情報交換会の場で発表します。

●  抄録の電子ファイル及び紙媒体での提出方法は以下の通りです。
　1）受付日時・場所

・9月28日（土）　10：00 ～ 18：00　2F D会場（ポスター会場）前
・9月29日（日）　10：00 ～ 15：00　2F D会場（ポスター会場）前

　2）提出方法
・電子ファイル及び紙媒体で提出してください。提出いただいたデータ等は発表論文集作成後、

日本健康心理学会事務局において責任を持って消去（処分）します。
・電子ファイルはUSBメモリ等のメディアに格納の上、ファイル名は「ポスター No_演者名」とし

てください（例：PA01_山田太郎.docx）。なおメディアには抄録データのみを入れてください
（メディアを介したウィルス感染の事例がありますので、最新のウィルス駆除ソフトでチェッ
クしてください）。

・紙媒体は各自出力の上、ご準備ください。
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各種シンポジウム・ワークショップ・研修会等の企画者・	
司会者・話題提供者へのご案内

1） 企画者・司会者の皆さま
●  話題提供者等の発表時間・討論時間などに関する運営は、一任いたします。但し、終了時間は

厳守いただくよう、ご協力をお願いいたします。
●  企画者・司会者受付はありません（通常の手続きにて受付をお済ませください）。
●  担当されるセッション開始5分前までに、会場にお越しください。
●  時間内に終了しますよう、進行管理をお願いいたします。
●  プログラムに掲載された発表者などに変更のある場合には，すみやかに大会事務局（大会準備委

員会）までご連絡ください。 
●  資料を配付される場合は、50部程度を会場にお持ちいただき、セッション開始前に会場スタッフ

にお渡しください。
●  各種シンポジウム・ワークショップ・研修会の打合せ会場をご用意しておりますので、ご自由に

ご利用ください。なお打合せ会場は共用の会場となります。
●  各種シンポジウム・ワークショップ・研修会の打合せ会場は下記のとおりです（諸事情により、

会場が変更となる場合があります）。
 打合せ会場：9/28（土）　9：00 ～ 16：40　４Ｆ　1403・1404教室
 打合せ会場：9/29（日）　9：00 ～ 14：00　４Ｆ　1403・1404教室

2）話題提供者の皆さま
●  話題提供者受付はありません（通常の手続きにて受付をお済ませください）。
●  担当されるセッション開始前に発表データ（USBメモリ等）をご持参の上、直接発表用PCにて試

写確認を行ってください。
●  ご自身のPC を使用される場合は、発表の際に適宜PC のつなぎかえが必要となります（事前の試

写確認をおすすめします）。
●  PCの試写確認は会場の空き時間しかできませんので、休憩時間等をご利用ください。
●  担当されるセッション開始 5 分前までに、会場にお越しください。
●  発表時間等は、企画者・司会者よりご連絡のあった内容でお願いいたします。
●  発表機材の詳細は以下の「3）発表機材等について」をご確認ください。

3） 発表機材等について
●  発表データ持込みについて

・発表データはUSBメモリ等のメディアに保存してご持参ください。コピーミスを防ぐため、デー
タコピー作成後、他のパソコンで正常に動作するかチェックしてください。

・メディアを介したウィルス感染の事例がありますので、最新のウィルス駆除ソフトでチェック
してください。

・画面レイアウトのバランス異常を防ぐため、フォントは「MSゴシック」「MS明朝」をお奨めい
たします。
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・次の場合はご自身のPC持込みをお奨めいたします。
　 特殊なフォントを使用
　 パワーポイント以外を使っての発表
　 データ流出が不安な場合
●  PC持込みについて

・外部映像出力端子（ミニD-sub15ピン）付のパソコンをご用意ください。
・ウルトラブックPCにはD-sub端子が搭載されていない機種が多いのでご注意ください。
・ポートリプリケーター（映像出力端子[VGA]アダプター）が必要な機種は忘れずにお持ちくださ

い（例：Mac Book, Windowsサーフェスなど）。
・スクリーンセーバー、省電力設定は予め解除しておいてください。
・バッテリー切れを防ぐためにAC電源アダプターをご用意ください。
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大会プログラム一覧



第6 回ヤングヘルスサイコロジストの会シンポジウム
9 月 27 日（金）　18：00 ～　　　　【1305 ＋ 1306 教室】

若手健康心理学者からみる健康心理学における社会連携の可能性

企　画　者：ヤングヘルスサイコロジストの会
司　会　者：中村　美幸（順天堂大学大学院）
話題提供者：松田晃二郎（九州栄養福祉大学）
話題提供者：三原　健吾（久留米大学）
話題提供者：堀本　菜美（順天堂大学大学院）
話題提供者：樋田　琴乃（大妻女子大学大学院）
指定討論者：森下　久美（桜美林大学大学院）

健康心理学会会員集会／本明記念賞授与式・講演
9 月 28 日（土）　9：00 ～ 10：00　【Ａ会場（1311・1312 教室）】

準備委員会企画シンポジウム
9 月 28 日（土）　10：10 ～ 11：40　【Ａ会場（1311・1312 教室）】

「健康と病気への生物心理社会モデルに基づいた多様な健康心理学的研究」

企　画　者：矢島　潤平（別府大学）・三原　健吾（久留米大学）
司　会　者：矢島　潤平（別府大学）
話題提供者：田中　豪一（札幌医科大学）
話題提供者：中田　光紀（国際医療福祉大学）
話題提供者：長野祐一郎（文京学院大学）
話題提供者：岡村　尚昌（久留米大学）

協賛組織企画シンポジウム
9 月 28 日（土）　10：10 ～ 11：40　【Ｂ会場（1310 教室）】

「グローカル化する地域のソーシャルワークとリハビリテーション 
The Social Work and Community Based Rehabilitation at Glocalized Society」

企　画　者：山田　健司（帝京科学大学）
司　会　者：山田　健司（帝京科学大学）
話題提供者：Melvin Jabar（De La Salle University）
話題提供者：Johanna Zulueta（Soka University）
話題提供者：Dorothy Dimaandal（Davao Regional Medical Center）
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会員企画シンポジウム
9 月 28 日（土）　10：10 ～ 11：40　【Ｃ会場（1309 教室）】

「健康生成論再考 その 3 
―大学生 対象 の研究 から 探る SOC 研究 の発展可能性 発展可能性 発展可能性 ―」

企　画　者：雲財　　啓・齊藤　誠一（神戸大学） 
司　会　者：福井　義一（甲南大学）
話題提供者：雲財　　啓・齊藤　誠一（神戸大学）
話題提供者：磯和壮太朗（無所属：大阪学院人間科研究修了） 
話題提供者：嘉瀬　貴祥（立教大学）
話題提供者：今井田貴裕（甲南大学大学院）・福井　義一（甲南大学）
指定討論者：戸ヶ里泰典（放送大学）
指定討論者：福井　義一（甲南大学 ）

ランチョンセミナー
9 月 28 日（土）　12：30 ～ 13：30　【Ａ会場（1311・1312 教室）】

「マガキ軟体部由来の機能性表示食品ワタナベオイスター DHMBA（ディーバ）ゼリー
の研究開発について」

座　　　長：岡村　尚昌（久留米大学高次脳疾患研究所）
演　　　者：渡邉　　貢（株式会社　渡辺オイスター研究所）
共　　　催：株式会社渡辺オイスター研究所

基調講演
9 月 28 日（土）　13：45 ～ 14：45　【Ａ会場（1311・1312 教室）】

「私は有り、私は無いこと 
―意識と実在をめぐるヘーゲルと W・ジェイムズ、D・ハーディングの見解から―」

座　　　長：野口　京子（文化学園大学名誉教授・アジア健康心理学会会長）
演　　　者：冲永　荘八（帝京科学大学）

準備委員会企画シンポジウム
9 月 28 日（土）　15：00 ～ 16：30　【Ａ会場（1311・1312 教室）】

「健康長寿社会の実現に向けた健康心理学の研究推進戦略 
―持続可能な産学官連携の多様な展開―」

企　画　者：津田　　彰・岡村　尚昌（久留米大学）
司　会　者：岡安　孝弘（明治大学）・津田　　彰（久留米大学）
話題提供者：白瀧　康人（ユナイテッド・ヘルスコミュニケーション株式会社）
　　　　　　渡辺　　貢（渡辺オイスター研究所）
　　　　　　本田　泰弘（九州看護福祉大学）
　　　　　　金子　富美（久留米大学）
指定討論者：田中　共子（岡山大学）
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広報委員会企画シンポジウム
9 月 28 日（土）　15：00 ～ 16：30　【Ｃ会場（1309 教室）】

健康情報の伝え方 
「わかった」を「やってみよう」に変える工夫

企　画　者：大野　太郎（大阪人間科学大学）
司　会　者：上地　広昭（山口大学）
話題提供者：細井　俊希（埼玉医科大学）
話題提供者：島崎　崇史（上智大学）
話題提供者：上地　広昭（山口大学）
話題提供者：飯尾　美沙（関東学院大学）
指定討論者：竹中　晃二（早稲田大学）

事典企画シンポジウム
9 月 28 日（土）　16：40 ～ 18：10　【Ａ会場（1311・1312 教室）】

「健康心理学の研究実践領域における現状と課題」

企　画　者：健康心理学事典編集委員会（嶋田洋徳）
司　会　者：嶋田　洋徳（早稲田大学・健康心理学事典編集委員会委員長）
話題提供者：井澤　修平（労働安全衛生総合研究所）
話題提供者：小関　俊祐（桜美林大学）
話題提供者：上地　広昭（山口大学）
話題提供者：岸　　太一（京都橘大学）
話題提供者：田中　共子（岡山大学）
話題提供者：山蔦　圭輔（大妻女子大学）
話題提供者：大竹　恵子（関西学院大学）

国際委員会企画シンポジウム
9 月 28 日（土）　16：40 ～ 18：10　【Ｂ会場（1310 教室）】

「災害支援と健康心理学（マレーシア・米国・日本）」

企　　　画：日本健康心理学会国際委員会
司　会　者：大森　美香（お茶の水女子大学）・田中　芳幸（京都橘大学）
発　表　者：Balan RATHAKRISHNAN（University of Malaysia, Sabah　マレーシア）
発　表　者：金原さと子（Palo Alto University　米国）
発　表　者：堀毛　裕子（東北学院大学　日本）
指定討論者：山田冨美雄（関西福祉科学大学）
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会員企画シンポジウム
9 月 28 日（土）　16：40 ～ 18：10　【Ｃ会場（1309 教室）】

「こころの健康に寄与する睡眠改善アプローチ 
段階的ケアモデルに基づく実践の意義」

企　画　者：岡島　　義（東京家政大学）
司　会　者：田村　典久（兵庫教育大学）
話題提供者：乳原　彩香（同志社大学）
　　　　　　原　真太郎（早稲田大学）
　　　　　　岡島　　義（東京家政大学）
　　　　　　田村　典久（兵庫教育大学）
指定討論者：林　　光緒（広島大学）

会員企画シンポジウム
9 月 29 日（日）　9：30 ～ 11：00　【Ａ会場（1311・1312 教室）】

「健康行動介入におけるアドヒアランス強化のためのサプリメント 
ー実践意図（If-then plans），行動計画（Action planning），および対処計画（Coping 
planning）ー」

企　画　者：竹中　晃二（早稲田大学）
司　会　者：竹中　晃二（早稲田大学）
話題提供者：尼崎　光洋（愛知大学）
話題提供者：三浦　佳代（埼玉医科大学）
話題提供者：吉田　　椋（早稲田大学）
話題提供者：竹中　晃二（早稲田大学）
指定討論者：森　　和代（桜美林大学名誉教授）

研修会
9 月 29 日（日）　9：30 ～ 11：00　【Ｃ会場（1309 教室）】

「生活習慣病への健康心理学的アプローチ」

企　画　者：日本健康心理学会研修委員会・健康心理士会
講　　　師：小池　城司（福岡大学）

教育講演
9 月 29 日（日）　11：10 ～ 11：55　【Ａ会場（1311・1312 教室）】

「産学共同研究による健康支援シューズの開発 
―靴で中高年者の Quality of life を高めたい―」

座　　　長：泉　キヨ子（帝京科学大学医療科学部看護学科）
演　　　者：村田　　伸（京都橘大学健康科学部／ 
　　　　　　　　　　  　アシックス商事株式会社ニーズアップアドバイザー）
協　　　賛：アシックス商事株式会社
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研究推進委員会企画健康心理学テクニカルワークショップ
9 月 29 日（日）　11：10 ～ 12：40　【Ｂ会場（1310 教室）】

「研究実践力を高めるための方法論を習得する」

企　画　者：日本健康心理学会研究推進委員会
司　会　者：嶋田　洋徳（早稲田大学）
話題提供者：岩野　　卓（大分大学）
話題提供者：三浦　佳代（埼玉医科大学）
話題提供者：伊藤　正哉（国立精神・神経医療研究センター）
話題提供者：杉山　　崇（神奈川大学）

認定健康心理士会総会
9 月 29 日（日）　11：10 ～ 12：10　【Ｃ会場（1309 教室）】

教育講演
9 月 29 日（日）　13：00 ～ 13：45　【Ａ会場（1311・1312 教室）】

「自殺で身近な方を失うことのない社会に向けて 
～日本財団・自殺意識調査から」

座　　　長：田中　芳幸（京都橘大学健康科学部心理学科）
演　　　者：髙橋　義明（公益財団法人　中曽根康弘世界平和研究所）

市民公開講座
9 月 29 日（日）　14：00 ～ 15：30　【Ａ会場（1311・1312 教室）】

「豊かで健康に過ごすために 
- 座ってできる体幹を鍛えるコツを教えます -」

司　　　会：田中　共子（岡山大学）
　　　　　　津田　　彰（久留米大学）
講　　　師：宮下　　智（帝京科学大学）
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研究推進委員会企画シンポジウム
9 月 29 日（日）　14：00 ～ 15：30　【Ｂ会場（1310 教室）】

「心理学的支援における多職種・地域連携の研究動向と課題」

企　画　者：日本健康心理学会研究推進委員会
司　会　者：本田　周二（大妻女子大学）
司　会　者：佐藤　友哉（比治山大学）
話題提供者：池田　美樹（桜美林大学）
話題提供者：境　　泉洋（宮崎大学）
話題提供者：北見　由奈（湘南工科大学）
話題提供者：野村　和孝（早稲田大学）
指定討論者：嶋田　洋徳（早稲田大学）

会員企画シンポジウム
9 月 29 日（日）　14：00 ～ 15：30　【Ｃ会場（1309 教室）】

「ポジティブ心理学コーチングのウェルビーイングへの貢献可能性」

企　画　者：西垣　悦代（関西医科大学）
司　会　者： 西垣　悦代（関西医科大学）・石川　利江（桜美林大学）
話題提供者：森谷　　満（北海道医療大学）
話題提供者：影山　徹哉（京都造形芸術大学）
話題提供者：木内　敬太（人間総合科学大学、合同会社実践サイコロジー研究所）
話題提供者：西垣　悦代（関西医科大学）
指定討論者：石川　利江（桜美林大学）・松田チャップマン　与理子（桜美林大学）
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研究発表プログラム

ポスターセッション（Award対象／一部の発表を除く）
9 月 28 日（土）　在籍責任時間　11：00 ～ 12：00　【Ｄ会場（ロビー）】

▲

  ストレスと健康  座長：上地　広昭（山口大学）
PA-01 社会経済的地位の低い人の「あきらめ」と「shift-and-persist strategy」の関連

○李　受珉，中島　健一郎
広島大学大学院教育学研究科

PA-02 過去のいじめ被害経験と心理症状との関連 
ー緩和要因の比較を通じてー

○横田　有希 1，伊與田　万実 2，鈴木　茜 3，今井　正司 2

1 川崎市立古川小学校，2 名古屋学芸大学ヒューマンケア学部，3 名古屋学芸大学大学院子どもケア研究科

PA-03 置き換えられた攻撃行動とストレス及びセルフ・コンパッションとの関連
○山田　梨沙 1,2,3，伊與田　万実 2，今井　正司 3

1 名古屋市立守山養護学校，2 名古屋学芸大学ヒューマンケア学部，3 早稲田大学応用脳科学研究所

PA-04 教師のメンタルヘルスが児童生徒に対する指導方略に及ぼす影響
○堀川　柚 1，野中　俊介 2，吉田　遥菜 1，三村　尚志 1，嶋田　洋徳 3

1 早稲田大学大学院人間科学研究科，2 東京未来大学こども心理学部，3 早稲田大学人間科学学術院

PA-05 5 年間の縦断調査による主観的健康感に影響を及ぼす要因
○山内　加奈子

広島国際大学　心理学部心理学科

PA-06 学業ストレス状況における認知的評価と楽観性の関連： 
4 時点の縦断調査

○合澤　典子，大森　美香
お茶の水女子大学

PA-07 Understanding the needs of Singapore’s tertiary music students in health prevention
○王　偉玲 1，竹中　晃二 2

1 早稲田大学　人間科学研究科，2 早稲田大学　人間科学学術院

PA-08 高齢者施設の職場のメンタルヘルス向上に向けた管理層職員における質的研究
○渡辺　紀子 1,2，吉田　椋 1，高木　良奈 1，太田　裕子 1，王　偉玲 1，松井　智子 2，竹中　晃二 2

1 早稲田大学人間科学研究科健康・生命医科学研究領域，2 早稲田大学人間科学学術院

PA-09 首尾一貫感覚の下位要素の組み合わせによる健康生成モデルの群間差
○今井田　真実 1，今井田　貴裕 2，福井　義一 3

1 市立芦屋病院，2 甲南大学大学院人文科学研究科，3 甲南大学文学部

▲

  高齢者、睡眠  座長：松田　英子（東洋大学）

PA-10 高齢者デイサービス利用者へのタンゴセラピー介入の効果の検討
○阿部田　恭子 1，向後　千春 2

1 早稲田大学大学院人間科学研究科，2 早稲田大学人間科学学術院

PA-11 地域在住高齢者のいきがい感向上を目的とした支援事業方策の検討
○三浦　佳代，丸谷　康平，新井　智之，藤田　博暁

埼玉医科大学保健医療学部
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PA-12 地域在住高齢者の健康と香りの感知能の関連
○岡村　祐一 1，廣川　聖子 2，嶋田　純也 3，矢田　幸博 3

1 筑波大学大学院 人間総合科学研究科 ヒューマン・ケア科学専攻， 
2 岡山県立大学大学院保健福祉学研究科，3 筑波大学大学院グローバル教育院

PA-13 中高年者の不眠に対するリスク評価に関する検討
○和田　洋人

青山学院大学経営学部

PA-14 MicroTag 活動量計による施設入居高齢者の客観的睡眠状態の評価
○宮田　直樹 1，津田　彰 2，谷　佳成恵 3，大杉　紘徳 4，村田　伸 5，矢田　幸博 6

1 久留米大学心理学研究科，2 久留米大学文学部，3 久留米大学高次脳疾患研究所， 
4 城西国際大学福祉総合学部，5 京都橘大学健康科学部， 
6 筑波大学大学院グローバル教育院ヒューマンバイオロジー

PA-15 自動思考が主観的幸福感および寝つきに及ぼす影響
○周　雄正傑，古谷　真樹

神戸大学大学院人間発達環境学研究科こころ講座

PA-16 異文化適応問題と睡眠の関連の検討  
──在日中国人留学生の異文化環境の現状から──

○王　尚 1，松田　英子 2

1 東洋大学大学院社会学研究科，2 東洋大学社会学部

PA-17 飲酒時と断酒後の睡眠と夢に関する一考察 
ーアルコール依存症自助グループ等への調査ー

○高橋　信雄
東洋大学大学院社会学研究科社会心理学専攻博士後期課程

PA-18 感謝介入が睡眠問題と主観的幸福感に及ぼす影響
○山本　舞香 1，大竹　恵子 1,2

1 関西学院大学，2 応用心理科学研究センター

▲

  介入・実践  座長：栗木　明裕（筑紫女学園大学）

PA-19 勤労者に対する努力－報酬不均衡状態に着目したストレスマネジメント研修の効果
○前田　駿太 1，山岡　恒佑 2，嶋田　洋徳 3

1 東北大学大学院教育学研究科，2 所沢市教育センター，3 早稲田大学人間科学学術院

PA-20 ペアレントトレーニングにおける親子の状態像に応じたアセスメントと介入方法の検討
○吉田　遥菜 1，野中　俊介 2，堀川　柚 1，嶋田　洋徳 3

1 早稲田大学大学院人間科学研究科，2 東京未来大学こども心理学部，3 早稲田大学人間科学学術院

PA-21 児童青年期におけるストレス反応および学校適応に影響を及ぼす要因の発達的変化の検討
○加藤　海咲

早稲田大学大学院人間科学研究科

PA-22 森田療法における「とらわれ」の機能が心理的ストレス反応に及ぼす影響
○山田　奈々 1，伊與田　万実 2，今井　正司 3

1 豊川市立牛久保小学校，2 名古屋学芸大学ヒューマンケア学部，3 早稲田大学応用脳科学研究所

PA-23 うつ病に対する心理学的支援を目的としたモバイルアプリケーションのレビュー
○鈴木　ひかり 1，高階　光梨 2，大橋　佳奈 1，白塚　龍太郎 1，宮下　太陽 1,3，横光　健吾 4

1 立命館大学人間科学研究科，2 関西学院大学文学研究科，3 株式会社日本総合研究所， 
4 立命館大学総合心理学部
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PA-24 メールカウンセリングにおける技法とアプローチの検討： 
回答メール本文の質的分析より

○李　健實 1，杉山　匡 1，山本　晴義 2

1 公益財団法人パブリックヘルスリサーチセンターストレス科学研究所， 
2 独立行政法人労働者健康安全機構横浜労災病院勤労者メンタルヘルスセンター

PA-25 少年院における感情統制力向上へのマインドフルネスの活用
○山口　伊久子 1,2，尾崎　健児 3，山口　創 4

1 桜美林大学大学院心理学研究科健康心理学専攻，2 マインドフルネス＆ヨガネットワーク， 
3 久里浜少年院，4 桜美林大学リベラルアーツ群

▲

  感情、認知、パーソナリティ  座長：三原　健吾（久留米大学）

PA-26 感謝が他者関連レパートリーに及ぼす影響
○小國　龍治 1，大竹　恵子 1,2

1 関西学院大学，2 関西学院大学応用心理科学研究センター

PA-27 見知らぬ他者に対する援助想像が援助意図に及ぼす影響 ――イラストを用いた検討――
○豊田　雪乃 1，大竹　恵子 1,2

1 関西学院大学，2 関西学院大学応用心理科学研究センター

PA-28 自己をいたわる行動・認知に関連するテキストの分析 ―社会情動スキルに着目して―
○石川　智 1，百瀬　太喜 2，鈴木　平 3，松田チャップマン　与理子 3，石川　利江 3

1 桜美林大学大学院国際学研究科国際人文社会科学専攻， 
2 桜美林大学大学院心理学研究科健康心理学専攻， 
3 桜美林大学

PA-29 アルコール依存症を発症していない長期飲酒者が飲酒によって得られるもの
○大野　順子 1，井上　真弓 2，清野　純子 3，石川　利江 4

1 東京家政大学健康科学部，2 松蔭大学看護学部，3 帝京科学大学医療科学部，4 桜美林大学大学院

▲

  健康教育・健康政策  座長：山田冨美雄（関西福祉科学大学）

PA-32 看護領域の違いとストレス関連現象
○西林　百合 1，大野　太郎 2

1 大阪府看護協会，2 大阪人間科学大学人間科学部

PA-33 看護師における被援助志向性がワーク・エンゲイジメントに与える影響
○松田　有希子 1，倉本　義則 2，武用　百子 3

1 京都府立医科大学大学院医学研究科精神機能病態学，2 京都女子大学発達教育学部児童学科， 
3 和歌山県立医科大学看護キャリア開発センター

PA-34 高齢者の絵本読み聞かせボランティアの入会者の特徴
○小川　将，小林　桃子，鈴木　宏幸，高橋　知也，飯塚　あい，藤原　佳典

東京都健康長寿医療センター研究所

PA-35 多理論統合モデルに基づく骨粗鬆症重症化予防に向けたアドヒアランス行動変容
○谷　佳成恵 1，津田　彰 2，金子　富美 3，杉岡　勇樹 4，山口　信也 5，深町　潤 6，川畑　信浩 7， 

西　昭徳 3

1 久留米大学高次脳疾患研究所，2 久留米大学文学部，3 久留米大学医学部薬理学講座，4 杉岡調剤薬局， 
5 あおぞら薬局，6 ファミリー薬局，7 日置薬剤師会在宅医療担当役員

PA-36 がん患者の心理社会的サポートサービスの利用を促進するチラシ開発の試み２
○松井　智子 1，平井　啓 2，権藤　恭之 2，佐藤　眞一 2

1 早稲田大学人間科学学術院，2 大阪大学大学院人間科学研究科

PA-37 健康診断結果通知後の再検査受診率を促進する要因について
○川角　公乃

学習院大学人文科学研究所
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ポスターセッション（Award対象／一部の発表を除く）
9 月 28 日（土）　在籍責任時間　15：00 ～ 16：00　【Ｄ会場（ロビー）】

▲

  介入・実践  座長：満石　　寿（京都先端科学大学）

PB-01 高血圧を対象としたモバイルヘルス介入の研究動向および健康心理学への応用
○吉田　椋 1，渡辺　紀子 1，王　偉玲 1，太田　裕子 1，高木　良奈 1，松井　智子 2，竹中　晃二 2

1 早稲田大学大学院人間科学研究科，2 早稲田大学人間科学学術院

PB-02 食物アレルギー児の親を対象とした研究動向と今後の展望
○高木　良奈，竹中　晃二，松井　智子，渡辺　紀子，吉田　椋，Ong WeiLing，太田　裕子

早稲田大学学術院人間科学研究科健康生命医科学領域

PB-03 福祉職員に対するストレス改善を目的とした介入プログラムの心理生理学的効果
○伊藤　秀海 1，小田　菜央 1，矢島　潤平 1,2，田中　豪一 3

1 別府大学大学院文学研究科臨床心理学専攻，2 別府大学文学部人間関係学科， 
3 札幌医科大学医療人育成センター

PB-04 トラウマ性ストレスによる心身障害を乗り越え，心的外傷後成長を得た 50 代女性の症例
○新牧　恭太 1,2，津田　彰 1，福元　崇真 3，野添　新一 2

1 久留米大学大学院心理学研究科，2 志學館大学大学院心理臨床学研究科， 
3 鹿児島大学大学院心身内科学分野

PB-05 タッピングタッチが唾液中オキシトシン量の変化に及ぼす効果 その 3 ―3 時点の経過―
○中川　一郎 1，大浦　真一 2，福井　義一 3

1 大阪経済大学人間科学部，2 東海学院大学人間関係学部，3 甲南大学文学部

PB-06 タッピングタッチが唾液中オキシトシン量の変化に及ぼす効果 その 4 ―共感性との関連―
○福井　義一 1，大浦　真一 2，中川　一郎 3

1 甲南大学文学部，2 東海学院大学人間関係学部，3 大阪経済大学人間科学部

PB-07 タッピングタッチが唾液中オキシトシン量の変化に及ぼす効果その 5 ―信頼感との関連―
○大浦　真一 1，福井　義一 2，中川　一郎 3

1 東海学院大学人間関係学部，2 甲南大学文学部，3 大阪経済大学人間科学部

▲

  感情、認知、パーソナリティ  座長：石原　俊一（文教大学）

PB-08 注意訓練課題中における前頭前野機能と慢性疲労症状及び不適応的な完全主義との関連
○伊與田　万実 1，今井　正司 1,2

1 名古屋学芸大学ヒューマンケア学部，2 早稲田大学応用脳科学研究所

PB-09 新たな反すう誘導課題の作成 
――思考内容の感情価と思考時間からの検討――

○佐藤　秀樹 1,2,3，鈴木　伸一 4

1 福島県立医科大学放射線医学県民健康管理センター，2 福島県立医科大学医学部災害こころの医学講座， 
3 早稲田大学大学院人間科学研究科，4 早稲田大学人間科学学術院

PB-10 児童の注意制御機能が QOL 及びストレスの増悪要因となる慢性疲労症状に及ぼす影響
○金光　真優 1，伊與田　万実 2，今井　正司 2,3

1 名古屋市立福田小学校，2 名古屋学芸大学ヒューマンケア学部，3 早稲田大学応用脳科学研究所

PB-11 大学生における基本的心理欲求の充足と本来性の関連性の検討
○高橋　周平 1，石川　清子 2

1 明治大学大学院文学研究科，2 東京福祉大学大学院心理学研究科

PB-13 大学生の一次性サイコパシーに影響を及ぼす心理的要因の検証
○小田　菜央 1，伊藤　秀海 1，矢島　潤平 2

1 別府大学大学院文学研究科臨床心理学専攻，2 別府大学文学部
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▲

  学生支援  座長：山嶌　圭輔（大妻女子大学）

PB-14 SNS の利用と否定的な身体像との関連 
―SNS 上での外見比較の影響

○山崎　洋子，大森　美香
お茶の水女子大学

PB-15 大学生アスリートにおけるヴァルネラビリティと抑うつの因果関係の解明
○山口　慎史 1，川田　裕次郎 2,3，中村　美幸 2，室伏　由佳 2,3，広沢　正孝 2,3，柴田　展人 1,2,3

1 順天堂大学スポーツ健康医科学研究所，2 順天堂大学大学院スポーツ健康科学研究科， 
3 順天堂大学スポーツ健康科学部

PB-18 月経前における睡眠習慣の安定性と 月経前不快気分症および注意制御機能との関連
○大島　理恵子 1，鈴木　茜 1，伊與田　万実 2，今井　正司 2,3

1 名古屋学芸大学大学院子どもケア研究科，2 名古屋学芸大学ヒューマンケア学部， 
3 早稲田大学応用脳科学研究所

PB-19 グループワークにおける認知共有とチームワーク能力の関連について
○永峰　大輝，石川　利江

桜美林大学

PB-20 汎抵抗資源の多様性と首尾一貫感覚がストレス反応に及ぼす影響 その 2
○今井田　貴裕 1，福井　義一 2

1 甲南大学大学院人文科学研究科，2 甲南大学文学部

▲

  尺度開発  座長：岩田　　昇（桐生大学）

PB-21 臨床実習をやり抜く（Grit）ための要因と必要な心理教育とは？－教員を対象として－
○大矢　薫 1,2，菊池　春樹 3

1 新潟リハビリテーション大学医療学部，2 東京成徳大学大学院心理学研究科， 
3 東京成徳大学応用心理学部

PB-22 日本語版メンタライゼーション尺度 (The Japanese-Mentalization Scale: J-MentS) の作成
○松葉　百合香 1，板野　蛍 1，リー　スティーブ・ケイ 1，原口　幸 1，岩﨑　美奈子 2，井原　成男 2， 

桂川　泰典 2

1 早稲田大学大学院人間科学研究科，2 早稲田大学人間科学学術院

PB-23 食に関する幸福感尺度の作成と信頼性・妥当性の検討
○三村　千春

淑徳大学大学院総合福祉研究科博士後期課程

PB-24 新たな Sense of Coherence 尺度の探索的検討
○磯和　壮太朗

無所属（大阪大学大学院人間科学研究科 博士後期課程 修了）

PB-25 女性の「ときめき」に関する研究１ 
－尺度の作成と高級化粧品による心理・生体変化－

○浅井　雛代 1，山本　彩子 1，五十嵐　敏夫 1，広瀬　統 1，長谷川　靖司 1，中田　悟 1，久世　淳子 2

1 日本メナード化粧品株式会社　総合研究所，2 日本福祉大学　健康科学部

PB-26 負の強化事態における行動変動性を測定する課題の開発とその妥当性の検討
○荻島　大凱 1,2，岡田　奈那美 1，嶋田　洋徳 3

1 早稲田大学大学院人間科学研究科，2 日本学生支援機構特別研究員，3 早稲田大学人間科学学術院

PB-27 大学生における社会性と情動の学習プログラムの評価指標の開発
○北見　由奈 1，八田　直紀 2

1 湘南工科大学，2 神奈川大学
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PB-28 日本語版 Five Facet Mindfulness Questionnaire 短縮版の作成と妥当性の検討
○髙橋　徹 1,2，齋藤　順一 3，藤野　正寛 4，佐藤　誠之 5，熊野　宏昭 6

1 早稲田大学大学院人間科学研究科，2 日本学術振興会特別研究員 DC， 
3 早稲田大学総合研究機構応用脳科学研究所，4 京都大学大学院教育学研究科， 
5 早稲田大学人間科学部，6 早稲田大学人間科学学術院

▲

  ポジティブ感情、Well-being  座長：田中　豪一（札幌医科大学）

PB-29 学習動機づけの年代差が幸福感に及ぼす影響についての検討
○小嶋　佑介

淑徳大学大学院総合福祉研究科

PB-30 自己認識のポジティビティと QOL，及びストレス - コーピングとの関連性
○齊藤　祐一 1，津田　彰 2，石橋　香津代 3，田中　芳幸 4，伏島　あゆみ 5

1 久留米大学心理学研究科，2 久留米大学文学部，3 久留米大学心理学研究科， 
4 京都橘大学健康科学部，5 金沢工業大学基礎教育部

PB-31 大学生におけるポジティブ反芻が精神的健康に与える影響
○合津　ゆり，三浦　正江

東京家政大学大学院人間生活学総合研究科臨床心理学専攻

PB-32 自己認識のポジティビティと気分，及びストレスの自覚との関連性
○石橋　香津代 1，津田　彰 2，堀内　聡 3，米田　健一郎 4，松田　英子 5，津田　茂子 6

1 久留米大学心理学研究科，2 久留米大学文学部，3 岩手県立大学社会福祉学部， 
4 医療法人恵愛会柳井病院，5 東洋大学社会学部，6 帝京科学大学医療科学部

PB-33 児童を対象とした「強み」介入の効果検証 
－タブレットを用いて－

○太田　裕子 1，竹中　晃二 2，松井　智子 2，渡辺　紀子 1，吉田　椋 1，王　偉玲 1，高木　良奈 1

1 早稲田大学大学院人間科学研究科，2 早稲田大学人間科学学術院

PB-34 自己認識のポジティビティと気分，及びストレス ‐ コーピングとの関連性
○森　聖菜 1，津田　彰 2，石橋　香津代 1，三原　健吾 3，岡村　尚昌 3

1 久留米大学心理学研究科，2 久留米大学文学部，3 久留米大学高次脳疾患研究所

PB-35 大学生における過剰適応傾向と心理的ウェルビーイングとの関連性
○山下　尚夏 1，三原　健吾 2，岡村　尚昌 2，津田　彰 3

1 久留米大学心理学研究科，2 久留米大学高次脳疾患研究所，3 久留米大学文学部

PB-36 大学生における人格的成長感はノルアドレナリン神経系及び内分泌系機能に寄与する
○三原　健吾 1，岡村　尚昌 1，津田　彰 2

1 久留米大学高次脳疾患研究所，2 久留米大学文学部

PB-37 大学生競泳選手の主観的幸福感とストレス反応及び心理的競技能力との関連性
○栗木　明裕 1，岡村　尚昌 2，田場　昭一郎 3，和田　匡史 4，津田　彰 5

1 筑紫女学園大学現代社会学部・久留米大学大学院心理学研究科，2 久留米大学高次脳疾患研究所， 
3 福岡大学スポーツ科学部，4 国士舘大学理工学部，5 久留米大学文学部

（ 31 ）



ポスターセッション
9 月 29 日（日）　在籍責任時間　11：30 ～ 12：30　【Ｄ会場（ロビー）】

▲

  ストレスと健康  座長：岸　　太一（京都橘大学）

PC-01 ストレス認知の個人差に関する検討
○山野　恵美

理化学研究所科技ハブ産連本部　健康生き活き羅針盤リサーチコンプレックス推進プログラム    
規計測開発チーム

PC-02 資質的・獲得的レジリエンスとソーシャルスキルが精神的健康に及ぼす影響
○奥野　洋子

近畿大学総合社会学部

PC-03 新任教師の完璧主義傾向とリアリティ・ショックおよびメンタルヘルスとの関連
○松永　美希 1，古谷　嘉一郎 2，中村　菜々子 3，三浦　正江 4

1 立教大学現代心理学部心理学科，2 北海学園大学経営学部経営情報学科，3 中央大学文学部心理学専攻， 
4 東京家政大学人文学部心理カウンセリング学科

PC-04 大学生の生活習慣とメンタルヘルスの関連性について
○大久保　純一郎

帝塚山大学心理学部

PC-05 産学官連携による運動習慣確立プロジェクトが心身の健康および QOL に及ぼす影響
○今関　仁智，梅田　智広

奈良県立医科大学 MBT 研究所

PC-06 一般企業就労者におけるストレス反応の自己制御 
～年代と性別による比較

○佐藤　安子 1，河合　優年 2，原井　登志子 3，三好　彩 4

1 武庫川女子大学文学部心理・社会福祉学科，2 武庫川女子大学教育研究所， 
3GMO リサーチ株式会社・システム部，4 神戸市こども家庭局こども家庭支援課

▲

  女性の健康  座長：城　　佳子（文教大学）

PC-07 女子大学生の隠れ肥満における生活習慣と心理的ストレス反応の関連性
○石原　俊一

文教大学人間科学部心理学科

PC-08 月経前不快気分症とアレキシサイミアおよびセルフ・コンパッションとの関連
○金井　七星 1，鈴木　茜 1，伊與田　万実 2，今井　正司 2,3

1 名古屋学芸大学大学院子どもケア研究科，2 名古屋学芸大学ヒューマンケア学部， 
3 早稲田大学応用脳科学研究所

PC-09 女性乳がん経験者の posttraumatic growth と QOL との関連―ボディ・イメージの観点から―
○駿地　眞由美

追手門学院大学心理学部

PC-10 女性の「ときめき」に関する研究２ 
－アイカラー使用による心理・生体指標の変化－

○久世　淳子 1，杉浦　可奈 1，浅井　雛代 2，広瀬　統 2，長谷川　靖司 2，中田　悟 2

1 日本福祉大学健康科学部，2 日本メナード化粧品株式会社総合研究所

PC-11 在宅中高年肥満女性の減量行動の違いによる生活行動の検討
○井上　真弓 1，清野　純子 2，石川　利江 3

1 松蔭大学看護学部看護学科，2 帝京科学大学医療科学部看護学科，3 桜美林大学大学院
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PC-12 女性の就労とセルフコーチングスキルの検討
○石川　利江 1，松田　与理子 2，石川　志穂美 3

1 桜美林大学大学院，2 桜美林大学健康福祉学群，3 相模原市中央子育て支援センター

▲

  尺度開発  座長：大竹　恵子（関西学院大学）

PC-13 中学生・高校生版ネット／スマホ依存傾向測定尺度の開発：信頼性と妥当性の検討
○園田　明人

静岡県立大学国際関係学部

PC-14 大学生アスリート版依存性測定尺度の作成
○煙山　千尋 1，小川　千里 2

1 岐阜聖徳学園大学教育学部，2 琉球大学グローバル教育支援機構

PC-15 高齢者用セルフ・エフィカシー尺度の開発（2）
○松田　英子 1，中川　萌 2

1 東洋大学社会学部社会心理学科，2 日本社会事業大学通信教育科

PC-16 禁煙意思決定バランス尺度の開発
○山野　洋一 1,2，長谷川　芳典 1

1 岡山大学大学院社会文化科学研究科，2 立命館大学学生部

PC-17 安全文化測定尺度の開発
○兵藤　好美 1,2，田中　共子 3，三村　由典 4

1 岡山大学大学院ヘルスシステム統合科学研究科，2 岡山大学医学部保健学科　看護学専攻， 
3 岡山大学大学院社会文化科学研究科，4 宇和島市役所

PC-18 ストレスチェック評価のためのコンピュータ適応型テスト開発の試み
○岩田　昇 1，菊地　賢一 2

1 桐生大学保健医療学部看護学科，2 東邦大学理学部情報科学科

▲

  感情、認知、パーソナリティ  座長：岡村　尚昌（久留米大学）

PC-19 保育士を目指す学生の保育実習への不安調査
○伊藤　照美，岡田　真智子

愛知学泉短期大学幼児教育学科

PC-20 ダウン症児の母親が抱く出産直後と独歩獲得後の心理状況の比較ー PAC 分析を用いてー
○上地　玲子 1,2，松浦　美晴 2，岩永　誠 1

1 広島大学大学院総合科学研究科，2 山陽学園大学総合人間学部生活心理学科

PC-21 若年者の孤独感への対処が自殺リスクにもたらす影響
○伏島　あゆみ 1，津田　彰 2，田中　芳幸 3，佐藤　風悠 4，芳川　龍郎 5，児玉　渚 5，高橋　義明 6

1 金沢工業大学，2 久留米大学，3 京都橘大学，4 元，中曽根康弘世界平和研究所，5 日本財団， 
6 中曽根康弘世界平和研究所

PC-22 IPV 関係の終結・継続の意思決定に投資モデルが及ぼす影響の検討
○寺島　瞳 1，竹澤　みどり 2，宮前　淳子 3，松井　めぐみ 4，宇井　美代子 5

1 和洋女子大学人文学部心理学科，2 富山県立大学工学部教養教育センター，3 香川大学教育学部， 
4 岡山大学全学教育・学生支援機構，5 玉川大学文学部

PC-23 保育者のレジリエンスの規定要因の検討　 
～保育者養成課程の学生の保育実習を通して～

○尾野　明美，奥田　訓子
小田原短期大学保育学科

PC-24 視覚探索課題遂行時のフローとメンタルワークロードと心拍数の関連
○本多　麻子

東京成徳大学応用心理学部健康・スポーツ心理学科
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PC-25 学生アスリートの首尾一貫感覚とグリットの関連要因
○谷木　龍男

清和大学法学部

ポスターセッション
9 月 29 日（日）　在籍責任時間　14：00 ～ 15：00　【Ｄ会場（ロビー）】

▲

  学生支援  座長：石川　利江（桜美林大学）

PD-01 大学におけるセクシュアルマイノリティ学生支援の様相
○松井　めぐみ

岡山大学高大接続・学生支援センター

PD-02 マインドフルネス授業に対する評価に関連する個人要因
○西垣　悦代，藤村　あきほ

関西医科大学医学部心理学教室

PD-03 大学生の睡眠習慣と睡眠感・精神的健康との関連
○城　佳子

文教大学人間科学部心理学科

PD-04 中学校生徒の欠席日数の実態ならびに多日数欠席の新規発生に関わる因子の縦断的検討
○長野　真弓 1，足立　稔 2

1 福岡女子大学国際文理学部，2 岡山大学大学院教育学研究科

PD-05 大学生における対人スキル・コーチング教育の効果検討 
――授業前後の比較――

○神庭　直子 1，松田チャップマン　与理子 1，石川　利江 2

1 桜美林大学健康福祉学群，2 桜美林大学大学院心理学研究科

▲

  就労者のストレスと健康  座長：井澤　周平（労働安全衛生研究所）

PD-06 離職した介護支援専門員の復職促進要因の検討
○細羽　竜也

県立広島大学保健福祉学部人間福祉学科

PD-07 糖尿病患者の療養行動変容させるための家族への看護師の関わり
○光木　幸子 1，山野　洋一 2，當目　雅代 1

1 同志社女子大学看護学部，2 岡山大学大学院社会文化科学研究科

PD-08 仕事の反対語は何か？： 
看護師における労働観と疲労の関連性の検討

○久保　智英 1，劉　欣々 1，城　憲秀 2

1（独）労働者健康安全機構労働安全衛生総合研究所，2 中部大学生命健康科学部保健看護学科

PD-09 ストレスチェックの拡張による包括的な職業性ストレス把握の試み
○永井　智 1，佐藤　秀行 1，髙橋　尚也 1，結城　啓太 2

1 立正大学心理学部，2 株式会社ラフール

PD-10 コーピングの違いが看護師のレジリエンスに及ぼす影響
○清野　純子 1，井上　真弓 2，石川　利江 3

1 帝京科学大学医療科学部看護学科，2 松蔭大学看護学部看護学科，3 桜美林大学大学院心理学研究科
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PD-11 医療従事者の職場状況とワーク・エンゲイジメントとの関連性
○山蔦　圭輔 1，三浦　佳代 2，竹中　晃二 3

1 大妻女子大学，2 埼玉医科大学，3 早稲田大学

PD-12 教員の感情労働に関与する要因についての質的研究
○佐藤　琢志

大阪青山大学健康科学部

▲

  ポジティブ感情、介入・実践  座長：岩野　　卓（大分大学）

PD-13 現在と理想の幸福度による若年自殺念慮の軽減可能性
○田中　芳幸 1，津田　彰 2，伏島　あゆみ 3，佐藤　風悠 4，芳川　龍郎 5，児玉　渚 5，高橋　義明 6

1 京都橘大学，2 久留米大学，3 金沢工業大学，4 元，中曽根康弘世界平和研究所，5 日本財団， 
6 中曽根康弘世界平和研究所

PD-14 つらい体験とポジティブ心理学的介入　 
(2) Sense of coherence との関連

○堀毛　裕子
東北学院大学教養学部

PD-15 プラス志向が自信バイアスに及ぼす効果の実験的検討
○益谷　真

敬和学園大学人文学部

PD-16 臨床心理専門職のバーンアウト低減に与える専門職アイデンティティの調整効果
○近藤　孝司

上越教育大学大学院学校教育研究科

PD-17 身体イメージを利用した特性不安高レベル者の支援
○今野　紀子

東京電機大学システムデザイン工学部

PD-18 メンタルヘルス問題の予防に果たす自助方略の検討 
―予備研究―

○竹中　晃二 1，渡辺　紀子 2，吉田　椋 2，松井　智子 1

1 早稲田大学人間科学学術院，2 早稲田大学人間科学研究科，3 早稲田大学人間科学研究科， 
4 早稲田大学人間科学学術院

PD-19 思春期女子生徒へのメンタルヘルスリテラシー教育プログラムの実施とその効果
○佐瀬　竜一 1，太田　正義 1，伊東　明子 1，毛利　智果 2，岡本　典子 2，石村　佳代子 3

1 常葉大学教育学部，2 常葉大学健康科学部，3 一宮研伸大学看護学部

PD-20 知的・発達障害者のキャリアを支える就労支援モデルの検討
○奥田　訓子 1,2，佐野　友美 2，酒井　一博 2，斉藤　進 2

1 小田原短期大学，2 大原記念労働科学研究所

▲

  高齢者、健康教育、健康政策  座長：長田　久雄（桜美林大学）

PD-21 男性高齢者のライフレビュー面接における過去の明かし方に関する一考察
○林　智一

香川大学医学部臨床心理学科

PD-22 在宅高齢者の社会的ネットワークと睡眠状況の実態 - 前期・後期高齢者別の検討 -
○島田　今日子

田園調布学園大学人間福祉学部社会福祉学科介護福祉専攻

PD-23 高齢者の主観的 well-being とストレス・コーピングの関連に関する考察
○中嶋　励子

敬愛大学国際学部・非常勤講師
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PD-24 医療について患者および家族が望むこと
○高井　範子

大阪行岡医療大学

PD-25 新任教師の援助要請行動に影響を与える要因の検討
○中村　菜々子 1，松永　美希 2，古谷　嘉一郎 3，三浦　正江 4

1 中央大学文学部心理学専攻，2 立教大学現代心理学部心理学科，3 北海学園大学経営学部経営情報学科， 
4 東京家政大学人文学部心理カウンセリング学科

PD-26 拡張版計画的行動理論に基づく大学生のインフルエンザワクチン接種行動意図の検討
○山本　隆一郎，今泉　結

江戸川大学社会学部人間心理学科

▲

  感情、認知、パーソナリティ  座長：矢島　潤平（別府大学）

PD-27 大学生アスリートのハーディネスが感情調節に及ぼす影響
○長谷川　賢典 1，川田　裕次郎 1,2，堀本　菜美 1，牧　佑弥 1，中村　美幸 1,3，野栗　立成 1， 

山口　慎史 3，室伏　由佳 1,2，柴田　展人 1,2,3

1 順天堂大学大学院スポーツ健康科学研究科，2 順天堂大学スポーツ健康科学部， 
3 順天堂大学スポーツ健康医科学研究所

PD-28 大学生アスリートにおける感情調節が食行動異常に及ぼす影響
○細川　峻 1，川田　裕次郎 1,2，堀本　菜美 1，牧　祐弥 1，中村　美幸 1,3，野栗　立成 1，山口　慎史 3， 

室伏　由佳 1,2，柴田　展人 1,2,3

1 順天堂大学大学院スポーツ健康科学研究科，2 順天堂大学スポーツ健康科学部， 
3 順天堂大学スポーツ健康医科学研究所

PD-29 怒りとコーピング及び QOL の関係性 
―コーピングの選択理由に着目して―

○板垣　俊哉，木村　友美，宮崎　球一
上越教育大学大学院学校教育研究科心理臨床コース

PD-30 大学生アスリートにおける BDNF Val66Met 多型が反すう思考に及ぼす影響
○中村　美幸 1,2，川田　裕次郎 3，山口　慎史 2,3，室伏　由佳 3，広沢　正孝 1,3，柴田　展人 1,2,3

1 順天堂大学大学院スポーツ健康科学研究科，2 順天堂大学スポーツ健康科学医科学研究所， 
3 順天堂大学スポーツ健康科学部

PD-31 大学生アスリートの感情調節が抑うつ症状に及ぼす影響
○加藤　勇志 1，川田　裕次郎 1,2，堀本　菜美 1，牧　佑弥 1，中村　美幸 1,3，野栗　立成 1， 

山口　慎史 3，室伏　由佳 1,2，柴田　展人 1,2,3

1 順天堂大学大学院スポーツ健康科学研究科，2 順天堂大学スポーツ健康科学部， 
3 順天堂大学スポーツ健康医科学研究所
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抄　録　等





9月28日（土）13：45 ～ 14：45　【Ａ会場（1311・1312教室）】 基調講演

私は有り、私は無いこと	
―意識と実在をめぐるヘーゲルとW・ジェイムズ、D・ハーディングの見解から―

 
 
 
 
 

帝京科学大学

冲　永　荘　八

　「われ思う、ゆえにわれあり」というデカルトの言葉は、私たちが自分たちの存在を疑い得ないという思
想を象徴化している。しかしそれは今生きているという現実を絶対的な中心とすることで、反対に私たちの
居ない状態である死を異質化させる思想にもつながる。そしてここから、私たちはどこから来て、どこへ行
くのか、という謎も生じる。私の存在をここに前提にするならば、私がかつて居たところと、これから赴く
ところが必然的に問題化するからである。プラトンが哲学のはじまりに位置づける存在の驚きとしての「タ
ウマゼイン」も、存在を中心とした上でそれ以外を異質化させることで生じると考えられる。
　しかしこの存在の謎は、何かが存在するという前提を問い直すことで、異なった姿に変容し得るだろう。
それは、「AはAであって他の何物でもない」という、存在としてのAを前提とする論理への根本的な反省で
ある。ここから「Aは非Aである」という論理をどこまで許容できるかが問われてくる。そしてこの論理への
反省は西洋哲学の伝統の中でも見られる。それをまず本発表ではヘーゲルの「矛盾」をめぐる考察の中に見
出す。
　だがヘーゲルでは存在であり無である次元は消極的な状態でしかなく、存在と無の矛盾を止揚する積極的
次元ではない。反対にその次元を、存在と無の根本的矛盾を無効化する次元、つまり「Aは非Aである」矛盾
をも消去させる積極的な次元と見なした思想として、W・ジェイムズの純粋経験説を位置づけ直すことがで
きる。しかも彼はこの矛盾とその消去を我々の意識の基本的な様態として見出し、さらにこの矛盾に対して
合理的な知によってではなく、合理性から離脱することによる解決を試みた。それは彼が、意識の存在と無
との矛盾に、概念によってではなく、概念を無効にすることによって調停を試みたことを意味する。しかし
彼にはこの純粋経験の文脈で、生死の矛盾を解決する試みはなかった。
　これに対して、自分が存在し存在しないという自己存在の矛盾的な実在性を、生と死との区別の消滅とし
て、しかも実体験によって直接に会得させようとしたのがD・ハーディングの試みだった。これは私の存在と
いう観念、そして私の死や無という観念が、事物を客観化する様式から成り立つ一方、私という主観に対し
てはその様式が成立せず、したがって私の存在ということは実は不成立、つまり私は「無頭」であるという
洞察に基づいている。
　三者に共通して、「自者」というのは実在の姿ではなく、すでに実在の抽象であり、矛盾はこの抽象を実
在そのものとして見誤ることから生じたという考えがある。この「それ自身の他者」を実在の姿と見なす考
えは、「私」の存在の謎や死後の謎のような形而上学的な問題を、「自者」を実在と見なすことから派生し
た問題としてとらえ直し、形而上学的な謎の根拠自体が解消された地平に戻るものである。そこでは存在と
無の超越、生と死の超越が、実在の最も一般的な次元として位置づけられることを確認したい。

おきなが　しょうはち
京都大学大学院人間・環境学研究科博士後期課程修了　
博士（人間・環境学）
帝京女子短期大学（現帝京大学短期大学）講師、
帝京大学助教授、教授を経て、現在帝京科学大学学長　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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9月29日（日）11：10 ～ 11：55　【Ａ会場（1311・1312教室）】 教育講演

産学共同研究による健康支援シューズの開発	
―靴で中高年者のQuality	of	lifeを高めたい―

 
 
 
 

京都橘大学健康科学部 
アシックス商事株式会社ニーズアップアドバイザー

村　田　　　伸

　高齢化が加速しているわが国では、要支援および要介護者の増加が介護保険料や医療費増大の大きな問題
となっている。関節疾患は、高齢者が要支援となる基礎疾患の第１位であり、なかでも変形性関節症は中高
齢者の生活の質（Quality of life；QOL）を著しく低下させる。現在、わが国における変形性膝関節症者は、
有痛者数で約800万人、レントゲン写真で診断される変形性膝関節症者の数を合わせると、2,530万人（男
性860万人，女性1,670万人）と推定されている。
　変形性膝関節症の発症および増悪に関連する因子は、加齢・肥満・遺伝的要因に加え、その多数を占める
内側型変形性膝関節症では歩行時の膝関節内反モーメントの増加や膝関節内反動揺の増大が明らかになって
いる。これら歩行中に加わる膝関節のメカニカルストレスは、内反変形とともに関節の内側への荷重を増大
させ疼痛を増強させる因子であることから、変形性膝関節症の治療において重要視されている。
　そこで演者らは、靴のミッドソールとアウターソール部分に改良を加えて、膝関節内反動揺を軽減させる
構造の靴（膝内反軽減シューズ：KNEESUP）（図1）を考案した。これまでに変形性関節症患者を対象に実験
した結果、①膝内反軽減シューズが歩行立脚期の膝内反動揺を軽減できること（電磁センサー式3次元空間
計測装置で検証）1）、②膝内反軽減シューズを履いて歩くとストライド長や歩幅が有意に広がり歩行速度が
速まること（シート式歩行分析装置で検証）2）、③1 ヶ月間履いて生活してもらうと膝の疼痛が軽減し、QOL
が向上すること（Japan knee osteoarthritis measure；JKOMで検証）3）を確認した。
　学会当日には膝内反軽減シューズに加えて、これまでにアシックス商事株式会社と共同開発した「高齢者
のバランスを高めるシューズ」や「足が浮腫みにくいパンプス」についても紹介する。また、産学共同研究
に至った経緯や「靴で中高年者のQOL を高める」
可能性について提案したい。

1）甲斐義浩，村田　伸・他：変形性膝関節症患者の
膝内反動揺を軽減できる運動靴の開発．総合リハビ
リテーション, 46(11): 1087-1092, 2018. 
2）村田　伸,甲斐義浩・他：変形性膝関節症患者に
対する膝内反軽減シューズの効果：歩行に及ぼす影
響．保健の科学, 60(5): 349-354, 2018.
3）安彦鉄平，村田　伸・他：内側型変形性膝関節症
患者に対する膝内反軽減シューズの患者立脚型QOL
に関する効果．ヘルスプロモーション理学療法研究, 
8(2), 71-75, 2018.

ムラタ　シン
学歴：昭和61年3月：長崎リハビリテーション学院卒業（理学療法士免許取得）
　　　平成12年3月：仏教大学通信教育学部社会福祉学科卒業　学士（社会学）
　　　平成15年3月：佐賀医科大学大学院医学系研究科看護学専攻（修士課程）修了　修士（看護学）
　　　平成18年3月：久留米大学大学院心理学研究科心理学専攻（後期博士課程）修了　博士（心理学）
職歴：11年間、理学療法士として病院で勤務した後、第一福祉大学、姫路獨協大学、西九州大学を経て現職である京都橘大学に勤務している。

図1　開発した膝内反軽減シューズの構造と機能
ミッドソール後足部内側の独立部材に空洞意匠を施した。
踵接地時に後足部内側が撓んで、機能的下肢軸が垂直方向
に変位することにより膝関節への負担軽減を可能にした。
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9月29日（日）13：00 ～ 13：45　【Ａ会場（1311・1312教室）】 教育講演

自殺で身近な方を失うことのない社会に向けて	
〜日本財団・自殺意識調査から

 
 
 
 
 

公益財団法人　中曽根康弘世界平和研究所

髙　橋　義　明

　日本での自殺者数は2006年自殺対策基本法成立以降、3.4万人（2003年）をピークに減少しているもの
の、依然として1日あたり60人、年間2.1万人が自殺で亡くしている。そうした中、日本財団では、「日本財
団いのち支える自殺対策プロジェクト」の一環として、自殺対策の必要性について社会の機運を醸成し、自
治体や民間団体による施策や事業を促進することを目的として、2016年から毎年、自殺意識調査を実施し
ている。第１回から全国の男女の中から各都道府県人口に比例して抽出した同一対象者に回答をお願いして
いるパネル調査（第１回n=40,436）に加えて、第３回では18 ～ 22歳を対象とした補充調査（n=3,126）
を行った。
　これまでの調査から主要結果をまとめると、自殺の全体像を把握することを主とした第１回調査では、
1)今まで本気で自殺したいと考えたことがある（自殺念慮）者が４人に１人と多いこと、2)自殺未遂の経験
者（年間）は推計53.5万人に達すること、3)若い者ほど自殺念慮・未遂の経験していること、4) ５人に１人
が家族、友人、会社の同僚などを自殺で亡くしていたこと、などが明らかになった。第２回、第３回調査で
は同一対象者を追跡するパネル調査だから分かる利点を生かして時系列変化や因果関係の推定を行った。そ
の結果、5)仕事をしている者については男性なら８時間、女性なら７時間くらいの睡眠時間を確保すること
が念慮・未遂の抑制につがなること、6)従来から言われていた精神疾患だけでなく、てんかん、肝臓病、子
宮筋腫などの婦人病、胃潰瘍などのストレス性疾患など身体的な持病が自殺念慮を抱かせる要因となってい
ること、7)居住地域に住み続けたい気持ちと地域住民と挨拶しあえる「ほどよい関係」が念慮から解放させ
ること、8)恋人、家族を自殺で亡くした者はその直後から自殺念慮・未遂を誘発し、注視が必要であること、
などが分かった。さらに、３回の調査の推移をみると、9)自殺念慮を抱いていた者の３人に２人は1年後も同
じ気持ちを抱き続けている、10)自殺未遂経験者では半数から8割近くが自殺未遂を続けている、など死にた
い気持ちが解消されずにいることが明らかになった。
　第３回では上述の通り、補充調査を行い、若年層の自殺にも焦点を当てた。その結果、11)既存の公的統
計に反していじめが自殺念慮・未遂の最大原因であること、12) ６割近くがスクールカウンセラーなど心理
専門職への相談にレッテル貼りを恐れ、抵抗感を感じていること、13)主要な相談相手は両親・祖父母、友
人、恋人などであること、がわかった。
　当該パネル調査は自殺研究で世界でも有数の規模を誇る貴重な研究となっており、これまでは自殺の原因
の究明に重点をおいてきた。今後は自殺防止に資する新たな知見を関係者に示していけることを願ってい
る。

タカハシ　ヨシアキ
略歴：University College London（MSc in Public Policy）、University of Southampton（MSc in International Financial Markets）、早稲田大学博
士後期課程修了（博士（学術））。経済企画庁入庁後、OECD産業科学局主査、内閣府国民生活局調査室長、筑波大学システム情報系社会工学
域准教授などを経て、平成28年4月より現職。2016年から日本財団自殺に関する意識調査アドバイザリーボードリーダー。2019年から
International Society for Quality of Life Studies副会長。
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若手健康心理学者からみる健康心理学における 
社会連携の可能性 

第 6 回ヤングヘルスサイコロジストの会シンポジウム 
 

企画者   ヤングヘルスサイコロジストの会 
司会者   中村美幸（順天堂大学大学院） 
話題提供者 松田晃二郎（九州栄養福祉大学） 
話題提供者 三原健吾（久留米大学） 
話題提供者 堀本菜美（順天堂大学大学院） 
話題提供者 樋田琴乃（大妻女子大学大学院） 
指定討論者 森下久美（桜美林大学大学院） 
 

 
企画趣旨  
 本シンポジウムのテーマは「若手健康心理学者からみる健

康心理学における社会連携の可能性」である。 
 学問の社会連携の形態は，大学等の研究機関と民間企業に

おける共同研究・受託研究事業といった研究活動や，教育プ

ログラムの開発といった教育面での連携など多様である。ま

たその意義は，社会的課題の実態把握・解決や，研究者側の

新たな目的意識，独創的コンセプトの獲得に貢献する（文部

科学省，2003）。 
 しかし近年，研究成果の社会還元が停滞傾向にあることが

指摘されている（文部科学省，2018）。その背景には，研究機

関と企業や地域組織との繋がりが弱いこと，社会的課題への

目的意識やアプローチが不的確であること，得られた知見や

開発したシステムの普及戦略が不十分であることなどがある。 
 健康心理学では，健康への多種多様なアプローチの構築を

目指す上で，この課題とどのように向き合うべきだろうか。

どのように社会との繋がりをもち，研究成果を還元し，さら

に実践活動においてそれを深めることができるのか。これか

らの社会に向け，考え，そして実践することが重要である。 
 第 6 回目となる本シンポジウムでは，健康心理学という応

用学問が持つ社会連携の可能性について，若手健康心理学者

が取り組む研究や実践活動を通じて，多くの研究者，臨床家，

実践家と社会連携の可能性を広げていきたい。 
 
話題提供者 松田晃二郎（九州栄養福祉大学） 
 話題内容「スポーツ選手におけるイップスの経験と心理的

変容」 
 イップスとは，元来，ゴルフのパッティング時に認められ

る筋緊張や筋硬直などを指す用語であったが，近年では，野

球やクリケット等の種々のスポーツ種目で類似の運動障害が

確認されている (Papineau, 2015)。また，イップスの症状は，

長期的に現れ，最悪の場合，スポーツ選手を引退にまで追い

込む可能性が指摘されている (Philippen et al., 2012)。このよ

うなスポーツ選手に及ぼす影響力の多大さゆえに，イップス

研究者はこれまで，イップスの経験がスポーツ選手に及ぼす

否定的な影響の理解とその対処法の検討に尽力してきた 
(Bell et al, 2011)。しかしながら，私は，先行研究の考証を進

める中で，「イップスの経験は必ずしも全てのスポーツ選手に

とって否定的な影響をもたらすのだろうか」といった疑問を

持つようになった。このような疑問に端を発し，私の研究で

は，イップスの経験に伴った否定的な心理的変化だけではな

く，肯定的な心理的変化に着目し，研究を進めている。実際，

スポーツ場面における種々のストレスフルな経験 (スポーツ

傷害など) は，スポーツ選手が肯定的な心理的変化を遂げる

契機になりうるという報告が散見される  (中村ら , 2018; 
Tamminen et al., 2013) 。 
 このようなストレスフルな経験に伴った肯定的な変化の実

態を明らかにしていくことは，ストレスフルな経験に苦しむ

スポーツ選手に対するサポートを行う上での有益な情報提供

を可能にする。また，スポーツ場面における多様なストレス

フルな経験に伴った肯定的な変化は，日常生活での困難な出

来事に対する考え方や対処の様を肯定的に変化させる可能性

も否定できない。 
 本シンポジウムでは，以上のような点を踏まえ，健康心理

学の視点から最新の研究知見および今後の展望に関して論じ

たい。 
 
話題提供者 三原健吾（久留米大学） 
 話題内容「well-being が生物心理学的ストレス反応に与え

る影響」 
 近年，健康-病気の結果を左右するポジティブな心理的要因

として well-being が注目されている。well-being はストレスや

抑うつ気分，身体疾患の緩和など現在の心身の健康状態ばか

りでなく，将来の心血管疾患発症の予防や寿命の長さなど適

応的役割を有する。その well-being と健康-病気の結果の背後

には神経系，内分泌系，免疫系といった生理的機能が密接に

関与している。それゆえ，well-being の生物心理的基礎過程

を明らかにすることは，疾病の予防や積極的な健康づくりに

おいて極めて重要である。また，欧米では，基礎研究に加え，

well-being に積極的に働きかけた健康開発的な介入実践も進
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められている。例えば，習慣的に感謝の気持ちを記すことで，

主観的な睡眠の質と拡張期血圧が改善することが明らかにさ

れている（Jackowska et al., 2015）。これらの研究は，社会に

貢献できる基礎と臨床の橋渡し研究としての役割を担うと考

えられる。 
 我々の研究では，理論的，実証的に区別される 2 タイプの

well-being，すなわち hedonic well-being（ポジティブ感情や人

生満足感などの快楽的側面）と eudaimonic well-being（人生の

目的や自己成長感などの実存的側面）が唾液中コルチゾール

や s-IgA などの心理生物学的反応とどのように関連するのか

日常生活場面及び実験室場面で調べた。その結果，eudaimonic 
well-being は，コルチゾール，ノルアドレナリンの低さと関

連することや，急性ストレス負荷後のノルアドレナリン神経

系及び副交感神経活動の回復の早さに影響を与えることが明

らかとなった。 
 本シンポジウムでは，ストレス過程における well-being の

生物心理的機能について，我々の研究や最新の研究知見を紹

介しながら，今後の健康心理学研究や社会連携の在り方につ

いて論じたい。 
 

話題提供者 堀本菜美（順天堂大学大学院） 
 話題内容「青年期の運動部活動におけるハラスメント問題

の解決に向けて：認知尺度の開発による今後の発展」 
 近年，運動部活動における指導者からの暴力や暴言などの

立場を利用した嫌がらせが問題視されている。暴力などの体

罰においては，高校生の自殺などにより，スポーツ指導の場

で長年体罰が容認，放任されてきたことに厳しい目が注がれ

るようになった（西山，2014）。体罰は法律で禁じられた行為

であり，文部科学省も実態調査等を行なっている。実態調査

より，2012 年度に 6721 件だった体罰件数が，2017 年度には

773 件に減少しているが，根絶に至っていない。また，文部

科学省（2013）は「運動部活動での指導のガイドライン」に

おいて体罰等の許されない指導の例を挙げており，パワーハ

ラスメントと判断される言葉や態度による脅し，威圧・威嘘

的発言や行為，嫌がらせ等を行うというものも明記している。

これらの問題から，体罰問題に関する研究が取り上げられて

おり，体罰行為の実態把握や体罰への認識調査が行われてい

るが，具体的に選手がどのような行為をパワーハラスメント

と認識しているのかは明らかになっていない。 
 これらの問題点の解決策として，暴力行為以外の指導者か

らの嫌がらせを明らかにし，現在不明瞭である運動部活動に

おけるパワーハラスメントの環境要因や，選手個人の要因と

の関連を検討する際にも有力な指標となる尺度の開発が急務

であると考えられる。尺度を用い，青年期の運動部活動にお

ける指導者からのパワーハラスメントについての実態を把握

することができれば，パワーハラスメントと認知される行為

について，指導現場へ具体的に明示することができると考え

られる。 
 本シンポジウムでは，尺度作成時の調査で明らかとなった

運動部活動におけるパワーハラスメントの実態を踏まえ，健

康心理学の観点から教育現場や運動部活動に関わる行政への

アプローチ方法や今後の運動部活動指導の課題などについて

論じる。 
 

話題提供者 樋田琴乃（大妻女子大学大学院） 
 話題内容「月経随伴症状に対する連携支援の現状と課題」 
 月経とは，「周期的に繰り返され，かつ限られた日数で自然

に終わる子宮からの出血」と定義され（松本，2004），女性の

健康のバロメーターとなるなど，重要な役割を果たす一方で，

下腹部痛・腰痛をはじめ，頭痛，吐き気，憂うつ，情緒不安

定感などの随伴症状があり（日本産婦人科学会・日本産婦人

科医会，2011），こうした月経随伴症状は身体的精神的ストレ

ッサ―となり，抑うつなどの精神的健康に影響を及ぼすこと

が報告されている（服部ら，1998）。21,477 人の女性を対象に

実施された大規模な調査によると，月経随伴症状による労働

損失を合計すると，社会経済的な損失は年間 6,828 億円にも

のぼると想定されている（Tanaka et al，2013）。このことか

ら，月経随伴症状の影響は女性だけでなく，社会全体の重大

な問題であり，月経随伴症状の適切で有効な治療，対処につ

いて検討することは急務であるといえる。 
 月経随伴症状に対する主な治療法として，非ステロイド性

抗炎症剤（NSAIDs）が広く有効とされる他，鎮痙剤や経口避

妊薬（低用量ピル）などの薬物療法が幅広く使われているが

（相良，2009），一方で薬物の副作用に不安を抱く人が多いこ

とも指摘されている（服部ら，2001）。以上から，月経随伴症

状の治療及び対処として，薬物療法が有効とされる半面，副

作用やコストなど問題点も挙げられ，月経随伴症状と心理的

状態との関連性ついて指摘されていることからも（松本，20
04），薬物療法と併せた心理的介入が必要である。 
 しかしながら，月経随伴症状に関する介入研究の多くは，

医学的・看護学的見地に基づく研究が多く，月経随伴症状を

心理学的知見から捉えた研究は数少ないのが現状である。こ

うした専門間での知見の差異は，多職種連携が求められる中，

葛藤を生む要因となることも考えられるため，共通の包括的

な支援アプローチシステムが重要となるであろう。 
 本シンポジウムでは，月経随伴症状を抱える女子学生の心

理学的特性・状態を示した上で，多職種連携の視点から，月

経随伴症状に対する支援の課題や展望について論じたい。 
 
利益相反開示：本シンポジウムにおける発表に関連し，開

示すべき利益相反関係にある企業などはありません。 
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健康と病気への生物心理社会モデルに 

基づいた多様な健康心理学的研究 
 

企画者 矢島潤平（別府大学）・三原健吾（久留米大学） 

司会者 矢島潤平（別府大学） 

話題提供者 田中豪一（札幌医科大学） 

 中田光紀（国際医療福祉大学） 

 長野祐一郎（文京学院大学） 

 岡村尚昌（久留米大学） 

 

企画趣旨 

平成 27 年（2015 年）9 月に公認心理師法が成立し，

平成 30年（2018年）9 月に第 1 回公認心理師試験が実

施され，平成 31 年（2019年）に国家資格である公認心

理師が誕生した。それに伴い，改めて健康と病気なら

びにストレスを総合的，全体的に捉える生物心理社会

モデルが大きく注目されるようになった。生物心理社

会モデルとは，個人の発達や身体的・精神的健康に影

響するさまざまな要因を，「生物」「心理」「社会」とい

う 3 つの側面でまとめ，効果的な研究や介入を行うた

めの枠組み・考え方である。 

現在のストレスや健康に関する研究は，心身相関の

メカニズムの解明を重要視するようになった。特に，

ストレス関連疾患の発症に影響する心理社会的ストレ

スに関する心身相関の生物学的な解明である（津田・

岡村，2006）。健康心理学は「人間の健康をとりまく問

題を総合的に取り扱う」行動科学であり，とくに身体

的健康も含めた健康と病気の背景となる生物心理社会

学的要因の影響とそのメカニズムを理解し，健康を支

援する専門的学問である。そのため，健康心理学にお

いて生理学的メカニズムの理解は科学的根拠に基づい

た専門的な健康支援活動を実践する上で，非常に大切

である。 

そこで本シンポジウムでは，生理学的指標を用いた

健康心理学の基礎及び実践研究者に最新研究を紹介し

ていただき，健康と病気の基礎研究と臨床研究におけ

る応用とを結びつけるための重要な役割として，今後

の健康心理学の展開について議論する。 

 

 

話題提供者 田中豪一 

臨床血管内皮機能検査の開発と健康心理学への応用可

能性 

血管内皮機能は，数十年の長い経過で進行していく

動脈硬化の最早期に障害されるが，高血圧をはじめ糖

尿病，脂質異常症，肥満，喫煙，高齢といった循環器

系生活習慣病のほとんどの危険因子が血管機能に及ぼ

す影響をトータルに反映する。その生理機序には自律

神経調節機能と内皮機能障害をつなぐ直接的な相互作

用だけでなく，様々な因子に媒介された間接的な相互

関係が関与している。発表者は橋渡し研究によって新

しい臨床内皮機能検査（RH-NPV検査）を開発してきた。

この検査は，血管のコンプライアンス（硬さの指標）

を検査する原法，脈動容積（規準化脈波容積）を一拍

毎に検査する連続法があり，後者には反応性充血を誘

導する駆血を施す部位と検査部位によって腕駆血両手

法，指駆血両手法，指駆血片手法がある（登録特許 2

件，出願特許 1件）。 

（1）医学的標準検査（RH-PAT 検査）を基準にして併

存的妥当性を検証した結果，RH-NPV 指駆血片手法は標

準検査と極めて高い相関性を示し，内皮機能障害のカ

ットオフ値（異常・境界・正常）に対する ROC 分析で

は，極めて良好な判別成績であったことから臨床的有

効性が確認された。 

（2）RH-NPV 検査原法（研究 1），腕駆血両手法（研

究 2），指駆血片手法（研究 3）を用いて，健常学生の

心理社会要因，ライフスタイル要因との関係を調べた

結果，研究１と 2では 怒り関連特性（STAXIおよび BAQ）

との有意な相関を認めた。研究 3 では，食行動質問紙

EBS の情動摂食を含む外発摂食，コヒアレンス感 SOC

下位尺度の有意味感，タイプ D 性格下位尺度の社会的

抑制との有意相関を認めた。相関性パターンの相違は，

怒りと抑うつとの関係性が腕駆血と指駆血では異なる

ためと考えられ，腕駆血では痛みにより惹起した交感

神経緊張が影響する可能性がある。 

 以上から，RH-NPV検査は医学的な妥当性が担保され，

心理社会要因との異なる関連性が判明した。血管内皮

機能 RH-NPV検査の健康心理学への応用性と有用性が示

唆される。 

 

 

話題提供者 中田光紀 

職域における精神神経内分泌免疫学研究の現在と未来 

ここ 30年の産業ストレス研究によって，働く人々の

抱えるストレス問題やその要因について多くの知見が
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司会者 矢島潤平（別府大学） 
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企画趣旨 

平成 27 年（2015 年）9 月に公認心理師法が成立し，

平成 30年（2018年）9 月に第 1 回公認心理師試験が実

施され，平成 31 年（2019年）に国家資格である公認心

理師が誕生した。それに伴い，改めて健康と病気なら

びにストレスを総合的，全体的に捉える生物心理社会

モデルが大きく注目されるようになった。生物心理社

会モデルとは，個人の発達や身体的・精神的健康に影

響するさまざまな要因を，「生物」「心理」「社会」とい

う 3 つの側面でまとめ，効果的な研究や介入を行うた

めの枠組み・考え方である。 

現在のストレスや健康に関する研究は，心身相関の

メカニズムの解明を重要視するようになった。特に，

ストレス関連疾患の発症に影響する心理社会的ストレ

スに関する心身相関の生物学的な解明である（津田・

岡村，2006）。健康心理学は「人間の健康をとりまく問

題を総合的に取り扱う」行動科学であり，とくに身体

的健康も含めた健康と病気の背景となる生物心理社会

学的要因の影響とそのメカニズムを理解し，健康を支

援する専門的学問である。そのため，健康心理学にお

いて生理学的メカニズムの理解は科学的根拠に基づい

た専門的な健康支援活動を実践する上で，非常に大切

である。 

そこで本シンポジウムでは，生理学的指標を用いた

健康心理学の基礎及び実践研究者に最新研究を紹介し

ていただき，健康と病気の基礎研究と臨床研究におけ

る応用とを結びつけるための重要な役割として，今後

の健康心理学の展開について議論する。 

 

 

話題提供者 田中豪一 

臨床血管内皮機能検査の開発と健康心理学への応用可

能性 

血管内皮機能は，数十年の長い経過で進行していく

動脈硬化の最早期に障害されるが，高血圧をはじめ糖

尿病，脂質異常症，肥満，喫煙，高齢といった循環器

系生活習慣病のほとんどの危険因子が血管機能に及ぼ

す影響をトータルに反映する。その生理機序には自律

神経調節機能と内皮機能障害をつなぐ直接的な相互作

用だけでなく，様々な因子に媒介された間接的な相互

関係が関与している。発表者は橋渡し研究によって新

しい臨床内皮機能検査（RH-NPV検査）を開発してきた。

この検査は，血管のコンプライアンス（硬さの指標）

を検査する原法，脈動容積（規準化脈波容積）を一拍

毎に検査する連続法があり，後者には反応性充血を誘

導する駆血を施す部位と検査部位によって腕駆血両手

法，指駆血両手法，指駆血片手法がある（登録特許 2

件，出願特許 1件）。 

（1）医学的標準検査（RH-PAT 検査）を基準にして併

存的妥当性を検証した結果，RH-NPV 指駆血片手法は標

準検査と極めて高い相関性を示し，内皮機能障害のカ

ットオフ値（異常・境界・正常）に対する ROC 分析で

は，極めて良好な判別成績であったことから臨床的有

効性が確認された。 

（2）RH-NPV 検査原法（研究 1），腕駆血両手法（研

究 2），指駆血片手法（研究 3）を用いて，健常学生の

心理社会要因，ライフスタイル要因との関係を調べた

結果，研究１と 2では 怒り関連特性（STAXIおよび BAQ）

との有意な相関を認めた。研究 3 では，食行動質問紙

EBS の情動摂食を含む外発摂食，コヒアレンス感 SOC

下位尺度の有意味感，タイプ D 性格下位尺度の社会的

抑制との有意相関を認めた。相関性パターンの相違は，

怒りと抑うつとの関係性が腕駆血と指駆血では異なる

ためと考えられ，腕駆血では痛みにより惹起した交感

神経緊張が影響する可能性がある。 

 以上から，RH-NPV検査は医学的な妥当性が担保され，

心理社会要因との異なる関連性が判明した。血管内皮

機能 RH-NPV検査の健康心理学への応用性と有用性が示

唆される。 

 

 

話題提供者 中田光紀 

職域における精神神経内分泌免疫学研究の現在と未来 

ここ 30年の産業ストレス研究によって，働く人々の

抱えるストレス問題やその要因について多くの知見が

蓄積された。その成果をもとに，我が国では 2015 年 12

月より「ストレスチェック」が施行されるようになっ

たが，労働の現場では仕事のストレスやメンタルヘル

スの悪化を未然に検知し，深刻な状態に陥る前にリス

クがある者を検出できる客観的・簡便なシステムの構

築が求められている。一方，仕事のストレス等の職業

要因を客観的に評価するバイオマーカー（具体的には

ナチュラルキラー細胞等の免疫細胞の機能や数，イン

ターロイキンなどの炎症マーカー，コルチゾールなど

のストレスホルモン，自律神経機能など）の研究はこ

れまでに一定の成果は得たものの，産業保健の現場で

は日常的に実用化される段階には至っていない。 

このようにストレスのバイオマーカーが必ずしも実

用化されないのは，コストの高さや侵襲を伴う（血液

の場合）などの問題点もあるが，より厳密にいえば，

ストレスのどの場面（慢性期か急性期か）を評価して

いるのか，バイオマーカーに影響する要因のコントロ

ール（日内変動や季節変動，薬物や疾患の影響，喫煙

や飲酒などの生活習慣やその他の交絡因子との関連，

測定値の系統誤差），個体差や脆弱性などの影響等，乗

り越えるべき問題が多々存在するからである。とはい

え，心理社会的ストレスを客観的に評価することは，

これからの時代はより一層重要になると思われ，今後

益々発展が期待されている。 

本シンポジウムでは，産業領域における精神神経内

分泌免疫学研究のこれまでの到達点や問題点，これか

ら目指すべき方向性について，発表者の自験例を踏ま

えて議論する。 

 

 

話題提供者  長野祐一郎 

ローコスト生体計測機器を用いた健康教育 

近年，小中高の学習指導要領にも「心の健康」とし

て各種のストレス対処法が取り上げられているが，保

健授業のみでは効果をあげることが難しい。予防医学

的な観点からは，各々が健康を維持することの重要性

を認識し，各自に適合したストレス対処法を身に付け

られるよう，ストレスマネジメント教育の推進が重要

である（竹中,1997; 津田ら, 2008）。 

ストレスマネジメント教育は，(a)ストレスの概念を

理解させる活動，(b)ストレスによる体の変化に気づか

せる活動，(c)ストレス対処方略の習得を促す活動，の

3 過程から成り立つと考えられる（竹中ら,1994）。こ

れらの内， (b)(c)については，測定機器を用いた生体

反応の視覚化が重要な役割を果たすため，精神生理学

の果たすべき役割は大きい。 

近年はオープンソース・ハードウェアである

Arduino 等を利用することで，低コスト計測が可能と

なりつつある（長野,2012; 宮西ら,2017）。実習形式の

授業やワークショップでは，低コストを活かして多数

の測定機器を用意することで，多くの参加者に測定体

験をもたらすことができ，教育効果を大きく高めるこ

とが可能である（長野,2016; 櫻井,2017）。これらの機

器を積極的に用いることで，ストレスマネジメント教

育に欠くことのできない，心身相関現象に対する気付

きの機会を，広く提供していける可能性がある。 

上記のような教育活動における応用を想定し，オー

プンソース・ハードウェア，ソフトウェアを用いた低

価格で扱いやすい生体情報計測機器の作成事例を紹介

する。また，実際にそれらの機器を用い，近隣の小学

生や高校生，大学生を対象に，心身相関現象の体験を

題材とした授業を行った事例を紹介し，教育上の効果

や実施上の注意点について報告する。 

 

 

話題提供者 岡村尚昌・三原健吾 

心身の健康に対するポジティブな心理状態の役割 

ウェルビーイングとは，心身の良好な程度を示す概

念であり（Ryff, 1989），高齢者や健常成人の健康増進

の指標として用いられている。そのため，健康心理学

における研究や実践においても，適切な指標と考えら

れる。近年，ポジティブ心理学の発展に伴い，心身の

健康や QOL に対するポジティブ感情の適応的役割が注

目されており，ポジティブな心理的状態と生物学的プ

ロセスに関する研究が注目されている。しかしながら，

我が国では唾液中バイオマーカーなどの客観的指標を

用いた生理心理学的アプローチによるポジィティブな

心理状態とメンタルヘルスとの関係性について検討し

た研究は少なく，特に健康-病気の結果を左右する重要

な媒介要因と目される睡眠との関係についての報告は

少ない。 

最近，筆者らはポジティブな心理状態がストレスや

心身の健康に与える影響について検討し，ポジティブ

な心理的状態がメンタルストレス・テストに対する心

理的・生理的反応を減弱し，基礎値への回復を促進す

ることや，Well-Being が高い人ほど寝入りまでの時間

が短く，効率的に睡眠が取れ，メンタルヘルスが良好

であることを報告してきた。そこで本シンポジウムで

は，唾液中バイオマーカーなどを用いた生理心理学的

アプローチによるポジィティブな心理状態とメンタル

ヘルスとの関係性について，健康-病気の結果を左右す

る重要な媒介要因と目される睡眠との関係も含めて，

筆者らの最近の取り組みを紹介する。 

本報告内容には，日本学術振興会科学研究費 若手研

究（B）[研究課題番号：16K17351]にて実施した研究内

容を含む。また，発表に関連し，開示すべき利益相反

関係にある企業などは該当しない。 

(Yajima Jumpei, Tanaka Gohichi, Nakata Akinori, 
Nagano Yuichiro, Okamura Hisayoshi, Mihara Kengo)

9月28日（土）10：10 ～ 11：40　【Ａ会場（1311・1312教室）】 準備委員会企画シンポジウム
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9月28日（土）10：10 ～ 11：40　【Ｂ会場（1310教室）】 協賛組織企画シンポジウム

グローカル化する地域のソーシャルワークとリハビリテーション	
The	Social	Work	and	Community	Based	Rehabilitation	at	
Glocalized	Society

企画者・司会者 山田　健司（帝京科学大学）
話題提供者 Melvin Jabar（De La Salle University）
 Johanna Zulueta（Soka University）
 Dorothy Dimaandal（Davao Regional Medical Center）

概要
　前例のない程の人口減少と高齢化が、日本社会で加速しています。そして日本を世界中が見つめている、
何が起こりつつあるのかと。国家のアイデンティティが、経済、人、物、情報そして環境などほぼすべての
分野が一体化するなかで、「グローバル」に包摂されつつあるようもみえます。この現象の究極点は、わたし
たちの生活が展開する場所、すなわち「地域=ローカル」です。これが「グローカル」の所以なのでしょう。

　このシンポジウムでは、世界トップスピードの「人口減少高齢化社会」と「グローカル」の掛け算を試み
ます。具体には、個々の地域の特性や環境を基盤に展開するリハビリ(医療、リハ、福祉、介護等の一体化)、
高齢化する日本在住外国人、グローカル社会におけるソーシャルワーク、の視点からアジア気鋭の若手研究
者たちが、掛け算を展開します。正解は出せないでしょうが、いま直面している大課題を少しでも前向きに
正視する、という試みでもあるのです。
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健康生成論再考 その 3
―大学生対象の研究から探る SOC 研究の発展可能性―

企画者 雲財 啓・齊藤誠一（神戸大学大学院人間発達環境学研究科）

司会者 福井義一（甲南大学文学部）

話題提供者 雲財 啓・齊藤誠一（神戸大学大学院人間発達環境学研究科）

話題提供者 磯和壮太朗（所属なし：大阪大学大学院人間科学研究科修了 博士（人間科学））

話題提供者 嘉瀬貴祥（立教大学現代心理学部）

話題提供者 今井田貴裕（甲南大学大学院人文科学研究科）・福井義一（甲南大学文学部）

指定討論者 戸ヶ里泰典（放送大学教養学部）

指定討論者 福井義一（甲南大学文学部）

企画趣旨

健康生成論は健康になる要因を解明することを目的とした

理論であり（Antonovsky, 1979），個人の持つ資源の活性化に
注目する観点から健康増進に寄与している（Eriksson & 
Lindström，2008）。この理論はストレス対処力，生きる力とも
称される首尾一貫感覚（Sense of Coherence：SOC）を中核に
考えられており（山崎他, 2008），この能力が高いほど健康的
とされている。しかし，SOCがどのように形成・発達し，臨
床的に活用されるかの議論が必ずしも十分ではないと考えら

れる。そこで本シンポジウムでは，大学生を中心とした研究

を出発点に，SOCの形成・発達，あるいは健康生成論の教育・
臨床への活用という観点から話題提供者らが行ってきた研究

を紹介し，SOCや健康生成論について再考する。そして，フ
ロアを巻き込みながら SOC や健康生成論研究がいかに発展
し，どのように実践的に活用されていくか議論を行いたい。

話題提供者 雲財 啓・齊藤誠一

「SOCの 3要素の変動可能性」

SOCは把握可能感，処理可能感，有意味感の 3要素から成
り立っていることが知られている（Antonovsky, 1987）。この
ような SOC の 3 要素の形成要因については，様々な観点か
ら実証的に研究されており（木村他, 2001；戸ヶ里他, 2009），
子どもの頃の成功体験が成人の SOC を高くすることが示さ
れている（戸ヶ里, 2015）。また，SOCの形成においては人生
経験をどのように特徴づけるかが肝要であるとされている

（Sagy & Antonovsky, 2000）。人生経験の特徴づけに関しては, 
一貫性の経験，バランスの取れた負荷の経験，結果形成への

参加の経験が主に検討されており，これらのように人生経験

を特徴づけることが高い SOC と関連していることが分かっ
ている（大渕, 2014）。以上から，子どもの頃の成功体験を経
て，その経験について，一貫性があり，適度なバランスで結

果に関与した経験であると特徴づけることで SOC は高くな
ることが先行研究で明らかになっている。

それでは，成功体験がなければ SOCは高くならないのだろ
うか。長期的な SOCの形成過程を実証的に検討した研究はほ
とんど見られないが，理論上は，成人になり仕事に就いてあ

る程度時間が経つ頃には SOC がほぼ一定になるとされ，ま
た，その時期までに高い SOCが形成されたとしても後の経験
次第で変化しうるとされている（Antonovsky, 1987）。つまり，
子どもの頃を成功体験なく過ごし，SOCが高くなっていなか
ったとしても，その後の形成過程によっては SOCが高くなる
とも低くなるとも考えられる。

このように，SOCが一定のところで定まるまでの期間であ
れば，人生経験をいかに特徴づけていくかによって SOCは変

動すると考えられ，人生経験の特徴づけは不変なものではな

いと推察できる。例えば，仕事に就く直前の段階である大学

生の時期の発達課題であるアイデンティティの確立には，過

去体験してきたことを肯定したり否定したりする過程が不可

欠であり，この過程を通してアイデンティティは確立される

（Erikson & Erikson, 1998 村瀬・近藤訳 2001）。このような過
程は，過去の特徴づけが変動することを示しており，人生経

験の特徴づけも同様であると考えられる。

そこで本発表では，学生を対象として過去の評価と SOCの
関連に注目して発表を行う。また，人によって成功体験の成

功が何を指すか人によって異なると考えられることから，成

功体験として対人関係を探索的に取り上げる。そして，過去

の経験の評価を改めるようなケアが健康増進の基盤である

SOCへ寄与することについて議論していきたい。

話題提供者 磯和壮太朗

「SOCを強化する教育的介入点の検討」

SOCは well-beingや心身の健康を予測する概念であり，教
育によって向上させるに足るものと考えられる。SOCを向上
させる心理社会的要因の研究が必要である（戸ヶ里, 2019）。
本発表では，SOCを向上させるために教育的介入が可能であ
ると考えられる具体的な切り口として，社会的クリティカル

シンキング（Social Critical Thinking：SCT）と，コミュニケー
ションスキル（Communication Skills：CS）の得手不得手意識
に注目した。SCTとは，社会的な場面において，誠実さと他
者を尊重する態度を持ちつつも，物事に対して探究的に思考

し，客観的で冷静な判断を下すものである（元吉, 2013）。ま
た，CSの得手不得手意識とは，当該の CSを発揮することを
得意だと思うか，不得意だと思うかを指す（藤本・大坊, 2007）。
これらと SOCとの関係について，重回帰分析と交差遅延モデ
ルを適用した研究結果を報告し，共通点について考察する。

SCTに関する研究の結果として，SCTのなかでも，人には
様々な考え方があることを意識したうえで，多様な意見に耳

を傾けるといった対人的柔軟性への志向性，対人的柔軟行動

が有意味感を高める可能性があること，高まった有意味感が

対人的柔軟性への志向性を高め，高まった対人的柔軟性への

志向性が有意味感を高める方向に作用するという，ポジティ

ブな反応連鎖を生む可能性が示唆された。一方で，把握可能

感は，情報を軽々に信じないようにすること（脱軽信）への

志向性と，他者に対して真正であろうとすること（真正性）

への志向性を低める可能性も示唆され，その点については留

意したうえで教育的働きかけを行う必要性も示唆された。

CS に対する得手不得手意識に関する研究の結果として，
CSは主に有意味感に関わっていること，対人スキルよりも，

健康生成論再考 その 3

企画者

司会者

話題提供者

話題提供者

話題提供者

話題提供者

指定討論者

指定討論者

―大学生対象の研究から探る SOC 研究の発展可能性―
雲財 啓・齊藤誠一（神戸大学大学院人間発達環境学研究科）

福井義一（甲南大学文学部）

雲財 啓・齊藤誠一（神戸大学大学院人間発達環境学研究科）

磯和壮太朗（無所属：大阪大学大学院人間科学研究科修了）

嘉瀬貴祥（立教大学現代心理学部）

今井田貴裕（甲南大学大学院人文科学研究科）・福井義一（甲南大学文学部）

戸ヶ里泰典（放送大学教養学部）

福井義一（甲南大学文学部）

企画趣旨

健康生成論は健康になる要因を解明することを目的とした

理論であり（Antonovsky, 1979），個人の持つ資源の活性化に
注目する観点から健康増進に寄与している（Eriksson & 
Lindström，2008）。この理論はストレス対処力，生きる力とも
称される首尾一貫感覚（Sense of Coherence：SOC）を中核に
考えられており（山崎他, 2008），この能力が高いほど健康的
とされている。しかし，SOCがどのように形成・発達し，臨
床的に活用されるかの議論が必ずしも十分ではないと考えら

れる。そこで本シンポジウムでは，大学生を中心とした研究

を出発点に，SOCの形成・発達，あるいは健康生成論の教育・
臨床への活用という観点から話題提供者らが行ってきた研究

を紹介し，SOCや健康生成論について再考する。そして，フ
ロアを巻き込みながら SOC や健康生成論研究がいかに発展
し，どのように実践的に活用されていくか議論を行いたい。

話題提供者 雲財 啓・齊藤誠一

「SOCの 3要素の変動可能性」

SOCは把握可能感，処理可能感，有意味感の 3要素から成
り立っていることが知られている（Antonovsky, 1987）。この
ような SOC の 3 要素の形成要因については，様々な観点か
ら実証的に研究されており（木村他, 2001；戸ヶ里他, 2009），
子どもの頃の成功体験が成人の SOC を高くすることが示さ
れている（戸ヶ里, 2015）。また，SOCの形成においては人生
経験をどのように特徴づけるかが肝要であるとされている

（Sagy & Antonovsky, 2000）。人生経験の特徴づけに関しては, 
一貫性の経験，バランスの取れた負荷の経験，結果形成への

参加の経験が主に検討されており，これらのように人生経験

を特徴づけることが高い SOC と関連していることが分かっ
ている（大渕, 2014）。以上から，子どもの頃の成功体験を経
て，その経験について，一貫性があり，適度なバランスで結

果に関与した経験であると特徴づけることで SOC は高くな
ることが先行研究で明らかになっている。

それでは，成功体験がなければ SOCは高くならないのだろ
うか。長期的な SOCの形成過程を実証的に検討した研究はほ
とんど見られないが，理論上は，成人になり仕事に就いてあ

る程度時間が経つ頃には SOC がほぼ一定になるとされ，ま
た，その時期までに高い SOCが形成されたとしても後の経験
次第で変化しうるとされている（Antonovsky, 1987）。つまり，
子どもの頃を成功体験なく過ごし，SOCが高くなっていなか
ったとしても，その後の形成過程によっては SOCが高くなる
とも低くなるとも考えられる。

このように，SOCが一定のところで定まるまでの期間であ
れば，人生経験をいかに特徴づけていくかによって SOCは変

動すると考えられ，人生経験の特徴づけは不変なものではな

いと推察できる。例えば，仕事に就く直前の段階である大学

生の時期の発達課題であるアイデンティティの確立には，過

去体験してきたことを肯定したり否定したりする過程が不可

欠であり，この過程を通してアイデンティティは確立される

（Erikson & Erikson, 1998 村瀬・近藤訳 2001）。このような過
程は，過去の特徴づけが変動することを示しており，人生経

験の特徴づけも同様であると考えられる。

そこで本発表では，学生を対象として過去の評価と SOCの
関連に注目して発表を行う。また，人によって成功体験の成

功が何を指すか人によって異なると考えられることから，成

功体験として対人関係を探索的に取り上げる。そして，過去

の経験の評価を改めるようなケアが健康増進の基盤である

SOCへ寄与することについて議論していきたい。

話題提供者 磯和壮太朗

「SOCを強化する教育的介入点の検討」

SOCは well-beingや心身の健康を予測する概念であり，教
育によって向上させるに足るものと考えられる。SOCを向上
させる心理社会的要因の研究が必要である（戸ヶ里, 2019）。
本発表では，SOCを向上させるために教育的介入が可能であ
ると考えられる具体的な切り口として，社会的クリティカル

シンキング（Social Critical Thinking：SCT）と，コミュニケー
ションスキル（Communication Skills：CS）の得手不得手意識
に注目した。SCTとは，社会的な場面において，誠実さと他
者を尊重する態度を持ちつつも，物事に対して探究的に思考

し，客観的で冷静な判断を下すものである（元吉, 2013）。ま
た，CSの得手不得手意識とは，当該の CSを発揮することを
得意だと思うか，不得意だと思うかを指す（藤本・大坊, 2007）。
これらと SOCとの関係について，重回帰分析と交差遅延モデ
ルを適用した研究結果を報告し，共通点について考察する。

SCTに関する研究の結果として，SCTのなかでも，人には
様々な考え方があることを意識したうえで，多様な意見に耳

を傾けるといった対人的柔軟性への志向性，対人的柔軟行動

が有意味感を高める可能性があること，高まった有意味感が

対人的柔軟性への志向性を高め，高まった対人的柔軟性への

志向性が有意味感を高める方向に作用するという，ポジティ

ブな反応連鎖を生む可能性が示唆された。一方で，把握可能

感は，情報を軽々に信じないようにすること（脱軽信）への

志向性と，他者に対して真正であろうとすること（真正性）

への志向性を低める可能性も示唆され，その点については留

意したうえで教育的働きかけを行う必要性も示唆された。

CS に対する得手不得手意識に関する研究の結果として，
CSは主に有意味感に関わっていること，対人スキルよりも，
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基礎スキルに関する得手意識のほうが SOC に対して影響を
及ぼしうることが示唆された。また，自己統制のスキル，特

に自分の感情をコントロールすることへの得手意識を育むこ

とは SOCを高め，高まった SOCが CSへの得手意識を高め，
さらに高まった CSへの得手意識が SOCを高めるという，ポ
ジティブな反応連鎖を生む可能性が示唆された。

2 つの研究結果に共通する点として，有意味感を高めうる
要素はいずれも対人関係にまつわるものであることが挙げら

れる。良好な対人関係を形成しうるアプローチは，有意味感

の向上に有効である可能性がある。それと同時に，有意味感

が高まることで良好な対人関係を形成するための能力も連鎖

的に高まる可能性が示唆された。一方で，今回取り上げたSCT
と CS に対する得手不得手意識は，把握可能感と処理可能感
とは関係が薄かった。また，把握可能感の高まりによって，

脱軽信と真正性に対する志向性が低下する可能性が示唆され

た。把握可能感が高まりによるネガティブな影響を避ける方

法を検討する必要があると考えられた。

話題提供者 嘉瀬貴祥

「SOCの強化を視野に入れたライフスキル・トレーニング

プログラムの開発を目指した研究の成果と展望」

学校不適応や就業困難につながる大学生における精神的健

康の低下は，解決すべき重要な問題である（e.g., 高橋他, 
2015）。精神的健康の向上に対して有効であるのが，ライフス
キルの向上を目的とした「ライフスキル・トレーニング（Life 
Skills Training：LST）」である（島井, 2002）。ライフスキルは
「日常的な課題に対して効果的に対処するために必要な心理

社会的能力」と定義され（WHO, 1997），社会情勢の変化が激
しい現代社会への適応に対する重要性が非常に高いものとな

っている。特に大学においては，学校不適応の予防など健康

的な学生生活を送る目的だけでなく，卒業後の進路決定に対

しても LSTの必要性が指摘されている（嘉瀬他, 2018）。ライ
フスキルにはストレスや自分の感情へ適切に対処するといっ

た個人的スキル，他者と効果的に関わるといった対人スキル

が含まれる。LSTでは，これらのスキルの向上（問題解決的
な認知への変容，感情調節機能や対人スキルの向上）を図る

ことで，個人が抱える認知面，感情面，行動面の問題を効果

的に解決し，精神的健康を促すことが目的とされる。

一方で SOCは，単なるストレス対処能力でなく明確かつ柔
軟な人生観であり，生涯を通じた課題解決やライフスタイル

やライフコースの形成に寄与する要因であるとされている

（Antonovsky, 1987）。つまり SOCは，精神的健康の向上のみ
ならず，LSTの主要な目的の一つであるライフキャリア（職
業経験も含んだ生涯にわたる個人の生き方に関する展望や意

味づけ）の構築とも強く関連する要因であると考えられる（嘉

瀬他, 2018）。話題提供者のこれまでの研究より，ライフスキ
ルを高めて社会生活で生じる問題の解決を促進することが，

SOC の強化につながることが示唆された（e.g., Kase et al., 
2019）。すなわち，SOCの強化を視野に入れて LSの向上を図
ることができれば，先述した諸課題に対する効果的な支援策

となる可能性がある。

そこで本発表では，介入方法の確立が課題とされる SOC
（Super et al., 2015；山崎他，2010）とは対照的に，具体的な
プログラムが複数提案されている LST に視座を置きつつ，
SOC 強化をも視野に入れたプログラムの開発を目指した研
究の成果と展望について発表することとした。ライフスキル

と SOC，さらにこれらに関連する心理的要因の関連性が明ら
かにされることで，精神的健康の長期的な維持や向上とライ

フキャリアの構築を視野に入れた，より効果的かつ包括的な

LSTプログラムの検討と実施が可能になると期待される。

話題提供者 今井田貴裕・福井義一

「健康生成論に基づいた汎抵抗資源概念の再整理の必要性」

強制収容所の生還者から見出された健康生成論では，汎抵

抗資源（General Resistance Resources：GRRs）が SOCに動員
されることによってストレス反応が緩和されると言われてい

る（Antonovsky, 1979）。健康生成論の研究では，もっぱら SOC
に注目が集まりがちであるが，話題提供者らは心理臨床にお

ける資源の概念化を進める過程で同論に出会ったため，資源

の機能の方に関心を持った。一般大学生を対象とした研究か

らは，健康生成モデルにおける 6領域（生化学的，物質的，
認知・感情的，価値態度的，対人関係的，社会文化的）のす

べての GRRsは，SOCに媒介または調整されてストレス反応
を緩和するが，ストレッサーを統制するとその効果が減弱ま

たは消失することが分かった（e.g., Imaida et al., 2017）。さら
に，本研究で用いた GRRs と，Antonovsky（1987）が想定し
た GRRs の対応関係を検討するため，GRRs の 6領域を測定
していると考えられる変数群を対象に高次因子分析を試みた

結果，生化学的 GRRsと物質的な GRRsからなる①遺伝およ
び体質・気質的 GRRs，②対人関係的 GRRs，それ以外の 3つ
の GRRsからなる③心理的 GRRsの 3つの上位概念に分類さ
れた（今井田・福井, 2019）。一般大学生における GRRsの因
子構造は Antonovsky の仮説的分類とは一部異なっていたた
め，GRRs の発達的な観点からの検討に加えて，概念の再整
理が必要であると思われる。

他方，トラウマ起因の心身症状のケアに有効とされる各種

の心理療法では，資源の開発や活性化が推奨されていること

が多いが，資源の定義やその開発方法は多岐に渡る。例えば，

Rothschild（2000）によると機能的，身体的，心理的，対人関
係的，スピリチュアルな資源を治療初期に活性化することが

推奨されており，自我状態療法（Ego State Therapy）では資源
に満ちた自我状態を活性化（Watkins & Watkins, 1997）するこ
とが，眼球運動による脱感作と再処理法（Eye Movement 
Desensitization and Reprocessing：EMDR）では両側性の刺激を
用いて達成的，関係的，象徴的な資源の開発と植え付けを行

う（Leeds, 2001）ことが，それぞれ推奨されている。また，
天才的な催眠療法家であった M. H. Ericksonの現代催眠事例
（O’ Hanlon & Hexum, 1990）からも，多様な資源の活性化が
症状の解消に直接・間接的に寄与していることが窺い知れる。

こうした心理療法実践から得られた知見も，GRRs の概念の
再整理に役立つだろう。

本発表では，一般大学生を対象とした健康生成論をめぐる

GRRs の実証的研究に，上述した心理療法の実践から得られ
た知見を統合した上で，GRRs の概念を再整理したい。健康
生成論という土台の上で，実証的研究と心理臨床実践からの

知見が相互に交流することで，両分野に何らかの実りあるフ

ィードバックが得られることを期待している。

利益相反開示；本シンポジウムの発表に関連し，開示すべき

利益相反関係にある企業などはありません。

倫理的配慮；本シンポジウムで話題提供者が報告する研究は，

全て厳格な倫理的配慮の下で実施されています。

(UNZAI Satoshi, SAITO Seiichi, ISOWA Soutarou, 
KASE Takayoshi, IMAIDA Takahiro, FUKUI Yoshikazu)
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9月28日（土）12：30 ～ 13：30　【Ａ会場（1311・1312教室）】 ランチョンセミナー

マガキ軟体部由来の機能性表示食品ワタナベオイスター
DHMBA（ディーバ）ゼリーの研究開発について

 
 
 
 
 

株式会社　渡辺オイスター研究所

渡　邉　　　貢

　我々は、マガキ軟体部抽出物（以後、マガキ抽出物）の栄養機能性は、その抗酸化能にあるとの仮説より、
酸化ストレスマウスにマガキ抽出物の経口投与による腎臓中8-hydoroxy-2’-deoxyguanosin（8-OHdG）、 
malondialdehyde (MDA)の影響を探索し、それらの有意な低下よりマガキ抽出物の抗酸化能を観察した。腎
臓中の抗酸化酵素の活性上昇は不十分であり、抗酸化酵素のみでマガキ抽出物の抗酸化作用を説明すること
は出来なかった。そこで抗酸化物質に注目し、マガキ抽出物の上澄み液分画(以後、DHMBA含有分画)を
HPLCにて抗酸化物質かもしれないピークを発見した。次いで北海道大学千葉仁志教授（当時）のご指導に
より新規抗酸化物質3,5-dihydroxy-4-methoxybenzyl alcohol（DHMBA）を同定した。
　疲労は、活性酸素の過剰な産生により細胞の蛋白質が損傷し、細胞を修復するのに必要なエネルギー・物
質が少ない状態と言われ、疲労状態における抗酸化物質の摂取は、ヒトにおいても疲労改善に有効であると
示唆されている。DHMBA含有分画を原料としたワタナベオイスター DHMBA（ディーバ）ゼリー（以下、試
験食品）を、日常生活で疲労を感じる健康成人男女に、１日4本（4本中DHMBA含有量は0.96mg）摂取す
る試験食品群とプラセボを摂取する対照群を設け、無作為化二重盲検プラセボ対照並行群間比較試験を行っ
た。4週間連続摂取し、主観的評価のPOMS-Sを行った。結果、41歳以上の被験者（試験食品群20名・対照
群22名）の層別解析で、試験食品群のF（疲労）、D(抑うつ)の変化量が、2週目、4週目に対照群と比較して有
意に低値を示し、試験食品の疲労感軽減作用、ストレス緩和作用が観察された。
　次いでDHMBA含有分画の酸化ストレス軽減作用の関与成分が、DHMBAであるか否かを検討した。初め
に、マガキ軟体部由来のDHMBA非含有抽出液とDHMBA含有抽出液（DHMBA含有量24.3㎍ /ml）を調製し
た。二つの抽出液成分の違いは、DHMBAを「含有しない」か「含有する」かの違いである。又、試験食品
の原料と動物試験のDHMBA含有抽出液の同等性を確認した。長期個別飼育にて酸化ストレスマウスを作成
し、3群に分割後、対照群には水、DHMBA無群にはDHMBA非含有抽出液、DHMBA有群にはDHMBA含有抽
出液をそれぞれ8日間経口投与（投与量は0.2ml/体重10g）した後、肝臓、腎臓、膵臓、脾臓中のMDAと腎
臓中8-OHdGと血漿中コルチコステロン値を測定した。
　結果、DHMBA有群のみで各臓器中のMDAと腎臓中8-OHdG値と血漿中コルチコステロン値の有意な低値が
認められた。DHMBAが脂質抗酸化とDNA抗酸化の関与成分であり、疲労感軽減作用とストレス緩和作用の関
与成分であることが示唆された。消費者庁からRCTにて二枚貝で初の機能性表示食品として受理された。

ワタナベ　ミツグ
役　職　平成12年12月22日 　北京大学病院活性型オイスター研究学術顧問
　　　　平成17年  1月27日 　一般社団法人　日本未病システム学会　評議員
　　　　平成18年  3月15日 　一般財団法人　かき研究所　評議員
　　　　平成18年  8月21日 　北京大学病院保健医学学術顧問
　　　　平成25年  1月 　世界かき学会　日本支部長
　　　　平成27年  6月10日 　一般社団法人　日本健康食品規格協会(JIHFS)理事
　　　　令和   1年  6月   1日 　久留米大学大学院心理学研究科　客員教授
学　歴　平成12年12月20日 　東京農業大学大学院農学研究科農学専攻 博士（畜産学）取得
　　　　平成14年10月   1日 　北海道大学大学院医学研究科 博士(医学)取得
受賞歴　平成10年  4月14日 　北京大学教育貢献賞
　　　　平成26年  7月  4日 　第39回日本睡眠学会定期学術集会 ベストプレゼンテーション賞
　　　　平成29年11月  4日 　第24回日本未病システム学会　優秀演題賞
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9月28日（土）15：00 ～ 16：30　【Ａ会場（1311・1312教室）】 準備委員会企画シンポジウム

健康長寿社会の実現に向けた健康心理学の研究推進戦略

―持続可能な産学官連携の多様な展開―

企画者 津田 彰・岡村尚昌（久留米大学）

司会者 岡安孝弘（明治大学）・津田 彰（久留米大）・

話題提供者 白瀧康人（ユナイテッド・ヘルスコミュニケーション株式会社）

渡辺 貢（株・渡辺オイスター研究所）

本田泰弘（九州看護福祉大学）

金子富美（久留米大学）

指定討論者 田中共子（岡山大学）

企画趣旨（津田 彰）

グローバル化，少子高齢化が急速に進展する今日は，

時代とも称される。 とは， （不安定さ），

（不確実性）， （複雑性），

（曖昧性）という つのキーワードの頭文字から取った予測

不能という状況を意味する。おりしも国連は 年，持続可

能な社会をつくるための開発目標（

）を定めた。 の目標の内の一つが「すべての

人に健康と福祉を」である。

わが国もまた，厚労省（ 年）が「 年を展望し，誰

もがより長く元気に活躍できる社会の実現に向けて」という

提言をまとめ，内閣府（ 年）は「 」［

（ ），ロボット，人工知能（ ），ビッグ

データ等の新たな技術をあらゆる産業や社会生活に取り入れ

てイノベーションを創出し，一人一人のニーズに合わせる形

で社会的課題を解決する新たな社会）の実現を目ざしている。

このような動向の中で，グローバルヘルスの視点（日本で，

そして世界で，人びとの健康と幸福を守る新たな社会システ

ムの構築を考える）で を行動に移していくために，健康

心理学の新たな研究推進戦略を議論し，効果的な方策を模索

することは学術的のみならず，ハイインパクトな社会的波及

効果があると考える。そこで本シンポジウムでは，持続可能

な産学（官）連携の課題を深掘りするために，ヘルケアを支

援する 企業，ヘルスケア商品を開発する企業，行政と組ん

で地域住民のケアを実践する科学者 実践家，産学官連携の

を担う大学の実務家などの立場と視点から話題

提供をいただく。また本学会の理事長と副理事長には，行動

目標の設定に向けた指定討論と取りまとめの労をお願いした。

“誰も置き去りにしない”（ ）

で，次世代を含めたすべての人の健康寿命の延伸に向けて，

社会実装化につながる が構築され，健

康心理学の が高まることを期待する。

話題提供者 白瀧康人

「働く人のストレスチェックデータから紐解く、ウェルビー

イングと仕事・ワークライフバランスの関係」

常時 50 名以上の 50 人以上の労働者を有する事業所におけ

るストレスチェックの義務化が施行され 3 年が経過した。企

業における従業員のストレスに対する認知度が上がり、課題

意識が高まったという意味では大きな効果が得られていると

考えられる。しかしその一方で、ストレスチェックの実施自

体はできているものの、そこから得られる集団分析の結果を

十分に活用できていない企業も多い。特に国内企業の大半を

占める中小企業では、産業保健スタッフなどの専門家の主導

での大規模なコストや時間をかけた対応などは、多くの場合

実行が難しい。そのため、健康心理学的、予防医学的な観点

から意味があるだけではなく、より実行しやすく効率的な結

果の活用方法が求められている。

この度、当社で集積した 30 社 4 万人のデータより、従業員

のウェルビーイングとストレスの関係、それらに影響を及ぼ

す要因について分析した結果について報告する。独自調査か

ら得られたストレスに関する知見に加え、組織改善に活かし

やすい評価項目と分析結果の提示方法、さらにその具体的な

活用方法について事例をまじえながら解説する。

昨今、「各人にとっての仕事のあり方」、「生きていく中での

仕事がもつ意味」といったことを改めて問い直す議論が多く

されている。このことは言い換えれば、従業員が仕事を通し

て、いかにウェルビーイングを実感し、高めていけるかとい

う議論でもある。それは弊社がこれまでストレスチェックや

メンタルヘルス支援業務を通して一貫して考えてきた問題で

もある。本報告が、産業領域での健康心理学的研究の一例と

なり、また企業にとってもより活用しやすい支援のアイデア

を得るきっかけとなることで、同様の研究やそれに基づく実

践がより活発化していく契機となれば幸いである。

話題提供者 渡辺 貢

「精神的ストレスラットに対するマガキ軟体部由来の新規

抗酸化物質（ ）の 軸の負のフィードバックに対す

る影響」

【目的】

近年、脳内酸化ストレスを軽減できる抗酸化物質を摂取し、
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ストレス緩和することの重要性が指摘されている。我々はマ

ガキ軟体部由来の中枢移行性の良い新規抗酸化物質

を同定した。

本試験は、ストレス雌ラットへのマガキ軟体部 分画の

経口投与による海馬での酸化とグルココルチコイド受容体

(GRα)量及び 軸

ホルモン濃度の測定によって 分画による 軸の負の

フィードバックへの影響を検討した。

【方法】

週齢、雌ラットを正常群 は集団

飼育とした。ストレス群（ストレス 水、 、 分画

群 ストレス 分画、 は、精神的ストレスとして隔

離飼育（ 時間 日）と過密飼育（ 時間 日）を 日間負荷

した後、海馬中 （ 酸化損傷マーカー）値と GRα 量

と血漿コルチコステロン 値を測定した。

【結果と考察】

ストレス群と正常群を比較するとストレス群の海馬

値は有意に高く、海馬 GRα 量は有意に低く、血漿

値は、有意に高値であり、精神的ストレス負荷により脳内酸

化ストレスが生じ、 軸の著しい亢進が観察された。

ストレス群と 分画群を比較すると 分画群の海馬

値は有意に低く、海馬 GRα 量は有意に多く、血漿

値は、有意に低値であり、正常群と同レベルであった。

【結語】

分画投与によって海馬での酸化ストレスは軽減、海

馬 GRα 量の回復、血漿 値の正常レベルまでの低下が示

され、 軸の負のフィードバック機構の正常な回復が示唆

された。これより、 分画の精神的ストレスに対するス

トレス緩和作用が示唆された。

話題提供者 本田泰弘

「補完代替医療としての鍼灸医学を応用した健康支援の試

み」

近年、補完代替医療が注目を集めている。その中でも鍼灸

医学は、約 年以上の長い歴史を有する伝統医学である。

鍼灸の治療効果は巾広く、既に世界 ヶ国以上の諸国で臨

床、研究が行われている。特に、我が国においては専門家の

治療に加え、民間療法として活用されてきた経緯があり、単

なる治療医学のみならず、養生・未病医学としても国民の健

康に寄与してきた実績がある。

時代は今、よりよい生き方と幸福感の追求、クォリティ・

オブ・ライフ（ ）の維持向上をめざす、積極的健康の意識

の高まりを反映した病気の予防と健康増進を特徴としたもの

へと変遷している。このような医療におけるパラダイム変換

に対応して、全人的立場より総合的に患者を把握し、予防医

学まで視野に入れた新しい治療・ケアシステムが必要になっ

てくると考える。鍼灸医学がこの意味において、今後更に国

民の医療・健康に貢献していくためには、実践の在り方自体

も、新しい手法が必要になってくる。

現在、著者が所属する九州看護福祉大学は、熊本県や県内

の旧 市 町から支援を受けて設立された、全国でも珍しい

「公私協力方式」の看護医療福祉系の大学である。大学の建

学の精神には、「地域住民に対し生活の中で病を捉え、予防医

学の推進と、全人的医療の必要性」が明記されている。その

ため鍼灸医学もこの理念のもとで教育・研究・活動が行われ

ており、現在医療人の養成と共に「鍼灸医学を用いて、地域

住民や患者の健康を守り、保健医療や環境、社会とのよりよ

い関係を築き、さらにそれらをよりよく変えていくために何

ができるのか」というテーマについて取り組んでいる。

本シンポジウムでは、地域住民に開かれた大学付属鍼灸臨

床センターの役割や、地元玉名市と共催の大学公開講座での

健康ツボ教室、地域の高齢者に対するツボセルフケア法の教

育支援など、実際に行っている様々な内容をご紹介する。

話題提供者 金子富美

「健康寿命延伸に向けて、薬局薬剤師による行動科学を用い

たアドヒアランス向上への取り組み」

健康寿命延伸を目標に、産学官が様々な取り組みを行

ってきている昨今、薬局薬剤師の方々には、地域のゲー

トキーパー的な役割も期待され、地域包括ケアにおいて

も、薬剤師の活躍が望まれている。そういった背景もあ

り、多忙な日常業務に加え志の高い薬剤師の方々は自主

的に研究にも参加され、患者さん、地域住民のセルフケ

ア、セルフメディケーションのサポートに活用できる手

技を学ばれている。

「服薬指導をしても患者さんの心に響いていないような

気がする」、「何度同じことを言っても聞いてくれている

のかどうかわからない」など、悩みの尽きない薬剤師の

方は、薬局で効率よく、効果の高い服薬指導をしていく

ために日々工夫されている。

そんな中、行動科学に出会った、福岡県南部の薬剤師

のグループ（PAP）、鹿児島県日置市の薬剤師会、また広

島県呉市薬剤師会の方々が、行動科学のメソッドとして

取り組んだ、他理論統合モデル（TTM）を用いた介入研

究の概要をご紹介する。いずれの地域でも、健康寿命延

伸のため、寝たきりにならないための、骨折予防をテー

マに実施されているが、行政との連携の重要性を感じて

いる。

また、大学の臨床研究の支援を行う立場として、昨年

春の臨床研究法の施行に伴い、介入研究を実施するため

の環境面やソフト面の条件などにも触れ、産学官の連携

の重要性をお伝えしたい。
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HIRATAKI Ysuto, WATANABE Mitsugu, HONDA Yasuhiro, 
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果の活用方法が求められている。

この度、当社で集積した 30 社 4 万人のデータより、従業員

のウェルビーイングとストレスの関係、それらに影響を及ぼ

す要因について分析した結果について報告する。独自調査か

ら得られたストレスに関する知見に加え、組織改善に活かし

やすい評価項目と分析結果の提示方法、さらにその具体的な

活用方法について事例をまじえながら解説する。

昨今、「各人にとっての仕事のあり方」、「生きていく中での

仕事がもつ意味」といったことを改めて問い直す議論が多く

されている。このことは言い換えれば、従業員が仕事を通し

て、いかにウェルビーイングを実感し、高めていけるかとい

う議論でもある。それは弊社がこれまでストレスチェックや

メンタルヘルス支援業務を通して一貫して考えてきた問題で

もある。本報告が、産業領域での健康心理学的研究の一例と

なり、また企業にとってもより活用しやすい支援のアイデア

を得るきっかけとなることで、同様の研究やそれに基づく実

践がより活発化していく契機となれば幸いである。

話題提供者 渡辺 貢

「精神的ストレスラットに対するマガキ軟体部由来の新規

抗酸化物質（ ）の 軸の負のフィードバックに対す

る影響」

【目的】

近年、脳内酸化ストレスを軽減できる抗酸化物質を摂取し、

（ 53 ）



健康情報の伝え方
「わかった」を「やってみよう」に変える工夫

企画者 大野太郎（大阪人間科学大学）

司会者 上地広昭（山口大学）

話題提供者 細井俊希（埼玉医科大学）

話題提供者 島崎崇史（上智大学）

話題提供者 上地広昭（山口大学）

話題提供者 飯尾美沙（関東学院大学）

指定討論者 竹中晃二（早稲田大学）

企画趣旨

保健医療分野で働く専門家は，専門職としての自身の仕事

の他，患者へのお知らせ，地域，職域，学校において健康関

連行動を促す情報（広報誌欄の作成や各種のチラシ，健康関

連行事への誘い）の提供をおこない，また最近では

など電子版などによって健康教育に関わる資料を作成してい

る。そのような資料の目的は，人々に対して，健康，薬，医

療手続きについて伝えたり，健康的な選択を行うように説得

したり，健康関連の行動パターンを変容させる支援をおこな

うことである。しかし，我が国では，これらの情報提供によ

る効果を高めるために，書面や の資料の作り方を「工

夫する」という発想が乏しく，単に医療情報を提供するにと

どまっている。まして，効果を高める資料づくりは，経験的

な情報に頼っており，根拠に基づく資料づくりについては，

ほとんどおこなわれていないのが現状である。

本シンポジウムでは，健康情報の受け手が「わかった」を

超えて「やってみよう」と思える『工夫』について議論する。

本シンポジウムの話題提供者は，訳本「行動変容を促すヘル

ス・コミュニケーションー根拠に基づく健康情報の伝え方ー

（ 編：北大路書房）の各章分担者で

あり，それらの情報をもとに，それぞれのテーマで話題提供

を行う。

話題提供者 細井俊希

「根拠に基づく効果的なヘルスプロモーション資料を作成す

るには」

健康行動変容のための資料の有効性を高めるためには，①

作り手が，先行研究の結果から，ターゲット行動とそれに関

連する認知的要因や準備行動を把握していること，②資料に

あるメッセージが，認知や行動に直接働きかけること，③読

み手が，メッセージを読み，認知処理するよう動機づけられ

ること，といった前提条件が重要とされる。しかし，これま

での多くの資料は，これらの前提なしにデザインされてきた。

説得力のある資料の内容を考えるには，まず，資料のメッ

セージが，どの程度根拠に基づいているか，その分野のレビ

ューやメタアナリシスに目を通しておくとよい。また，資料

を作成する前に，どのような認知的変化が対象者の行動変容

につながるのかを知るために，ターゲットとする集団を対象

にインタビューや調査形式などで誘発調査を実施することが

推奨される。行動変容を促すには，セルフエフィカシーやソ

ーシャルスキルも重要である。資料の中に，セルフエフィカ

シーを高めるメッセージや明確な教示を提供することにより，

読み手にスキルの練習を行うことを促すことができる。また，

他者にサポートを求めることで比較的容易に行動変容を行う

ことができる。しかし，有用な情報を提供したからといって，

必ずしも読み手の行動変容を促せるとは限らず，特に，環境

が行動の実行を妨げていることも多く，その場合，ターゲッ

ト行動を阻害（あるいは促進）する環境要因について調査し，

調整することになる。

本発表では，発表者が関わっていた「地域づくりによる介

護予防推進モデル事業」における，住民の行動変容を促す取

り組みについて紹介する。本事業は，厚生労働省の主導によ

り， 年から日本全国で実施されているもので，そのコン

セプトは，市町村の全域で，高齢者が容易に通える範囲内（地

区の自治会館や集会場）に通いの場を，住民主体で展開し，

住民自身の積極的な参加と運営による自律的な拡大を目指す

というものである。埼玉県では， 年にわが町の 地区の

みで開始され， 年末現在， 地区で実施されている。ま

た，わが町をモデルとして，実施する市区町村が埼玉県全域

に拡大している。本発表では，本事業の介護予防サポーター

養成講座で使用している，住民の「やってみよう」を促すた

めの資料や，通いの場に「行ってみよう」と思える環境の工

夫などについて紹介する。

話題提供者 島崎崇史

「健康教育漫画の閲読による心理・感情体験が健康行動実施

のレディネスに与える効果」

漫画は，我が国の文化のひとつであるといえる。かつて漫

画は，教養のない媒体として教育の現場から排他的な扱いを

受けてきた。しかしながら，近年では，多岐にわたる学術分

野において，難解な知見をわかりやすく伝える手段として機

能漫画，あるいは学習漫画と呼ばれる，学習効果の促進を目

的とした漫画の制作および利用がなされている。健康・医療・

福祉の分野においても，（ ）研究者・実践者がオリジナルに

制作した学習漫画，（ ）著名なアニメのキャラクターをもち

いた学習漫画，および（ ）健康・医療・福祉をテーマにした
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既存の漫画，が教育媒体として活用されている。一方で，健

康情報の伝達において漫画を利用する意義や有用性に関する

メカニズムについては，基礎的な研究が限られている。その

ため，健康教育漫画は，経験・感覚的側面，あるいはいくつ

かの理論的背景を引用した論理的推論により支持され，実践

が一人歩きしている状況にある。発表者は，健康教育漫画を

閲読することにより生じる心理・感情体験に着目し，その具

体的な内容，および健康行動実施に対する心理的なレディネ

スへの影響力について検討をおこなった。発表者らが独自に

開発した身体活動および食行動の変容を促す漫画を閲読した

名を対象におこなった調査の結果から，健康教育漫画を

閲読したことによる心理・感情体験として，リスク認知，親

しみ・楽しみ，満足，および現実性の 因子が抽出された。

さらに，心理・感情体験が，健康行動変容における心理的な

レディネスの向上に貢献していた。健康教育漫画を用いた実

践は，制作費用や現場に根強く残るスティグマの問題など，

導入に対して困難な要因があるものの，我が国の文化を活か

した健康情報の伝達方法であるといえる。

話題提供者 上地広昭

「人々の恐怖心を煽るメッセージは有効か？－防護動機理論

の視点から－」

ヘルス・コミュニケーションの分野では，リスク行動の先

にある悲惨な顛末を提示することにより，人の恐怖心を煽り

（リスク認知を高め）行動変容を促す方法がしばしば用いら

れる。一般的に，このような手法をフィア・アピール，もし

くは脅威アピールと呼ぶ。たとえば，喫煙による健康被害を

示すカラー写真をタバコのパッケージに貼付したり，薬物使

用による脳へのダメージを示す過激なポスターを掲示するこ

となどがこれに当たる。フィア・アピールは，欧米を中心に

様々な国で採用されており，民間企業だけではなく行政機関

においてもその人気は高い。

一方で，フィア・アピールには効果がない（もしくは，逆

効果である）という意見も散見される。その根拠は，人は恐

怖心を煽られると，その危険性を否定し，偏った情報処理を

行い，メッセージから目を背けるなどの防衛反応を示すため

であるとされる。また，悪いことに，この防衛反応は，ハイ

リスクの者においてより顕著に見られる傾向があることが知

られている。

その他にも，最近では，フィア・アピールは常に有効に働

くわけではなく，一定の条件下でのみ機能するという見解も

ある。ここでいう一定の条件下とは，脅威メッセージ（恐怖

心を煽る情報）の受け手が，脅威への対処方略について「有

効かつ実行可能である」と認知している場合である。この考

えに立脚する代表的な理論が防護動機理論である。この理論

では，人は恐怖心を煽る情報に晒された際に，脅威評価（重

大性や生起確率など）と対処評価（反応効果性やセルフエフ

ィカシーなど）の二つの処理を行い，それらの結果を踏まえ

た上で行動の意図（防衛動機）を決定すると唱えている。中

でも，対処方略に対する反応効果性とセルフエフィカシーの

認知が高い場合（つまり，対処評価が高い場合），防衛動機が

向上するとされている

本発表では，人々の恐怖心を煽るようなメッセージは行動

変容に有効なのか，またそのようなメッセージを有効に働か

せるためにはどのような工夫が必要なのかについて，防衛動

機理論に基づきながら論じる。具体的には，大学生を対象に

「肥満」の脅威メッセージを提示した際のメッセージに対す

る脅威評価，対処評価，有用性，受け取りやすさ，および行

動の意図の関係について報告する。

話題提供者 飯尾美沙

「患者教育におけるコンピュータ・テイラリング」

テイラリング（ ）とは，対象者に対するアセスメ

ントに基づき，対象者固有のニーズに合わせたメッセージを

作成することを指す。個人の特徴にマッチするようにヘルス

プロモーション・メッセージがテイラー化されると，情報提

供された対象者の関心が高まり，内容が自分と関連があると

感じ，認知や行動が変わる可能性が高まる。 技術の進歩

に伴い，インターネットによって時間や場所を問わず，テイ

ラリングされた健康情報メッセージを提供できるようになっ

た。コンピュータ・テイラリングは，身体活動や検診の受診

行動の促進といった，主にヘルスプロモーションにおいて用

いられている。

発表者は，慢性疾患である小児気管支喘息の管理行動を支

援する患者教育に，テイラー化の概念を取り入れた研究を行

なっている。主に乳幼児期に発症する小児喘息は，気道の慢

性炎症を病態とし，発作性に起こる気道狭窄によって呼吸困

難を繰り返す疾患である。小児喘息の治療内容は重症度によ

り異なるが，軽症持続型以上の重症度の治療においては，①

発作が起こった時の治療・対処のみならず，②発作が起こっ

ていない時の予防的治療の つの観点が重要である。さらに，

小児期の患者が対象という点では，患児の発達段階に応じて

セルフケアの主な担い手が変わっていくという特徴がある。

そのため，小児喘息の患者教育においては，患児および家族

が治療を継続する必要性を理解し，治療行動を継続するため

の支援が重要である。しかし，一方的な知識提供だけでは治

療行動の継続には繋がらないため，対象者のニーズに合った

テイラー化メッセージの提供といった治療行動の継続を支援

する仕掛けが必要である。対象者が子どもという点では，子

どもの動機づけ支援や楽しさの要素も重要になる。

本発表では，テイラー化，コンピュータ・テイラリングの

基本的知識とともに，コンピュータ・テイラリングを取り入

れた小児喘息の患者教育とその成果を示す。さらに，新しい

テクノロジーという観点で，現在開発中の小児喘息テイラー

化アプリの一部を紹介する。コンピュータ・テイラリングと

アプリの融合によって，いつでも・どこでも・誰でも使用で

き，治療行動の継続において効果的な支援につながることが

期待される。

(OONO Taro, HOSOI Toshiki, UECHI Hiroaki, 
SHIMAZAKI Takashi, IIO Misa, TAKENAKA Koji)
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のレディネスに与える効果」

漫画は，我が国の文化のひとつであるといえる。かつて漫

画は，教養のない媒体として教育の現場から排他的な扱いを

受けてきた。しかしながら，近年では，多岐にわたる学術分

野において，難解な知見をわかりやすく伝える手段として機

能漫画，あるいは学習漫画と呼ばれる，学習効果の促進を目

的とした漫画の制作および利用がなされている。健康・医療・

福祉の分野においても，（ ）研究者・実践者がオリジナルに

制作した学習漫画，（ ）著名なアニメのキャラクターをもち

いた学習漫画，および（ ）健康・医療・福祉をテーマにした
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既存の漫画，が教育媒体として活用されている。一方で，健

康情報の伝達において漫画を利用する意義や有用性に関する

メカニズムについては，基礎的な研究が限られている。その

ため，健康教育漫画は，経験・感覚的側面，あるいはいくつ

かの理論的背景を引用した論理的推論により支持され，実践

が一人歩きしている状況にある。発表者は，健康教育漫画を

閲読することにより生じる心理・感情体験に着目し，その具

体的な内容，および健康行動実施に対する心理的なレディネ

スへの影響力について検討をおこなった。発表者らが独自に

開発した身体活動および食行動の変容を促す漫画を閲読した

名を対象におこなった調査の結果から，健康教育漫画を

閲読したことによる心理・感情体験として，リスク認知，親

しみ・楽しみ，満足，および現実性の 因子が抽出された。

さらに，心理・感情体験が，健康行動変容における心理的な

レディネスの向上に貢献していた。健康教育漫画を用いた実

践は，制作費用や現場に根強く残るスティグマの問題など，

導入に対して困難な要因があるものの，我が国の文化を活か

した健康情報の伝達方法であるといえる。

話題提供者 上地広昭

「人々の恐怖心を煽るメッセージは有効か？－防護動機理論

の視点から－」

ヘルス・コミュニケーションの分野では，リスク行動の先

にある悲惨な顛末を提示することにより，人の恐怖心を煽り

（リスク認知を高め）行動変容を促す方法がしばしば用いら

れる。一般的に，このような手法をフィア・アピール，もし

くは脅威アピールと呼ぶ。たとえば，喫煙による健康被害を

示すカラー写真をタバコのパッケージに貼付したり，薬物使

用による脳へのダメージを示す過激なポスターを掲示するこ

となどがこれに当たる。フィア・アピールは，欧米を中心に

様々な国で採用されており，民間企業だけではなく行政機関

においてもその人気は高い。

一方で，フィア・アピールには効果がない（もしくは，逆

効果である）という意見も散見される。その根拠は，人は恐

怖心を煽られると，その危険性を否定し，偏った情報処理を

行い，メッセージから目を背けるなどの防衛反応を示すため

であるとされる。また，悪いことに，この防衛反応は，ハイ

リスクの者においてより顕著に見られる傾向があることが知

られている。

その他にも，最近では，フィア・アピールは常に有効に働

くわけではなく，一定の条件下でのみ機能するという見解も

ある。ここでいう一定の条件下とは，脅威メッセージ（恐怖

心を煽る情報）の受け手が，脅威への対処方略について「有

効かつ実行可能である」と認知している場合である。この考

えに立脚する代表的な理論が防護動機理論である。この理論

では，人は恐怖心を煽る情報に晒された際に，脅威評価（重

大性や生起確率など）と対処評価（反応効果性やセルフエフ

ィカシーなど）の二つの処理を行い，それらの結果を踏まえ

た上で行動の意図（防衛動機）を決定すると唱えている。中

でも，対処方略に対する反応効果性とセルフエフィカシーの

認知が高い場合（つまり，対処評価が高い場合），防衛動機が

向上するとされている

本発表では，人々の恐怖心を煽るようなメッセージは行動

変容に有効なのか，またそのようなメッセージを有効に働か

せるためにはどのような工夫が必要なのかについて，防衛動

機理論に基づきながら論じる。具体的には，大学生を対象に

「肥満」の脅威メッセージを提示した際のメッセージに対す

る脅威評価，対処評価，有用性，受け取りやすさ，および行

動の意図の関係について報告する。

話題提供者 飯尾美沙

「患者教育におけるコンピュータ・テイラリング」

テイラリング（ ）とは，対象者に対するアセスメ

ントに基づき，対象者固有のニーズに合わせたメッセージを

作成することを指す。個人の特徴にマッチするようにヘルス

プロモーション・メッセージがテイラー化されると，情報提

供された対象者の関心が高まり，内容が自分と関連があると

感じ，認知や行動が変わる可能性が高まる。 技術の進歩

に伴い，インターネットによって時間や場所を問わず，テイ

ラリングされた健康情報メッセージを提供できるようになっ

た。コンピュータ・テイラリングは，身体活動や検診の受診

行動の促進といった，主にヘルスプロモーションにおいて用

いられている。

発表者は，慢性疾患である小児気管支喘息の管理行動を支

援する患者教育に，テイラー化の概念を取り入れた研究を行

なっている。主に乳幼児期に発症する小児喘息は，気道の慢

性炎症を病態とし，発作性に起こる気道狭窄によって呼吸困

難を繰り返す疾患である。小児喘息の治療内容は重症度によ

り異なるが，軽症持続型以上の重症度の治療においては，①

発作が起こった時の治療・対処のみならず，②発作が起こっ

ていない時の予防的治療の つの観点が重要である。さらに，

小児期の患者が対象という点では，患児の発達段階に応じて

セルフケアの主な担い手が変わっていくという特徴がある。

そのため，小児喘息の患者教育においては，患児および家族

が治療を継続する必要性を理解し，治療行動を継続するため

の支援が重要である。しかし，一方的な知識提供だけでは治

療行動の継続には繋がらないため，対象者のニーズに合った

テイラー化メッセージの提供といった治療行動の継続を支援

する仕掛けが必要である。対象者が子どもという点では，子

どもの動機づけ支援や楽しさの要素も重要になる。

本発表では，テイラー化，コンピュータ・テイラリングの

基本的知識とともに，コンピュータ・テイラリングを取り入

れた小児喘息の患者教育とその成果を示す。さらに，新しい

テクノロジーという観点で，現在開発中の小児喘息テイラー

化アプリの一部を紹介する。コンピュータ・テイラリングと

アプリの融合によって，いつでも・どこでも・誰でも使用で

き，治療行動の継続において効果的な支援につながることが

期待される。

(OONO Taro, HOSOI Toshiki, UECHI Hiroaki, 
SHIMAZAKI Takashi, IIO Misa, TAKENAKA Koji)
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健康心理学の研究実践領域における現状と課題
企画者 健康心理学事典編集委員会（嶋田洋徳）

司会者 嶋田 洋徳（早稲田大学・健康心理学事典編集委員会委員長）

話題提供者 井澤 修平（労働安全衛生総合研究所）

話題提供者 小関 俊祐（桜美林大学）

話題提供者 上地 広昭（山口大学）

話題提供者 岸 太一（京都橘大学）

話題提供者 田中 共子（岡山大学）

話題提供者 山蔦 圭輔（大妻女子大学）

話題提供者 大竹 恵子（関西学院大学）

企画趣旨

日本健康心理学会は、 年の学会設立当初から、健康増

進と疾病予防に関する心理学的研究の推進を掲げ、多くの既

存の学問領域を横断する形で、「健康心理学」という学問の体

系化を試み、現在は主要な心理学の分野のひとつとして位置

づけられるようになった。この間、本学会は、学会企画・編

として、いくつかの出版物を刊行してきた。そして、最後の

出版から 年が経過し、この間も健康心理学を取り巻く社会

環境の変化や学術的発展があったことを受けて、学会設立

周年企画として、各領域の専門的な観点から、保健と健康の

心理学の標準テキストを刊行した。そして、これらのテキス

トと相補的な位置づけの刊行物として、本学会編の「健康心

理学事典」を刊行することになった。本事典には、健康心理

学が体系化されてきた歴史的経緯を踏まえ、健康心理学の全

体像を知る上での重要なタームを精選し、その変遷過程や最

近の事情を盛り込むことを試みた。そこで本シンポジウムで

は、その成果の１つとして、健康心理学の代表的な研究実践

領域における現状と課題を論じ、それらを健康心理学に関わ

る研究者、実践家等と共有することを目的とした。

話題提供者 井澤 修平

健康心理学の基盤となる生理学的メカニズム

健康心理学は「人間の健康を取り巻く問題を総合的に取り

扱う行動科学」であり、身体的健康も含めた健康と疾病の背

景となる心理社会学的要因の影響とそのメカニズムを理解す

ることは重要である。心理社会的要因と健康・病気の複雑な

関係を理解するためには、多岐にわたる生理学的メカニズム

についての知識が必要である。一般的に、人の体では、中枢

神経系を中心に、自律神経系、内分泌系、免疫系が互いに作

用することによって、生体内の恒常性（ホメオスタシス）が

維持され、逆にそのバランスが崩れると、不健康な状態が作

り出されることがわかってきている。これらの生理学的メカ

ニズムは、ストレス、感情・情動、記憶、睡眠、メタボリッ

クシンドローム、心身症、発達・加齢現象とも密接に関わっ

ており、最近では、遺伝的な要因がこれらの関係を修飾して

いることもわかっている。健康心理学の基礎的理念は科学者

―実践家モデルにあり、このような生理学的メカニズムにつ

いても当然その知識が求められる。本話題提供では、心理社

会的要因と病気・健康の関係や、それを理解するために必要

な生理的メカニズムについて解説したい。

利益相反開示；発表に関連し、開示すべき利益相反関係にあ

る企業などはありません。

話題提供者 小関 俊祐

健康心理学における心理的ストレス

ストレスという言葉は、今や一般的にも心理的ストレスを

想起させる言葉として認識されている。本学会のウェブペー

ジでは、健康心理学を「健康の維持と増進、疾病の予防と治

療などについての原因と対処の心理学的な究明、及び健康教

育やヘルスケアシステム、健康政策の構築などに対する心理

学からの貢献をめざす学問である」と定義している。このよ

うな観点から、健康心理学では、ストレス関連疾患のある患

者への支援に限定せず、心理的ストレスによる負荷の大きい

人々を対象としたストレス低減と適応促進を目的とした支援

や、心理的ストレスによる負荷が必ずしも大きくない人々を

も含めた予防的な視点からのストレスマネジメントの実施な

ど、すべての国民に対して心理的ストレスに関連した支援を

提供してきた。また、これらは支援の対象の年齢や置かれて

いる環境、個人内のパーソナリティ特性なども考慮に入れな

がら、支援方略を選定してきたという特徴がある。本話題提

供では、公認心理師の活動の領域がさらなる広がりが予測さ

れることを踏まえ、心理的ストレスに対する健康心理学の在

り方について検討の機会としたい。

利益相反開示；発表に関連し、開示すべき利益相反関係にあ

る企業などはありません。

話題提供者 上地 広昭

健康心理学とヘルスプロモーション

わが国では、人々が健康的な生活を送るために自発的に努

力することを計画的に支援する健康教育の意義が益々高まっ

ている。同様に、この健康教育に社会環境の改善やそのため

の法規制の整備を加えたヘルスプロモーションの重要性も増

している。両者とも、対象者の発達段階、セッティング（場

面）、健康行動の種類などによって教育内容やアプローチは異

なる。特に、対象者については、発達段階や性別などの人口

統計学的変数だけでなく、健康行動に対するレディネスなど

の心理社会的要因も考慮しながらセグメント化を行い、それ

ぞれのターゲット集団に適したアプローチを模索していく必

要がある。これまでにも、行動変容のための様々なアプロー
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健康心理学の研究実践領域における現状と課題
企画者 健康心理学事典編集委員会（嶋田洋徳）

司会者 嶋田 洋徳（早稲田大学・健康心理学事典編集委員会委員長）

話題提供者 井澤 修平（労働安全衛生総合研究所）

話題提供者 小関 俊祐（桜美林大学）

話題提供者 上地 広昭（山口大学）

話題提供者 岸 太一（京都橘大学）

話題提供者 田中 共子（岡山大学）

話題提供者 山蔦 圭輔（大妻女子大学）

話題提供者 大竹 恵子（関西学院大学）

企画趣旨

日本健康心理学会は、 年の学会設立当初から、健康増

進と疾病予防に関する心理学的研究の推進を掲げ、多くの既

存の学問領域を横断する形で、「健康心理学」という学問の体

系化を試み、現在は主要な心理学の分野のひとつとして位置

づけられるようになった。この間、本学会は、学会企画・編

として、いくつかの出版物を刊行してきた。そして、最後の

出版から 年が経過し、この間も健康心理学を取り巻く社会

環境の変化や学術的発展があったことを受けて、学会設立

周年企画として、各領域の専門的な観点から、保健と健康の

心理学の標準テキストを刊行した。そして、これらのテキス

トと相補的な位置づけの刊行物として、本学会編の「健康心

理学事典」を刊行することになった。本事典には、健康心理

学が体系化されてきた歴史的経緯を踏まえ、健康心理学の全

体像を知る上での重要なタームを精選し、その変遷過程や最

近の事情を盛り込むことを試みた。そこで本シンポジウムで

は、その成果の１つとして、健康心理学の代表的な研究実践

領域における現状と課題を論じ、それらを健康心理学に関わ

る研究者、実践家等と共有することを目的とした。

話題提供者 井澤 修平

健康心理学の基盤となる生理学的メカニズム

健康心理学は「人間の健康を取り巻く問題を総合的に取り

扱う行動科学」であり、身体的健康も含めた健康と疾病の背

景となる心理社会学的要因の影響とそのメカニズムを理解す

ることは重要である。心理社会的要因と健康・病気の複雑な

関係を理解するためには、多岐にわたる生理学的メカニズム

についての知識が必要である。一般的に、人の体では、中枢

神経系を中心に、自律神経系、内分泌系、免疫系が互いに作

用することによって、生体内の恒常性（ホメオスタシス）が

維持され、逆にそのバランスが崩れると、不健康な状態が作

り出されることがわかってきている。これらの生理学的メカ

ニズムは、ストレス、感情・情動、記憶、睡眠、メタボリッ

クシンドローム、心身症、発達・加齢現象とも密接に関わっ

ており、最近では、遺伝的な要因がこれらの関係を修飾して

いることもわかっている。健康心理学の基礎的理念は科学者

―実践家モデルにあり、このような生理学的メカニズムにつ

いても当然その知識が求められる。本話題提供では、心理社

会的要因と病気・健康の関係や、それを理解するために必要

な生理的メカニズムについて解説したい。

利益相反開示；発表に関連し、開示すべき利益相反関係にあ

る企業などはありません。

話題提供者 小関 俊祐

健康心理学における心理的ストレス

ストレスという言葉は、今や一般的にも心理的ストレスを

想起させる言葉として認識されている。本学会のウェブペー

ジでは、健康心理学を「健康の維持と増進、疾病の予防と治

療などについての原因と対処の心理学的な究明、及び健康教

育やヘルスケアシステム、健康政策の構築などに対する心理

学からの貢献をめざす学問である」と定義している。このよ

うな観点から、健康心理学では、ストレス関連疾患のある患

者への支援に限定せず、心理的ストレスによる負荷の大きい

人々を対象としたストレス低減と適応促進を目的とした支援

や、心理的ストレスによる負荷が必ずしも大きくない人々を

も含めた予防的な視点からのストレスマネジメントの実施な

ど、すべての国民に対して心理的ストレスに関連した支援を

提供してきた。また、これらは支援の対象の年齢や置かれて

いる環境、個人内のパーソナリティ特性なども考慮に入れな

がら、支援方略を選定してきたという特徴がある。本話題提

供では、公認心理師の活動の領域がさらなる広がりが予測さ

れることを踏まえ、心理的ストレスに対する健康心理学の在

り方について検討の機会としたい。

利益相反開示；発表に関連し、開示すべき利益相反関係にあ

る企業などはありません。

話題提供者 上地 広昭

健康心理学とヘルスプロモーション

わが国では、人々が健康的な生活を送るために自発的に努

力することを計画的に支援する健康教育の意義が益々高まっ

ている。同様に、この健康教育に社会環境の改善やそのため

の法規制の整備を加えたヘルスプロモーションの重要性も増

している。両者とも、対象者の発達段階、セッティング（場

面）、健康行動の種類などによって教育内容やアプローチは異

なる。特に、対象者については、発達段階や性別などの人口

統計学的変数だけでなく、健康行動に対するレディネスなど

の心理社会的要因も考慮しながらセグメント化を行い、それ

ぞれのターゲット集団に適したアプローチを模索していく必

要がある。これまでにも、行動変容のための様々なアプロー

チが確立されているが、近年では、健康増進を達成するため

のソーシャルキャピタル（社会関係資本）やヘルスコミュニ

ケーションの重要性に注目が集まっている。また、健康教育

に行動経済学の知見を応用したり、 を活用して健康情報

をデリバリーしたりするなどの試みも行われている。本話題

提供では、これらの健康教育、ヘルスプロモーション、ヘル

スケアに関わる最新の知見を中心に紹介していく。

利益相反開示；発表に関連し、開示すべき利益相反関係にあ

る企業などはありません。

話題提供者 岸 太一

健康心理学における適応とアセスメント

最新の腰痛診療ガイドラインでは、腰痛の治療成績と遷延

化には心理社会的因子が強く関連していると記載され、さら

に、認知行動療法による治療効果について議論がなされてい

る。また、幼少期の虐待についても、被虐待経験が成人期の

疾患（喘息，乳がんなど）のリスクファクターとなっている

ことが、近年指摘されている。このように、精神疾患のみな

らず、身体疾患においても心理社会的因子が関与しているこ

とが明らかとなっている。これらの身体疾患に加え，多様化

している「こころの問題」を加えた，心身の不適応の予防や

改善・再発防止に健康心理学は貢献してきた。また、これら

の問題や個人の健康観（ 、 など）に対する測

定・評価のためのアセスメントツールの開発や実施において

も、健康心理学は一定の貢献をしてきた。そこで、本話題提

供では、心身に関する不適応やそのアセスメントに関する健

康心理学的研究に焦点を当て、これらの問題に対して生物心

理社会モデルの観点から概説したうえで、今後のこの領域に

おける健康心理学的研究、および実践の方向性・可能性につ

いて議論していきたいと考えている。

利益相反開示；発表に関連し、開示すべき利益相反関係にあ

る企業などはありません。

話題提供者 田中 共子

対人・集団・社会領域の健康心理学

人と繋がりを持たずに生きるのは難しく、社会の一員とな

らなければ暮らしも成り立ちにくい。対人関係は心身に癒し

をもたらす反面、時に大きなストレスとなる。この両価性ゆ

えに、社会性に焦点を当てた研究実践には、微妙な査定と多

様な工夫が求められる。関係性の解読の先に、どう制御し健

康に結びつけるか、技法化の洗練が課題となる。社会文化的

環境では国際化、情報化、高齢化が注目される。これらが急

速に進む中で、現在進行形の応用問題への対応が課題となっ

ている。新たな健康問題が生じると、どうしたら健康を保て

るのか、その答えは我々が見つけ出すことになる。しかし、

それに加えて、社会文化的な文脈を扱う視点と方法論が欲し

い。たとえば、高齢者の問題は国際化と繋がり、外国人看護

師、介護士の異文化適応や異文化間協働の課題をもたらすこ

とから、問題解決に資する文化面のアプローチが望まれる。

社会と文化に寄り添った研究実践は、ますます重要になるだ

ろう。現場から仮説を興す研究や、枠組み自体を問い直し、

現実の中で仕立て直す研究実践に一層期待したい。そして、

社会への発信を進めることが課題となるだろう。

利益相反開示；発表に関連し、開示すべき利益相反関係にあ

る企業などはありません。

話題提供者 山蔦 圭輔

健康心理学とカウンセリング・支援法

ストレス社会とされる現代において、カウンセリングなど

の健康心理学的支援を有効に活用することは、心身の健康保

持増進・予防の実現につながる。カウンセリングとは、傾聴

や共感をベースとし、支援対象者に寄り添い、対象者の有す

る回復力を支え、高める一連の支援法である。また、対象者

を回復させることに寄与するものとして心理療法がある。心

理療法の多くは、特有の理論を有し、特有の方法論のもと、

一定の手続きを用いて、支援対象者の回復を目指す。また、

心理療法の中には、実証的検討が蓄積され“効果（ ）

が認められる方法”として用いられるものもある。近年、

の重要性が認識され、特に臨床心

理学や心理臨床の領域においても、効果が認められる方法を

用いた支援の必要性は共通に認識されるものとなっている。

加えて、近年頻発する自然災害の被災者に対する心理的支援

に対する社会的ニーズも高まっている。ここでもカウンセリ

ングや心理療法を用いる対人支援は有益なものである。本話

題提供では、健康心理学領域におけるカウンセリングや心理

療法の位置づけや重要性などについて議論したい。

利益相反開示；発表に関連し、開示すべき利益相反関係にあ

る企業などはありません。

話題提供者 大竹 恵子

性・ジェンダーに関する健康問題と理論

性・ジェンダーに関する研究は、時代の流れとともに、言

葉や概念、その定義等が大きく変化し、社会における理解や

とらえ方も影響を受ける中で展開されている。生物学的な性

差としての女性／男性特有の健康問題は、従来から健康心理

学をはじめ心理学や医学領域で扱われてきた重要なテーマで

あり、男女で異なった知見が示される現象については、その

違いに関する現象理解や原因の探求も健康増進を目指す健康

心理学において重要な視点である。とりわけ、性のとらえ方

やジェンダー、多様な性に関する研究は、一個人の中で生じ

る健康問題だけではなく、対人や集団、社会、文化といった

複合的で多様な人間の相互作用によって生じる現象として変

化、発展し続けている。その際、基礎理論として人間の心と

行動のメカニズムや人々の心理的過程を理解し、健康に関連

する行動に至るメカニズムを解明することが求められる。本

話題提供では、性やジェンダーに関する研究に焦点を当て、

基礎、健康行動と予防・教育、社会という観点から研究知見

を理解し、健康心理学の基礎や理論を概観しながら、今後の

健康心理学の研究の可能性について議論したい。

利益相反開示；発表に関連し、開示すべき利益相反関係にあ

る企業などはありません。

（SHIMADA Hironori, IZAWA Shuhei, KOSEKI Shunsuke,
UECHI Hiroaki, KISHI Taichi, TANAKA Tomoko, 

YAMATSUTA Keisuke, OTAKE Keiko）

9月28日（土）16：40 ～ 18：10　【Ａ会場（1311・1312教室）】 事典企画シンポジウム
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災害支援と健康心理学（マレーシア・米国・日本）

＜マレーシアからの招聘発表は英語にて行われます＞

企画 一般社団法人日本健康心理学会

司会者 大森 美香（お茶の水女子大学）・田中 芳幸（京都橘大学）

発表者 Balan RATHAKRISHNAN（University of Malaysia, Sabah マレーシア）

金原 さと子（Palo Alto University 米国）

堀毛 裕子（東北学院大学 日本）

指定討論者 山田 冨美雄（関西福祉科学大学）

概要: 国際的な観点から災害支援を考える 

大森 美香  

（お茶の水女子大学） 

61,770,000 人，10,373 人。2018 年，世界中の地震・津

波などの自然災害による被災者数，死者数である（国連国際

防災戦略, United Nations International Strategy for 
Disaster Reduction, UNISDR 発表）。年間被災者数が最多

の災害は，洪水 3538 万人，そしてハリケーンなど暴風

（Storm）1288 万人，干害 936 万人と続く。国別被災者数

をみてみると，最多はインドの 2390 万人，第２位がフィリ

ピンの 649 万人，第３位が中国 641 万人であり，日本は約

160 万人で 9 位，アジアの国々が並んでいる。 
減災・防災は推進されているものの，最近 10 年間の世界

の災害発生件数は，1970 年代に比べ，発生件数，被災者数

ともに約 3 倍に増加しているとのデータがある（内閣府）。

災害支援のニーズは，今後もさらに増大するものと考えられ

る。 
健康心理学は，心身の健康に関わる実証的かつ実践的な学

問領域であり，災害時の健康支援に心身両面からアプローチ

できる強みをもつともいえる。健康心理学が災害支援にどの

ように貢献できるのか。このような基本的課題に加え，人口

移動が加速化する近年においては，国際的な観点から災害支

援をとらえ，実践に備えることは必須と考えられる。 
本シンポジウムは，国際的な観点から災害支援を考えるこ

とを目的とし，マレーシアの Balan RATHAKRISHNAN
氏，米国の金原さと子氏，日本の堀毛裕子氏それぞれに，各

地で起こった，洪水，ハリケーン，大地震と津波という大規

模災害の被災者支援の実際について話題提供いただく。 
それぞれの話題提供者に実践事例をじっくりとお話しいた

だき，参加者との十分な議論の時間をとるため本シンポジウ

ムでは指定討論を設けていない。世界の異なる場所で起こっ

た異なる災害での支援実践についての複数の視点が共有され

る，きわめて有意義なシンポジウムとなることが期待されて

いる。 
 

Title: Problem-Focused and Emotion-Focused of Flood 

Coping Responses with Psychological Distress in Flood 

Victims 

Balan RATHAKRISHNAN  

(University of Malaysia, Sabah) 

The main purpose of this study is to determine the 
effects of problem and emotion focused coping responses 
with psychological distress among flood victims in Sabah, 
Malaysia. Besides that, this study also to determine the 
level of psychological distress (stress, anxiety and 
depression among flood victims).  A total of 100 (nmale 
=30%, nfemale=70%) from village of Labuk, Kota Kinabalu 
sabah were selected in this study. The random simple 
sampling technique was used during sample selection. 
Data were obtained from self-administered questionnaire 
that are consist of Individual Depression Anxiety Stress 
Scale (DASS) was to investigate the psychological distress 
experienced by the flood victim. Problem-focused flood 
coping scale and emotion-focused flood coping scale were 
to investigate the flood coping responses. Results indicate 
that majority (68%) of respondents were in moderate level 
of depression with a mean value 20.02. Findings shown 

Table 1 大規模自然災害による被災者数と死者数
上位 10 か国（2018 年）（人）

被災者数 死者数

1位 India 23,900,348 1位 Indonesia 4,535
2位 Philippines 6,490,216 2位 India 1,388
3位 China 6,415,024 3位 Guatemala 427
4位 Nigeria 3,938,204 4位 Japan 419
5位 Guatemala 3,291,359 5位 China 341
6位 Kenya 3,211,188 6位 Nigeria 300
7位 Afghanistan 2,206,750 7位 USA 298
8位 USA 1,762,103 8位 Pakistan 240
9位 Japan 1,599,497 9位 Korea DPR 237

10位 Madagascar 1,472,190 10位 Philippines 221

出展 : EM-DAT (International Disaster Database)
※日本とアメリカに下線，マレーシア近隣の東南アジア諸国を太字

9月28日（土）16：40 ～ 18：10　【Ｂ会場（1310教室）】 国際委員会企画シンポジウム

災害支援と健康心理学（マレーシア・米国・日本）

＜マレーシアからの招聘発表は英語にて行われます＞

企画

司会者

発表者

指定討論者

日本健康心理学会国際委員会

大森 美香（お茶の水女子大学）・田中 芳幸（京都橘大学）

Balan RATHAKRISHNAN（University of Malaysia, Sabah マレーシア）

金原 さと子（Palo Alto University 米国）

堀毛 裕子（東北学院大学 日本）

山田 冨美雄（関西福祉科学大学）

概要: 国際的な観点から災害支援を考える 

大森 美香  

（お茶の水女子大学） 

61,770,000 人，10,373 人。2018 年，世界中の地震・津

波などの自然災害による被災者数，死者数である（国連国際

防災戦略, United Nations International Strategy for 
Disaster Reduction, UNISDR 発表）。年間被災者数が最多

の災害は，洪水 3538 万人，そしてハリケーンなど暴風

（Storm）1288 万人，干害 936 万人と続く。国別被災者数

をみてみると，最多はインドの 2390 万人，第２位がフィリ

ピンの 649 万人，第３位が中国 641 万人であり，日本は約

160 万人で 9 位，アジアの国々が並んでいる。 
減災・防災は推進されているものの，最近 10 年間の世界

の災害発生件数は，1970 年代に比べ，発生件数，被災者数

ともに約 3 倍に増加しているとのデータがある（内閣府）。

災害支援のニーズは，今後もさらに増大するものと考えられ

る。

健康心理学は，心身の健康に関わる実証的かつ実践的な学

問領域であり，災害時の健康支援に心身両面からアプローチ

できる強みをもつともいえる。健康心理学が災害支援にどの

ように貢献できるのか。このような基本的課題に加え，人口

移動が加速化する近年においては，国際的な観点から災害支

援をとらえ，実践に備えることは必須と考えられる。

本シンポジウムは，国際的な観点から災害支援を考えるこ

とを目的とし，マレーシアの Balan RATHAKRISHNAN
氏，米国の金原さと子氏，日本の堀毛裕子氏それぞれに，各

地で起こった，洪水，ハリケーン，大地震と津波という大規

模災害の被災者支援の実際について話題提供いただく。

それぞれの話題提供者に実践事例をじっくりとお話しいた

だき，参加者との十分な議論の時間をとるため本シンポジウ

ムでは指定討論を設けていない。世界の異なる場所で起こっ

た異なる災害での支援実践についての複数の視点が共有され

る，きわめて有意義なシンポジウムとなることが期待されて

いる。

Title: Problem-Focused and Emotion-Focused of Flood 

Coping Responses with Psychological Distress in Flood 

Victims 

Balan RATHAKRISHNAN  

(University of Malaysia, Sabah) 

The main purpose of this study is to determine the 
effects of problem and emotion focused coping responses 
with psychological distress among flood victims in Sabah, 
Malaysia. Besides that, this study also to determine the 
level of psychological distress (stress, anxiety and 
depression among flood victims).  A total of 100 (nmale 
=30%, nfemale=70%) from village of Labuk, Kota Kinabalu 
sabah were selected in this study. The random simple 
sampling technique was used during sample selection. 
Data were obtained from self-administered questionnaire 
that are consist of Individual Depression Anxiety Stress 
Scale (DASS) was to investigate the psychological distress 
experienced by the flood victim. Problem-focused flood 
coping scale and emotion-focused flood coping scale were 
to investigate the flood coping responses. Results indicate 
that majority (68%) of respondents were in moderate level 
of depression with a mean value 20.02. Findings shown 

Table 1 大規模自然災害による被災者数と死者数
上位 10 か国（2018 年）（人）

被災者数 死者数

1位 India 23,900,348 1位 Indonesia 4,535
2位 Philippines 6,490,216 2位 India 1,388
3位 China 6,415,024 3位 Guatemala 427
4位 Nigeria 3,938,204 4位 Japan 419
5位 Guatemala 3,291,359 5位 China 341
6位 Kenya 3,211,188 6位 Nigeria 300
7位 Afghanistan 2,206,750 7位 USA 298
8位 USA 1,762,103 8位 Pakistan 240
9位 Japan 1,599,497 9位 Korea DPR 237

10位 Madagascar 1,472,190 10位 Philippines 221

出展 : EM-DAT (International Disaster Database)
※日本とアメリカに下線，マレーシア近隣の東南アジア諸国を太字

（ 58 ）



災害支援と健康心理学（マレーシア・米国・日本）

＜マレーシアからの招聘発表は英語にて行われます＞

企画 一般社団法人日本健康心理学会

司会者 大森 美香（お茶の水女子大学）・田中 芳幸（京都橘大学）

発表者 Balan RATHAKRISHNAN（University of Malaysia, Sabah マレーシア）

金原 さと子（Palo Alto University 米国）

堀毛 裕子（東北学院大学 日本）

指定討論者 山田 冨美雄（関西福祉科学大学）

概要: 国際的な観点から災害支援を考える 

大森 美香  

（お茶の水女子大学） 

61,770,000 人，10,373 人。2018 年，世界中の地震・津

波などの自然災害による被災者数，死者数である（国連国際

防災戦略, United Nations International Strategy for 
Disaster Reduction, UNISDR 発表）。年間被災者数が最多

の災害は，洪水 3538 万人，そしてハリケーンなど暴風

（Storm）1288 万人，干害 936 万人と続く。国別被災者数

をみてみると，最多はインドの 2390 万人，第２位がフィリ

ピンの 649 万人，第３位が中国 641 万人であり，日本は約

160 万人で 9 位，アジアの国々が並んでいる。 
減災・防災は推進されているものの，最近 10 年間の世界

の災害発生件数は，1970 年代に比べ，発生件数，被災者数

ともに約 3 倍に増加しているとのデータがある（内閣府）。

災害支援のニーズは，今後もさらに増大するものと考えられ

る。 
健康心理学は，心身の健康に関わる実証的かつ実践的な学

問領域であり，災害時の健康支援に心身両面からアプローチ

できる強みをもつともいえる。健康心理学が災害支援にどの

ように貢献できるのか。このような基本的課題に加え，人口

移動が加速化する近年においては，国際的な観点から災害支

援をとらえ，実践に備えることは必須と考えられる。 
本シンポジウムは，国際的な観点から災害支援を考えるこ

とを目的とし，マレーシアの Balan RATHAKRISHNAN
氏，米国の金原さと子氏，日本の堀毛裕子氏それぞれに，各

地で起こった，洪水，ハリケーン，大地震と津波という大規

模災害の被災者支援の実際について話題提供いただく。 
それぞれの話題提供者に実践事例をじっくりとお話しいた

だき，参加者との十分な議論の時間をとるため本シンポジウ

ムでは指定討論を設けていない。世界の異なる場所で起こっ

た異なる災害での支援実践についての複数の視点が共有され

る，きわめて有意義なシンポジウムとなることが期待されて

いる。 
 

Title: Problem-Focused and Emotion-Focused of Flood 

Coping Responses with Psychological Distress in Flood 

Victims 

Balan RATHAKRISHNAN  

(University of Malaysia, Sabah) 

The main purpose of this study is to determine the 
effects of problem and emotion focused coping responses 
with psychological distress among flood victims in Sabah, 
Malaysia. Besides that, this study also to determine the 
level of psychological distress (stress, anxiety and 
depression among flood victims).  A total of 100 (nmale 
=30%, nfemale=70%) from village of Labuk, Kota Kinabalu 
sabah were selected in this study. The random simple 
sampling technique was used during sample selection. 
Data were obtained from self-administered questionnaire 
that are consist of Individual Depression Anxiety Stress 
Scale (DASS) was to investigate the psychological distress 
experienced by the flood victim. Problem-focused flood 
coping scale and emotion-focused flood coping scale were 
to investigate the flood coping responses. Results indicate 
that majority (68%) of respondents were in moderate level 
of depression with a mean value 20.02. Findings shown 

Table 1 大規模自然災害による被災者数と死者数
上位 10 か国（2018 年）（人）

被災者数 死者数

1位 India 23,900,348 1位 Indonesia 4,535
2位 Philippines 6,490,216 2位 India 1,388
3位 China 6,415,024 3位 Guatemala 427
4位 Nigeria 3,938,204 4位 Japan 419
5位 Guatemala 3,291,359 5位 China 341
6位 Kenya 3,211,188 6位 Nigeria 300
7位 Afghanistan 2,206,750 7位 USA 298
8位 USA 1,762,103 8位 Pakistan 240
9位 Japan 1,599,497 9位 Korea DPR 237

10位 Madagascar 1,472,190 10位 Philippines 221

出展 : EM-DAT (International Disaster Database)
※日本とアメリカに下線，マレーシア近隣の東南アジア諸国を太字

that 91% of respondents have moderate problem-focused 
flood coping responses with a mean value of 28.53 (S. D. = 
4.89), while 9% at high level. 65% of respondents have low 
emotion-focused flood coping responses with a mean value 
of 43.06, while 35% of respondents have moderate 
emotion-focused flood coping responses. Result also shows 
that there was a negative not significant relationship 
between overall psychological distress and problem-
focused flood coping responses (r = -.115, p > .05). The 
outcome of the research would help the people here for 
better intervention and coping ability.  
 
 
米国カトリーナ洪水１２の失敗と大災害への健康臨床心理

介入 
金原さと子  

（パロアルト大学） 
 

最 初 の 部 分 の 発 表 は ， 共 著 者 と し て American 
Psychologist に掲載された米国でのハリケーンカトリーナ

（洪水災害）における災害準備への１２の失敗について説明

する。この論文は，より広い公衆衛生の観点からの災害計画

と緩和努力を網羅するトラウマの治療を超えた心理学の役割

の大切さを言及する。これらのことは，公衆衛生や予防介入

を大切にする健康心理学会の役割の重要性を再認識させられ

る。そして，その一つの提案として，健康臨床心理の立場（コ

ーピング概念，臨床介入とアウトカムの治療原則：米国では，

STS：システマテックトリートメントセレクションと呼ばれ

ている）から，つまりエビデンスのある（治療効果を高める）

治療原則から災害介入の準備への発表をする。 
シンポジウムの参加者は，これらの治療原則を学ぶことに

よって，大災害の被災者の多様なニーズに適応する様々なア

プローチの仕方の方向性を学ぶことができる。この統合心理

治療モデル「STS 治療原則」は，大災害時に９０％以上の人

が経験する急性ストレス障害（フラッシュバックのような追

体験，関連することを回避する体験，緊張，不眠や不安が続

くような過覚醒状態となる体験）から出来るだけ，自殺念慮，

不安障害，外傷性ストレス障害，抑うつ障害，薬物障害，家

庭内暴力などのような問題へ発展しないように，人間のコー

ピング能力を最大限に生かすことが出来る自然治癒能力やコ

ーピング能力を高めることを意図としている。これらの介入

の準備は，災害直後，災害の１週間後から，災害から４週間

後の継続的支援というように分け，生理的，心的，社会的，

スピリチュアル的介入（健康臨床心理学）が基となる。 
最後のまとめとして，有効なこと，有効でないこと，さら

に，現場に役立つポイントを提示する。これらの治療原則は，

台湾と日本のデータの中でもエビデンスが支援されているが，

台湾や日本固有の問題への介入が大切である。そのことにつ

いて最後に付け加える。 

東日本大震災の経験から健康心理学的支援を考える 
堀毛裕子  

（東北学院大学） 
 

発表者は仙台市在住であり，2011 年 3 月 11 日の東日本

大震災以降，本務の傍ら臨床心理士としてさまざまな支援に

関わった。その内容等については，2012 年の本学会第 25
回大会および 2013 年の同第 26 回大会の研究・実践活動支

援委員会企画シンポジウム（東日本大震災支援Ⅱ・Ⅲ）にお

いて話題提供を行った。なお，2012 年 9 月には本学会の実

践活動奨励賞を頂いたことにあらためて感謝を申し上げた

い。 
過去 2 回のシンポジウム報告を読み返し，第 26 回大会抄

録に，「『被災地の物理的な復旧は進んでいるように見える面

もあるものの，本質的な復興への道のりはまだ遠いと言えよ

う』という一文は，昨年度の学会で筆者が提示したシンポジ

ウム抄録の一部であるが，この状況は現在もまったく変わっ

ていない」とあるのを見つけた。残念ながらこの文は発災後

8 年以上を経た現在もなお当てはまると感じられ，それは被

害の大きさと復興の難しさの一端を示すとも言えよう。 
宮城県では，2019 年 5 月 31 日現在の行方不明者が 1,220

名，応急仮設住宅入居者もいまだに 285 名を数える。被災し

た鉄道は 100%復旧し，防潮堤の整備など減災の工事が進み，

災害公営住宅の整備はすべて完了して防災集団移転なども進

んでいるが，人々の日常生活の復興はまだ途上にある。県民

相談（沿岸部の面接相談と心のホットライン）の件数推移を

見ても開始時から減少しておらず，生活の復興状況に照らし

て，震災後に生まれた子どもたちの精神的健康も危惧される。 
さらに原発事故の直接的な被害を受けた福島県では，県外

避難者数が 6 月 11 日現在でなお 3 万 1 千名を超えており，

帰還困難区域の存在は変わらず，避難指示や居住制限が解除

された地域でも地元での生活に戻る人々は多くはない。 
災害支援では，時間経過とともに状況が変化する中で，現

地の地域特性や文化をも踏まえた息の長い支援が求められる。

また，ステレオタイプ的な「弱い被災者」ではなく個人が持

つ力を尊重する姿勢や，精神的健康を個人内の問題としてで

はなく社会生態学的視点から理解する姿勢が重要と思われる。

その意味で，bio-psycho-social なアプローチを用いて個人の

ポジティブな側面を尊重する健康心理学は，有効な視点を提

供できると言えよう。当日はこのような視点から，支援につ

いて現在考えていることを述べてみたい。 
 

利益相反開示 
本シンポジウムにおけるいずれの発表に関しても，開示す

べき利益相反関係にある企業等はありません。 
 

 (Mika OMORI, Yoshiyuki TANAKA,  
Balan RATHAKRISHNAN, Satoko KIMPARA,  

Hiroko HORIKE, Fumio YAMADA) 
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企画趣旨  

不眠症に対する認知行動療法（cognitive behavioral therapy 
for insomnia: CBT-I）は治療者と患者との対面形式（個人，集

団）で行われるのが一般的であるが，一次，二次予防の観点

から，病院を訪れずに CBT-I を提供するプログラムとして，

地域コミュニティや教育現場での実施効果や，コンピュータ，

電話，書籍などのデバイスを利用したセルフヘルプ介入の効

果も検証されている。最近では，対象者の状態像（健常レベ

ル～疾患レベル）に合わせて低強度（low-intensity）から高強

度（high-intensity）の治療を提供する段階的ケアモデル

（stepped care model）が提唱されている（Mack & Ryberczyk, 
2011；岡島・中島，2012）。 
図 1 に示した段階的治療モデル（Mack & Ryberczyk, 2011）

では，上位の階層に進むほど CBT-I の強度が強くなる。言い

換えると，上位層になるほど，睡眠医療により精通した専門

家が，個々人の問題に対応した治療を提供する。 
セルフヘルプ CBT-I 不眠に悩む人々が，自分自身で改善

に取り組む方法である。 
マニュアルに基づく集団 CBT-I これは，睡眠の専門家が

作成した CBT-I マニュアルに基づいて行うグループ介入の段

階である。 
簡易的な個人 CBT-I これは，集団 CBT-I よりも個別性を

重視し，当事者に適した方法で CBT-I 技法を提供する段階で

ある。治療提供者も睡眠医療の知識をある程度有している必

要がある。 

 
図 1 CBT-I の段階的ケアモデル（Mack & Ryberczyk, 2011） 
 

睡眠専門機関へつなぐ この段階になると，CBT-I の知識

だけでなく，睡眠医療だけでなく，睡眠科学と精神医療の知

識を有した総合的な見立てと介入が必要にある。 

このような段階的ケアモデルに基づいた介入研究として，

Vincent & Walsh（2013）は，モデル上位層の CBT-I を提供す

る必要がある者を予測する変数について検討している。睡眠

クリニックに通院する 50 名の慢性不眠症患者を対象に，ICT
を活用した CBT-I（ステップ１；6 週間），心理士とのコンサ

ルテーション（ステップ 2；1 回），心理士による集団 CBT-I
（ステップ 3；6 週間），睡眠専門の心理士による個別治療（ス

テップ 4）の順に実施した。対象者は各ステップを継続でき

なくなった，もしくは対象者本人もしくはスタッフが治療継

続の判断をした場合に，対象者は上位層の治療に進んだ。そ

の結果として，ICT を活用した CBT-I は，①年齢が若い，②

仕事に従事している，③睡眠が比較的良い，場合に有効であ

ることが示されている。 
この研究成果からも示唆されるように，段階的ケアモデル

に基づいて，年齢層，睡眠重症度などを考慮した CBT-I 介入

を提供することで，より効果的な睡眠改善につながるといえ

る。最近の研究では，CBT-I による不眠症状の改善は，精神

症状や身体症状の軽減にも奏功することがメタ解析の結果か

ら明らかにされている（Okajima & Inoue, 2018）。 
そこで本シンポジウムでは，さまざまな領域で睡眠臨床・

研究を行っている専門家にご登壇いただき，こころの健康と

いう観点から，段階的ケアモデルに基づく実践の意義と課題

について議論する。 
 

話題提供者 乳原 彩香（同志社大学） 

「CBT-I の効果と不眠の改善プロセス」 
問 題 不眠に対する認知行動療法 (Cognitive Behavioral 

Therapy for Insomnia: CBT-I) は，不眠だけでなく他の身体的・

精神的症状にとって有効であるものの，改善メカニズムに不

明な点が多い。そこで，本話題提供では，まず CBT-I の効果

について不眠とメンタルヘルスを中心とした成果を紹介する。

そして，CBT-I の改善メカニズムの 1 つとして媒介要因に着

目し，どの行動や考え方の変化が不眠の改善を生じさせるか

に関する実証的研究を概観した結果を報告する。 
方 法 国内外の複数のデータベースにて「insomnia」

「CBT-I」「mechanism」「mediator」の検索語を用いて検索を行
Nature and Science of Sleep 2011:3submit your manuscript | www.dovepress.com
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group sessions.59 The third step of the primary care stepped-care 

model would be brief individual treatment with a health care 

professional. The therapist for this step will depend on the staff 

options available with appropriate training in behavioral sleep 

medicine. This individually administered CBT-I intervention 

will be delivered in four, 50-minute biweekly sessions. Four 

biweekly sessions has been determined to be the optimal dosing 

for the individual CBT-I.40 If the patient’s treatment goals have 

still not been met, they will move to the fourth step which is 

referral to a certified behavioral sleep medicine specialist for 

further evaluation in a sleep clinic.

In the proposed model, it is not necessary for patients 

to discontinue sleep medication usage if they choose to 

undergo CBT-I treatment. In fact, a recent study suggested 

that immediate posttreatment benefits from CBT-I may be 

enhanced modestly by adjunctive treatment with zolpidem.90 

However, it was noted that 6-month treatment benefits were 

reduced when zolpidem use was continued after the initial 

acute treatment phase.90

Patients will be not be referred to the stepped-care treat-

ment if they are currently abusing prescription medications, 

illegal drugs, or alcohol, or meet diagnostic criteria for other 

sleep disorders (sleep apnea) based on screening questions 

or a home assessment method. Patients may also opt out 

of the stepped-care treatment and be referred directly to 

a sleep center for individualized treatment. Computerized 

 

Acute insomnia
(Sleep disturbance less than 4 weeks) 

Episodic insomnia
(Multiple episodes of acute insomnia) 

Chronic insomnia
(Sleep disturbance more than 1 month) 

Pharmacotherapy
&

Patient education 

CBT-I

Figure 1 A proposed model for an insomnia clinical pathway in primary care.
Abbreviation: CBT-I, cognitive behavioral therapy for insomnia.

Sleep
clinic

referral

Brief individual
CBT-I

Manualized group CBT-I

Self-help CBT-I

Chronic insomnia population

Cost and intensity
Patients who opt out

of stepped care

Figure 2 A model for stepped-care treatment for chronic insomnia in primary care indicating how patients might move through the cognitive-behavioral treatment levels. 
As treatments become progressively more individualized and intense, they also become more costly to the individual and the health care system.
Abbreviation: CBT-I, cognitive behavioral therapy for insomnia.
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団）で行われるのが一般的であるが，一次，二次予防の観点

から，病院を訪れずに CBT-I を提供するプログラムとして，

地域コミュニティや教育現場での実施効果や，コンピュータ，

電話，書籍などのデバイスを利用したセルフヘルプ介入の効

果も検証されている。最近では，対象者の状態像（健常レベ

ル～疾患レベル）に合わせて低強度（low-intensity）から高強

度（high-intensity）の治療を提供する段階的ケアモデル

（stepped care model）が提唱されている（Mack & Ryberczyk, 
2011；岡島・中島，2012）。 

図 1 に示した段階的治療モデル（Mack & Ryberczyk, 2011）
では，上位の階層に進むほど CBT-I の強度が強くなる。言い

換えると，上位層になるほど，睡眠医療により精通した専門

家が，個々人の問題に対応した治療を提供する。

セルフヘルプ CBT-I 不眠に悩む人々が，自分自身で改善

に取り組む方法である。 
マニュアルに基づく集団 CBT-I これは，睡眠の専門家が

作成した CBT-I マニュアルに基づいて行うグループ介入の段

階である。 
簡易的な個人 CBT-I これは，集団 CBT-I よりも個別性を

重視し，当事者に適した方法で CBT-I 技法を提供する段階で

ある。治療提供者も睡眠医療の知識をある程度有している必

要がある。 
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睡眠専門機関へつなぐ この段階になると，CBT-I の知識

だけでなく，睡眠医療だけでなく，睡眠科学と精神医療の知

識を有した総合的な見立てと介入が必要にある。 

このような段階的ケアモデルに基づいた介入研究として，

Vincent & Walsh（2013）は，モデル上位層の CBT-I を提供す

る必要がある者を予測する変数について検討している。睡眠

クリニックに通院する 50 名の慢性不眠症患者を対象に，ICT
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続の判断をした場合に，対象者は上位層の治療に進んだ。そ

の結果として，ICT を活用した CBT-I は，①年齢が若い，②

仕事に従事している，③睡眠が比較的良い，場合に有効であ

ることが示されている。

この研究成果からも示唆されるように，段階的ケアモデル

に基づいて，年齢層，睡眠重症度などを考慮した CBT-I 介入

を提供することで，より効果的な睡眠改善につながるといえ

る。最近の研究では，CBT-I による不眠症状の改善は，精神

症状や身体症状の軽減にも奏功することがメタ解析の結果か
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そこで本シンポジウムでは，さまざまな領域で睡眠臨床・

研究を行っている専門家にご登壇いただき，こころの健康と

いう観点から，段階的ケアモデルに基づく実践の意義と課題
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「CBT-I の効果と不眠の改善プロセス」 
問 題 不眠に対する認知行動療法 (Cognitive Behavioral 

Therapy for Insomnia: CBT-I) は，不眠だけでなく他の身体的・

精神的症状にとって有効であるものの，改善メカニズムに不

明な点が多い。そこで，本話題提供では，まず CBT-I の効果

について不眠とメンタルヘルスを中心とした成果を紹介する。

そして，CBT-I の改善メカニズムの 1 つとして媒介要因に着

目し，どの行動や考え方の変化が不眠の改善を生じさせるか

に関する実証的研究を概観した結果を報告する。

方 法 国内外の複数のデータベースにて「insomnia」
「CBT-I」「mechanism」「mediator」の検索語を用いて検索を行
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group sessions.59 The third step of the primary care stepped-care 

model would be brief individual treatment with a health care 

professional.The therapist for this step will depend on the staff 

options available with appropriate training in behavioral sleep 

medicine. This individually administered CBT-I intervention 

will be delivered in four, 50-minute biweekly sessions. Four 

biweekly sessions has been determined to be the optimal dosing 

for the individual CBT-I.40 If the patient’s treatment goals have 

still not been met, they will move to the fourth step which is 

referral to a certified behavioral sleep medicine specialist for 

further evaluation in a sleep clinic.

In the proposed model, it is not necessary for patients 

to discontinue sleep medication usage if they choose to 

undergo CBT-I treatment. In fact, a recent study suggested 

that immediate posttreatment benefits from CBT-I may be 

enhanced modestly by adjunctive treatment with zolpidem.90

However, it was noted that 6-month treatment benefits were 

reduced when zolpidem use was continued after the initial 

acute treatment phase.90

Patients will be not be referred to the stepped-care treat-

ment if they are currently abusing prescription medications, 

illegal drugs, or alcohol, or meet diagnostic criteria for other 

sleep disorders (sleep apnea) based on screening questions 

or a home assessment method. Patients may also opt out 

of the stepped-care treatment and be referred directly to 

a sleep center for individualized treatment. Computerized 

Acute insomnia
(Sleep disturbance less than 4 weeks) 

Episodic insomnia
(Multiple episodes of acute insomnia)

Chronic insomnia
(Sleep disturbance more than 1 month) 

Pharmacotherapy
&

Patient education

CBT-I

Figure 1 A proposed model for an insomnia clinical pathway in primary care.
Abbreviation: CBT-I, cognitive behavioral therapy for insomnia.

Sleep
clinic

referral

Brief individual
CBT-I

Manualized group CBT-I

Self-help CBT-I

Chronic insomnia population

Cost and intensity
Patients who opt out

of stepped care

Figure 2 A model for stepped-care treatment for chronic insomnia in primary care indicating how patients might move through the cognitive-behavioral treatment levels. 
As treatments become progressively more individualized and intense, they also become more costly to the individual and the health care system.
Abbreviation: CBT-I, cognitive behavioral therapy for insomnia.
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ったところ，2652 編の論文が抽出された。その後レビューを

行い，媒介分析によって媒介効果を検討した 4 編の論文が抽

出された。なお，媒介要因として取り上げられた要因は，CBT-
I の介入ターゲットとなる要因であることが独立した専門家

によって確認された。 
結果と考察 各研究の媒介分析の結果より，不眠の媒介要

因として，睡眠に関する非機能的信念 (b = 0.45, 95%CI [0.27, 
0.77])，安全確保行動 (b = 3.06, 95%CI [1.18, 5.80])，入床時間

の変動性 (b = -0.14, 95%CI [-0.35, -0.01])，身体的・認知的過

覚醒 (b = -1.37, 95%CI [-0.42, -2.40]) があることが示された。

安全確保行動の変化が重要である可能性が示されたが研究数

は少なく，今後更に研究を蓄積することが必要となる。これ

により，介入ターゲットとすべき要因が明確となり，CBT-I の
効果を最大限に引き出す工夫が提案できる。 
［研究倫理］本研究は文献研究のため人を対象とする研究の

倫理審査に該当しない。 
［利益相反］発表に関し，開示すべき利益相反事項はない。 
 
話題提供者 原 真太郎（早稲田大学） 
「メタ認知療法からみた不眠障害に対する理解と支援」 

メタ認知療法（Metacognitive therapy：MCT）では，思考に

対する捉え方の構え（例えば，思考の有用性，思考の危険性

や制御不能性）であるメタ認知が，精神障害の維持要因とし

て位置づけられている（Wells, 2009）。MCT は，大うつ病性障

害や不安障害といった様々な精神障害に適用されており，そ

の有効性が確認されている（Wells, 2009）。そのため，MCTは，

こころの健康の保持・増進に寄与する心理療法であると考え

られる。 
近年，MCT からみた不眠障害に対する理解と支援が有効で

ある可能性が指摘されている（Broomfield et al., 2005）。
Broomfield et al.（2005）は，睡眠に関するメタ認知（個人が

有する睡眠に対する捉え方の構え）が，不眠障害の維持要因

であると指摘している。これまでの研究では，睡眠に関する

メタ認知を測定する尺度である Metacognitions Questionnaire-
Insomnia（MCQ-I；Waine et al., 2009）が開発されており，睡

眠に関するメタ認知を標的とした支援方略の提案が期待され

ている。 
本話題提供では，MCT からみた不眠障害に対する理解と支

援の現状や発表者が行っている MCQ-I の課題点を改善した

上での日本語版尺度の開発に関する研究成果を報告する。 
［研究倫理］本話題提供で報告される研究成果は，早稲田大

学人を対象とする研究に関する倫理審査委員会の承認後に実

施された。 
［利益相反］発表に関し，開示すべき利益相反事項はない。 
 

話題提供者 岡島 義（東京家政大学） 

「不眠に対するセルフヘルプ介入の実践と効果」 

書籍や E メール，ICT（Internet Communication Technology）
を活用したアプリケーションを用いたセルフヘルプによる

CBT-I の，介入後の有効性を検証したメタ解析（Cheng & Dizon, 

2012; van Straten & Cuijpers, 2009）では，睡眠日誌による主観

的な入眠潜時，中途覚醒時間／回数，睡眠効率，総睡眠時間，

睡眠の質，および不眠重症度尺度において，統制群よりも小

〜大きい改善効果のあることが明らかにされている。また，

この効果は治療数ヶ月後も維持されていた。 
 我々の研究グループは，（１）不眠感を訴える大学生に対し

て，E メールを用いた８週間のセルフヘルプ CBT-I に関する

ランダム化比較試験，（２）不眠感を訴える労働者に対して，

スマートフォンアプリを用いた２週間のセルフヘルプ CBT-I
に関するランダム化比較試験，（３）慢性不眠障害患者に対し

て，コンピュータプログラムを用いた５週間のセルフヘルプ

CBT-I に関する多施設共同ランダム化比較試験を行ってきた。 
本シンポジウムでは，これらの成果について紹介し，セル

フヘルプ介入の効用と限界についてディスカッションする。 

［研究倫理］本話題提供で報告される研究成果は，早稲田大

学および公益財団法人神経研究所の関する倫理審査委員会の

承認後に実施された。 
［利益相反］発表成果の一部は，NEC ソリューションイノベ

ータ株式会社から共同研究費を受領している。 
 

話題提供者 田村 典久（兵庫教育大学） 

「学校・家庭・地域と連携した睡眠の健康心理学的支援」 

本シンポジウムでは，学校や地域での睡眠健康支援につい

て，その実践例を紹介する。 
近年，子どもの日中眠気やイライラを軽減する方法として，

睡眠教育に注目が集まっている。睡眠教育では，睡眠改善を

図るために，睡眠に関する正しい知識を提供し，実際に良質

な睡眠の取得を促す睡眠促進行動を獲得・維持させていくこ

とが重視される。実際に児童生徒を対象として，知識教育と

2 週間のセルフモニタリングを実施すると，就床時刻が前進，

睡眠時間が増加して日中眠気やイライラが軽減することが，

多くの学校で明らかにされている。 
一方，地域での睡眠健康支援として，上述した睡眠教育に，

生活リズム調整技法とストレス対処法を加えた快眠教室があ

る。この教室（90 分）では，1 回目に講義「睡眠」と GW「不

眠の悩み共有」，2 回目に講義「生活習慣」と GW「目標行動

の見直し，筋弛緩法」，3 回目に講義「ストレス」と GW「良

いところ探し」，4 回目に講義「快眠と笑い」と GW「最近笑

ったことの発表」，そして毎回最後に 30 分間の体操が行われ

ている。これにより，不眠高齢者の不眠重症度が軽減し，抑

うつ感や眠気，QOL が改善することが明らかにされている。 
上記の研究例を題材としながら，今後，睡眠問題の予防や

改善の一助となることが期待される健康心理学的支援につい

て報告する。 
［研究倫理］本話題提供で報告される研究成果は，広島国際

大学の倫理審査委員会の承認を得て実施された。 
［利益相反］発表に関し，開示すべき利益相反事項はない。 
 

(OKAJIMA Isa, TAMURA Norihisa, UBARA Ayaka, 
 HARA Shintaro, HAYASHI Mitsuo) 

9月28日（土）16：40 ～ 18：10　【Ｃ会場（1309教室）】 会員企画シンポジウム

（ 61 ）



Figure 1. HAPA  

健康行動介入におけるアドヒアランス強化のためのサプリメント 
ー実践意図（If-then plans），行動計画（Action planning），および対処計画（Coping planning）ー  

 

	 	 	 企画者	 	 	 	 竹中晃二（早稲田大学人間科学学術院） 
	 	 	 司会者	 	 	 	 竹中晃二（早稲田大学人間科学学術院） 
	 	 	 話題提供者	 	 尼崎光洋（愛知大学地域政策学部） 
	 	 	 話題提供者	 	 三浦佳代（埼玉医科大学保健医療学部） 
	 	 	 話題提供者	 	 吉田	 椋（早稲田大学人間科学研究科） 
	 	 	 話題提供者	 	 竹中晃二（早稲田大学人間科学学術院） 
	 	 	 指定討論者	 	 森	 和代（桜美林大学名誉教授） 

 

企画主旨 
健康心理学における大きな魅力の一つは，基礎研究と応用

研究の融合であり，研究で培った知見を介入としてリアルワ

ールドで活かすことである。健康心理学では，疾病管理，疾

病予防およびヘルスプロモーションを目的にして，地域，職

域および学校など様々な場において，食事，運動，喫煙，ス

トレスなどの介入研究が行われてきた。健康行動を促す介入

で効果をあげるためには，行動の継続性，すなわちアドヒア

ランスをいかに高めるかが鍵となる。しかし，これらの介入

研究では，実際に，思うほどに人々の関心を高めることがで

きず（動機づけの不足），また人々に行動意図が存在したとし

ても実践に結びつかない場合（意思—行動のギャップ）も見
られている。 

本シンポジウムの目的は，健康行動介入におけるアドヒア

ランス強化を目的として， 2種類の計画作りを介入補強の役

割として紹介する。計画づくりには，If-then plansとして知ら

れている実践意図（Implementation Intention: Gollwitzer, 2014）
があり，あらかじめ定めた状況・場面 Xに遭遇すると Yの反

応を行うということを決めておくことで行動変容の自動化が

推進される。また，Health Action Process Approach（HAPA: 
Schwarzer, 1992）においても，先の実践意図の形成と同じよ

うに，実行計画（Action Planning）が組み込まれている。HAPA
では，実行計画に加えて，行動を妨げる妨害要因をあらかじ

め想定し，その対処計画（Coping Planning）をあらかじめ作

成しておくことも奨励されている。 
本シンポジウムでは，最初に実践意図について，そして

HAPAの計画について概略を紹介し（尼崎光洋），（1）脳卒中

患者の社会活動強化を目的とした介入（三浦佳代），（2）メン
タルヘルス問題の予防を目的とした自助方略介入（竹中晃二），

および（3）高血圧者の血圧低下を目的とした Internet介入（吉
田椋），のそれぞれ異なる健康行動の介入におけるアドヒアラ

ンス強化を目的として，これらの計画の適用例を紹介する。 

話題提供者	 尼崎光洋 
	 Health Action Process Approachと健康行動研究 

	 本発表では，実践意図および HAPAの変数についての概説

を行う。本シンポジウムで着目している実践意図，すなわち

If-then plans はすでに多くの健康行動介入で用いられ，また

HAPAにおける行動計画についても他の変数と合わせて健康 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

行動の採択と維持を目的に採択されている（Schwarzer, 1992; 
Figure 1）。本発表では，実践意図と HAPAにおける実行計画

が類似していることから，HAPAについての概要を中心に紹
介する。HAPAの構成要素は，主に 5つの要因（リスク知覚，

結果予期，自己効力感，行動意図，行動計画）と従属変数と

なる健康行動から構成されている。当初の HAPAにおける計
画づくりは，当初，実行計画のみを扱っていたが，近年では

対処計画を加えるようになった。また，状況に応じたバリア

や資源，行動コントロール感を HAPAに含めたモデルで検討
する場合もある。さらに，近年の HAPAは，自己効力感を 3

つ（Task SE, Maintenance SE, Recovery SE）に分けたモデルで
検討している。HAPA は，健康行動介入の際に，行動意図

（behavioral or implementation intention）の状態により，3対象

者群（Pre-intenders, Intenders, Actors）にセグメント化され，
行動意図の状態に応じて介入方略を提案されている。例えば，

動機づけの最も低い段階の Pre-intenders に対しては，対象者

個別のリスク（例：血圧）をフィードバックしながら行動変

容を促す介入が提案されている。また，Intendersに対しては，

「いつ，どこで，どのように」といった実行計画や，「バリア

の予測，対処へのシミュレーション」といった対処計画の作

成が組み込まれている。Actors に対しては逆戻り防止を目的

に，「感情やストレスのコントロール，バリアの特定，対処計

画」といった介入が提案されている。 

話題提供者	 三浦佳代 

脳卒中患者を対象とした社会活動参加の介入研究 
筆者らは，HAPAの構成要素を含んだ介入を，脳卒中者の

社会活動参加のための支援に適用している。脳卒中発症後，
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Table 2 If-then plans  
(Brevers et al., 2017) 

Table 1.  
Morgan & Jorm, 2009) 患者の多くは，入院し，専門的 

なリハビリテーションを行う。 
入院中のリハビリテーションで 

は，本人が望む形で社会活動に 

参加できるよう支援を行ってい 
るが，脳卒中者は，入院を期に 

活動性が低下し，発症から 4年 

以上が経過した後も社会的な活 
動性が低いことが報告されている（Billinger et al,. 2014；Gadidi 
et al,. 2011など）。その原因として，退院後には専門職による
サポートが減少すること，退院後に出現したバリア要因に対

処しきれないことなどが挙げられる。退院後の患者からは，

「発症前と異なる身体で，ひとりでは想像していたように活

動できない」，「入院中には，退院後にたくさん活動しようと

思っていたが，痛みがあって思うように動けない」などとい

った声が聞かれている。そこで，専門職によるサポートが少

ない中でも，社会活動を行っていけるように，HAPAの要素，
特に実行計画と対処計画を含んだ介入プログラムを開発した。

筆者らが行った先行研究において，脳卒中者は高い行動意図

を有していたため，プログラムのメインコンテンツは，2 種
類の計画づくりとした。具体的には，行いたい活動を 3つ挙
げさせ，それぞれに対し，その活動を「いつ，どこで，誰と，

どのように行うか」という実行計画と，活動を行うことが困

難であった場合，どのように対処するかという対処計画を立

てさせた。最後に，1枚の用紙にまとめ自宅での掲示を促す。
当日は，プログラムの詳細，試行の結果について紹介する。	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
話題提供者	 竹中晃二 

	 メンタルヘルス問題の予防を目的とした自助方略介入 
	 メンタルヘルス問題・障害は，数種類の異なる症候群が存

在するというよりも，むしろ深度の連続体とみなされている。

診断基準に達しないメンタルヘルス不調，例えばなんとなく

気分が重い，疲れやすい，などの症状は広く蔓延しており，

社会において重大な機能的障害の原因となっている。「閾値下」

と呼ばれるこれらの症状は，全人口レベルにおいて相当な社

会的・経済的な負担を招く。これらの症状が，例えば，好き

な音楽を聴く，散歩する，友人や家族と話す，などの自助方

略によって対処されることが証明されており，しかしどの自

助方略が閾値下の症状を患う人々に役立ち，また実践できる

可能性が高いのかについては十分に明らかにされていない。 

	 本話題提供では，まずメンタルヘルス問題における予防措

置としての自助方略の役割を概説する。内容としては，1)メ
ンタルヘルス問題における予防措置としての自助方略の役割，

および 2）自助方略の内容（役立ち度と実践可能性，予防と

管理を目的とした自助方略），である。Table 1には，閾値下
症状の緩和のために役立つ自助方略の例を示す。つぎに，こ

れら自助方略の遂行を確実にするために，実践意図，または

実行計画および対処計画の例を示す。効果的な自助方略が明

確にされたとしても，その実践が伴わなければ自助方略の役

割は果たせない。そのために，各計画づくりを取り入れた自 

助方略の研究を紹介する。 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
話題提供者	 吉田椋 
高血圧者の血圧低下を目的とした Internet介入 
高血圧は，自覚症状が少ない反面，脳卒中や心不全といっ

た重度の疾患リスクを増大させる。従来の血圧低下を目的と

した介入では，降圧剤などを用いた薬物療法，食事や運動の

ような生活習慣の改善，そして血圧の測定・記録を行うセル

フモニタリングが適用されてきた。しかし，これらの介入で

は，患者が専門家からの指示を受けて行うために，コンプラ

イアンスが低く，自発的な健康行動として定着，すなわちア

ドヒアランスの強化につながらないことが多い。そのため，

欧米では，ICTを用い，自身で選択した自助方略の介入が行
われている。具体的には，測定した血圧値をWebやスマート
フォンに記録し，セルフモニタリングを実施させる ICTベー
スの介入である。また，目標設定および行動計画を選択的に

実践させることで，血圧や生活習慣が改善することが認めら

れている。しかし，ICT介入では，患者に大きな自己調整を
負わせるために，時間が経過するにつれてドロップアウト率

が高くなる傾向があった（Choi et al, 2016）。本話題提供では，
高血圧を対象にした ICTの介入研究を概観し，まず，1）ICT
介入の内容，2）ICT介入による効果，を紹介する。その後，
アドヒアランス強化を目的として使用されている実践意図

（If-then plans）の例を示す。 
 

 
 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

 

利益相反なし。 

(AMAZAKI Mitsuhiro, MIURA Kayo,  
TAKENAKA Koji, YOSHIDA Ryo) 

9月29日（日）9：30 ～ 11：00　【Ａ会場（1311・1312教室）】 会員企画シンポジウム
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9月29日（日）9：30 ～ 11：00　【Ｃ会場（1309教室）】 研修委員会主催研修会

生活習慣病への健康心理学的アプローチ
 
 
 
 
 

福岡大学

小　池　城　司

　日本人の平均寿命は年々延伸してきているが、そのことが日本人は健康に一生を全うしているということ
意味していないことは、現在の日本人の健康状態をみれば明らかである。すなわち、自立して生活できるこ
とを意味する健康寿命は平均寿命から約10年短く、そのギャップが埋まらないことが続いている。日本人の
1/3は生活習慣病を基盤とした心疾患および脳血管疾患でなくなっている現状がある。現在の医療レベルで
あっても、高血圧患者の血圧コントロールや糖尿病患者の血糖コントロール等が十分に達成できていない現
状があり、心筋梗塞や脳卒中などの病態の重症化が抑えることができていないことにつながっている。そこ
で、厚生労働省は平成20年度から特定健康診査・特定保健指導を開始し、生活習慣病において、疾病の治
療から疾病の予防に舵を切って、徐々にその効果が出てきたところである。その中で、「行動変容」が注目
されるようになってきたものの、実際の医療現場においては手探りの状態が続いている。この分野こそ、公
認心理師が積極的に関わっていく分野であると考えるが、なぜそうなのか、生活習慣病分野における現状と
課題について解説したい。そして、医療従事者が生活習慣病患者及び予備群への対応に対して、公認心理師
にどのような役割を期待しているのかについて、他職種連携の面も含めて考えたい。

コイケ ジョウジ
略歴：1986年　九州大学医学部卒業
　　　1991年　九州大学大学院医学系研究科内科系専攻修了
　　　1991-1998年　米国留学（Stanford University、Harvard University、Medical College of Wisconsin）
　　　2006年　九州大学医学部循環器内科講師
　　　2008年　福岡市健康づくり財団健康推進課長
　　　2009年　九州大学大学院医学研究院循環器内科学特任准教授
　　　2011年　福岡市医師会成人病センター部長
　　　2018年　福岡大学西新病院准教授
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健康心理学テクニカルワークショップ
研究実践力を高めるための方法論を習得する

企画者 日本健康心理学会研究推進委員会＊

司会者 嶋田 洋徳（早稲田大学）＊

話題提供者 岩野 卓（大分大学）＊

話題提供者 三浦 佳代（埼玉医科大学）＊

話題提供者 伊藤 正哉（国立精神・神経医療研究センター）

話題提供者 杉山 崇（神奈川大学）

企画趣旨

近年，研究や臨床実践の質を高めることを目的として，さ

まざまなガイドラインやプロトコルが策定されるようになっ

た。こうした指針に基づくことで，健康心理学領域の研究技

術の質を担保することが可能となり，研究領域のさらなる発

展に寄与することが期待される。一方で，このような研究・

臨床実践の質を高める方法論には，論文や書籍には記載され

ていない，さまざまな技術的な「コツ」が必要であることも

多い。ガイドラインなどに準拠した質の高い研究の遂行が一

層求められつつある今日において，こうした「コツ」を共有

することは，健康心理学領域の研究者・実践家の双方にとっ

て有用であると考えられる。そこで本企画は，健康心理学研

究における研究実践力の向上を目的として，（a）研究ガイド

ライン，（b）臨床活動を介入研究とする方法論，（c）面接技

術におけるスーパービジョンの方法論，（d）介入手続きの妥

当性を担保するための方法論といった観点において，論文上

では知ることのできない技術的な「コツ」を，それぞれの分

野の第一線でご活曜される先生方からご紹介いただく。

話題提供者 岩野 卓（大分大学）

【健康心理学領域における研究ガイドライン】

過去数年の間に，倫理規定や研究ガイドラインの修正や策

定が多く行われている。医療分野における臨床研究法の施行

などは，その良い例であろう。多くのガイドラインが存在す

ることは，初学者にとっては参考とする資料が増えるという

意味で，ありがたいことである。一方で，情報過多となって

しまい，実際に研究を行う際に何をどうすれば良いか迷うこ

ともありえる。

健康心理学領域で研究実践力を高めるために，研究報告に

関するガイドラインを知っていて損をすることはないだろう。

現在，研究デザインに応じて複数のガイドラインが作成され

ている。例えば，システマティックレビューでは

（ ）声

明，観察研究では （

）声明など

が策定されている。一度は耳にしたことがあるのではないだ

ろうか。これらのガイドラインは，研究報告において十分な

情報を記載し，研究の質を担保することを目的に策定されて

いる。研究指導を受けたことがある者であれば経験があると

思われるが，研究の実施や研究報告の執筆には，様々な工夫

がある。そして，言葉による指導だけではなく，先輩を真似

することによって研究の工夫を学ぶことも多いだろう。ただ

し，場合によってはその工夫が上手く機能せず，不適切な研

究報告につながりかねない。研究報告に関するガイドライン

は，研究報告をする上で必要な情報が何かを示し，かつチェ

ックするためのものである。すなわち，研究者の勘や経験に

頼るのではなく，統一的な研究報告手順を示すことで，報告

者にも読み手にも利益をもたらすべきものである。

とは言うものの，研究機関に所属する者や，研究者ではな

い限り，敷居が高く感じるのも実際のところではないだろう

か。演者は民間の医療機関で細々と研究を行ってきたが，そ

のような臨床的な立場から，研究報告に対するガイドライン

を活用する方法を紹介する。特に，健康心理学領域での実践

を想定し，介入研究に対する研究報告ガイドラインである

（ ）声

明を取り上げ，明日から実践できるような「コツ」を紹介し

たい。

なお，演者の研究は，全て，所属機関内の研究倫理審査委

員会の承認を経て実施されている。発表に関連し，開示すべ

き利益相反関係にある企業などはない。

話題提供者 三浦佳代（埼玉医科大学）

【日々の臨床活動を介入研究とするための方法論】

発表者は，理学療法士として，臨床活動を行っている。臨

床活動は，評価→介入→効果検証→介入の再検討，という一

連のながれの繰り返しである。評価においては，評価尺度，

患者の発言，検査など様々なデータを用いる。また，介入前

後の評価結果を比較したり，評価結果と文献データを比べた

りする。そのため，日々の臨床活動の中で取得したデータを

用いて研究を行うことは，それほど難しくないように思える

かもしれない。しかしながら，実際には，臨床活動の中で介

入研究を行うには，様々な難しさがあるように感じている。

介入研究とは，臨床研究のうち，研究者による介入がある

研究のことである。介入とは，人を対象とする医学系研究に

関する倫理指針（厚生労働省， ）において，「研究目的で，

人の健康に関する様々な事象に影響を与える要因（健康の保

9月29日（日）11：10 ～ 12：40　【Ｂ会場（1310教室）】 研究推進委員会企画健康心理学テクニカルワークショップ

健康心理学テクニカルワークショップ
研究実践力を高めるための方法論を習得する

企画者

司会者

話題提供者

日本健康心理学会研究推進委員会

嶋田  洋徳（早稲田大学）

岩野　　卓（大分大学）

話題提供者 三浦 佳代（埼玉医科大学）

話題提供者 伊藤 正哉（国立精神・神経医療研究センター）

話題提供者 杉山 崇（神奈川大学）

企画趣旨

近年，研究や臨床実践の質を高めることを目的として，さ

まざまなガイドラインやプロトコルが策定されるようになっ

た。こうした指針に基づくことで，健康心理学領域の研究技

術の質を担保することが可能となり，研究領域のさらなる発

展に寄与することが期待される。一方で，このような研究・

臨床実践の質を高める方法論には，論文や書籍には記載され

ていない，さまざまな技術的な「コツ」が必要であることも

多い。ガイドラインなどに準拠した質の高い研究の遂行が一

層求められつつある今日において，こうした「コツ」を共有

することは，健康心理学領域の研究者・実践家の双方にとっ

て有用であると考えられる。そこで本企画は，健康心理学研

究における研究実践力の向上を目的として，（a）研究ガイド

ライン，（b）臨床活動を介入研究とする方法論，（c）面接技

術におけるスーパービジョンの方法論，（d）介入手続きの妥

当性を担保するための方法論といった観点において，論文上

では知ることのできない技術的な「コツ」を，それぞれの分

野の第一線でご活曜される先生方からご紹介いただく。

話題提供者 岩野 卓（大分大学）

【健康心理学領域における研究ガイドライン】

過去数年の間に，倫理規定や研究ガイドラインの修正や策

定が多く行われている。医療分野における臨床研究法の施行

などは，その良い例であろう。多くのガイドラインが存在す

ることは，初学者にとっては参考とする資料が増えるという

意味で，ありがたいことである。一方で，情報過多となって

しまい，実際に研究を行う際に何をどうすれば良いか迷うこ

ともありえる。

健康心理学領域で研究実践力を高めるために，研究報告に

関するガイドラインを知っていて損をすることはないだろう。

現在，研究デザインに応じて複数のガイドラインが作成され

ている。例えば，システマティックレビューでは

（ ）声

明，観察研究では （

）声明など

が策定されている。一度は耳にしたことがあるのではないだ

ろうか。これらのガイドラインは，研究報告において十分な

情報を記載し，研究の質を担保することを目的に策定されて

いる。研究指導を受けたことがある者であれば経験があると

思われるが，研究の実施や研究報告の執筆には，様々な工夫

がある。そして，言葉による指導だけではなく，先輩を真似

することによって研究の工夫を学ぶことも多いだろう。ただ

し，場合によってはその工夫が上手く機能せず，不適切な研

究報告につながりかねない。研究報告に関するガイドライン

は，研究報告をする上で必要な情報が何かを示し，かつチェ

ックするためのものである。すなわち，研究者の勘や経験に

頼るのではなく，統一的な研究報告手順を示すことで，報告

者にも読み手にも利益をもたらすべきものである。

とは言うものの，研究機関に所属する者や，研究者ではな

い限り，敷居が高く感じるのも実際のところではないだろう

か。演者は民間の医療機関で細々と研究を行ってきたが，そ

のような臨床的な立場から，研究報告に対するガイドライン

を活用する方法を紹介する。特に，健康心理学領域での実践

を想定し，介入研究に対する研究報告ガイドラインである

（ ）声

明を取り上げ，明日から実践できるような「コツ」を紹介し

たい。

なお，演者の研究は，全て，所属機関内の研究倫理審査委

員会の承認を経て実施されている。発表に関連し，開示すべ

き利益相反関係にある企業などはない。

話題提供者 三浦佳代（埼玉医科大学）

【日々の臨床活動を介入研究とするための方法論】

発表者は，理学療法士として，臨床活動を行っている。臨

床活動は，評価→介入→効果検証→介入の再検討，という一

連のながれの繰り返しである。評価においては，評価尺度，

患者の発言，検査など様々なデータを用いる。また，介入前

後の評価結果を比較したり，評価結果と文献データを比べた

りする。そのため，日々の臨床活動の中で取得したデータを

用いて研究を行うことは，それほど難しくないように思える

かもしれない。しかしながら，実際には，臨床活動の中で介

入研究を行うには，様々な難しさがあるように感じている。

介入研究とは，臨床研究のうち，研究者による介入がある

研究のことである。介入とは，人を対象とする医学系研究に

関する倫理指針（厚生労働省， ）において，「研究目的で，

人の健康に関する様々な事象に影響を与える要因（健康の保
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術の質を担保することが可能となり，研究領域のさらなる発

展に寄与することが期待される。一方で，このような研究・

臨床実践の質を高める方法論には，論文や書籍には記載され

ていない，さまざまな技術的な「コツ」が必要であることも

多い。ガイドラインなどに準拠した質の高い研究の遂行が一

層求められつつある今日において，こうした「コツ」を共有

することは，健康心理学領域の研究者・実践家の双方にとっ

て有用であると考えられる。そこで本企画は，健康心理学研

究における研究実践力の向上を目的として，（a）研究ガイド

ライン，（b）臨床活動を介入研究とする方法論，（c）面接技

術におけるスーパービジョンの方法論，（d）介入手続きの妥

当性を担保するための方法論といった観点において，論文上

では知ることのできない技術的な「コツ」を，それぞれの分

野の第一線でご活曜される先生方からご紹介いただく。

話題提供者 岩野 卓（大分大学）

【健康心理学領域における研究ガイドライン】

過去数年の間に，倫理規定や研究ガイドラインの修正や策

定が多く行われている。医療分野における臨床研究法の施行

などは，その良い例であろう。多くのガイドラインが存在す

ることは，初学者にとっては参考とする資料が増えるという

意味で，ありがたいことである。一方で，情報過多となって

しまい，実際に研究を行う際に何をどうすれば良いか迷うこ

ともありえる。

健康心理学領域で研究実践力を高めるために，研究報告に

関するガイドラインを知っていて損をすることはないだろう。

現在，研究デザインに応じて複数のガイドラインが作成され

ている。例えば，システマティックレビューでは

（ ）声

明，観察研究では （

）声明など

が策定されている。一度は耳にしたことがあるのではないだ

ろうか。これらのガイドラインは，研究報告において十分な

情報を記載し，研究の質を担保することを目的に策定されて

いる。研究指導を受けたことがある者であれば経験があると

思われるが，研究の実施や研究報告の執筆には，様々な工夫

がある。そして，言葉による指導だけではなく，先輩を真似

することによって研究の工夫を学ぶことも多いだろう。ただ

し，場合によってはその工夫が上手く機能せず，不適切な研

究報告につながりかねない。研究報告に関するガイドライン

は，研究報告をする上で必要な情報が何かを示し，かつチェ

ックするためのものである。すなわち，研究者の勘や経験に

頼るのではなく，統一的な研究報告手順を示すことで，報告

者にも読み手にも利益をもたらすべきものである。

とは言うものの，研究機関に所属する者や，研究者ではな

い限り，敷居が高く感じるのも実際のところではないだろう

か。演者は民間の医療機関で細々と研究を行ってきたが，そ

のような臨床的な立場から，研究報告に対するガイドライン

を活用する方法を紹介する。特に，健康心理学領域での実践

を想定し，介入研究に対する研究報告ガイドラインである

（ ）声

明を取り上げ，明日から実践できるような「コツ」を紹介し

たい。

なお，演者の研究は，全て，所属機関内の研究倫理審査委

員会の承認を経て実施されている。発表に関連し，開示すべ

き利益相反関係にある企業などはない。

話題提供者 三浦佳代（埼玉医科大学）

【日々の臨床活動を介入研究とするための方法論】

発表者は，理学療法士として，臨床活動を行っている。臨

床活動は，評価→介入→効果検証→介入の再検討，という一

連のながれの繰り返しである。評価においては，評価尺度，

患者の発言，検査など様々なデータを用いる。また，介入前

後の評価結果を比較したり，評価結果と文献データを比べた

りする。そのため，日々の臨床活動の中で取得したデータを

用いて研究を行うことは，それほど難しくないように思える

かもしれない。しかしながら，実際には，臨床活動の中で介

入研究を行うには，様々な難しさがあるように感じている。

介入研究とは，臨床研究のうち，研究者による介入がある

研究のことである。介入とは，人を対象とする医学系研究に

関する倫理指針（厚生労働省， ）において，「研究目的で，

人の健康に関する様々な事象に影響を与える要因（健康の保

9月29日（日）11：10 ～ 12：40　【Ｂ会場（1310教室）】 研究推進委員会企画健康心理学テクニカルワークショップ

持増進につながる行動及び医療における傷病の予防，診断又

は治療のための投薬，検査等を含む。）の有無又は程度を制御

する行為（通常の診療を超える医療行為であって，研究目的

で実施するものを含む。）」と説明されている。

本ワークショップでは，発表者が病院や介護老人保健施設

をフィールドとして介入研究を行う中で，特に難しさを感じ

る，（ ）介入の設定，（ ）評価方法の設定，（ ）倫理審査，

について，克服してきた経験を述べ，発表者や参加者と論議

をしたい。

具体的には，（ ）介入の設定では，日常の疑問から介入案

を着想するまで，および複数の介入者を要す場合に介入を統

一する方法について，（ ）評価方法の設定では，研究中のド

ロップアウト者を少なくするための評価の質・量・頻度，お

よび，介入者に協力を得られやすい評価の方法について，（ ）

倫理審査では，侵襲を伴うと捉えられる介入研究への対策に

ついて考えたい。

なお，本ワークショップ内で提示する研究は，所属機関研

究倫理審査委員会の承認を得て実施している。

利益相反開示；発表に関連し，開示すべき利益相反関係に

ある企業などはない。

話題提供者 伊藤正哉（国立精神・神経医療研究センター）

【臨床研究におけるスーパービジョンの方法】

ある特定の心理社会的プログラムの有効性や安全性を検証

する臨床研究において，介入の等質性を確保することが重要

となる。また，有害事象の発生の有無やその対応など，安全

性に関してのモニタリングは常に必要となる。話題提供者は

これまで，うつ病と不安症に対する認知行動療法の統一プロ

トコルについてのランダム化比較試験（ ），心的

外傷後ストレス障害に対する認知処理療法のランダム化比較

試験（ ），アンヘドニアに対するポジティブ価

システム焦点認知行動療法の超高周波音響による増強効果を

検証するプラセボ対照ランダム化比較試験（ ）

を行っており，各研究でスーパービジョンを実施してきた。

今回の話題提供では，それぞれの臨床試験でどのようにスー

パービジョンが実施されているかを紹介する。通常，心理療

法の有効性や安全性を検証する臨床試験では，セッションを

録音・録画し，それを用いたピアスーパービジョンを行う。

さらに，担当者ではない他のセラピストがそれらの記録を聴

取して，予め定められた評価尺度を用いて，セッションのア

ドヒアランス（決められている治療手続きを決められたとお

りに実施しているか，治療原理に反した行為が行われていな

いか）とコンピテンス（治療手続きをどれだけうまく実施し

ているか）を評価する。米国の研究では，これらの評価尺度

の信頼性や妥当性に関する報告や，治療のどの要素が治療効

果と関係するかの知見も提示されている。また，心理療法の

セッションだけでなく，マスキングされた独立評価者による

症状評価についても信頼性の確保が重要であり，その点でス

ーパービジョンが必要となる。そこで，症状評価に関してい

かにクオリティを確保し，評定者間一致度を高める工夫を行

っているかについても話題提供する。そして，心理療法や症

状評価に関しての，このような系統だったスーパービジョン

が，実地の臨床現場の臨床や教育・訓練においてどのように

活用しうるかを議論したい。

演者の研究は研究倫理審査委員会の承認を経て実施されて

いる。発表に関連し，開示すべき利益相反関係にある企業な

どはない。

話題提供者 杉山 崇（神奈川大学）

【介入手続きの妥当性を担保するための方法論】

近年，対人支援の実践場面において，より効果的で妥当な

介入法を選択し，かつ，介入効果を実証的に検証することが

求められている。また，効果的な介入法を開発し，それを実

践場面において有効活用することも必要不可欠である。これ

らは，いわゆる （以下， ）であ

り， 年代以降，医学領域おいて，

（ ）という用語が用いられて以来，日本におい

ても重視されている概念である。 において，効果的な介

入法を選択することや，介入効果について実証的に検証する

こと，効果的な介入法を開発することは，健康心理学領域に

おいても求められる。たとえば，ヘルス・プロモーションを

遂行する際には，十分に検討された理論的背景の基づき，行

動変容が促される。ここでの理論も，実証的に検証されたも

のである必要があり，行動変容を促す方法を用いた介入も，

その効果が実証されることが多い。一方，健康心理カウンセ

リングと呼ばれる領域では， の重要性は認識されている

ものの，支援の手続きやその効果に関する実証的な検討は十

分ではなく，今後継続して検討する必要があるだろう。

こうした中，各種介入手続きや効果の妥当性を担保する際，

介入手続き導入時に随伴する客観的な指標を扱い，統計的に

検討することが必要である。そして，客観的指標として心理

的指標や生理的指標が想定される。たとえば，健康心理カウ

ンセリングでは，支援プロセスにおけるクライエントの変化

について，十分に精度の高い測度を用いた測定が可能であれ

ば，その介入効果の妥当性に言及することも可能となる。

既存の研究では，生理的指標の測定について，心循環器機

能は心電図，心拍，神経機能は神経伝導測度や脳波などを測

定することが多く，人間の心理的変化をこうした変数によっ

て証明する研究が蓄積されている。本話題では，カウンセリ

ング過程におけるクライエントの変化について，自律神経系

（交感神経・副交感神経）の変化をリアルタイムで測定する

ことができる簡便な測定機器を用いた研究（山蔦ら，2019）
を紹介し，その可能性や課題について議論したい。

利益相反開示；発表に関連し，開示すべき利益相反関係に

ある企業などはありません。

（SHIMADA Hironori, IWANO Suguru, MIURA Kayo,
ITO Masaya, SUGIYAMA Takashi）
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9月29日（日）14：00 ～ 15：30　【Ａ会場（1311・1312教室）】 市民公開講座

豊かで健康に過ごすために	
-座ってできる体幹を鍛えるコツを教えます-

 
 
 
 
 

帝京科学大学大学院医療科学研究科総合リハビリテーション学専攻

宮　下　　　智

　日本健康心理学会第32回大会では、帝京科学大学30周年記念事業として市民公開講座を開催いたしま
す。
　テーマは「豊かで健康に過ごすために」-座ってできる体幹を鍛えるコツを教えます-です。
　
　帝京科学大学は「いのちをまなぶキャンパス」として開学30周年を迎え、地域・社会貢献できる人材養
成教育を展開しています。昨年は医療科学部に大学院医療科学研究科を開設し、総合リハビリテーション学
を学ぶ新たなコースで様々な研究を展開しています。
　市民公開講座では、大学院教育のテーマである「人間にとって必要な健康のあり方」を追求する一環とし
て、「健康って何？」「どうすると介護が必要になるの？」「介護が必要ならないように、どのような対策をす
ればよいの？」という視点から、豊かな生活を手に入れる方法をお話しします。
　多くの人がお考えになるように、介護を受ける状態にならないようにするために、介護予防事業や体操教
室に参加したり、トレーニングジムに行ったりして体を鍛えますよね。でも今回のお話は、生活の中でテレ
ビを見ながら、お茶を飲みながら、人の体の幹である「体幹」を上手に使うことを身につけることで、豊か
な健康状態を維持する方法（コツ）をお伝えします。
　年齢を重ねると、出来なくなることがいくつか生じます。この時、足りない部分を補うという視点だけで
なく、眠っている人間本来の機能を引き出すことが必要ではないかと考えています。講座では、生活を続け
ながらできる体幹へのアプローチ方法を、大学院研究から最新情報をお伝えできればと考えています。
　どなたでも参加できますので、ご家族や周りの方々もお誘いのうえ是非ご参加ください。
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心理学的支援における多職種・地域連携の研究動向と課題

企画者 日本健康心理学会研究推進委員会

司会者 本田 周二（大妻女子大学）

司会者 佐藤 友哉（比治山大学）

話題提供者 池田 美樹（桜美林大学）

話題提供者 境 泉洋（宮崎大学）

話題提供者 北見 由奈（湘南工科大学）

話題提供者 野村 和孝（早稲田大学）

指定討論者 嶋田 洋徳（早稲田大学）

企画趣旨

心理学的支援を行う者にとって，「多職種・地域連携」は支

援を行う上で欠かせない要素である。一方で，実際に「多職

種・地域連携」を実施する際には，関わる支援者の職種やチ

ームの特徴，支援内容等によって，支援の進め方や留意点，

または課題も異なることが想定される。そのため，それぞれ

の領域における連携の現状や課題を把握することが「多職

種・地域連携」に関する研究の発展には不可欠であろう。そ

こで，本シンポジウムでは，「多職種・地域連携における現状

と課題」をテーマとして，各領域の第一線で活躍される先生

方に当該領域の連携に関する研究動向および研究実践，そし

て課題に関する話題提供をしていただき，多職種・地域連携

を進める上での共通点や課題そして今後の研究展望について

議論することを目的とする。なお，話題提供は，緊急支援の

立場から池田美樹氏（桜美林大学），地域連携（引きこもり支

援）の立場から境泉洋氏（宮崎大学），教育分野の立場から北

見由奈氏（湘南工科大学），司法・犯罪分野の立場から野村和

孝氏（早稲田大学），指定討論は嶋田洋徳氏（早稲田大学）に

お願いした。

話題提供者 池田 美樹（桜美林大学）

「緊急支援の立場から」

緊急支援を要する契機となる出来事は，事故，事件，そし

て自然災害などさまざまな外傷的出来事があげられるが，本

シンポジウムでは，筆者が実践活動を行っている災害支援に

ついて話題提供を行う。災害支援では，発災後の急性期から

中長期に渡って，さまざまな心理社会的支援ニーズが生じる。

「災害・紛争等緊急時における精神保健・心理的社会的支援

に関する IASC ガイドライン」（IASC, 2007）は，緊急時に

生じる支援ニーズについて階層構造を持つ支援介入ピラミッ

ドを用いて，各層の支援内容と支援の担い手を提示している。

ニーズに応じた支援を提供するためには，ニーズの把握を行

なった上で，各階層の支援の担い手の間で有機的な連携を行

っていくことが求められる。国際的な動向としては，さまざ

まな国際機関が，各々の分野ごとに支援を行っているが，そ

れらの全体調整を国連人道問題調整事務所（OCHA：Office for 
Coordination of Humanitarian Affairs）が行っており，緊急支援

では多数の領域における調整が必要であるという考え方が主

流となっている。

本邦では，1995 年の阪神大震災以降，災害時のこころのケ

ア」の必要性が社会的に注目されてきた経緯がある。2011 年

の東日本大震災では，全国から多数の心のケアチームが派遣

され，被災地での支援活動を行なった。しかしながら，心の

ケアチームには，精神科医療を担うチームと中長期の心理社

会的支援を担うチームが混在していたことから，被災地にお

いてさまざまな混乱が生じた。すなわち，支援ニーズへの対

応，および支援の継続性の観点から，急性期の精神科医療の

必要性，および各チームの指揮命令系統がなく情報・連携不

足が課題としてあげられた。これらの課題を踏まえ，2013 年

に DPAT（Disaster Psychiatry Assistant Team）が設立され，体

制整備事業が開始された。以降，熊本地震災害，西日本豪雨

災害，北海道胆振地震などの実災害の活動事例，および調査

の結果を示し，発災後の急性期から中長期に至るまでの精神

医療・精神保健領域における支援と支援の継続性に関わる多

職種・地域連携の現状と課題を提示する。

利益相反開示；発表に関連し，開示すべき利益相反関係にあ

る企業などはありません。

話題提供者 境 泉洋（宮崎大学）

「地域連携（引きこもり支援）の立場から」

ひきこもり支援は，分野横断的な支援領域である。まず，

医療，福祉領域との職種との連携が重要となる。また，学齢

期のひきこもり支援においては，教育領域との連携も必要と

なる。さらに，家庭内暴力が激しいケースなどにおいては，

司法領域との連携も必要となってくる。ひきこもり経験者が

回復する過程において，就労をするということになれば，産

業領域も関わってくることとなる。ひきこもり支援において

は，医療，福祉，教育，司法，産業といった心理師業界にお

ける縦割りを超えた多職種・地域連携が必要となる。

ひきこもり支援における心理学的支援もまた必須である。

ひきこもり状態は，社会的参加を回避している状態であり，

心理的現象であることは疑う余地がない。心理学的現象に対

して，心理学的支援が奏功しないはずがない。

心理学的支援と多職種・地域連携がひきこもり支援に必須

であると考えているのは，おそらく心理学的支援に基盤を置

9月29日（日）14：00 ～ 15：30　【Ｂ会場（1310教室）】 研究推進委員会企画シンポジウム

心理学的支援における多職種・地域連携の研究動向と課題

企画者 日本健康心理学会研究推進委員会

司会者 本田 周二（大妻女子大学）

司会者 佐藤 友哉（比治山大学）

話題提供者 池田 美樹（桜美林大学）

話題提供者 境 泉洋（宮崎大学）

話題提供者 北見 由奈（湘南工科大学）

話題提供者 野村 和孝（早稲田大学）

指定討論者 嶋田 洋徳（早稲田大学）

企画趣旨

心理学的支援を行う者にとって，「多職種・地域連携」は支

援を行う上で欠かせない要素である。一方で，実際に「多職

種・地域連携」を実施する際には，関わる支援者の職種やチ

ームの特徴，支援内容等によって，支援の進め方や留意点，

または課題も異なることが想定される。そのため，それぞれ

の領域における連携の現状や課題を把握することが「多職

種・地域連携」に関する研究の発展には不可欠であろう。そ

こで，本シンポジウムでは，「多職種・地域連携における現状

と課題」をテーマとして，各領域の第一線で活躍される先生

方に当該領域の連携に関する研究動向および研究実践，そし

て課題に関する話題提供をしていただき，多職種・地域連携

を進める上での共通点や課題そして今後の研究展望について

議論することを目的とする。なお，話題提供は，緊急支援の

立場から池田美樹氏（桜美林大学），地域連携（引きこもり支

援）の立場から境泉洋氏（宮崎大学），教育分野の立場から北

見由奈氏（湘南工科大学），司法・犯罪分野の立場から野村和

孝氏（早稲田大学），指定討論は嶋田洋徳氏（早稲田大学）に

お願いした。

話題提供者 池田 美樹（桜美林大学）

「緊急支援の立場から」

緊急支援を要する契機となる出来事は，事故，事件，そし

て自然災害などさまざまな外傷的出来事があげられるが，本

シンポジウムでは，筆者が実践活動を行っている災害支援に

ついて話題提供を行う。災害支援では，発災後の急性期から

中長期に渡って，さまざまな心理社会的支援ニーズが生じる。

「災害・紛争等緊急時における精神保健・心理的社会的支援

に関する IASC ガイドライン」（IASC, 2007）は，緊急時に

生じる支援ニーズについて階層構造を持つ支援介入ピラミッ

ドを用いて，各層の支援内容と支援の担い手を提示している。

ニーズに応じた支援を提供するためには，ニーズの把握を行

なった上で，各階層の支援の担い手の間で有機的な連携を行

っていくことが求められる。国際的な動向としては，さまざ

まな国際機関が，各々の分野ごとに支援を行っているが，そ

れらの全体調整を国連人道問題調整事務所（OCHA：Office for 
Coordination of Humanitarian Affairs）が行っており，緊急支援

では多数の領域における調整が必要であるという考え方が主

流となっている。

本邦では，1995 年の阪神大震災以降，災害時のこころのケ

ア」の必要性が社会的に注目されてきた経緯がある。2011 年

の東日本大震災では，全国から多数の心のケアチームが派遣

され，被災地での支援活動を行なった。しかしながら，心の

ケアチームには，精神科医療を担うチームと中長期の心理社

会的支援を担うチームが混在していたことから，被災地にお

いてさまざまな混乱が生じた。すなわち，支援ニーズへの対

応，および支援の継続性の観点から，急性期の精神科医療の

必要性，および各チームの指揮命令系統がなく情報・連携不

足が課題としてあげられた。これらの課題を踏まえ，2013 年

に DPAT（Disaster Psychiatry Assistant Team）が設立され，体

制整備事業が開始された。以降，熊本地震災害，西日本豪雨

災害，北海道胆振地震などの実災害の活動事例，および調査

の結果を示し，発災後の急性期から中長期に至るまでの精神

医療・精神保健領域における支援と支援の継続性に関わる多

職種・地域連携の現状と課題を提示する。

利益相反開示；発表に関連し，開示すべき利益相反関係にあ

る企業などはありません。

話題提供者 境 泉洋（宮崎大学）

「地域連携（引きこもり支援）の立場から」

ひきこもり支援は，分野横断的な支援領域である。まず，

医療，福祉領域との職種との連携が重要となる。また，学齢

期のひきこもり支援においては，教育領域との連携も必要と

なる。さらに，家庭内暴力が激しいケースなどにおいては，

司法領域との連携も必要となってくる。ひきこもり経験者が

回復する過程において，就労をするということになれば，産

業領域も関わってくることとなる。ひきこもり支援において

は，医療，福祉，教育，司法，産業といった心理師業界にお

ける縦割りを超えた多職種・地域連携が必要となる。

ひきこもり支援における心理学的支援もまた必須である。

ひきこもり状態は，社会的参加を回避している状態であり，

心理的現象であることは疑う余地がない。心理学的現象に対

して，心理学的支援が奏功しないはずがない。

心理学的支援と多職種・地域連携がひきこもり支援に必須

であると考えているのは，おそらく心理学的支援に基盤を置
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いている，我々の様な心理師であろう。様々な領域の，様々

な職種と連携していく上で，心理学的支援を有効に生かして

いく手段として多職種・地域連携がキーワードとなる。

多職種・地域連携を行っていく上で課題となるのが，共通

認識の構築である。心理学的支援を日常用語で説明できるの

は重要なスキルとなる。また，支援にまつわる法律や制度の

習熟も共通認識を構築するための重要なスキルとなる。多職

種・地域連携において，心理師が特に力を発揮できるのが，

心理学的観点からのアセスメントであろう。心理学的アセス

メントとしては，行動論的アセスメントが特に有用であろう。

なぜなら，多職種・地域連携の主要な共通目標は，環境調整

であり，その環境のアセスメントに行動論的観点が極めて相

性が良いからである。

話題提供においては，ひきこもり支援における行動論的観

点からの多職種・地域連携の有用性について紹介したい。

利益相反開示；発表に関連し，開示すべき利益相反関係にあ

る企業などはありません。

話題提供者 北見 由奈（湘南工科大学）

「教育分野の立場から」

日本の教員は，教科指導や生徒指導，部活動などの児童生

徒に直接かかわる業務だけでなく，学校運営に関する業務や

外部対応など，幅広い職務を担い，子どもたちの状況を総合

的に把握して指導を行っている。このような取り組みは国際

的にも高く評価され，成果を上げている。一方，教員の 1 週

間あたりの勤務時間は OECD（経済協力開発機構）参加国の

なかで，最長の 53.9（平均 38.3）時間となっている。また，

教職員総数に占める教員以外のスタッフの割合は，日本が約

16％であるのに対して，アメリカが約 50％，イギリスが約

50％となっている（文部科学省，2016）。日本の学校の教職員

構造は，諸外国に比べ教員以外のスタッフの配置が少ない状

況にあり，多くの業務を担わざるを得ない。さらに，社会や

経済の変化に伴い，子どもや家庭，地域社会も変容し，生徒

指導や特別支援教育などに関わる課題が複雑化・多様化して

いる。特に，LD や AD/HD などの発達障がいを抱え，通級に

よる指導を受けている子どもの数は，平成 5 年度から平成 26
年度で小学校にて 6.3 倍，中学校にて 28.3 倍となっている。

学校や教員だけでは，十分に解決することができない課題も

増加している。個別指導や子どもと向き合う時間を十分に確

保するためには，教員に加えて，事務職員や心理・福祉など

の専門家，専門機関と連携・分担し，「チーム学校」としての

体制を整備することが重要となる。

現在，学校現場においては，主にスクールカウンセラー（SC）
やスクールソーシャルワーカー（SSW）などの専門家が配置

されているが，多くの学校から，「勤務日数が限られており，

柔軟な対応がしにくい」，「財政事情により配置や派遣の拡充

が難しい」といった課題があげられている。さらに，子ども

たちからも「相談したいときにカウンセラーが学校に来てい

ない」，「普段から接していない人なので相談しづらい」とい

う声が聞こえる。また，学校現場における人材不足から，SC

の常勤化を望むよりも，フルタイムで勤務する教職員の加配

を望む声の方が大きいとの報告もある（古屋，2019）。これら

の現状を踏まえ，「チーム学校」としての多職種・地域連携の

課題と今後の在り方について考えたい。

利益相反開示；発表に関連し，開示すべき利益相反関係にあ

る企業などはありません。

話題提供者 野村 和孝（早稲田大学）

「司法・犯罪分野の立場から」

司法・犯罪分野では，刑事収容施設法が 2006 年に施行され

たことを契機として，再非行・再犯防止を目的とした心理学

的アプローチの拡充が図られ，様々な取り組みが実践されて

いる。特に，性犯罪と薬物事犯に対しては，心理学的アプロ

ーチを中心とした取り組みが展開されており，その効果性に

関する動向が社会的な注目を集めている。そのような司法・

犯罪分野における心理学的アプローチの実践においては，施

設内処遇と社会内処遇のそれぞれの心理学的アプローチの実

践において多施設と多職種の連携が欠かすことのできない要

素である。また，刑の一部執行猶予制度を始めとした，社会

的な隔離に位置づく刑務所等の施設内処遇から社会復帰を念

頭におく保護観察所等の社会内処遇への移行における有機的

な多施設と多職種の連携もまた重要な要素であり，今後さら

なる検討を要する課題であるとされている。

司法・犯罪分野における多施設と多職種の連携に関する研

究動向として，たとえば，薬物事犯の処遇の連携に関する知

見の１つに，ナルコティクス・アノニマス（NA）の利用に関

する研究をあげることができる。NA はその基本となる哲学

である 12 ステップがキリスト教の福音主義に源流があるた

め，強い宗教的信念を有する者に対して，より高い効果性を

有することが明らかにされている（Logan & Tonigan，2003）。
これはあくまで一例に過ぎないが，多施設と多職種の連携に

あたっては，対象者にとっての支援者や施設の刺激機能を見

立て，再非行・再犯防止に及ぼす影響性について検討するこ

とが重要となる。

そこで，本話題提供では，司法・犯罪分野における心理学

的支援における多職種・地域連携の研究動向と課題として，

我が国における施設内処遇と社会内処遇の心理学的支援の実

践を踏まえ，今後，実証的な研究が必要になるであろう課題

について検討することを目的とする。

利益相反開示；発表に関連し，開示すべき利益相反関係にあ

る企業などはありません。

(HONDA Shuji, SATO Tomoya, IKEDA Miki, SAKAI Motohiro, 
KITAMI Yuina, NOMURA Kazutaka, SHIMADA Hironori)
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ポジティブ心理学コーチングのウェルビーイングへの貢献 

可能性 

 
企画者 西垣悦代（関西医科大学） 

司会者 西垣悦代（関西医科大学）石川利江（桜美林大学） 

話題提供者 森谷 満（北海道医療大学） 

話題提供者 影山徹哉（京都造形芸術大学） 

話題提供者 木内敬太（人間総合科学大学、合同会社実践サイコロジー研究所） 

話題提供者 西垣悦代（関西医科大学） 

指定討論者 石川利江（桜美林大学）松田チャップマン与理子（桜美林大学） 

 

 
企画趣旨 

ポジティブ心理学は、1998 年の M.セリグマンのアメリカ心

理学会会長就任講演によって公式にスタートして以来、めざ

ましい発展を遂げている。ポジティブ心理学の理論や概念、

尺度の研究だけではなく、実践としての「応用ポジティブ心

理学」も、学校、職場、医療の場、地域社会において広まっ

ており、海外には応用ポジティブ心理学専攻の大学院も存在

する。一方、カウンセリングや心理療法の影響を受けつつも、

主にビジネス分野で発展してきた一般のコーチングに対して、

コーチング心理学は心理学の理論やモデルに基づき、エビデ

ンスを重視する立場であり、2000 年頃から英米を中心に興隆

してきた。 

ポジティブ心理学とコーチング心理学は共に、人々のパフ

ォーマンスとウェルビーイングを高めることに資する、とい

う共通点があり、メンタルヘルスの治療や予防にとどまらず、

人々が仕事や生活の場で、より幸せに充実して活動できるよ

うになることをサポートするための学問であり実践である。

両者の共通性が着目され始めたのは 2004 年頃からであり、何

冊かの書籍も出版されていたが、理論やエビデンスに基づく

ものではなかった。S. Palmer と S. Green が共同で、国際コ

ーチング心理学会等においてポジティブ心理学コーチングの

ワークショップを開催し始めた頃、国内では西垣（2015）が

日本心理学会において「ポジティブ心理学とコーチング心理

学」という自主シンポジウムを開催し、『コーチング心理学概

論』（西垣他編著, 2015）には「ポジティブ心理学」の章が設

けられ、大竹恵子が執筆している。これらはポジティブ心理

学とコーチング心理学の方向性の異同や、実践的応用の可能

性を探る試みであったが、「ポジティブ心理学コーチング」の

具体像を示すまでには至らなかった。 

本シンポジウムは、Green & Palmer による『ポジティブ心

理学コーチングの実践』（2019,金剛出版）の出版に合わせ、

ポジティブ心理学コーチングの定義とモデル、具体的な方法

論、脳科学や隣接領域との関連、医療における応用について、

研究者であり、コーチング実践者でもある登壇者らが、それ

ぞれの専門の立場から発題を行い、ウェルビーイングへの貢

献について提言する。また、指定討論では、健康心理学全般

の立場から問題提起を行い、フロアを交えて議論を深める。 

 

話題提供者 西垣 悦代 

「ポジティブ心理学コーチングとは何か」 

Green & Palmer（2014）によると、ポジティブ心理学コー

チング（PPC）は、「ポジティブ心理学の理論と研究に裏づけ

られた、レジリエンス、達成、ウェルビーイングを高めるた

めのエビデンスベースドなコーチング実践」であると定義さ

れる。ポジティブ心理学コーチングが目指すのは、「繁栄の

RAW モデル」と呼ばれる、レジリエンス（Resilience）、達成

（Achievement）、ウェルビーイング（Wellbeing）の向上であ

る。対象としているのは、原則として臨床的水準の抑うつや

不安の状態にない健康な人であるが、そのような状態に陥る

リスクのある人に対して、予防的に実践することも可能であ

る。PPC の強みは、集団レベルで行われることの多い、ポジ

ティブ心理学介入に、個人コーチングを組み合わせることで

効果を高めている点である。達成とウェルビーイングの関係

を二次元に表わした Grant の目標達成努力とメンタルヘルス

のモデルによると、職場においてメンタルヘルスは良好だが、

目標達成意欲の低い「黙従」タイプと、目標達成意欲は高い

が、メンタルヘルスが悪い「疲弊」タイプに対する介入の効

果が高く、個人への介入が、職場全体のパフォーマンスとウ

ェルビーイングをも向上させる効果がある。 

 PPC の実践方法はひとつではなく、心理療法を応用したさ

まざまな方法があり、適用範囲も広い。続く話題提供者から

は、それぞれの専門の立場から、医療場面における実践、脳

科学との関連、カウンセリングや心理療法との異同について、

具体例をご紹介頂く。 

 

話題提供者 森谷 満 

｢医療・健康増進分野のポジティブ・コーチング｣ 

医療の実践において、人生を旅に例えて旅の途上で健康上

の問題に遭遇した時に、どのような支援を行えばよいかとい

うことを総合的に検討する人生の旅モデルが提唱されている。
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ポジティブ心理学コーチングのウェルビーイングへの貢献 

可能性 

企画者 

司会者 

話題提供者 

話題提供者 

話題提供者 

話題提供者 

指定討論者 

西垣悦代（関西医科大学） 

西垣悦代（関西医科大学）・石川利江（桜美林大学） 

森谷 満（北海道医療大学） 

影山徹哉（京都造形芸術大学） 

木内敬太（人間総合科学大学、合同会社実践サイコロジー研究所） 

西垣悦代（関西医科大学） 

石川利江（桜美林大学）・松田チャップマン与理子（桜美林大学） 

企画趣旨 

ポジティブ心理学は、1998 年の M.セリグマンのアメリカ心

理学会会長就任講演によって公式にスタートして以来、めざ

ましい発展を遂げている。ポジティブ心理学の理論や概念、

尺度の研究だけではなく、実践としての「応用ポジティブ心

理学」も、学校、職場、医療の場、地域社会において広まっ

ており、海外には応用ポジティブ心理学専攻の大学院も存在

する。一方、カウンセリングや心理療法の影響を受けつつも、

主にビジネス分野で発展してきた一般のコーチングに対して、

コーチング心理学は心理学の理論やモデルに基づき、エビデ

ンスを重視する立場であり、2000 年頃から英米を中心に興隆

してきた。 

ポジティブ心理学とコーチング心理学は共に、人々のパフ

ォーマンスとウェルビーイングを高めることに資する、とい

う共通点があり、メンタルヘルスの治療や予防にとどまらず、

人々が仕事や生活の場で、より幸せに充実して活動できるよ

うになることをサポートするための学問であり実践である。

両者の共通性が着目され始めたのは 2004 年頃からであり、何

冊かの書籍も出版されていたが、理論やエビデンスに基づく

ものではなかった。S. Palmer と S. Green が共同で、国際コ

ーチング心理学会等においてポジティブ心理学コーチングの

ワークショップを開催し始めた頃、国内では西垣（2015）が

日本心理学会において「ポジティブ心理学とコーチング心理

学」という自主シンポジウムを開催し、『コーチング心理学概

論』（西垣他編著, 2015）には「ポジティブ心理学」の章が設

けられ、大竹恵子が執筆している。これらはポジティブ心理

学とコーチング心理学の方向性の異同や、実践的応用の可能

性を探る試みであったが、「ポジティブ心理学コーチング」の

具体像を示すまでには至らなかった。 

本シンポジウムは、Green & Palmer による『ポジティブ心

理学コーチングの実践』（2019,金剛出版）の出版に合わせ、

ポジティブ心理学コーチングの定義とモデル、具体的な方法

論、脳科学や隣接領域との関連、医療における応用について、

研究者であり、コーチング実践者でもある登壇者らが、それ

ぞれの専門の立場から発題を行い、ウェルビーイングへの貢

献について提言する。また、指定討論では、健康心理学全般

の立場から問題提起を行い、フロアを交えて議論を深める。 

話題提供者 西垣 悦代 

「ポジティブ心理学コーチングとは何か」 

Green & Palmer（2014）によると、ポジティブ心理学コー

チング（PPC）は、「ポジティブ心理学の理論と研究に裏づけ

られた、レジリエンス、達成、ウェルビーイングを高めるた

めのエビデンスベースドなコーチング実践」であると定義さ

れる。ポジティブ心理学コーチングが目指すのは、「繁栄の

RAW モデル」と呼ばれる、レジリエンス（Resilience）、達成

（Achievement）、ウェルビーイング（Wellbeing）の向上であ

る。対象としているのは、原則として臨床的水準の抑うつや

不安の状態にない健康な人であるが、そのような状態に陥る

リスクのある人に対して、予防的に実践することも可能であ

る。PPC の強みは、集団レベルで行われることの多い、ポジ

ティブ心理学介入に、個人コーチングを組み合わせることで

効果を高めている点である。達成とウェルビーイングの関係

を二次元に表わした Grant の目標達成努力とメンタルヘルス

のモデルによると、職場においてメンタルヘルスは良好だが、

目標達成意欲の低い「黙従」タイプと、目標達成意欲は高い

が、メンタルヘルスが悪い「疲弊」タイプに対する介入の効

果が高く、個人への介入が、職場全体のパフォーマンスとウ

ェルビーイングをも向上させる効果がある。 

 PPC の実践方法はひとつではなく、心理療法を応用したさ

まざまな方法があり、適用範囲も広い。続く話題提供者から

は、それぞれの専門の立場から、医療場面における実践、脳

科学との関連、カウンセリングや心理療法との異同について、

具体例をご紹介頂く。 

話題提供者 森谷 満 

｢医療・健康増進分野のポジティブ・コーチング｣ 

医療の実践において、人生を旅に例えて旅の途上で健康上

の問題に遭遇した時に、どのような支援を行えばよいかとい

うことを総合的に検討する人生の旅モデルが提唱されている。
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その方法として、患者の体験を聴くことや物語の創造に重点

を置いた患者中心の医療やナラティブ・アプローチが提唱さ

れ、さらに患者の意思や自己決定を尊重したエンパワーメン

トが登場した。また、goal-oriented の考え方やコーチング

によって目標設定、目標達成の方法が提唱されてきた。これ

らのアプローチはしだいにより具体的な支援方法になってき

た印象がある。なかでもコーチングは医療において最も現実

的（比較的時間がかからない）でかつ効果的な方法と考えら

れる。 

一方、代表的なポジティブ心理学者であるフレデリクソン

は、ポジティブ感情は「拡張－形成」するという新しい視点

を提唱し、メタ分析の結果ポジティビティが人生の成功を生

み出していることを報告した。したがって健康支援において

は、ポジティブな言葉に反応し承認する（強化する）だけで

はなく、いかにポジティビティを引き出すかが鍵となると思

われる。今後医療・健康増進の分野においてコーチングをベ

ースに心理対比、実行意図、動機づけ面接法、解決志向アプ

ローチを加えて、さらにポジティビティを引き出していくこ

とが有用と思われ、本シンポジウムで紹介する。 

 

話題提供者 影山 徹哉  

「脳科学からみたコーチング」 

 昨今、脳科学をコーチングに応用しようとするアプローチ

が出現している。具体的には、脳ベースのコーチング

（brain-based coaching） (Rock 2007)）や神経コーチング

（neuro-coaching）などと呼ばれる。これらは、コーチが脳

科学の研究知見を理解し実践することで、より効果的なコー

チングが可能になると説明される。これらの手法は、脳科学

研究によって検証されたコーチング手法であること、または、

脳を直接コーチングできるのはないかということを連想させ

る。 

 しかし、これら“脳”のアプローチがコーチング効果を高

めるというということは実験によって検証されたものではな

い。そのため、コーチング研究における脳科学の活用につい

ては異論も多い（Grant, 2015; O’Broin, 2015; Pereira Dias 

et al., 2015）。特に、Grant (2015)は、科学的であるという

雰囲気を出すために“脳科学”という用語を使っているだけ

であり、一部のコーチやコンサルタントが自らの商品やサー

ビスを売り込みたいがためにプロフェッショナルとしての立

場を貶め、さらに、コーチング産業に害を与えていると厳し

く批判している。  

 しかしながら、脳科学の研究知見はコーチングに対し何ら

貢献しないかというとそうではない。現在のところ、脳科学

がコーチングに貢献しうるのは、神経・生物学的説明を付加

することによって、クライアントの目標達成対する動機付け

を高めることである。例えば、神経可塑性や習慣の脳科学な

どの説明をエビデンスベースのコーチングに加えることによ

ってクライアントの目標達成へ後押しとなる可能性がある。 

 今回の提言では、これらの議論を踏まえ海外で受講した

「brain-based coaching」(Rock 2007)）体験談とともに、最

新の脳計測装置である fMRI（機能的核磁気共鳴画像法）など

で直接的にコーチングの効果を実証するのか可能なのかとい

うことなどを概観したい。 

 

話題提供者 木内 敬太 

「心理支援としてのポジティブ心理学コーチング」 

 ポジティブ心理学コーチングにおいて用いられる心理学に

基づく対人支援法（心理支援法）には、REBT（理性感情行動

療法）、ACT（アクセプタンス＆コミットメント・セラピー）、

解決志向アプローチ、動機づけ面接などがある。これらの手

法に共通するのは、クライアントに人生において価値を置く

ことの明確化を促し、価値に沿った行動を積極的に支援する

ことである。この価値に沿った方向性のことをそれぞれの理

論では、ラショナル、価値、解決像と呼んでいる。このよう

に、これまでカウンセリングや心理療法として用いられてき

た手法の中でも、クライアントのポジティブな変化を指向す

る方法は、ポジティブ心理学コーチングに取り入れやすいと

考えられる。 

 このような文脈において、クライアントの過去や問題、よ

り病的な部分に焦点を当てるのがカウンセリングや心理療法

であり、望む未来や強みに焦点を当てるのがコーチングであ

るという教科書的な区別はあまり実際的ではない。なぜなら、

クライアントのポジティブな変化を目的とした心理支援は、

それがカウンセリングと呼ばれていても、コーチングと呼ば

れていても、セッション内で行われていることに大きな違い

はないからである。いずれの場合も、クライアントの望む未

来や強みついて扱い、必要に応じて、過去や問題について話

題にすることもある。 

 では、ポジティブ心理学コーチングとして行われる心理支

援とカウンセリングや心理療法として行われるそれとの違い

は、何であろうか。1 つの大きな違いは、「カウンセリング」

「心理療法」「コーチング」という言葉が、クライアントに与

える印象といえる。 

 本話題提供では、インターネットの検索語や Twitter のテ

キスト分析、実際の心理支援サービス利用者の分析を通して、

カウンセリングとコーチングの違いを検討する。人々のウェ

ルビーイングの促進のためには、カウンセリングや心理療法

としてだけではなく、コーチングとして心理支援を提供して

いくことに大きな意義があると考えられる。 

 

 
 

(NISHIGAKI Etsuyo, MORIYA Mitsuru, KIUCHI Keita,  
KAGEYAMA Tetsuya, ISHIKAWA Rie,  

MATSUDA CHAPMAN Yoriko ) 
 

 

 

 

9月29日（日）14：00 ～ 15：30　【Ｃ会場（1309教室）】 会員企画シンポジウム
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PA-01	 社会経済的地位の低い人の「あきらめ」と「shift-and-
persist	strategy」の関連

○李　受珉，中島　健一郎

広島大学大学院教育学研究科

健康の主たる阻害要因として，社会経済的地位(socioeconomic status: 以下，SES)の低さが問題視さ

れている(Operario et al., 2004)。例えば，SESの低さは身体的側面においては感染症(Cohen et al., 

2010)，心理的側面においてはうつ病(Gilliom et al., 2002)等が挙げられる。Tan and Kraus (2016)

は，SESの低い人々が身体/心理的不調を示す背景に自身と社会に対する「あきらめ」があることを明ら

かにしている。本研究では，SESの低い人々の「あきらめ」に対して，shift-and-persist strategyが

解決の鍵になると考え，shift-and-persist strategyがSESの低い人々のあきらめに及ぼす影響につい

て検討した。

PA-02	 過去のいじめ被害経験と心理症状との関連 
ー緩和要因の比較を通じてー

○横田　有希1，伊與田　万実2，鈴木　茜3，今井　正司2

1川崎市立古川小学校，2名古屋学芸大学ヒューマンケア学部，3名古屋学芸大学大学院子どもケア研究科

いじめ被害を経験した大学生34名を対象に，心理症状（ストレス・社交不安）と緩和要因（Self-

Compassion・Mindfulness Relationship）との関連を質問紙調査により検討した（倫理委員会の承認：

あり／利益相反関係：なし）。Mindfulness Relationship（MR）はストレス（SRS-18）と社交不安

（LSAS-J）との間に有意な負の相関を示した（SRS-18：r=-.447, p<.01 ／ LSAS-J：r=-.374, p<.05）。

Self-Compassion（SC）はSRS-18とLSAS-Jとの間に有意な相関を示さなかった。この結果から，いじめ後

遺症の緩和要因の違いが示唆された。

PA-03	 置き換えられた攻撃行動とストレス及びセルフ・コン
パッションとの関連

○山田　梨沙1,2,3，伊與田　万実2，今井　正司3

1名古屋市立守山養護学校，2名古屋学芸大学ヒューマンケア学部，3早稲田大学応用脳科学研究所

本研究は，ストレスの発散行動（置き換えられた攻撃行動：DA）と緩和（セルフ・コンパッション：SC）

に関する心理的要因を検討した（倫理の承認：あり／利益相反関係：なし）。大学生159名を対象に（有

効回答：156名），SRS-18，DAQ，SCS-Jを使用した質問紙調査を実施した。その結果，ストレスとDAとの間

には有意な正の相関が示された。DAはSCの肯定的因子との間では有意な相関を示さず，否定的因子との

間では有意な正の相関を示した。本研究の結果から，DAはストレスの発散行動として実施される一方

で，SCの心的構えとは関連がないことが示唆された。

9月28日（土）11：00 ～ 12：00　【Ｄ会場（ロビー）】 一般研究発表
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PA-04	 教師のメンタルヘルスが児童生徒に対する指導方略に
及ぼす影響

○堀川　柚1，野中　俊介2，吉田　遥菜1，三村　尚志1，嶋田　洋徳3

1早稲田大学大学院人間科学研究科，2東京未来大学こども心理学部，3早稲田大学人間科学学術院

いじめや不登校に代表される，児童青年期の学校不適応の問題に対する支援の効果をより高めるため

には，児童生徒にとって影響力の大きい「環境」の１つである，教員側の要因も検討すべきであるこ

とが指摘されている（小西，2018）。しかしながら，教員側の要因として考えられる，教員のストレス

の程度やメンタルヘルスの程度が児童生徒に対する指導方略に及ぼす影響について，必ずしも十分に

明らかにされていない側面がある。そこで本研究においては，教員のストレスの程度やメンタルヘルス

の程度を扱った研究をレビューし，それらが指導方略に及ぼす影響について検討することを目的とし

た。

PA-05	 5年間の縦断調査による主観的健康感に影響を及ぼす
要因

○山内　加奈子

広島国際大学心理学部心理学科

主観的健康感は，自身の健康状態を主観的に評価するものであり，生命予後やADL等の予測的妥当性が

認められた指標である。主観的健康感の回答（4件法：非常に健康，まあ健康，あまり健康でない，健康

でない）に関連する要因についてどのような違いあるか縦断的に検討した。愛媛県東温市で実施した

健康総合調査の結果をもとに，2011年の身体，生活習慣，社会的要因が，2016年の主観的健康感にどの

ように影響を及ぼしているのか男女混合および性別に明らかにした結果を報告する。

PA-06	 学業ストレス状況における認知的評価と楽観性の関連： 
4時点の縦断調査

○合澤　典子，大森　美香

お茶の水女子大学

【目的】本研究では，高校生の学業ストレス状況において縦断的に質問紙調査を行い，認知的評価の継

時的変化に楽観性が及ぼす影響を検討した。

【方法】高校生257名に，試験1週間前の4時点（T1-T4）で質問紙に回答を求めた。尺度は，楽観性（T1

のみ）と，認知的評価（コミットメント，影響性，脅威性，コントロール可能性の4下位因子）（T1-T4）

を用いた。

【結果とまとめ】条件付き潜在成長モデルを用いて，認知的評価の継時的変化と楽観性の影響を検討し

た。認知的評価は4時点で変化が認められなかったが，認知的評価のコントロール可能性の初期値に対

しては，楽観性の影響が認められた（B = .22, p < .01）。

9月28日（土）11：00 ～ 12：00　【Ｄ会場（ロビー）】 一般研究発表
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PA-07	 Understanding	the	needs	of	Singapore’s	tertiary	
music	students	in	health	prevention

○王　偉玲1，竹中　晃二2

1早稲田大学人間科学研究科，2早稲田大学人間科学学術院

This study aims to explore the views of music students in Singapore on health and well-being, 

while identifying factors that could enable or discourage them from adopting healthier 

behaviours. An open-ended anonymous questionnaire was distributed online to students and 

alumni of Singapore’s two main tertiary music institutions, in March 2019. 14 participants 

responded to the questionnaire. The responses were analysed using thematic analysis. Results 

suggest that when planning health prevention strategies with this population, factors such as 

accessibility, time commitment, practicality, and tailoring to different students should be 

considered. These findings offer insights to possible strategies and approaches that could be 

applied to this population to encourage healthy behaviours.

PA-08	 高齢者施設の職場のメンタルヘルス向上に向けた管理
層職員における質的研究

○渡辺　紀子1,2，吉田　椋1，高木　良奈1，太田　裕子1，王　偉玲1，松井　智子2，竹中　晃二2

1早稲田大学人間科学研究科健康・生命医科学研究領域，2早稲田大学人間科学学術院

急激な少子高齢化による社会保障費抑制と介護人材不足の方略として，地域包括ケアシステムの導入，

健康寿命の延伸と自立支援の取り組みが推進されている。しかし，介護業界は慢性的な人材資源管理の

問題を抱えており，未だ介護サービスの安定供給ができていない。介護職の人的資源管理に関する先

行研究では，離職理由と防止策及び待遇面も含めた職場環境改善をテーマにするものが多いが，現場

では実践ができていない。健康的な職場環境の創出には，管理層職員のマネジメントが大きく影響す

る。そこで，本研究では，管理層職員を対象にした質的調査により，マネジメント強化に必要な要素を

検証する。

PA-09	 首尾一貫感覚の下位要素の組み合わせによる健康生成
モデルの群間差

○今井田　真実1，今井田　貴裕2，福井　義一3

1市立芦屋病院，2甲南大学大学院人文科学研究科，3甲南大学文学部

健康生成モデルでは，首尾一貫感覚（SOC）が多様な汎抵抗資源（GRRs）を動員することによるストレ

ス緩和効果が想定されるが，その様相はSOCの下位要素である把握・処理可能感，有意味感の組み合わ

せで異なるとされている（Antonovsky, 1987）。本研究では， GRRsの多様性がSOCを介してストレス反

応を緩和するというモデルを，SOCの3つの下位尺度を用いたクラスタ分析で抽出された4群ごとに検討

した。その結果，高SOC群は，GRRsがストレス反応を直接的に，SOCを介して間接的に緩和していたが，

ストレッサーを統制すると後者が消失した。低SOC群は，ストレッサーの統制に関係なくモデルが成立

しなかった。

9月28日（土）11：00 ～ 12：00　【Ｄ会場（ロビー）】 一般研究発表
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PA-10	 高齢者デイサービス利用者へのタンゴセラピー介入の
効果の検討

○阿部田　恭子1，向後　千春2

1早稲田大学大学院人間科学研究科，2早稲田大学人間科学学術院

高齢者や身体機能の障害者は,身体状況が異なるため,個人の身体状況に対応できるペアダンスが有効

とされている(大沼,2012)。本研究では,高齢者デイサービス利用者へのタンゴセラピー介入の効果を

検討した。心理尺度と行動分析によるPre・Post質問紙から構成され,有効回答者は女性12人,平均年齢

82.00歳(SD=8.32)であった。効果量を算出した結果,本来感(t(12)=-1.75, n.s.)の効果量(d)は,d＝

0.50,認知機能 (t(12)=-1.62, n.s.)は,d＝0.47の中程度,動的バランス (t(12)=-0.74, n.s.)は, d＝

0.31の小さい効果量であった。つまり,セラピー介入により心も開放され,運動機能や認知機能の向上も

示された。

PA-11	 地域在住高齢者のいきがい感向上を目的とした支援事
業方策の検討

○三浦　佳代，丸谷　康平，新井　智之，藤田　博暁

埼玉医科大学保健医療学部

地域在住高齢者の生きがい感向上を目的とした方策の再検討を目的として研究を行った。対象は研究

への協力に同意の得られた地域在住高齢者のべ277名であった。社会的役割活動（仕事，老人会など），

家庭内役割活動（家事，孫の世話など），文化的趣味活動（書道，手芸など），身体活動（体操，ウォー

キングなど）の実施状況，および生きがい感を調査した。生きがい感向上を目的とした事業として，文

化的趣味活動や身体活動が企画されることが多いが，家庭内の役割を担う活動が，生きがい感の向上

に寄与している可能性が示唆された。なお，発表に関連し開示すべき利益相反関係にある企業などはな

い。

PA-12	 地域在住高齢者の健康と香りの感知能の関連
○岡村　祐一1，廣川　聖子2，嶋田　純也3，矢田　幸博3

1筑波大学大学院	人間総合科学研究科	ヒューマン・ケア科学専攻， 
2岡山県立大学大学院保健福祉学研究科，3筑波大学大学院グローバル教育院

高齢者における様々な健康問題を早期かつ簡便に行えるアセスメント方法はまだ少ない。これまで演者

らは日常的な香りに注目し，認知機能が低下した高齢者は，紅茶や緑茶の感知能が低下していること

を明らかにした。合わせて，他の健康要因にも関連があるのか報告する。食品由来，花樹木，美味し

い香り，計９つの香りを概観上区別できないビンにそれぞれ入れたものを嗅いでもらい，判断をした。

健康要因は心理指標や生理指標により評価をした。その結果，香りの感知能と健康要因の間には，各々

異なる関連があることが示唆された。なお本研究は，CPCC倫理委員会にて承認された研究であり，利益

相反はない。

9月28日（土）11：00 ～ 12：00　【Ｄ会場（ロビー）】 一般研究発表

（ 77 ）



PA-13	 中高年者の不眠に対するリスク評価に関する検討
○和田　洋人

青山学院大学経営学部

本研究の目的は不眠の有無が生活習慣病,精神疾患,認知症のそれぞれに対する将来の罹患リスクの評

価に影響するか否かについて,40歳以上の中高年者を対象にして検討することである。アテネ不眠尺度

や上記疾患に対する罹患リスクについて尋ねる質問等から構成した質問紙調査を行った。その際,個人

情報保護等の倫理的配慮を行った。不眠なし群とあり群ごとに上記疾患のそれぞれに罹患する群と罹

患しない群の割合を算出し,χ2乗検定を行った(N=60)。不眠の有無は認知症罹患リスクの評価に影響し

なかった。不眠と認知症の関連性に関する健康教育が必要である。本研究に関して利益相反関係にあ

る企業等はない。

PA-14	 MicroTag活動量計による施設入居高齢者の客観的睡
眠状態の評価

○宮田　直樹1，津田　彰2，谷　佳成恵3，大杉　紘徳4，村田　伸5，矢田　幸博6

1久留米大学心理学研究科，2久留米大学文学部，3久留米大学高次脳疾患研究所， 
4城西国際大学福祉総合学部，5京都橘大学健康科学部， 

6筑波大学大学院グローバル教育院ヒューマンバイオロジー

有料老人ホームに入居している高齢者（男性2名，女性7名，平均81.6±6.4歳）の睡眠状態（量・質・

位相）をMicro Tag活動量計（MTN-220）を用いて10週間にわたって評価した。またSF-8，老研式活動能

力指標，OSA睡眠調査票MA版によって身体・精神機能を測定した。事例的に検討した結果，Micro Tag活

動量計によって評価された睡眠の量・質・位相の客観的状態と本人が自覚する主観的な睡眠状態及び

QOL，手段的日常生活動作(IADL)との間に関連を認めた（e.g., 起床時間の変動幅とQOL低下等）。これ

らの関連性は個人内では一貫していたが，個人間ではさまざま異なった。

PA-15	 自動思考が主観的幸福感および寝つきに及ぼす影響
○周　雄正傑，古谷　真樹

神戸大学大学院人間発達環境学研究科こころ講座

本研究は幸福感を上げる方法と不眠を改善する方法を探るために，自己コントロールしやすい自動思

考に注目した。しかし，自動思考や幸福感には楽観的な性格の影響力も強い，自動思考の独立的な影響

力を明確するため，楽観性を統制変数にした。66名神戸大学の大学生を対象として質問紙法を用いて調

査した。重回帰分析の結果，楽観性と悲観性を統制すると，否定的な自動思考と主観的幸福感には，

有意な負の関係があることが示された。肯定的な自動思考と寝つきには，有意な負の関係があること

が示された。
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PA-16	 異文化適応問題と睡眠の関連の検討	 
──在日中国人留学生の異文化環境の現状から──

○王　尚1，松田　英子2

1東洋大学大学院社会学研究科，2東洋大学社会学部

在日中国人留学生の生活環境と適応問題が睡眠に影響を与える問題を検討するために，東京都内の大

学及び大学院に在籍している中国人留学生8名を対象に，協力の承諾を得て尺度を用いて半構造化面接

を行った。家族と友人関係，勉強，進学，生活環境について，詳しく聞き取りを行った。使用した質

問紙尺度はピッツバーグ睡眠質問票，抑うつ・不安・ストレス質問紙。在日中国人留学生の睡眠状態は

悪いと示され，睡眠問題が強まっていると見られる。日本語はコミュニケーションの基礎として，重

要な役割を果たしている。留学生が人間関係の構築および援助を求めることと関係があると考えられ

る。

PA-17	 飲酒時と断酒後の睡眠と夢に関する一考察 
ーアルコール依存症自助グループ等への調査ー

○高橋　信雄

東洋大学大学院社会学研究科社会心理学専攻博士後期課程

アルコール依存症からの回復事例研究（研究1：調査期間=2015/12 ～ 2016/2，自助グループに所属し断

酒が継続している6人に半構造化面接を実施，研究2：調査期間=2016/4 ～ 2016/6，同じく10人，放送大

学修士論文）の中で，飲酒理由に寝酒をあげている人がいた。本研究はアルコール依存症の自助グ

ループ等に所属している断酒継続者に，飲酒時と断酒後の睡眠状態と夢について質問紙調査（調査期

間：2019/1 ～ 2019/4）を実施し結果をまとめたものである。

PA-18	 感謝介入が睡眠問題と主観的幸福感に及ぼす影響
○山本　舞香1，大竹　恵子1,2

1関西学院大学，2応用心理科学研究センター

睡眠に問題を抱える者を対象とした感謝介入が試みられているが，睡眠問題の改善に関する介入効果

の結果にはばらつきがあり，ポジティブな心身の状態への影響については検討されていない。そこで, 

本研究では，睡眠に問題を抱える大学生を対象に, 感謝介入が睡眠問題および主観的幸福感に及ぼす

影響について検討した。参加者を感謝群もしくは統制群のいずれかに割り当て, 2週間の介入を行っ

た。その結果, 感謝群と統制群の睡眠問題と主観的幸福感に違いはみられなかった。さらに, 感謝感情

についても群間の違いはみられなかったことから, 介入操作自体が十分に行えていなかったと考えら

れた。
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PA-19	 勤労者に対する努力－報酬不均衡状態に着目したスト
レスマネジメント研修の効果

○前田　駿太1，山岡　恒佑2，嶋田　洋徳3

1東北大学大学院教育学研究科，2所沢市教育センター，3早稲田大学人間科学学術院

【目的】努力－報酬不均衡（ERI）モデルに着目したストレスマネジメント研修の効果を，標準的な研

修と比較することを目的とした。

【方法】40名の勤労者を対象とした（女性15名，平均年齢36.2±12.3歳）。研究は所属機関の倫理審査委

員会の承認を得て実施した（承認番号：2017-033）。

【結果と考察】ストレス反応の低減に研修内容による差異はなかったが，研修前後でERI状態が低減し

た者ほど心理的ストレス反応が低減した。このことから，ERIに着目した研修の有用性が示唆された。

【利益相反開示】発表に関連し，開示すべき利益相反関係にある企業などはありません。

PA-20	 ペアレントトレーニングにおける親子の状態像に応じ
たアセスメントと介入方法の検討

○吉田　遥菜1，野中　俊介2，堀川　柚1，嶋田　洋徳3

1早稲田大学大学院人間科学研究科，2東京未来大学こども心理学部，3早稲田大学人間科学学術院

ペアレントトレーニング（以下，PT）の有効性が報告される一方で，PTを実施したものの，養育行動の

改善に至らなかった知見もあり， PTの効果の程度は必ずしも一貫していない現状にある。その背景とし

て，介入効果を左右する親側の認知行動的特徴や子どもの発達段階，特性などの親子の状態像の整理

が十分になされているとは言いがたいという点やそのアセスメントに応じたPTの実践が十分になされ

ていないという点があげられる。そこで本研究では，これまでのPTを概観し，親子の認知行動的特徴を

整理して， PTにおけるアセスメントの観点や介入方法を検討することを目的とした。

PA-21	 児童青年期におけるストレス反応および学校適応に影
響を及ぼす要因の発達的変化の検討

○加藤　海咲

早稲田大学大学院人間科学研究科

児童青年期におけるストレスマネジメント教育（SME）をより効果的に実施するためには，対象者のア

セスメントに沿った支援が重要である。このような対象者のアセスメントについて，小学生，中学生，

高校生，大学生と発達するにしたがって，SMEにおいてターゲットとするべきコーピングスキルや，考

慮するべき要因が変化することが考えられる。そこで，小学校から大学においてストレスマネジメント

教育を行なった介入研究に関する学術論文をレビューし，児童青年期のストレス反応および学校適応

に影響を及ぼす要因の発達的変化を検討することを目的とした。
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PA-22	 森田療法における「とらわれ」の機能が心理的ストレス
反応に及ぼす影響

○山田　奈々 1，伊與田　万実2，今井　正司3

1豊川市立牛久保小学校，2名古屋学芸大学ヒューマンケア学部，3早稲田大学応用脳科学研究所

　本研究では，森田療法における「とらわれ」の機能（「姿勢除去」「気分本位」「こだわり」）が心理的

ストレス反応に及ぼす影響について検討した。（倫理の承認：あり／利益相反関係：なし）。東海圏に在

学する大学生104名を対象に（有効回答：101名），とらわれ尺度とSRS-18を使用した共分散構造分析を実

施した。その結果，「姿勢除去」は心理的ストレス反応に有意な正の影響を及ぼすことが示された。こ

の結果から，ネガティブな衝動などを取り払いたいという行動「姿勢除去」は，かえって強いストレス

症状になることを示唆することができ，「あるがまま」の姿勢がストレス軽減に繋がるといえる。

PA-23	 うつ病に対する心理学的支援を目的としたモバイルア
プリケーションのレビュー

○鈴木　ひかり1，高階　光梨2，大橋　佳奈1，白塚　龍太郎1，宮下　太陽1,3，横光　健吾4

1立命館大学人間科学研究科，2関西学院大学文学研究科，3株式会社日本総合研究所， 
4立命館大学総合心理学部

　うつ病に対する心理学的支援を目的としたアプリケーションが数多く開発・配信されている。しかし

ながら，その内容や有効性については十分な把握がなされていない。本研究では，うつ病に対する心理

学的支援の提供を目的としたアプリケーションを検索・抽出すると共に，アプリケーションの内容の整

理および評価を行った。その結果，既存のアプリケーションにおいて，心理学的な治療要素を含んだも

のが少ないこと，安全性や使用性に関しての配慮が不十分なものが多いことが明らかになった。今後

のアプリケーションの開発や臨床的使用においては，その有効性や安全性，使用性を考慮に入れる必要

がある。

PA-24	 メールカウンセリングにおける技法とアプローチの検討： 
回答メール本文の質的分析より

○李　健實1，杉山　匡1，山本　晴義2

1公益財団法人パブリックヘルスリサーチセンターストレス科学研究所， 
2独立行政法人労働者健康安全機構横浜労災病院勤労者メンタルヘルスセンター

本研究は，メールカウンセリングによる心理援助において用いられている技法やアプローチ方法を検討

することを目的とする。ある相談サービスに寄せられた相談メールに対する回答メール本文を用いて質

的分析を行った。その結果，回答メールには傾聴の姿勢で相談メールを受容的に読んだことが示され，

相談者の状況や気持ちに対する感想を伝え，共感が示されていた。また，相談者の長所や成功体験に焦

点を当てた返信がされていた。最後に，サポートや社会との繋がりに関心を向ける言葉とともに，問題

と対処に関する情報を提供することでセルフケア行動を促していた。
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PA-25	 少年院における感情統制力向上へのマインドフルネス
の活用

○山口　伊久子1,2，尾崎　健児3，山口　創4

1桜美林大学大学院心理学研究科健康心理学専攻，2マインドフルネス＆ヨガネットワーク， 
3久里浜少年院，4桜美林大学リベラルアーツ群

少年院に在院をする少年に対するマインドフルネスと感情統制力の関係性の検討に基づきマインドフ

ルネスプログラム実践の効果を検討した。

【方法】期間）２０１８年４月～７月。内容）A群：平日の実践，B群：A群の実践+グループ指導６回と

ホームワーク。少年院との協定書に基づき実施。人数）２３名。調査内容）質問紙調査と振返りシー

ト。

【結果と考察】マインドフルネス尺度及び攻撃性尺度共に実践前後で小程度の変化がみられたが，プロ

グラムに対する興味の有無が結果に影響与える可能性が示唆された。院内の許容の中で少年の興味を

喚起し主体的参加性の高いプログラム作成の必要性が示された。

PA-26	 感謝が他者関連レパートリーに及ぼす影響
○小國　龍治1，大竹　恵子1,2

1関西学院大学，2関西学院大学応用心理科学研究センター

感謝は向社会的行動を促進することが示されているが，その認知メカニズムについては解明されていな

い。そこで本研究では，感謝が他者関連レパートリーに及ぼす影響を検討するため，感謝条件に加え

て，感謝と類似した感情価と覚醒度を有する平穏条件，中性条件を設定し，参加者間計画で自伝的記

憶の想起を行った。その結果，感謝条件は感謝感情が，平穏条件は平穏感情が喚起していた。また，感

謝条件と平穏条件は中性条件に比べてレパートリー数が多かった一方で，感謝条件と平穏条件のレ

パートリー数には違いが見られなかった。今後はレパートリーと実際に生起した向社会的行動との関

連を検討する。

PA-27	 見知らぬ他者に対する援助想像が援助意図に及ぼす影
響	――イラストを用いた検討――

○豊田　雪乃1，大竹　恵子1,2

1関西学院大学，2関西学院大学応用心理科学研究センター

援助想像に関する研究では，援助場面を言語的に文章によって呈示し，援助想像が援助意図を高める

ことを示してきたが (Gaesser & Schacter, 2014)，援助者と被援助者との関係性は考慮されていな

い。本研究は，文章ではなくイラストを用いて見知らぬ他者の状況を呈示し，援助想像が援助意図に

及ぼす影響を検討することを目的とした。実験として援助想像群，非援助想像群，統制群を設けた。そ

の結果，援助想像群は非援助想像群と統制群よりも援助意図が高く，援助場面をイラスト呈示した場

合でも援助意図に対する援助想像の効果が示された。今後は異なる対象への援助意図や実際の行動と

の関係を検討する。

9月28日（土）11：00 ～ 12：00　【Ｄ会場（ロビー）】 一般研究発表
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PA-28	 自己をいたわる行動・認知に関連するテキストの分析	
―社会情動スキルに着目して―

○石川　智1，百瀬　太喜2，鈴木　平3，松田チャップマン　与理子3，石川　利江3

1桜美林大学大学院国際学研究科国際人文社会科学専攻，2桜美林大学大学院心理学研究科健康心理学専攻， 
3桜美林大学

【目的】自己をいたわる行動・認知を質的に調査し，社会情動スキルとの関連を検討することとした。

【方法】大学生121名を対象とし，困難に直面した際にどのように自己をいたわるかについて自由記述

で回答を求め，テキストマイニング分析を行った。

【結果と考察】社会情動スキルの得点を高低群に分け，自己をいたわる行動・認知の差異を確認した結

果，社会情動スキル高群は，自己の置かれている状況をポジティブに捉えるだけでなく，ネガティブな

側面を認め，自己をいたわることが示唆された。また，つらいと感じる自己を他者に開示する，あるい

は困難な体験を筆記で表現することが明らかになった。

PA-29	 アルコール依存症を発症していない長期飲酒者が飲酒
によって得られるもの

○大野　順子1，井上　真弓2，清野　純子3，石川　利江4

1東京家政大学健康科学部，2松蔭大学看護学部，3帝京科学大学医療科学部，4桜美林大学大学院

平成29年1月，毎日飲酒していても，アルコール依存症を発症していない（自覚していない）20代から60

代の男女400人のWEB 調査を実施した。調査目的は，アルコール依存症疑いや要注意者の割合と，正常

飲酒者とアルコール依存症疑いや要注意者が，飲酒によって得られるものに違いがあるかである。

基本属性，飲酒によって得られるものの質問項目とKAST（久里浜式アルコール依存症スクリーニングテ

スト）の質問項目から「正常」「要注意」「アルコール依存症疑い」を抽出した。

アルコール依存症疑いや要注意者は「より積極的効果」ではなく，「ネガテイブからの解放」で飲酒し

ている。

9月28日（土）11：00 ～ 12：00　【Ｄ会場（ロビー）】 一般研究発表

PA-32	 看護領域の違いとストレス関連現象
○西林　百合1，大野　太郎2

1大阪府看護協会，2大阪人間科学大学人間科学部

看護師という同じ職種であっても，看護業務は配属される勤務場所により対象とする人々の違いや業

務量，あるいは立場的な責務のあり方などによって違ってくる。本研究では最もストレスフルとみなさ

れる救急看護認定看護師と他領域の看護師を，ストレッサー，ストレス反応，コーピング（ストレス関

連現象）について比較検討した。結果は看護領域の違いでストレッサーは異なり，またストレス反応は

高い領域であっても教育・研修を受けた救急看護認定看護師はストレス反応が低く示された。
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PA-33	 看護師における被援助志向性がワーク・エンゲイジメ
ントに与える影響

○松田　有希子1，倉本　義則2，武用　百子3

1京都府立医科大学大学院医学研究科精神機能病態学，2京都女子大学発達教育学部児童学科， 
3和歌山県立医科大学看護キャリア開発センター

本研究は，看護師における被援助志向性が，ワーク・エンゲイジメント(以下WE)に与える影響について

検討することを研究目的とした。そこで，A県内の大学病院に勤務する全看護師計649名に質問紙調査を

行った。その結果，WEはソーシャル・サポート(以下SS)源で規定される部分が大きく，特に，若手看護

師は他の年代よりSSを強く認知していることが示唆された。また，自身の看護能力や看護職者としての

役割を果たせていないことに対する悩みを抱いた際には，援助要請を行うことでWEを高められる可能

性があり，質的な負荷の高い仕事をやりがいのある仕事としていく際に援助要請が有効になる可能性

がある。

9月28日（土）11：00 ～ 12：00　【Ｄ会場（ロビー）】 一般研究発表

PA-34	 高齢者の絵本読み聞かせボランティアの入会者の特徴
○小川　将，小林　桃子，鈴木　宏幸，高橋　知也，飯塚　あい，藤原　佳典

東京都健康長寿医療センター研究所

高齢者の絵本の読み聞かせ活動の継続は，社会的役割の獲得・世代間交流・自身の健康維持に寄与す

る。

発表者ら考案の「絵本読み聞かせプログラム」は，3 ヶ月間の絵本読み聞かせ講座修了後に活動団体へ

の加入を促す（加入は任意）。

しかし，その活動団体に入会する関連要因の知見は乏しい。

本研究では絵本読み聞かせ受講修了生し，入会意向が確認出来た243名(平均年齢67.2±7.5歳，男性14

名，女性229名)を対象とし，団体入会の関連要因を検討した。

主な結果として，介護予防より社会貢献での募集であること，男性より女性であること，不健康より

健康であると感じていること，以上が入会確率を高める関連要因として示された。

PA-35	 多理論統合モデルに基づく骨粗鬆症重症化予防に向け
たアドヒアランス行動変容

○谷　佳成恵1，津田　彰2，金子　富美3，杉岡　勇樹4，山口　信也5，深町　潤6，川畑　信浩7，西　昭徳3

1久留米大学高次脳疾患研究所，2久留米大学文学部，3久留米大学医学部薬理学講座，4杉岡調剤薬局， 
5あおぞら薬局，6ファミリー薬局，7日置薬剤師会在宅医療担当役員

多理論統合モデル（TTM）に基づいて骨粗鬆症重症化予防のためのアドヒアランス行動変容を試みた。

対象者は骨粗鬆症治療薬を服用中で九州地区在住の女性43名とした。薬剤師は対象者の通常来局時に，

TTMに基づく行動変容について変容のプロセスの活用を説明するとともに，アドヒアランスの行動ス

テージの移行を半年間追跡した。半年後の対象者数は24名（55.8％）だった。主な中断理由は，対象

者の来局時に薬剤師と対象者の双方とも，説明の時間を設定できず，継続の確認が取れないことだっ

た。プログラム評価として，アドヒアランス行動変容に寄与するが，実用性の改善が求められる。
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PA-36	 がん患者の心理社会的サポートサービスの利用を促進
するチラシ開発の試み２

○松井　智子1，平井　啓2，権藤　恭之2，佐藤　眞一2

1早稲田大学人間科学学術院，2大阪大学大学院人間科学研究科

トランスセオレティカルモデルを応用した3つのステージ（無関心期<適応>，無関心期<適応障害/大う

つ病>，関心期）ごとに，心理社会的サポートサービスの利用促進を目的としたテーラード・メッセー

ジを用いたチラシを作成した。外来通院中のがん患者を対象に(N=377)，チラシの効果について検討し

た（Time1の約1 ヶ月後にTime2，約半年後にTime3を実施）。Time2での利用者数は50名，Time3で新たに

27名の利用があった。いずれのステージでも利用の有無とチラシの種類間に有意な関連は見られなかっ

た。オッズ比を用いた検討の結果，関心期においてテーラード・メッセージを用いたチラシの効果が示

唆された。

9月28日（土）11：00 ～ 12：00　【Ｄ会場（ロビー）】 一般研究発表

PA-37	 健康診断結果通知後の再検査受診率を促進する要因に
ついて

○川角　公乃

学習院大学人文科学研究所

健康診断・人間ドックの再検査受診率は依然として低い。本研究の目的は再検査を受診しない理由に関

して新たな側面を掘り起こし，何が受診・未受診を分けるかを検討することである。東京近郊に住む成

人40名に対し質問紙調査を行い，回収した22名（平均年齢53.09歳：男性8名，女性14名）を分析の対象

とした。KJ法による分類とその後のアンケートサイト調査（4,803名，平均年齢50.9歳：男性2401名，

女性2402名）の結果を併せ考えると，「時間がない」「忘れていた」よりも「楽観」「忘れたい」「恐怖」な

どの次元で再検査受診・未受診の理由を説明できることが見出された。
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PB-01	 高血圧を対象としたモバイルヘルス介入の研究動向お
よび健康心理学への応用

○吉田　椋1，渡辺　紀子1，王　偉玲1，太田　裕子1，高木　良奈1，松井　智子2，竹中　晃二2

1早稲田大学大学院人間科学研究科，2早稲田大学人間科学学術院

高血圧における非薬理学的介入内容は，主に生活習慣の改善である。この介入方法としてはパンフレッ

トや生活指導が挙げられるが，近年はモバイルヘルス介入も行われている。本展望の目的はスマート

フォンを用いた高血圧介入の動向を整理し，今後の方向性および健康心理学への応用可能性を示すこ

とである。スマートフォンによる介入構成には，血圧値のグラフ表示によるセルフモニタリング，メッ

セージによる知識提供・行動促進，目標設定が含まれていた。メッセージの内容は，生活習慣の改善方

法やストレス解消行動の促進，健康行動を続けることによる利益などであった。

PB-02	 食物アレルギー児の親を対象とした研究動向と今後の
展望

○高木　良奈，竹中　晃二，松井　智子，渡辺　紀子，吉田　椋，Ong	WeiLing，太田　裕子

早稲田大学学術院人間科学研究科健康生命医科学領域

本研究の目的は，食物アレルギー児（children with food allergy：以下，FA児）を抱える親のストレ

ス，またサポートの内容について従来の研究動向を整理して示すことである。以下の３点に絞って整理

した。それらは，（a）FA児の親が経験するストレス，（b）ストレスの対処法，（c）介入内容，である。そ

の結果，親が経験する主なストレスは，孤独感であり，その対処法として，同じ問題を抱える他者から

のサポートがあった。我が国では，知識提供型，または指示型のサポートが多く，親のストレス緩和の

ための介入が十分に行われていない。以上の知見をもとに，FA児の親のサポート方略を検討する。

PB-03	 福祉職員に対するストレス改善を目的とした介入プロ
グラムの心理生理学的効果

○伊藤　秀海1，小田　菜央1，矢島　潤平1,2，田中　豪一3

1別府大学大学院文学研究科臨床心理学専攻，2別府大学文学部人間関係学科， 
3札幌医科大学医療人育成センター

【目的】福祉職員に対して1 ヶ月間の介入プログラムを実施した前後での主観的及び生理学的指標の変

化を検証した。

【方法】介入プログラムとして，毎日ラジオ体操と一日の振り返りを行ってもらった。介入前後で生活

習慣やストレス反応等に関する質問紙及び血管弾力性を測定した。

【結果】介入後に，睡眠等の生活習慣に有意な改善が認められ，血管弾力性では，硬化の有意傾向が認

められた。

【考察】介入プログラムによって，対象者が自身と向き合うことで改善する態度へ変容したことが示さ

れた。血管弾力性は，介入プログラムが一時的な負荷因子となり，弾力性の低下を招いた可能性が示

唆される。

9月28日（土）15：00 ～ 16：00　【Ｄ会場（ロビー）】 一般研究発表
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PB-04	 トラウマ性ストレスによる心身障害を乗り越え，心的
外傷後成長を得た50代女性の症例

○新牧　恭太1,2，津田　彰1，福元　崇真3，野添　新一2

1久留米大学大学院心理学研究科，2志學館大学大学院心理臨床学研究科，3鹿児島大学大学院心身内科学分野

40代で豪雨災害を被災。2年後，トラウマ性ストレスによるものと考えられる血小板増多症，甲状腺が

んを発症した。50代でうつ病の診断でA大学心理相談センター受診。心理面談の中で，トラウマの吐露

を促すとともに，トラウマ刺激に挑戦することを支持，併せて自律訓練を施行した。その結果，PTSD症

状は軽減。災害以降，立ち入ることが出来なかった被災地にも帰郷できるようになり，トラウマ治療に

向き合う中で夫婦関係は改善。以前は恐れていた旅行にも行けるようになった。心的外傷を機に，人

間関係の変容，新たな出来事への挑戦，人生に対する感謝の変容といった心的外傷後成長を得た症例

と考える。

PB-05	 タッピングタッチが唾液中オキシトシン量の変化に及
ぼす効果	その3	―3時点の経過―

○中川　一郎1，大浦　真一2，福井　義一3

1大阪経済大学人間科学部，2東海学院大学人間関係学部，3甲南大学文学部

相互ケアの技法であるタッピングタッチ（TT）の実施が，オキシトシン分泌を促す可能性が示唆されて

いる（Fukui et al., 2019）が，解析のタイミングの問題でTTの相互実施前後の2時点の比較しかでき

なかったため，本研究では，役割交代時のデータを追加して，3時点における唾液中オキシトシン量の

変化を検討した。分析の結果，TTを先に提供してから受けたケア先行群において，役割交代後から実施

後にかけてオキシトシン量の増加が見られたが，逆の順で実施した被ケア先行群ではこうした効果は

見られなかった。本研究から，TTによるオキシトシン量の増加は，実施順序の影響を受ける可能性が示

唆された。

PB-06	 タッピングタッチが唾液中オキシトシン量の変化に及
ぼす効果	その4	―共感性との関連―

○福井　義一1，大浦　真一2，中川　一郎3

1甲南大学文学部，2東海学院大学人間関係学部，3大阪経済大学人間科学部

相互ケアの一技法であるタッピングタッチ（TT）の生理的効果について，TTを先に提供してから受ける

という順序（ケア先行群）では唾液中オキシトシン量が増加したのに対して，逆の順序（被ケア先行

群）では，オキシトシン量に変化は見られなかった（Fukui et al., 2019）。本研究では，ケア先行群と

被ケア先行群において，共感性の主観的側面の変化量を比較した結果，ケア先行群において自己指向の

認知的共感である想像性と他者指向の情動的共感である共感的配慮の変化量が大きいこと分かった。

本研究から，ケア先行群における唾液中オキシトシン量の増加の背景に共感性の高まりがある可能性が

示唆された。

9月28日（土）15：00 ～ 16：00　【Ｄ会場（ロビー）】 一般研究発表
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PB-07	 タッピングタッチが唾液中オキシトシン量の変化に及
ぼす効果その5	―信頼感との関連―

○大浦　真一1，福井　義一2，中川　一郎3

1東海学院大学人間関係学部，2甲南大学文学部，3大阪経済大学人間科学部

　相互ケアの一技法であるタッピングタッチ（TT）の実施前後で，TTを先に提供してから受けた群（ケ

ア先行群）の方が，逆の順序で実施した群（被ケア先行群）に比較して，唾液中オキシトシン量が増

加していた（Fukui et al., 2019）。オキシトシンは，他者への信頼感と関連することが予測されるた

め，本研究では，両群におけるTT実施時のパートナーへの信頼感の変化量を比較した。分析の結果，ケ

ア先行群の方がパートナーへの信頼感得点の変化量が大きかった。本研究から，唾液中オキシトシン

量の増加の背景に，パートナーへの信頼感の高まりが関連する可能性が示唆された。

PB-08	 注意訓練課題中における前頭前野機能と慢性疲労症状
及び不適応的な完全主義との関連

○伊與田　万実1，今井　正司1,2

1名古屋学芸大学ヒューマンケア学部，2早稲田大学応用脳科学研究所

大学生26名を対象に，注意訓練（ATT）課題遂行中における前頭前野領域（PFC）の賦活状態をNIRSで

測定し，慢性疲労症状（CF）および完全主義との関連性について検討した。本研究は倫理委員会の審

査・承認を受け，利益相反関係はない（倫理番号：232）。その結果，ATTの選択的注意課題において前頭

前野背外側部（DLPFC）はCFの間に有意な正の相関を示し，CFの脆弱要因である完全主義との間には有

意な負の相関が示された。これらの結果を先行知見をもとに考察すると，CFの特徴と抑うつ症状との類

似性が示唆することができる。

PB-09	 新たな反すう誘導課題の作成 
――思考内容の感情価と思考時間からの検討――

○佐藤　秀樹1,2,3，鈴木　伸一4

1福島県立医科大学放射線医学県民健康管理センター，2福島県立医科大学医学部災害こころの医学講座， 
3早稲田大学大学院人間科学研究科，4早稲田大学人間科学学術院

反すうとは，苦痛な症状やその原因・意味・結果について繰り返し考え込んでしまうことと定義され，

抑うつの持続や増悪要因であることが指摘されている（Nolen-Hoeksema et al., 2008）。反すうを実

験的に操作する手続きとして，Nolen-Hoeksema（1993）の反応課題があるが，この課題では思考内容の

感情価のみが操作されており，思考時間は検討されていない。そこで本研究では，思考内容の感情価と

思考時間を操作したうえで，状態反すうと感情状態に及ぼす影響を検討した。大学生と大学院生68名

を対象にしたところ，ネガティブ思考を長く考えると状態反すうとネガティブ感情が悪化することが示

された。

9月28日（土）15：00 ～ 16：00　【Ｄ会場（ロビー）】 一般研究発表

（ 88 ）



PB-10	 児童の注意制御機能がQOL及びストレスの増悪要因と
なる慢性疲労症状に及ぼす影響

○金光　真優1，伊與田　万実2，今井　正司2,3

1名古屋市立福田小学校，2名古屋学芸大学ヒューマンケア学部，3早稲田大学応用脳科学研究所

小学生106名を対象に，能動的注意制御機能がQOLやストレスの増悪要因となる慢性疲労症状（CCF）に

及ぼす影響について質問紙調査によって検討した（有効回答：97名）。本研究は倫理委員会の承認を受

け，利益相反関係はない（倫理番号：208）。共分散構造分析を用いて各変数間の影響を分析した結果，

CCFはストレスに有意な正の影響を示し，QOLに有意な負の影響を示した。能動的注意制御機能はCCFに

有意な負の影響を示した。本研究の結果から，CCFはストレスを増幅させQOLを低減するが，能動的注意

制御機能を促進することでこれらの症状は緩和されることが示唆された。

PB-11	 大学生における基本的心理欲求の充足と本来性の関連
性の検討

○高橋　周平1，石川　清子2

1明治大学大学院文学研究科，2東京福祉大学大学院心理学研究科

本研究の目的は，自己決定理論における基本的心理欲求(コンピテンスへの欲求，自律性への欲求，関

係性への欲求)の充足と，well-beingの中核であるとされる本来性(Woodetal.，2008)の関連性を検討す

ることであった。そこで，大学生216名を対象に，心理的欲求充足尺度(大久保・長沼・青柳，2003)と青

年版本来性尺度(石川,2014)を用いて質問紙調査を実施した。次に，心理的欲求充足尺度の下位尺度を

説明変数，青年版本来性尺度の下位尺度を目的変数として重回帰分析を行った。その結果，自律性への

欲求充足が本来性と最も関連していることが示された。以上より，自律性への欲求充足の重要性が示

唆された。

9月28日（土）15：00 ～ 16：00　【Ｄ会場（ロビー）】 一般研究発表

PB-13	 大学生の一次性サイコパシーに影響を及ぼす心理的要
因の検証

○小田　菜央1，伊藤　秀海1，矢島　潤平2

1別府大学大学院文学研究科臨床心理学専攻，2別府大学文学部

【目的】大学生の一次性サイコパシーに関連する心理的要因を男女別に検証した。

【方法】大学生117名（男性58名，女性59名）に，日本語版一次性・二次性サイコパシー尺度，対人スト

レスイベント，ストレス反応，攻撃性及びマインドフルネス調査を実施した。

【結果と考察】男性は，対人葛藤，抑うつ不安，判断しないこと及び身体的攻撃において有意に正の影

響を示した。女性は，対人摩耗，無気力，反応しないこと，身体的攻撃，言語的攻撃において有意に

正の影響を示した。一次性サイコパシーは，ネガティブ感情の高さによる影響を受けること及び性別に

よって要因は異なることを示唆している。
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PB-14	 SNSの利用と否定的な身体像との関連 
―SNS上での外見比較の影響

○山崎　洋子，大森　美香

お茶の水女子大学

本研究は，SNS上での外見比較が否定的な身体像に及ぼす影響を検討した。大学生女子164名を対象に，

SNSの利用時間，SNS上での外見比較の対象ごとの頻度，身体不満，やせ願望について質問紙調査を実施

した。重回帰分析の結果，女性有名人との外見比較と身体不満，やせ願望とは有意な正の関連が示され

たが，利用時間は関連しなかった。比較傾向から協力者を3群に分けたところ，対象の全種類との比較

頻度が高い群と親友との比較頻度の高い群は，全体的に比較頻度の低い群よりも，やせ願望の程度が有

意に高かった。以上から，SNS利用の身体不満ややせ願望への影響は比較対象により変化することが示

唆された。

PB-15	 大学生アスリートにおけるヴァルネラビリティと抑う
つの因果関係の解明

○山口　慎史1，川田　裕次郎2,3，中村　美幸2，室伏　由佳2,3，広沢　正孝2,3，柴田　展人1,2,3

1順天堂大学スポーツ健康医科学研究所，2順天堂大学大学院スポーツ健康科学研究科， 
3順天堂大学スポーツ健康科学部

ヴァルネラビリティと抑うつは正の相関が示されている（Yamaguchi et al., 2019）。しかし相関分析

では変数間の時間的な先行が不明である。そこで本研究は，大学生アスリートにおけるヴァルネラビリ

ティと抑うつの因果関係について，交差遅延効果モデルを用いて検討することを目的とした。関東近

郊の大学生アスリート248名（平均年齢19.0±0.85）を対象に，2018年4月，7月，10月に調査をした。そ

の結果，Time1からTime2，Time2からTime3のヴァルネラビリティから抑うつのパスが有意であった。モ

デルの適合度は許容範囲であり，ヴァルネラビリティと抑うつの因果関係の時間的先行を解明すること

が出来た。

9月28日（土）15：00 ～ 16：00　【Ｄ会場（ロビー）】 一般研究発表

PB-18	 月経前における睡眠習慣の安定性と	月経前不快気分
症および注意制御機能との関連

○大島　理恵子1，鈴木　茜1，伊與田　万実2，今井　正司2,3

1名古屋学芸大学大学院子どもケア研究科，2名古屋学芸大学ヒューマンケア学部， 
3早稲田大学応用脳科学研究所

女子大学生を対象に月経前不快気分症（PMDD）と月経前の睡眠習慣の不安定性および月経関連の注意

機能との関連を調査研究によって検討した（128名分の回答を分析）。本研究は名古屋学芸大学研究倫

理委員会の審査・承認を受けて行われ，利益相反関係はない（倫理番号：307）。その結果，PMDDと月経

前の睡眠習慣の不安定性（MPSQI-J）との間に有意な正の相関が示され，月経関連の注意機能（MCAS｜

M-PVAQ）とも有意な正の相関が示された。本研究の結果から，月経前の睡眠習慣の不安定性や注意制

御の困難さがPMDDの脆弱要因になることが示唆された。
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PB-19	 グループワークにおける認知共有とチームワーク能力
の関連について

○永峰　大輝，石川　利江

桜美林大学

【目的】本研究の目的は，集団内の認知共有がチームワーク能力を通してワークの成果に関連するか検

討した。

【方法】「地図作成ワーク」を題材として大学生32名に実施させた。

【結果】課題の得点を従属変数，認知共有を独立変数，チームワーク能力を媒介変数として媒介分析を

行った。その結果，直接効果は認められず，認知共有からチームワーク能力に有意な関連がみられ，

チームワーク能力から課題得点にも有意な関連が見られた。また，間接効果の検定のためにbootstrap

法を行った結果，有意であった。

【考察】集団の成員が問題に対して認知を共有することが，より高い成果を得られる可能性が示された。

PB-20	 汎抵抗資源の多様性と首尾一貫感覚がストレス反応に
及ぼす影響	その2

○今井田　貴裕1，福井　義一2

1甲南大学大学院人文科学研究科，2甲南大学文学部

健康生成論（Antonovsky, 1979）に基づいて，汎抵抗資源（GRRs）の多様性が首尾一貫感覚（SOC）を

介してストレス反応を緩和することを仮定したモデルは，一般大学生ではストレッサーを統制すると

当てはまりが悪かった（今井田・福井, 2019）。その背景に，一般大学生では，ストレッサーが多くても

GRRsの多様性やSOCが共に高く，ストレス反応が抑制されているような同モデルに当てはまる者が少な

かった可能性がある。本研究では，クラスタ分析によりモデルに合致する人々の抽出を試みたが，該当

する群は抽出されなかった。一般大学生では，健康生成モデルに適合する人々が存在する可能性は低

いと思われる。

PB-21	 臨床実習をやり抜く（Grit）ための要因と必要な心理教
育とは？－教員を対象として－

○大矢　薫1,2，菊池　春樹3

1新潟リハビリテーション大学医療学部，2東京成徳大学大学院心理学研究科， 
3東京成徳大学応用心理学部

臨床実習をやり抜くための要因と必要な心理教育について明らかにするため，臨床実習が中断もしく

は単位不認定となった学生の特徴（自由記述）と必要な心理教育（選択肢）を尋ねる質問紙を教員19

名に実施した。本研究は，新潟リハビリテーション大学の倫理委員会の承認（承認番号151）を得た。

臨床実習が中断もしくは単位不認定となった学生の特徴としては「実習先での対人関係構築に課題」，

必要な心理教育としては「自分の意見を上手に伝える方法」が多く，実習先での対人関係やアサー

ションが重要であることが示された。利益相反開示；発表に関連し，開示すべき利益相反関係にある企

業はありません。

9月28日（土）15：00 ～ 16：00　【Ｄ会場（ロビー）】 一般研究発表
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PB-22	 日本語版メンタライゼーション尺度(The	Japanese-
Mentalization	Scale:	J-MentS)の作成

○松葉　百合香1，板野　蛍1，リー　スティーブ・ケイ1，原口　幸1，岩﨑　美奈子2，井原　成男2， 
桂川　泰典2

1早稲田大学大学院人間科学研究科，2早稲田大学人間科学学術院

メンタライゼーションとは，自己の内的状態に基づいて自己や他者の行動の意味を明示的，暗示的に

理解する心的過程のことである。メンタライゼーション不全は境界性パーソナリティ障害(BPD)や自閉

症スペクトラム障害(ASD)における対人関係の困難感に影響すると考えられているが，本邦では尺度の

信頼性および因子的妥当性の検討を行った尺度が開発されていない。したがって本研究では大学生352

名に質問紙調査を行い，Mentalization Scale (Dimitrijević, et al., 2018)を邦訳した日本語版メン

タライゼーション尺度の信頼性と妥当性を確認し，BPD傾向やASD傾向との関連性から本尺度の臨床的有

用性を検討した。

PB-23	 食に関する幸福感尺度の作成と信頼性・妥当性の検討
○三村　千春

淑徳大学大学院総合福祉研究科博士後期課程

本研究では，食に対しての満足感や楽しさを測定する尺度を作成し，その信頼性・妥当性を検討するこ

とを目的とした。A大学の学部生252名が質問紙に回答し，不備のなかった244名（男性91名，女性153

名）を分析の対象とした。探索的因子分析および信頼性分析，関連が予測される尺度との相関分析を

行なった。因子分析の結果から17項目3因子の尺度が作成された。各因子のα係数は.784 ～ .873であ

り，内的整合性が高いと考えられた。3因子いずれも主観的幸福尺度との間に正の相関が見られた。ま

た，食物選択動機票の下位因子とも一部正の相関関係が示され，その結果は先行研究の結果と概ね一致

していた。

PB-24	 新たなSense	of	Coherence尺度の探索的検討
○磯和　壮太朗

無所属（大阪大学大学院人間科学研究科	博士後期課程	修了）

【目的】Sense of Coherence（以下，SOC）の尺度について，新たな尺度の検討を行う。

【方法】大学生を対象に質問紙調査を実施した。調査への同意を得られ，欠損値のなかった102名を分

析対象とした。なお，本研究は調査時所属機関の倫理審査を経ている。

【結果】相関分析の結果，SOC-13と今回検討した尺度は，全体的に有意な正の相関が得られた。一方で，

SOCを3下位感覚で捉えた場合，SOC-13と今回検討した尺度は「有意味感」とのみ正の相関が得られた。

【考察】今回検討した新たなSOC尺度には克服すべき課題が多いと考えられた。

利益相反開示；発表に関連し，開示すべき利益相反関係にある企業などはありません。

9月28日（土）15：00 ～ 16：00　【Ｄ会場（ロビー）】 一般研究発表
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PB-25	 女性の「ときめき」に関する研究１ 
－尺度の作成と高級化粧品による心理・生体変化－

○浅井　雛代1，山本　彩子1，五十嵐　敏夫1，広瀬　統1，長谷川　靖司1，中田　悟1，久世　淳子2

1日本メナード化粧品株式会社総合研究所，2日本福祉大学健康科学部

　「ときめき」は女性にとって重要な感情の１つである。しかしながら，例えば，好きな異性による

「ときめき」はドキドキ感が強いのに対して，憧れの化粧品による「ときめき」は感動や幸福感が強い

ことが予想されるように，「ときめき」は高次の感情であり，その対象によって心理状態が異なること

が考えられる。そこで，本研究では「ときめき」を構成する因子について分析し，女性の「ときめき」

尺度を作成した。さらに，高級スキンケア製品を試料として，実際に「ときめき」を感じた場合の心理

状態や生体変化について検証した。

PB-26	 負の強化事態における行動変動性を測定する課題の開
発とその妥当性の検討

○荻島　大凱1,2，岡田　奈那美1，嶋田　洋徳3

1早稲田大学大学院人間科学研究科，2日本学生支援機構特別研究員，3早稲田大学人間科学学術院

　行動変動性とは，行動を柔軟にバランスよく取り得る程度とされ，喫煙等の不健康な生活習慣など，

繰り返しを特徴とする行動を適切に測定できる指標として注目されている。一方で，Hassoulas et 

al.（2014）では行動変動性は強迫行動との関係が示されないなど，理論的な想定と合致するような行

動変動性と行動的特徴の関係は，実証的には十分に集積されていない。本研究では，この問題として，

不適切な繰り返し行動の維持要因である，悪いことがなくなるという負の強化事態における行動変動

性が測定されてこなかったことを指摘し，負の強化事態の行動変動性を測定する課題の作成と妥当性

の検討を行った。

PB-27	 大学生における社会性と情動の学習プログラムの評価
指標の開発

○北見　由奈1，八田　直紀2

1湘南工科大学，2神奈川大学

社会性と情動の学習（SEL）が，青少年のポジティブな発達に有効であることが示唆されている。しか

しながら，SELに関する既存研究は，主に高校生以下を対象としてきた。本研究の目的は，大学生を対

象としたSELプログラムの効果を検証するための評価指標を開発することである。2019年4月中旬に大学

生1 ～ 4年生343名を対象に質問紙調査を実施した。因子分析の結果，「自己への気づき」「セルフマネジ

メント」などの下位因子で構成される社会性・情動コンピテンス尺度（大学生用）が開発された。本尺

度により，大学生のより認知的および情動的なコンピテンスが測定できることが期待される。

9月28日（土）15：00 ～ 16：00　【Ｄ会場（ロビー）】 一般研究発表
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PB-28	 日本語版Five	Facet	Mindfulness	Questionnaire短縮
版の作成と妥当性の検討

○髙橋　徹1,2，齋藤　順一3，藤野　正寛4，佐藤　誠之5，熊野　宏昭6

1早稲田大学大学院人間科学研究科，2日本学術振興会特別研究員DC， 
3早稲田大学総合研究機構応用脳科学研究所，4京都大学大学院教育学研究科， 

5早稲田大学人間科学部，6早稲田大学人間科学学術院

マインドフルネスとは，今の体験に評価判断せずに気づくことである。マインドフルネスの傾向を測定

する尺度として，日本語版Five Facet Mindfulness Questionnaire（FFMQ; Sugiura et al., 2012）が

ある。FFMQは，マインドフルネスの5つの側面を測定する尺度であり，合計で39項目から成る。比較的

項目数が多く，負担が大きいことから，本研究ではその短縮版を作成し，妥当性を検討することを目

的とした。オンライン調査によって，18歳以上の男女700名に調査を実施した。内受容感覚への気づき

や，マインドワンダリング傾向，セルフコンパッション等との関連から，新しく作成された短縮版の妥

当性を検討する。

PB-29	 学習動機づけの年代差が幸福感に及ぼす影響について
の検討

○小嶋　佑介

淑徳大学大学院総合福祉研究科

人がよりよく生きるための重要な指標として幸福感があるが，日常のやらなければならないこと（仕

事や勉強）といった体験とどのように関連しているか知ることは，人の健康を考えるうえで重要であ

る。これを受けて本研究では，学習動機と幸福感の関連を検討することを目的とした。小学5，6年生の

児童137名（男性68名，女性69名）及び大学生207名（男性54名，女性153名）を対象に，質問紙調査を

実施した。尺度間の相関分析の結果，取入調整（罰や恥，不安から逃れるための動機づけ）と幸福感

において，青年では相関がみられなかったのに対して，児童では，(r=,394 p<.001)という中程度に高

い相関を示した。

PB-30	 自己認識のポジティビティとQOL，及びストレス-コー
ピングとの関連性

○齊藤　祐一1，津田　彰2，石橋　香津代3，田中　芳幸4，伏島　あゆみ5

1久留米大学心理学研究科，2久留米大学文学部，3久留米大学心理学研究科， 
4京都橘大学健康科学部，5金沢工業大学基礎教育部

自己認識のポジティビティについて，Rozenbergの自尊感情と主観的幸福感(SHS)，楽観性(LOT)などに

着目し，これらの要因とQOL（SF-8,身体的・心理的健康）との関連性を調べるとともに，その関連性がス

トレス-コーピング（SSRS）過程を介しているのかどうか検討した。大学生（385名）を対象に質問紙

調査を実施し，媒介分析を用いてデータ解析した。その結果，以下の知見を得た。1)3つの異なるポジ

ティブ要因のいずれもQOLと有意に関連したが，特に精神的QOLと強く関係した。2)この関連性は，一部

を除きいずれの要因においても直接的な効果であった。3)LOTの精神的QOLに及ぼす効果のみ，情動的焦

点型コーピングを部分媒介した。
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PB-31	 大学生におけるポジティブ反芻が精神的健康に与える
影響

○合津　ゆり，三浦　正江

東京家政大学大学院人間生活学総合研究科臨床心理学専攻

本研究は，ポジティブ反芻が精神的健康に与える影響を検討することを目的とした。322名の大学生を

対象に質問紙調査を実施し，ポジティブ反芻，ネガティブ反芻，主観的幸福感，自己効力感，抑うつ尺

度への回答を求めた。重回帰分析の結果，ポジティブ反芻は主観的幸福感と抑うつに影響を与えること

が明らかになった。また，ポジティブ反芻とネガティブ反芻を独立変数とした2要因分散分析を行った

結果，抑うつにおいて有意な交互作用が認められた。このことからネガティブ反芻を行っても，同時に

ポジティブ反芻をすることで，抑うつが低く保たれることが示唆された。

PB-32	 自己認識のポジティビティと気分，及びストレスの自
覚との関連性

○石橋　香津代1，津田　彰2，堀内　聡3，米田　健一郎4，松田　英子5，津田　茂子6

1久留米大学心理学研究科，2久留米大学文学部，3岩手県立大学社会福祉学部，4医療法人恵愛会柳井病院， 
5東洋大学社会学部，6帝京科学大学医療科学部

大学生385名を対象に，自己認識のポジティビティの主要な構成要素と目されるRozenbergの自尊感情，

主観的幸福感（SHS），楽観性（LOT-R）に着目し，これらのポジティブ特性と状態が日常生活の気分

（PANAS）とどのように関連し，またその関連性はストレスの自覚（PSS）の程度いかんによってどのよ

うに異なるのかについて質問紙調査を行った。媒介分析の結果，3つの異なる尺度で評価した自己認識

のポジティビティの高さは，いずれも日々の生活の中でのネガティブ気分の少なさ及びポジティブ気分

の多さと強く関連した。主観的幸福感はまた，ストレスの自覚を完全媒介して特異的にネガティブ気分

を減弱した。

PB-33	 児童を対象とした「強み」介入の効果検証 
－タブレットを用いて－

○太田　裕子1，竹中　晃二2，松井　智子2，渡辺　紀子1，吉田　椋1，王　偉玲1，高木　良奈1

1早稲田大学大学院人間科学研究科，2早稲田大学人間科学学術院

児童57人（介入クラス28人，統制クラス29人）を対象に，3週間の「強み」介入をタブレットを用いて

実施し，その効果を検証した。タブレットの内容は，個々の児童について事前に調査した上位5つの

「強み」を1日ごとに活用をチェックさせ，加えて1日の満足度（1 ～ 5段階），およびよかったこと（3

つ）を記入させた。介入・統制群について，pre，post，follow-up-testの比較を行った結果，強み認

識，強み活用，感情エンゲイジメント，身体的反応において有意な差がみられた。タブレットを用いた

「強み」介入は，自分の「強み」の認識・活用を促し，感情エンゲイジメントを高めることができた。
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PB-34	 自己認識のポジティビティと気分，及びストレス‐
コーピングとの関連性

○森　聖菜1，津田　彰2，石橋　香津代1，三原　健吾3，岡村　尚昌3

1久留米大学心理学研究科，2久留米大学文学部，3久留米大学高次脳疾患研究所

本研究では，自己認識のポジティビティの主要な構成要素と目されるRozenbergの自尊感情，主観的幸

福感（SHS），楽観性（LOT-R）に着目し，これらが日常生活の気分（PANAS）とどのように関連し，スト

レス‐コーピング（SSRS）過程によってどのように媒介されているのかについて，大学生385名を対象

に質問紙調査を行った。その結果，3つの尺度で評価した自己認識のポジティビティの高さは，いずれも

日常生活のネガティブ気分の少なさ及びポジティブ気分の多さと直接的に関連した。また，問題焦点型

及び情動焦点型コーピングを媒介してポジティブ気分を高めるパスも見出された。

PB-35	 大学生における過剰適応傾向と心理的ウェルビーイン
グとの関連性

○山下　尚夏1，三原　健吾2，岡村　尚昌2，津田　彰3

1久留米大学心理学研究科，2久留米大学高次脳疾患研究所，3久留米大学文学部

大学生男女78名を対象に，水澤(2014)の過剰適応傾向尺度(e.g., 多大な評価希求，強迫性格など)と

岩野ら(2015)の心理的ウェルビーイング尺度短縮版(e.g., 自律性，人格的成長感など)によって評価

される過剰適応傾向と心理的ウェルビーイングとの関連性を検討した。その結果，多大な評価希求のあ

る個人では自律性が低いこと，一方で几帳面な強迫性格傾向を有する個人ほど人格的成長感が高いこ

とが示された。一般的に社会不適応に繋がると目されることが多い過剰適応傾向であるが，人格的成

長感に対しては恩恵的に機能することが明らかとなった。大学生の過剰適応傾向の肯定的意義につい

て考察する必要性を示唆している。

PB-36	 大学生における人格的成長感はノルアドレナリン神経
系及び内分泌系機能に寄与する

○三原　健吾1，岡村　尚昌1，津田　彰2

1久留米大学高次脳疾患研究所，2久留米大学文学部

我々は，心理的ウェルビーイングが心身の健康に恩恵的な影響を与えることを報告してきた。しかし，

6次元から構成される心理的ウェルビーイングのどの次元が心身の健康と関連するのか，とりわけ，神

経系，内分泌系，免疫系機能との関連性は明らかとなっていない。本研究では，大学生109名を対象に

心理的ウェルビーイングと唾液中free-MHPG，コルチゾール，s-IgAとの関連性を検討した。その結果，

心理的ウェルビーイングの中でも，特に人格的成長得点が高い大学生ほどfree-MHPG及びコルチゾール

が低値であることが示された。大学生における人格的成長感の強さは健康-病気の結果の背景にある生

理学的機能の調節に寄与することが示唆された。
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9月28日（土）15：00 ～ 16：00　【Ｄ会場（ロビー）】 一般研究発表

PB-37	 大学生競泳選手の主観的幸福感とストレス反応及び心
理的競技能力との関連性

○栗木　明裕1，岡村　尚昌2，田場　昭一郎3，和田　匡史4，津田　彰5

1筑紫女学園大学現代社会学部・久留米大学大学院心理学研究科，2久留米大学高次脳疾患研究所， 
3福岡大学スポーツ科学部，4国士舘大学理工学部，5久留米大学文学部

大学生アスリートは，学生生活のみならず競技生活においても様々なストレッサーに晒されており，

心理的コンディショニングは非常に重要である。本研究は，主観的幸福感の自覚と日常・競技生活にお

けるストレッサー及び心理的競技能力との関連性を明らかにすることを目的とした。男子大学生競泳

選手（50名）を対象に日本版主観的幸福感尺度（SHS），大学生アスリート日常・競技ストレッサー尺

度，唾液中コルチゾール，心理的競技能力診断検査のデータを採取・分析した。その結果，SHS高得点群

は低得点群と比べてストレス耐性や心理的競技能力が高いことが示唆された。
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PC-01	 ストレス認知の個人差に関する検討
○山野　恵美

理化学研究所科技ハブ産連本部　健康生き活き羅針盤リサーチコンプレックス推進プログラム			 
規計測開発チーム

現代社会は高度情報化，就職難などによるストレスが蔓延している。ストレスは，不安やネガティブな

気分を増長し，不安障害やうつ病などの精神疾患の発症や持続の要因となることが報告されている。

本研究では，健常成人19名を対象に，急性ストレス状況下における認知的評価と個人内要因としての

気質･性格などとの関連性を検討した。その結果，自己志向特性と情動的対処やストレス反応としての

抑うつに有意な負の相関が認められ，気質･性格がストレス認知や精神的ストレス反応に関与すること

が示された。また，認知の是正を行うことにより心身の状態が改善可能なことが示唆された。

PC-02	 資質的・獲得的レジリエンスとソーシャルスキルが精
神的健康に及ぼす影響

○奥野　洋子

近畿大学総合社会学部

本研究は，獲得的レジリエンスとソーシャルスキルが精神的健康に及ぼす影響が，資質的レジリエン

スの高さによって違うかを検討した。資質的レジリエンスの高低に分けて重回帰分析をした結果，精

神的健康への影響が異なっていた。低群では，獲得的レジリエンスの「自己理解」とソーシャルスキ

ルの「関係開始」が精神的健康に正の関連を与えており，「自己理解」にはソーシャルスキルの「解

読」「主張性」が正の関連を与えていた。資質的レジリエンスが低い場合でも，ソーシャルスキルの「関

係開始」「解読」「主張性」を高めることで，精神的健康につながる可能性が示唆された。

PC-03	 新任教師の完璧主義傾向とリアリティ・ショックおよ
びメンタルヘルスとの関連

○松永　美希1，古谷　嘉一郎2，中村　菜々子3，三浦　正江4

1立教大学現代心理学部心理学科，2北海学園大学経営学部経営情報学科，3中央大学文学部心理学専攻， 
4東京家政大学人文学部心理カウンセリング学科

　本研究では，新任教師の完璧主義傾向とリアリティ・ショックおよびメンタルヘルスとの関連性を検

討することを目的にした。A市の初任者研修に参加した新任教師141名を対象に質問紙調査を行った結

果，完璧主義のなかでも「ミスを過度に気にする傾向」と「自分の行動 に漠然とした疑いを持つ傾

向」の2因子はリアリティ・ショックとの間に正の相関を示した。またこれらの2因子は，抑うつや不安

といったメンタルヘルス不調との関連も有意であり，特に「ミスを過度に気にする傾向」はメンタル

ヘルス不調と中程度の相関を示した。発表当日は追跡調査の結果も加えて経時的な変化についても発

表する。
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PC-04	 大学生の生活習慣とメンタルヘルスの関連性について
○大久保　純一郎

帝塚山大学心理学部

大学生を対象として，生活習慣と主観的健康度ならびにストレス反応の関連性について，質問紙調査

を行った。生活習慣は，食習慣，運動習慣，睡眠習慣ならびに生活習慣に関する自己評価について回

答を求めた。ストレス反応については，SRS18（鈴木他，1997）を用いた。それらの結果について相関分

析を行ったところ，睡眠習慣は全てのストレス反応と有意な相関を示したが，他の生活習慣は有意な

相関を示さなかった。本研究と同様の調査を行った高橋（2009）の研究では，食習慣もストレス反応

を有意な関係を示した。この結果の相違は，対象者の女性割合の相違が関係しているのではないかと考

えられた。

PC-05	 産学官連携による運動習慣確立プロジェクトが心身の
健康およびQOLに及ぼす影響

○今関　仁智，梅田　智広

奈良県立医科大学MBT研究所

　地方自治体と医科大学・企業による産学官連携事業として，2018年5月から12月にかけて，自治体主

催の生活習慣病の改善を目的とした「ボディチェンジスクール」を開催した。ボディチェンジスクール

では，筋トレ・エアロビクス・栄養講話・メンタルヘル講話などを実施した。また，体重・内臓脂肪・

筋肉量・血液データなどの生理的指標による評価および，CMI健康調査票・WHO QOL26による心理的指標

による評価を実施した。分析の結果，多くの参加者の心身の健康状態に改善が認められた。また，身体

的な健康状態の改善度とメンタルへルスに関する指標の間にいくつかの相関が認められた。

PC-06	 一般企業就労者におけるストレス反応の自己制御 
～年代と性別による比較

○佐藤　安子1，河合　優年2，原井　登志子3，三好　彩4

1武庫川女子大学文学部心理・社会福祉学科，2武庫川女子大学教育研究所， 
3GMOリサーチ株式会社・システム部，4神戸市こども家庭局こども家庭支援課

【目的】一般企業就労者の年代と性別でストレス反応とストレス制御の仕組みにどのような違いがある

かであった。

【方法】一般企業就労者105名を対象に無記名郵送調査を，大学生47名に集合調査を行った。使用尺度

は，(1)ストレス自己統制評定尺度，(2) MBSS，(3) 日本版POMSであった。

【結果と考察】女性の方が男性より低ストレスであった。30歳代が心身の脆弱性が弱まり，問題対処が

高まる分岐点であった。また女性は男性よりソーシャルサポートと生甲斐感が高かった。ストレス対処

の違いは青年期から壮年期への移行期に急速に生じ，生き甲斐感とメンタルヘルスの関係は男性に顕

著であった。

9月29日（日）11：30 ～ 12：30　【Ｄ会場（ロビー）】 一般研究発表

（ 99 ）



PC-07	 女子大学生の隠れ肥満における生活習慣と心理的スト
レス反応の関連性

○石原　俊一

文教大学人間科学部心理学科

隠れ肥満の形成要因ともいわれる痩せ願望から引き起こされる食行動異常の程度と生活習慣を調査し，

女子大学生のストレスとの関連性について調査することを本研究の目的とした。被調査者：同意の得ら

れた女子大学生148名を対象者とした。質問紙：健康度・生活習慣診断検査，EAT-26，心理的ストレス反

応尺度の各尺度を用いた。体組成の測定：体重，体脂肪率，脂肪量，除脂肪量，BMIを測定した。隠れ

肥満群では，標準群と比べ，精神的健康度，運動意識，睡眠の規則性，ストレス回避において低い傾向

が認められ，社会的健康度，運動行動・条件，休息，睡眠の充足度において高い傾向が認められた。

PC-08	 月経前不快気分症とアレキシサイミアおよびセルフ・
コンパッションとの関連

○金井　七星1，鈴木　茜1，伊與田　万実2，今井　正司2,3

1名古屋学芸大学大学院子どもケア研究科，2名古屋学芸大学ヒューマンケア学部， 
3早稲田大学応用脳科学研究所

本研究は，PMDDに関する増悪（アレキシサイミア）/緩和（セルフ・コンパッション）に関する心理的要

因を検討した（倫理の承認：あり/利益相反：なし）。東海圏に在籍する大学生215名を対象に（有効回

答：181名），PMDD評価尺度，日本語版TAS-20，SCS-Jを使用した調査を実施した。PMDDとTAS-20の下位因

子「感情の同定困難」との間に有意な正の相関が示され，PMDDとSCS-Jの下位因子「マインドフルネス」

「自分へのやさしさ」との間に有意な負の相関が示された。本研究の結果から，感情認知の困難さは

PMDDの増悪要因であり，セルフ・コンパッションは緩和要因であることが示唆された。

PC-09	 女性乳がん経験者のposttraumatic	growthとQOLとの
関連―ボディ・イメージの観点から―

○駿地　眞由美

追手門学院大学心理学部

女性乳がん経験者のPTG（posttraumatic growth:心的外傷後成長）とQOLの関連について，ボディ・イ

メージの観点から検討した。調査はweb上で実施し，調査期間は2019年5月9～11日，回答者は女性乳が

ん経験者579名（平均年齢＝52.8歳；SD＝12.0）であった。尺度には，PTGI-J，BAS-2，FACT-B等を用い

た。共分散構造分析を行った結果，QOLは，PTGと直接的な因果関係にはないが，身体への肯定的評価を

高めることで間接的にPTGを増大させることが明らかとなった。女性乳がん経験者の病の体験過程にお

けるボディ・イメージの重要性が示唆された。

9月29日（日）11：30 ～ 12：30　【Ｄ会場（ロビー）】 一般研究発表
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PC-10	 女性の「ときめき」に関する研究２ 
－アイカラー使用による心理・生体指標の変化－

○久世　淳子1，杉浦　可奈1，浅井　雛代2，広瀬　統2，長谷川　靖司2，中田　悟2

1日本福祉大学健康科学部，2日本メナード化粧品株式会社総合研究所

アイカラー使用による心理・生体指標の変化を調べるため，普段からアイカラーを使用している女子大

学生12名を対象とした実験を行った。独立変数はアイカラーの色，従属変数は心理指標（ときめき度・

動揺・不満・平穏・幸福・強気）と生体指標（脳血流，脈波，表情）とした。アイカラーの色にかかわ

らず，アイカラーの使用により，ときめき度は高くなっていた。また，普段使い慣れているアイカラー

を使用すると動揺が低くなり，心惹かれるアイカラーを使用すると幸福が高くなっていた。アイカラー

使用によって，ときめき度は上がるが，心惹かれるアイカラーは動的なときめきをもたらすといえる。

PC-11	 在宅中高年肥満女性の減量行動の違いによる生活行動
の検討

○井上　真弓1，清野　純子2，石川　利江3

1松蔭大学看護学部看護学科，2帝京科学大学医療科学部看護学科，3桜美林大学大学院

減量行動をとっている肥満者と，とっていない肥満者の生活行動の違いを明らかにする目的で，イン

ターネット調査専門会社に調査依頼した。対象はBMI25以上の35歳以上の女性600名に，体重管理段階

（TTM）5段階，日常生活習慣等を尋ねた。減量行動の違いによる生活習慣の違いを見るため，t検定を

行った結果，生活習慣全体は，「実行群（215名）」は「未実行群（385名）」に比べ有意に良かった（p 

＜.001）。質問項目「バランスよい食事」，「定期的な運動」では，「実行群」が有意に良かった（p 

＜.01 ～ .05）。減量行動実行群が肥満改善できないのは，現在の減量行動の不適切性も考えられる。

PC-12	 女性の就労とセルフコーチングスキルの検討
○石川　利江1，松田　与理子2，石川　志穂美3

1桜美林大学大学院，2桜美林大学健康福祉学群，3相模原市中央子育て支援センター

【背景と目的】女性の就労促進が求められているが有効な支援策が見いだされていない。本研究では女

性の就労や求職活動に求められるスキルについて検討を行うこととした。

【調査対象者】無職・求職中・一般職・管理職・主婦349名の女性。

【使用尺度】セルフコーチング尺度（SCS），社会情動スキル尺度(SES)，先延ばし尺度。

【調査方法】WEB調査。

【結果と考察】求職中の女性は，SCS得点やSES得点が高く，感情調整や自己の強みを活かすスキルが高

く先延ばしをしないことがわかった。一方，無職の女性の得点は最も低かった。無職女性のSCS向上に

よって求職活動につながる可能性が示された。

9月29日（日）11：30 ～ 12：30　【Ｄ会場（ロビー）】 一般研究発表
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PC-13	 中学生・高校生版ネット／スマホ依存傾向測定尺度の
開発：信頼性と妥当性の検討

○園田　明人

静岡県立大学国際関係学部

中高生版「ネット／スマホ依存傾向測定尺度」の作成を目的として，従来の研究を参考に43の質問項

目を選定した。予備調査に加え本調査を行い，回答に不備のあるデータを除き，718名のデータで分析

した。因子分析の結果，9項目を除外した34項目の6因子解を採用した。因子は「コミュニケーション不

安」，「長時間利用と不調」，「ながら利用と睡眠不足」，「非社交性（人といるよりスマホ優先）」，「親に

隠れて／注意されても」，「精神的依存状態（使えないことが不安）」と命名した。尺度全体の信頼性係

数はα=.935，日本版インターネットアディクションテスト(JIAT)との相関係数はr=.768であった。

PC-14	 大学生アスリート版依存性測定尺度の作成
○煙山　千尋1，小川　千里2

1岐阜聖徳学園大学教育学部，2琉球大学グローバル教育支援機構

本研究の目的は，大学生アスリートの家族及び家族的関係（監督等の指導者）への依存性を測定する

尺度を作成することである。大学生アスリート311名を対象に依存性測定尺度の原案54項目に回答を求

め，小川（2015）の提唱する依存4類型を想定した探索的モデル特定化分析を用いた検証的因子分析を

行った。その結果，各潜在変数から観測変数へのパス係数は全て0.35以上で有意であり，適合度指標は

十分な値を示した。さらに，十分な信頼性係数と基準関連妥当性が示されたことから，信頼性と妥当性

を有する4因子（純粋培養，支配，過干渉，構ってもらえない子）28項目の尺度が作成された。

PC-15	 高齢者用セルフ・エフィカシー尺度の開発（2）
○松田　英子1，中川　萌2

1東洋大学社会学部社会心理学科，2日本社会事業大学通信教育科

行動の積極性，身体的能力，知的能力の3因子19項目からなる高齢者用セルフ・エフィカシー尺度

（GSESE：松田，2012）の信頼性と妥当性を確認する目的で，アテネ不眠尺度（AIS），抑うつ尺度（SDS），

援助成果指向性尺度を同時に施行して2時点での調査を2018年10月～ 2019年1月に行った。調査対象は

高齢者，准高齢者，中高年の男女121名（年齢65.63±9.77歳）。結果，信頼性分析の再検査信頼性，

Cronbachのα係数による内的整合性が確認された。妥当性の分析に関しては，AISおよびSDSとGSESEに

負の相関，援助成果指向性とGSESE「身体的能力の肯定」因子に正の相関がみられ，構成概念妥当性が

示された。

9月29日（日）11：30 ～ 12：30　【Ｄ会場（ロビー）】 一般研究発表
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PC-16	 禁煙意思決定バランス尺度の開発
○山野　洋一1,2，長谷川　芳典1

1岡山大学大学院社会文化科学研究科，2立命館大学学生部

【目的】禁煙治療施設は増加傾向にある。禁煙外来での禁煙成功率は8割程度と高い。一方で禁煙外来

で治療を受け禁煙できた禁煙者の約半数が逆戻りすることが問題となっている。本研究は逆戻り予防

の禁煙に関する意思決定バランス尺度の開発を目的とした。

【方法】自作の尺度である禁煙意思決定バランス尺度を用いて，調査を行った。調査は喫煙者100名，

禁煙者100名の合計200名に対してweb調査を実施した。

【結果及び考察】因子分析の結果，想定のProsとConsの2因子が抽出された。また，行動変容のステージ

に合わせてProsとConsの得点の逆転が認められ，信頼性・妥当性も検証された。

PC-17	 安全文化測定尺度の開発
○兵藤　好美1,2，田中　共子3，三村　由典4

1岡山大学大学院ヘルスシステム統合科学研究科，2岡山大学医学部保健学科　看護学専攻， 
3岡山大学大学院社会文化科学研究科，4宇和島市役所

　医療が健康の増進に役立つためには，医療安全の確保が必須である。それには「安全文化」が要点と

されるものの，その実証研究は少ない。本研究では，病棟の安全文化を測定する尺度開発を試みた。探

索的因子分析及び確認的因子分析の結果，「病院マネジメント」「安全環境」「リーダーシップ」「安全コ

ミュニケーション」「チームの安全行動」「知識・技術の認識」の6因子が見いだされた。本尺度は56項目

から成り，高い信頼性とある程度の妥当性が確認された。この尺度を用いて病棟の安全文化を評価する

ことができると考えられる。

PC-18	 ストレスチェック評価のためのコンピュータ適応型テ
スト開発の試み

○岩田　昇1，菊地　賢一2

1桐生大学保健医療学部看護学科，2東邦大学理学部情報科学科

【目的】ストレス反応，過重労働状況，ソーシャルサポートを簡便に測定評価できるコンピュータ型簡

易システムを開発する。ストレス反応は，項目反応理論解析に基づく適応型テストCAT，過重労働と

ソーシャルサポートはCBT形式で設定した。

【方法】労働者に匿名で試用した(約90名)。

【結果】項目あたりの平均回答時間は約7秒で，CAT・CBTモジュールによる相違は見られなかった。スト

レス反応と過重労働との有意な関連が認められたが，サポートとの関連は希薄だった。

【考察】CATの有用性は認められたが，収束条件のレベル設定や一次元性の制約に依る測定評価領域の問

題などの課題も明らかになった。

9月29日（日）11：30 ～ 12：30　【Ｄ会場（ロビー）】 一般研究発表
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PC-19	 保育士を目指す学生の保育実習への不安調査
○伊藤　照美，岡田　真智子

愛知学泉短期大学幼児教育学科

　保育士を目指す短大では，2年間で3施設の実習が義務付けられている。本学1年生においては，入学

後2か月余りで実習に参加しなければならない。1年生にとって，入学後2か月で保育に関する専門や子

どもの発達段階について学習できていない部分が多く，何らかの不安を抱いている。このような精神的

に不安定な状態で実習を行うことで意欲が減退してしまうことが考えられる。よって本研究では性格特

性と実習前の保育・教育実習に対する不安調査を行い，教職員の指導法とサポートについて研究するこ

とを目的とする。

PC-20	 ダウン症児の母親が抱く出産直後と独歩獲得後の心理
状況の比較ー PAC分析を用いてー

○上地　玲子1,2，松浦　美晴2，岩永　誠1

1広島大学大学院総合科学研究科，2山陽学園大学総合人間学部生活心理学科

ダウン症児を育てる母親は，出産直後と独歩獲得後に抱く心理の変容を検討するために，それぞれの時

点の子育てイメージをPAC分析で捉えた。プラス・マイナスイメージと語られた内容を比較した。その結

果，出産直後は我が子の障がいについてマイナスイメージで捉える割合が多かった。しかし，独歩獲得

後の子育てイメージではプラスに転じるケースが多かった。その理由として我が子の成長への気付きや

ピアサポートの存在が示唆された。

PC-21	 若年者の孤独感への対処が自殺リスクにもたらす影響
○伏島　あゆみ1，津田　彰2，田中　芳幸3，佐藤　風悠4，芳川　龍郎5，児玉　渚5，高橋　義明6

1金沢工業大学，2久留米大学，3京都橘大学，4元，中曽根康弘世界平和研究所，5日本財団， 
6中曽根康弘世界平和研究所

本研究では，質問紙調査を行い，若年者の孤独への対処による自殺リスクの低減効果を検討した。その

結果，他者との接触や前向きな認知の変化・活動は，孤独感を低減させることで自殺リスクを低減する

可能性が示唆された。逆に，欲求解消や内省・忍耐，一人で活動に没頭することは，孤独感を増大させ

ることで自殺リスクを高める可能性も示唆された。問題や課題と向き合うよりも，誰かと会ったり気

晴らしをして，まずは楽しい気持ちを味わうことが若年者の自殺対策の第一歩となろう。※本研究は日

本財団いのち支える自殺対策プロジェクト第3回自殺意識調査の成果の一部である。

9月29日（日）11：30 ～ 12：30　【Ｄ会場（ロビー）】 一般研究発表
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PC-22	 IPV関係の終結・継続の意思決定に投資モデルが及ぼ
す影響の検討
○寺島　瞳1，竹澤　みどり2，宮前　淳子3，松井　めぐみ4，宇井　美代子5

1和洋女子大学人文学部心理学科，2富山県立大学工学部教養教育センター，3香川大学教育学部， 
4岡山大学全学教育・学生支援機構，5玉川大学文学部

親密な交際相手からの暴力（IPV）関係の終結・継続の意思決定に至る投資モデルを男女ごとに検討す

ることを目的とした。包括的IPV尺度（宮前他，2017；松井他，2017）にて被害があった男性202名，女

性265名を分析対象として，IPV被害が投資モデルを介して関係終結・継続の意思およびコミットメント

に影響するパス解析を男女別に行った。その結果，女性の心理的暴力被害においては先行研究と同様に

関係終結・継続の意思決定について投資モデルで説明ができたが，男性では構造が異なっており，特に

性的暴力や身体的暴力の意味合いが女性とは異なる可能性が示唆された。

PC-23	 保育者のレジリエンスの規定要因の検討　 
～保育者養成課程の学生の保育実習を通して～

○尾野　明美，奥田　訓子

小田原短期大学保育学科

本研究では保育実習後の学生のレジリエンス，保育者の自己効力感と保育の省察評価の関連性を明ら

かにした。実習での成功体験は自己効力感を高め，自分を肯定的に評価し，自分の資源に気づきやす

いことを示唆している。一方，自分を肯定的に捉えるレジリエンス「I AM」だけは，保育の省察評価

と関連性がなかった。実習だけでは，保育士としての自己概念を育てるのに効果はなかった。また，３

～５歳児クラスの保育で困り感を感じた学生は，0 ～２歳児クラスで困り感を感じた学生より，省察評

価が高い結果であった。高月齢の子どもの率直な言葉や態度が，自分の保育を見直すことにつながる

と示唆された。

PC-24	 視覚探索課題遂行時のフローとメンタルワークロード
と心拍数の関連

○本多　麻子

東京成徳大学応用心理学部健康・スポーツ心理学科

　フローとは行為に没入しているときに感じる包括的感覚である。本研究では視覚探索課題遂行時の

フローとメンタルワークロードと心拍数の関連を検討した。視覚探索課題には裸眼立体視，ウォーリー

を探せ，間違い探しの3条件を設定した。フローとメンタルワークロードはフロー尺度（石村, 2008）

と日本版NASA-TLX（三宅・神代, 1996）によってそれぞれ評価した。課題遂行中の心拍数を記録した。

その結果，裸眼立体視条件はフロー，作業達成度，努力度，集中度の各得点が低く，精神的要求，身

体的要求，不満の各得点が高かった。裸眼立体視条件の心拍数の推移は増加と低下が急峻であった。

9月29日（日）11：30 ～ 12：30　【Ｄ会場（ロビー）】 一般研究発表
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PC-25	 学生アスリートの首尾一貫感覚とグリットの関連要因
○谷木　龍男

清和大学法学部

【目的】学生アスリートの首尾一貫感覚（SOC）とグリットに関連する要因を検討することを目的とし

た。

【方法】大学部活動（空手道部）に所属するアスリート129名（男性95名，女性34名，平均年齢19.4±

1.1歳）であった。日本語版SOC-13によってSOC，日本語版グリット尺度によってグリットを測定した。

競技レベル（県・地区レベル，全日本レベル，国際レベル），競技を行う目的・目標などを尋ねた。

【結果及び考察】国際レベルの選手は県・地区レベルの選手よりもグリットの平均値が高かった。仮説

に反して，競技を行う目的・目標が「ない」選手は「ある」選手よりもグリットの平均値が高かった。

9月29日（日）11：30 ～ 12：30　【Ｄ会場（ロビー）】 一般研究発表
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PD-03	 大学生の睡眠習慣と睡眠感・精神的健康との関連
○城　佳子

文教大学人間科学部心理学科

近年，日本人の睡眠時間は減少し続けており，心身の健康への悪影響が懸念されている。特に大学生

は生活が不規則になりやすく，睡眠に関する問題を抱えやすいことが指摘されている。石原他(2017)

は睡眠の規則性が心身の健康に重要であることを主張している。本研究では，睡眠の規則性に着目し，

睡眠感・精神的健康との関連を検討することを目的とした。大学生172名を対象に，睡眠習慣（就寝・

起床時刻，睡眠時間等）と睡眠感，精神的健康に関する調査を実施した。その結果，睡眠習慣の規則性

と睡眠時間が睡眠感，精神的健康に及ぼす影響が確認された。

PD-01	 大学におけるセクシュアルマイノリティ学生支援の様相
○松井　めぐみ

岡山大学高大接続・学生支援センター

大学におけるセクシュアルマイノリティ学生への支援状況について，日本の全大学に郵送調査を実施

し，242大学（回収率31.9%）から回答を得た。各指標の関連性を探るため多重応答分析を行い，二次元

座標平面にプロットした。その結果，学生数の多さと各種「相談あり」に関連が見られた他，トランス

ジェンダーに関する相談は保健管理センターの近く，同性愛・バイセクシュアル・LGBT以外の相談の3

つは学生相談室の近くに布置されていた。また啓発活動を実施していると各種の相談があるなど，日本

の大学におけるセクシュアルマイノリティ学生への支援の様相が明らかになった。

PD-02	 マインドフルネス授業に対する評価に関連する個人要因
○西垣　悦代，藤村　あきほ

関西医科大学医学部心理学教室

マインドフルネスを授業の一環として，127名の医学生を対象に3ヶ月間11コマ実施したところ，セルフ

コンパッション，レジリエンス，情動知能に有意な変化が見られた。プログラムの最終評価の高さに，

性別，ストレス反応の高さは関連なく，自覚するストレッサーの高さ，性格特性の開放性および調和性

の高さとは有意な関連があることが明らかになった。受講生の40％以上が，今後もマインドフルネス

を継続したいと回答した。授業の場合，参加動機などが自発的参加による講習とは異なると考えられ

る。それらに配慮し，抵抗なくプログラムに入っていけるような導入方法を工夫する必要があると考え

る。

9月29日（日）14：00 ～ 15：00　【Ｄ会場（ロビー）】 一般研究発表
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PD-04	 中学校生徒の欠席日数の実態ならびに多日数欠席の新
規発生に関わる因子の縦断的検討

○長野　真弓1，足立　稔2

1福岡女子大学国際文理学部，2岡山大学大学院教育学研究科

【目的・方法】国立大学附属の中学校生徒548名（欠席日数30日以上/年除外）を対象に，欠席日数の実

態および多日数欠席の新規発生に関わる因子を縦断的に検討した。

【結果】１年時の欠席日数は，男子では学業不振，女子では首尾一貫感覚（SOC），ネガティブな心理的

特性と相関していた。2・3年での多日数欠席（欠席日数の分布の上位20％，年間４日以上）の新規発生

には，男女ともに１年時の学業不振，女子のみ朝食回数，SOCおよびネガティブな心理的特性が関連し

ていた。

【考察】不登校の定義に該当しない欠席日数の発生には，生活習慣，学業不振および心理的特性が強く

関与することが示唆された。

PD-05	 大学生における対人スキル・コーチング教育の効果検討 
――授業前後の比較――

○神庭　直子1，松田チャップマン　与理子1，石川　利江2

1桜美林大学健康福祉学群，2桜美林大学大学院心理学研究科

本研究では大学生の社会情動スキルについて，「対人スキル・コーチング演習」の授業前後での比較を

行った。アセスメントには社会情動スキル尺度（石川他，2017）を使用し，受講生のうちアセスメント

およびレポート課題の研究利用に同意した者について分析を行った。その結果，授業の実施前後で「自

己の強みの活用」が有意に増加し（p<.05），「他者感情への気づき」および尺度得点が有意に増加した

傾向にあった（p<.10）。また，「自己感情への気づき」と「授業への積極的態度」の自己評価との間に

有意な相関がみられた。なお，本研究は京都光華女子大学研究倫理委員会の承認を得て実施された。

PD-06	 離職した介護支援専門員の復職促進要因の検討
○細羽　竜也

県立広島大学保健福祉学部人間福祉学科

【問題と目的】本研究では，離職した介護支援専門員の復職意思を向上するための改善すべき職場環境

要因を検討した。

【方法】A県で2010年に介護支援専門員資格未更新者を対象として得られた1,633人（回収率36.9%）の

データを2次的に分析した。

【結果と考察】（1）年齢が若く，また実務経験が浅い者の方が，資格更新及び介護支援専門員としての職

場復帰に前向きであった。（2）復帰意思を向上させる要因として，サービス担当者会議やモニタリング

などの介護支援専門員の業務を負担に感じないこと，あるいは重要だと考えていることが挙げられた。

職業性ストレスとの関連は認められなかった。

9月29日（日）14：00 ～ 15：00　【Ｄ会場（ロビー）】 一般研究発表
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PD-07	 糖尿病患者の療養行動変容させるための家族への看護
師の関わり

○光木　幸子1，山野　洋一2，當目　雅代1

1同志社女子大学看護学部，2岡山大学大学院社会文化科学研究科

【目的】糖尿病に関わる看護師が，患者の療養行動変容にむけた家族への関わりを明らかにする。

【方法】糖尿病の臨床経験のある女性看護師10名に半構造化質問紙を用いて6名にインタビュと4名に自

由記述にて回答を求めた。分析は意味内容の類似性に従い分類した。

【結果】91のコード，27のサブカテゴリ，6つのカテゴリを抽出した。6つのカテゴリは「食事療法の実施

の支えを依頼する」「安全な薬物療法の実施の支えを依頼する」「家族の負担を減らす」「患者の療養行動

の維持・継続を依頼する」「家族と患者の情報を共有しサポート力を見積もる」「家族のモチベーションを

向上させる」であった。

PD-08	 仕事の反対語は何か？： 
看護師における労働観と疲労の関連性の検討

○久保　智英1，劉　欣々 1，城　憲秀2

1（独）労働者健康安全機構労働安全衛生総合研究所，2中部大学生命健康科学部保健看護学科

現在，我が国では過労死の問題をどうにかしようとする機運が高まっている。過労死の背景には，長

時間労働を許容する日本の労働制度や労働文化等の環境要因と，労働者の健康状態や働き方等の個人

要因があって，それらが複雑に関連し合っているものだと考えられる。本研究では労働者個人の仕事に

対する考え方，つまり労働観に着目した。労働観を問う設問として「仕事の反対語は何か？」という問

いに対して４つの選択肢（休み，遊び，睡眠，健康）を設けて，約1,000名の看護師に対して1年間の

縦断調査を行った。その際，労働観と疲労回復度や，看護ケアに重要な表情認知等の指標との関連性を

検討した。

PD-09	 ストレスチェックの拡張による包括的な職業性ストレ
ス把握の試み

○永井　智1，佐藤　秀行1，髙橋　尚也1，結城　啓太2

1立正大学心理学部，2株式会社ラフール

2015年にストレスチェックが義務化されたが，その活用には課題も指摘されている。原因の一つに，従

来のストレスチェックにおける調査項目が限定されているという点がある。本研究では，従来のスト

レスチェック項目に加え，会社に対する考えや生活状況等を尋ねる新たな項目を追加し，分析を行っ

た。約2000名を対象とした調査の結果，ストレス反応や就労継続意思は，会社の安定性，経営方針への

満足度，入社前の期待とのギャップなど，会社・経営に対する認知とも関連が示され，従業員の健康・

就労を理解する上では，直接的な負荷・緩衝要因だけでなく，包括的な指標測定の必要性が示唆され

た。

9月29日（日）14：00 ～ 15：00　【Ｄ会場（ロビー）】 一般研究発表
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PD-10	 コーピングの違いが看護師のレジリエンスに及ぼす影響
○清野　純子1，井上　真弓2，石川　利江3

1帝京科学大学医療科学部看護学科，2松蔭大学看護学部看護学科， 
3桜美林大学大学院心理学研究科

　ストレスが多い看護師にとってコーピングスタイルにより看護師のレジリエンスは異なると考える。

そこで本研究では，コーピングの違いにより看護師のレジリエンスに影響するかを検討する。対象者は

看護師688名。調査内容は，レジリエントナース尺度，コーピング特性簡易尺度であった。コーピングの

特徴をクラスタ分析にて分類し，コーピングを独立変数，レジリエンスを従属変数とし一元配置の分散

分析を行った。その結果，コーピングの下位尺度が全て高い群では，全てのレジリエンスの下位尺度得

点が高く，またコーピングの気分転換突出群と全て高い群では，感情・思考コントロール力得点が高

かった。

PD-11	 医療従事者の職場状況とワーク・エンゲイジメントと
の関連性

○山蔦　圭輔1，三浦　佳代2，竹中　晃二3

1大妻女子大学，2埼玉医科大学，3早稲田大学

近年，医療従事者が抱えるストレスやバーンアウトの問題について，心理学的な検討を行うことが求

められている。たとえば，医療従事者は情緒的負担が大きい事（窪田，1992）や看護師の職業的特徴か

ら精神的健康が低下すること（豊増，2000）などが指摘されている。ここでは，医療従事者を対象に職

場の状況（心的・制度的側面の状況）とワーク・エンゲイジメントとの関連性について検討することを

目的とした。検討の結果，自身の仕事が社会から高い評価を受け，より良い社会を築くことへ寄与して

いる実感などが，ワーク・エンゲイジメントを高くする要因である可能性が推測された。

PD-12	 教員の感情労働に関与する要因についての質的研究
○佐藤　琢志

大阪青山大学健康科学部

【目的】教員の感情労働の実態とそれに関与する諸要因をインタビュー調査によりボトムアップ式にモ

デル化することを目的とする。

【方法】近畿地方の公立高等学校等に勤務する実務経験10年以上の教員３名にインタビュー調査を実

施。

【結果と考察】教員の感情労働の要因として，学校内だけでなく地域社会においても教員としてふるま

うことが望まれているといった社会的期待があること，学校に「教育」でなく「サービス」を求める

保護者の期待があること，そして教員にとって感情労働には否定的な側面があるだけではなく肯定的な

側面がある。

9月29日（日）14：00 ～ 15：00　【Ｄ会場（ロビー）】 一般研究発表
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PD-13	 現在と理想の幸福度による若年自殺念慮の軽減可能性
○田中　芳幸1，津田　彰2，伏島　あゆみ3，佐藤　風悠4，芳川　龍郎5，児玉　渚5，高橋　義明6

1京都橘大学，2久留米大学，3金沢工業大学，4元，中曽根康弘世界平和研究所，5日本財団， 
6中曽根康弘世界平和研究所

本研究にて，若年者（18-22歳，3,105名）では23歳以上の成人（15,383名）よりも抑うつ傾向に陥った

際に自殺念慮を抱きやすいことを実証した。さらに幸福感や理想の幸福度のあり様を投入して解析を行

い，孤独感の高さに伴う若年者の自殺念慮は自身の日常の幸福への自覚によって低めに抑えられると

いう結果を得た。多少なりとも幸せでいたいという思いを有することや，多幸感への注意，幸福を感

じた後の絶望への注意といった事柄が，抑うつ傾向からの回復過程で重要であることを示唆する結果

も得た。※本研究は日本財団いのち支える自殺対策プロジェクト第3回自殺意識調査の成果の一部であ

る。

PD-14	 つらい体験とポジティブ心理学的介入　 
(2)	Sense	of	coherenceとの関連

○堀毛　裕子

東北学院大学教養学部

さまざまなつらい体験を持つ一般成人男女を対象に，ウェブ上でポジティブ心理学的介入を行った。初

めに質問項目への回答を求めてから，4週間のポジティブエクササイズの実施を奨励し，4週後，対象者

全員に再度質問項目への回答を求めた。初回SOC得点のつらい体験4カテゴリによる一元配置分散分析

の結果，喪失体験群は社会的被害体験群よりもSOC得点が有意に高かった。またSOC得点の変化量のエク

ササイズ実施回数による一元配置分散分析では，SOC有意味感の実施回数の効果が有意であり，エクサ

サイズを4回実施した者は実施しなかった者より有意味感が有意に増加することが確認された。

PD-15	 プラス志向が自信バイアスに及ぼす効果の実験的検討
○益谷　真

敬和学園大学人文学部

セリグマンの原因帰属に基づく楽観的態度の研究を参考に10項目からなるプラス志向尺度を構成し，

自信の過剰と過少にプラス志向がどの程度の影響を及ぼすかについてパズル課題（ノブ・ザ・ティー）

を用いて検討した。大学生120名の結果から，約４割の者が自分のパフォーマンスを適正に評価し，２

割の者が過剰，４割の者が過少評価した。プラス志向による効果量（分散説明率）が，適正評価で約５

割，過剰評価で約３割，過少評価で約２割であったことから，プラス志向が自信過剰を生み出しやすく

するという素朴な仮説は認められなかった。プラス志向がメタ認知を補正する可能性について考察す

る。

9月29日（日）14：00 ～ 15：00　【Ｄ会場（ロビー）】 一般研究発表
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PD-16	 臨床心理専門職のバーンアウト低減に与える専門職ア
イデンティティの調整効果

○近藤　孝司

上越教育大学大学院学校教育研究科

本研究は，臨床心理士など臨床心理専門職において，個人要因である専門職アイデンティティが，スト

レス要因によるバーンアウトへの影響をどの程度調整するかを検討したものである。臨床心理専門職

456名を対象に検討した結果，情緒的消耗感への調整効果は確認されなかったが，脱人格化，特に個人

的達成感の減退において「やりがいと充実感」などの因子による調整効果が確認され，専門職アイデ

ンティティがバーンアウトの低減に寄与することが示唆された。本研究の結果は，学部・大学院教育や

卒後教育，専門職に対する社会的施策の改善に寄与するものと考えられる。

PD-17	 身体イメージを利用した特性不安高レベル者の支援
○今野　紀子

東京電機大学システムデザイン工学部

身体イメージ彩色図法（BCDM）は,身体状態・感覚にフォーカスして得られるイメージを身体図に彩色

して自身の心身問題を可視化・外在化し,気づきと解決を支援する心理技法である。本研究では

BCDM,STAI,TAS-20を用いて特性不安高レベル群へのアプローチを検討した。高レベル群はアレキシサ

イミア傾向が強く自己状態の表出に難があるが,BCDMの身体図への彩色には支障がなく,その実施に

よって過去の経験や記憶を想起し易い事が認められた。自身の状態の表出と振り返りのハードルを下

げる点で,BCDMは特性不安高レベル者の支援に有効なアプローチであると示唆された。

PD-18	 メンタルヘルス問題の予防に果たす自助方略の検討 
　　　　　	　　　―予備研究―　　　　	　　　　

○竹中　晃二1，渡辺　紀子2，吉田　椋2，松井　智子1

1早稲田大学人間科学学術院，2早稲田大学人間科学研究科

メンタルヘルス不調は，種類が異なる症候群が存在するというよりも，むしろ深度によって疾患へと発

展する。そのため，亜臨床・閾値化症状の段階で対処することが重篤な症状の予防につながる。本研究

では，メンタルヘルス問題の予防に果たす自助方略の効果を検討するために，勤労者を対象とした自助

方略介入の効果を調べた。最初に，87名の男女成人を対象に仕事上のストレスを軽減するために実施し

ている自助方略の調査を行い，つづいて自覚症状のない者を除く80名を対象に，個人が選択した自助方

略介入を1週間実施させた。その結果，すべての方略実施によって心理的反応と身体的反応が軽減され

た。

9月29日（日）14：00 ～ 15：00　【Ｄ会場（ロビー）】 一般研究発表
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PD-19	 思春期女子生徒へのメンタルヘルスリテラシー教育プ
ログラムの実施とその効果

○佐瀬　竜一1，太田　正義1，伊東　明子1，毛利　智果2，岡本　典子2，石村　佳代子3

1常葉大学教育学部，2常葉大学健康科学部，3一宮研伸大学看護学部

本研究では，思春期女子生徒がこころの不調の予防を心がけ，こころの健康への関心を高めることがで

きるよう，思春期女子生徒の対象特性を踏まえたメンタルヘルスリテラシー（MHL）教育プログラム開

発を試みた。思春期女子生徒23名を対象に授業（第1回「こころとからだの健康」・第2回「月経とここ

ろの健康」・第3回「対人関係とこころの健康」)を介入群に実施し，「こころの健康への関心度」と

「MHL」を測定し，MHLの効果を検証した。介入の効果を分析した結果，本研究のプログラムによって思

春期女子生徒の心の健康への関心度が高まる可能性が示された。

PD-20	 知的・発達障害者のキャリアを支える就労支援モデル
の検討

○奥田　訓子1,2，佐野　友美2，酒井　一博2，斉藤　進2

1小田原短期大学，2大原記念労働科学研究所

障害者の社会参加の一つの方略として一般企業での就労が推奨されている。これまで企業でもOJTや受

け入れ環境の整備に取り組み，障害のある従業員の職場適応や就労継続に効果的なケアの方法が検討

されてきた (高障機構, 2009)。そこで本研究では企業の就労支援と障害のある従業員のキャリア形成

との関連を検討した。その結果，企業での就労サポートが家庭でのケアや職場環境を改善し，障害のあ

る従業員のキャリア形成へ影響する就労支援モデルが実証された。この結果をもとに，雇用促進や生産

性向上に寄与する支援実践に取り組む必要がある。利益相反開示；財)クラレと利益相反関係にある。

PD-21	 男性高齢者のライフレビュー面接における過去の明か
し方に関する一考察

○林　智一

香川大学医学部臨床心理学科

筆者は，介護老人保健施設入所者から研究協力者を募り，ライフレビュー・プロセスの研究に取り組ん

できた。面接回数は週1回50分，計5回である。今回発表する事例では，会社員であった職歴は語られ

ながら，その前は喜劇役者であったことが終盤まで語られなかった。研究協力者である男性高齢者に

は，面接の最中に剽軽な言動が見られ，筆者はその意味を図りかねていた。だが，前職が明かされて，

その疑問が霧消した。そこには，①信頼関係構築の必要性，②効果的な演出など，さまざまな推察が可

能であった。本事例から，秘された過去の明かし方やその意味，心理的健康における効用等について

考察する。

9月29日（日）14：00 ～ 15：00　【Ｄ会場（ロビー）】 一般研究発表
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PD-22	 在宅高齢者の社会的ネットワークと睡眠状況の実態
-前期・後期高齢者別の検討-

○島田　今日子

田園調布学園大学人間福祉学部社会福祉学科介護福祉専攻

【目的】本研究は地域在住の高齢者における社会的ネットワークと不眠傾向の実態を検討する。

【方法】K市の3417人に対し郵送法による質問紙調査を実施し，返送の回収率は56.1％だった。社会的

ネットワークはLSNS-6，睡眠状況はアテネ不眠尺度を用いた。大学の研究倫理委員会の承認を得た。

【結果】前期・後期高齢者共に，非社会的孤立において不眠症疑いの者の割合が多かった。

【考察】一定数の社会的ネットワークがある者に不眠症疑いの割合が多い傾向にあったのは，日常に最

低限の人材は存在するが，入院や死亡等の損失に対する不安などが関係していると推察する。発表に

関連し開示すべき利益相反はない。

PD-23	 高齢者の主観的well-beingとストレス・コーピングの
関連に関する考察

○中嶋　励子

敬愛大学国際学部・非常勤講師

本研究は,高齢者のストレス対処と主観的well-beingが維持される関係を実証的に検証することを目的

として行った。45-84歳の男女460人（平均66.48歳，標準偏差10.84）に同意を得た上で郵送調査を2016

年8-9月に行い,年齢と主観的well-beingの関連に,ストレス対処方略及び感情wellbeingを媒介とした

構造方程式仮説モデルに対して許容でき得る適合度を得た。高齢者の主観的well-being が維持される

ことに,肯定的再評価対処行動とポジティブ感情が媒介となることが示唆された。今後,縦断的研究を

含めたさらなる研究が必要である。

PD-24	 医療について患者および家族が望むこと
○高井　範子

大阪行岡医療大学

【目的と方法】本研究では重症病棟・一般病棟に入院経験のある患者や家族を対象として望ましい医療

についてweb調査（自由記述形式）を実施した。

【結果】患者や家族が医療に望むことは７領域（1.医療スタッフ，2.治療全般，3.医療費，4.長い待ち時

間解消，5.病室・病院施設・設備，6.医療システム，7.医療制度）に大別された。

【考察】医療に望むこととして医師の技術や接遇に関する要望が最も多かったが，患者は無駄な投薬や

検査も望んでいない。患者のQOLを高める医療人としての責任感と共に患者に寄り添い，患者の視点に

立ったより良い医療を提供する努力の必要性が示唆された。

9月29日（日）14：00 ～ 15：00　【Ｄ会場（ロビー）】 一般研究発表
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PD-25	 新任教師の援助要請行動に影響を与える要因の検討
○中村　菜々子1，松永　美希2，古谷　嘉一郎3，三浦　正江4

1中央大学文学部心理学専攻，2立教大学現代心理学部心理学科，3北海学園大学経営学部経営情報学科， 
4東京家政大学人文学部心理カウンセリング学科

本研究では，新任教師の援助要請行動に影響を与える要因について検討した。A市の初任者研修に参加

した新任教師125名を対象に質問紙調査を行い，支援を求めた頻度を従属変数，基本属性，状態・特性

被援助志向性，サポート知覚を独立変数とした重回帰分析を実施した。上司に支援を求めた頻度は，非

常勤講師経験期間が負，「上司は困った時頼りになる」知覚が正の関連があった。同僚に支援を求めた

頻度は，非常勤講師経験期間が負，状態被援助志向性が正，「上司は困った時頼りになる」知覚が負，

「同僚は困った時頼りになる」知覚が正，「同僚は個人的な問題を聞いてくれる」知覚が正の関連が

あった。

PD-26	 拡張版計画的行動理論に基づく大学生のインフルエン
ザワクチン接種行動意図の検討

○山本　隆一郎，今泉　結

江戸川大学社会学部人間心理学科

本研究の目的は，大学生のインフルエンザワクチン接種行動意図とWHOの提唱する拡張版計画的行動理

論（TPB）の各変数との関連を検討することであった。大学生を対象にWHOの提唱するTPB要因評価法に

基づく質問紙を用いた調査を実施し，126名の有効回答が得られた。重回帰分析の結果，男女ともに

「ワクチンを接種しなかった場合に後悔するという認識」が接種意図を予測していた。また，男性では

「インフルエンザに感染しやすいという認識」が接種意図を促進し，女性では，「ワクチンを接種した

場合の後悔」が接種意図を抑制，「予防接種に対する肯定的態度」が接種意図を促進する可能性が示唆

された。

9月29日（日）14：00 ～ 15：00　【Ｄ会場（ロビー）】 一般研究発表

PD-27	 大学生アスリートのハーディネスが感情調節に及ぼす
影響

○長谷川　賢典1，川田　裕次郎1,2，堀本　菜美1，牧　佑弥1，中村　美幸1,3，野栗　立成1，山口　慎史3， 
室伏　由佳1,2，柴田　展人1,2,3

1順天堂大学大学院スポーツ健康科学研究科，2順天堂大学スポーツ健康科学部， 
3順天堂大学スポーツ健康医科学研究所

ハーディネスはストレス反応を抑制し（山口・上野・鈴木，2016），感情の調節は大学生アスリートの精

神的健康を良好にする（Kawata et al.，2018）。そのため，ストレス対処法を支えるハーディネスはス

トレス対処行動である感情調節に影響を及ぼすと推察される。そこで本研究は，大学生アスリートの

ハーディネスが感情調節に及ぼす影響の検討した。大学生アスリート785名を対象に質問紙調査を行っ

た。分析の結果，ハーディネスが高い人は低い人と比較して，再評価方略を約2倍用いやすいことが示

され，高いハーディネスを有することが適応的なストレス対処に有効であることが示唆された。
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PD-29	 怒りとコーピング及びQOLの関係性 
―コーピングの選択理由に着目して―

○板垣　俊哉，木村　友美，宮崎　球一

上越教育大学大学院学校教育研究科心理臨床コース

本研究では，怒りのコーピングおよびその選択理由とQOLとの関連性を検討することを目的とした。大

学生129名を対象に，怒りのコーピング，そのコーピングの選択理由，QOLを測定する質問紙を用いて調

査を実施した。相関分析の結果，怒り表出とQOLの間に弱い負の相関（r=-.250, p=.005）が示された。

また，QOLを目的変数，コーピングと選択理由を説明変数として，重回帰分析によって交互作用を検討

したが有意ではなかった。コーピングと選択理由との関係には，怒りを感じた状況などの環境要因が強

く影響していると考えられ，今後の検討課題とした。

PD-30	 大学生アスリートにおけるBDNF	Val66Met多型が反す
う思考に及ぼす影響

○中村　美幸1,2，川田　裕次郎3，山口　慎史2,3，室伏　由佳3，広沢　正孝1,3，柴田　展人1,2,3

1順天堂大学大学院スポーツ健康科学研究科，2順天堂大学スポーツ健康科学医科学研究所， 
3順天堂大学スポーツ健康科学部

大学生アスリートにおけるBDNF Val66Met多型が反すう思考に及ぼす影響を検討することを目的とし

た。大学生アスリート392名（平均年齢18.9±1.1歳）を対象とした。調査方法は, 反すう思考を測定

するRuminative Responses Scale（Hasegawa., 2013）を用いた。Val66Met多型の識別は, Taq man法に

より解析した。Val66Met多型の2群（Val/Val群, Met保有群）を独立変数に, 反すう思考の得点を従属

変数とし, Mann-WhitneyU検定を男女別に行った。男性では, Val/Val群よりもMet保有群の方が反すう

思考の得点が有意に高い値を示した。一方, 女性では, Val/Val群よりもMet保有群の方が反すう思考

の得点が有意に低い値を示した。

PD-28	 大学生アスリートにおける感情調節が食行動異常に及
ぼす影響

○細川　峻1，川田　裕次郎1,2，堀本　菜美1，牧　佑弥1，中村　美幸1,3，野栗　立成1，山口　慎史3， 
室伏　由佳1,2，柴田　展人1,2,3

1順天堂大学大学院スポーツ健康科学研究科，2順天堂大学スポーツ健康科学部， 
3順天堂大学スポーツ健康医科学研究所

アスリートのパフォーマンスや健康に悪影響を及ぼす原因として摂食障害が挙げられる。このような摂

食障害を起こした場合，感情表出を抑え食行動異常に没頭することが予測される。そこで本研究は，感

情調節が食行動異常に及ぼす影響を明らかにすることを目的とした。大学生アスリート785名を対象に

感情調節尺度と摂食態度調査票を用いた質問紙調査を行った。その結果，抑制方略を用いる大学生アス

リートは用いないアスリートと比較して約2.4倍食行動異常を生じやすいことが明らかとなった。この

ことから，感情を抑制することは感情の不安定さを招き食行動異常につながる可能性が示された。

9月29日（日）14：00 ～ 15：00　【Ｄ会場（ロビー）】 一般研究発表
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PD-31	 大学生アスリートの感情調節が抑うつ症状に及ぼす影響
○加藤　勇志1，川田　裕次郎1,2，堀本　菜美1，牧　佑弥1，中村　美幸1,3，野栗　立成1，山口　慎史3， 

室伏　由佳1,2，柴田　展人1,2,3

1順天堂大学大学院スポーツ健康科学研究科，2順天堂大学スポーツ健康科学部， 
3順天堂大学スポーツ健康医科学研究所

アスリートは将来にポジティブな感情の存在を描くことができない場合，抑うつや無気力を招く（速

水，2012）ことから，感情を適切に調整することが求められる。しかしこれまでに，感情調節と抑うつ

症状の関連は明らかになっていない。そこで本研究は，大学生アスリートにおける感情調節が抑うつ症

状に及ぼす影響について検討することを目的とした。大学生アスリート785名を対象に質問紙調査を

行った。二項ロジスティック回帰分析の結果，感情調節の再評価方略を用いるアスリートは再評価方

略を用いないアスリートと比較して抑うつの発症リスクが0.3倍になることが明らかとなった。

9月29日（日）14：00 ～ 15：00　【Ｄ会場（ロビー）】 一般研究発表
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人名索引

あ

合澤　典子 ○ PA-06 
浅井　雛代 ○ PB-25 PC-10 
足立　稔 PD-04 
阿部田　恭子 ○ PA-10 
新井　智之 PA-11 
李　健實 ○ PA-24 
李　受珉 ○ PA-01 
飯塚　あい PA-34 
五十嵐　敏夫 PB-25 
石川　清子 PB-11 
石川　智 ○ PA-28 
石川　志穂美 PC-12 
石川　利江 PA-28 PA-29 PB-19 PC-11 ○ PC-12  
  PD-05 PD-10 
石橋　香津代 PB-30 ○ PB-32 PB-34 
石原　俊一 ○ PC-07 
石村　佳代子 PD-19 
磯和　壮太朗 ○ PB-24 
板垣　俊哉 ○ PD-29 
板野　蛍 PB-22 
伊東　明子 PD-19 
伊藤　照美 ○ PC-19 
伊藤　秀海 ○ PB-03 PB-13 
井上　真弓 PA-29 ○ PC-11 PD-10 
井原　成男 PB-22 
今井　正司 PA-02 PA-03 PA-22 PB-08 PB-10  
  PB-18 PC-08 
今泉　結 PD-26 
今井田　貴裕 PA-09 ○ PB-20 
今井田　真実 ○ PA-09 
今関　仁智 ○ PC-05 
伊與田　万実 PA-02 PA-03 PA-22 ○ PB-08 PB-10  
  PB-18 PC-08 
岩﨑　美奈子 PB-22 
岩田　昇 ○ PC-18 
岩永　誠 PC-20 
宇井　美代子 PC-22 
梅田　智広 PC-05 
王　尚  ○ PA-16 
大浦　真一 PB-05 PB-06 ○ PB-07 
大久保　純一郎 ○ PC-04 
大島　理恵子 ○ PB-18 

大杉　紘徳 PA-14 
太田　正義 PD-19 
太田　裕子 PA-08 PB-01 PB-02 ○ PB-33 
大竹　恵子 PA-18 PA-26 PA-27 
大野　順子 ○ PA-29 
大野　太郎 PA-32 
大橋　佳奈 PA-23 
大森　美香 PA-06 PB-14 
大矢　薫 ○ PB-21 
岡田　奈那美 PB-26 
岡田　真智子 PC-19 
岡村　尚昌 PB-34 PB-35 PB-36 PB-37 
岡村　祐一 ○ PA-12 
岡本　典子 PD-19 
小川　将 ○ PA-34 
小川　千里 PC-14 
荻島　大凱 ○ PB-26 
奥田　訓子 ○ PC-23 PD-20 
小國　龍治 ○ PA-26 
奥野　洋子 ○ PC-02 
尾崎　健児 PA-25 
小田　菜央 PB-03 ○ PB-13 
尾野　明美 ○ PC-23 
王　偉玲 ○ PA-07 PA-08 PB-01 PB-33 

か

桂川　泰典 PB-22 
加藤　海咲 ○ PA-21 
加藤　勇志 ○ PD-31 
金井　七星 ○ PC-08 
金子　富美 PA-35 
金光　真優 ○ PB-10 
上地　玲子 ○ PC-20 
河合　優年 PC-06 
川角　公乃 ○ PA-37 
川田　裕次郎 PB-15 PD-27 PD-28 PD-30 PD-31 
川畑　信浩 PA-35 
神庭　直子 ○ PD-05 
菊地　賢一 PC-18 
菊池　春樹 PB-21 
北見　由奈 ○ PB-27 
木村　友美 PD-29 
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久世　淳子 PB-25 ○ PC-10 
久保　智英 ○ PD-08 
熊野　宏昭 PB-28 
倉本　義則 PA-33 
栗木　明裕 ○ PB-37 
煙山　千尋 ○ PC-14 
向後　千春 PA-10 
合津　ゆり ○ PB-31 
小嶋　佑介 ○ PB-29 
児玉　渚 PC-21 PD-13 
小林　桃子 PA-34 
近藤　孝司 ○ PD-16 
権藤　恭之 PA-36 
今野　紀子 ○ PD-17 

さ

齋藤　順一 PB-28 
斉藤　進 PD-20 
齊藤　祐一 ○ PB-30 
酒井　一博 PD-20 
佐瀬　竜一 ○ PD-19 
佐藤　眞一 PA-36 
佐藤　琢志 ○ PD-12 
佐藤　秀樹 ○ PB-09 
佐藤　秀行 PD-09 
佐藤　風悠 PC-21 
佐藤　誠之 PB-28 
佐藤　安子 ○ PC-06 
佐藤　風悠 PD-13 
佐野　友美 PD-20 
柴田　展人 PB-15 PD-27 PD-28 PD-30 PD-31 
島田　今日子 ○ PD-22 
嶋田　純也 PA-12 
嶋田　洋徳 PA-04 PA-19 PA-20 PB-26 
周　雄正傑 ○ PA-15 
城　佳子 ○ PD-03 
白塚　龍太郎 PA-23 
新牧　恭太 ○ PB-04 
杉浦　可奈 PC-10 
杉岡　勇樹 PA-35 
杉山　匡 PA-24 
鈴木　茜 PA-02 PB-18 PC-08 
鈴木　伸一 PB-09 
鈴木　平 PA-28 
鈴木　ひかり ○ PA-23 
鈴木　宏幸 PA-34 
駿地　眞由美 ○ PC-09 
清野　純子 PA-29 PC-11 ○ PD-10 

園田　明人 ○ PC-13 

た

高井　範子 ○ PD-24 
高木　良奈 PA-08 PB-01 ○ PB-02 PB-33 
高階　光梨 PA-23 
高橋　信雄 ○ PA-17 
高橋　周平 ○ PB-11 
髙橋　徹 ○ PB-28 
高橋　知也 PA-34 
髙橋　尚也 PD-09 
高橋　義明 PC-21 PD-13 
竹澤　みどり PC-22 
竹中　晃二 PA-07 PA-08 PB-01 PB-02 PB-33 PD-11  
  ○ PD-18 
城　憲秀 PD-08 
田中　共子 PC-17 
田中　豪一 PB-03 
田中　芳幸 PB-30 PC-21 ○ PD-13 
谷　佳成恵 PA-14 ○ PA-35 
田場　昭一郎 PB-37 
津田　彰 PA-14 PA-35 PB-04 PB-30 PB-32 PB-34  
  PB-35 PB-36 PB-37 PC-21 PD-13 
津田　茂子 PB-32 
寺島　瞳 ○ PC-22 
當目　雅代 PD-07 
豊田　雪乃 ○ PA-27 

な

永井　智 ○ PD-09 
中川　一郎 ○ PB-05 PB-06 PB-07 
中川　萌 PC-15 
中島　健一郎 PA-01 
中嶋　励子 ○ PD-23 
中田　悟 PB-25 PC-10 
長野　真弓 ○ PD-04 
永峰　大輝 ○ PB-19 
中村　菜々子 PC-03 ○ PD-25 
中村　美幸 PB-15 PD-27 PD-28 ○ PD-30 PD-31 
西　昭徳 PA-35 
西垣　悦代 ○ PD-02 
西林　百合 ○ PA-32 
野栗　立成 PD-27 PD-28 PD-31 
野添　新一 PB-04 
野中　俊介 PA-04 PA-20 
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長谷川　賢典 ○ PD-27 
長谷川　靖司 PB-25 PC-10 
長谷川　芳典 PC-16 
八田　直紀 PB-27 
林　智一 ○ PD-21 
原井　登志子 PC-06 
原口　幸 PB-22 
兵藤　好美 ○ PC-17 
平井　啓 PA-36 
廣川　聖子 PA-12 
広沢　正孝 PB-15 PD-30 
広瀬　統 PB-25 PC-10 
深町　潤 PA-35 
福井　義一 PA-09 PB-05 ○ PB-06 PB-07 PB-20 
福元　崇真 PB-04 
藤田　博暁 PA-11 
藤野　正寛 PB-28 
藤村　あきほ PD-02 
藤原　佳典 PA-34 
伏島　あゆみ PB-30 ○ PC-21 PD-13 
武用　百子 PA-33 
古谷　嘉一郎 PC-03 PD-25 
古谷　真樹 PA-15 
細川　峻 ○ PD-28 
細羽　竜也 ○ PD-06 
堀内　聡 PB-32 
堀川　柚 ○ PA-04 PA-20 
堀毛　裕子 ○ PD-14 
堀本　菜美 PD-27 PD-28 PD-31 
本多　麻子 ○ PC-24 

ま

前田　駿太 ○ PA-19 
牧　佑弥 PD-27 PD-28 PD-31 
益谷　真 ○ PD-15 
松井　智子 PA-08 ○ PA-36 PB-01 PB-02 PB-33  
  PD-18 
松井　めぐみ PC-22 ○ PD-01 
松浦　美晴 PC-20 
松田　英子 PA-16 PB-32 ○ PC-15 
松田　有希子 ○ PA-33 
松田　与理子 PC-12 
松田チャップマン　与理子　　PA-28 PD-05 
松永　美希 ○ PC-03 PD-25 
松葉　百合香 ○ PB-22 
丸谷　康平 PA-11 

三浦　佳代 ○ PA-11 PD-11 
三浦　正江 PB-31 PC-03 PD-25 
光木　幸子 ○ PD-07 
三原　健吾 PB-34 PB-35 ○ PB-36 
三村　千春 ○ PB-23 
三村　尚志 PA-04 
三村　由典 PC-17 
宮崎　球一 PD-29 
宮下　太陽 PA-23 
宮田　直樹 ○ PA-14 
宮前　淳子 PC-22 
三好　彩 PC-06 
村田　　伸 PA-14 
室伏　由佳 PB-15 PD-27 PD-28 PD-30 PD-31 
毛利　智果 PD-19 
百瀬　太喜 PA-28 
森　聖菜 ○ PB-34 

や

谷木　龍男 ○ PC-25 
矢島　潤平 PB-03 PB-13 
矢田　幸博 PA-12 PA-14 
山内　加奈子 ○ PA-05 
山岡　恒佑 PA-19 
山口　伊久子 ○ PA-25 
山口　慎史 ○ PB-15 PD-27 PD-28 PD-30 PD-31 
山口　信也 PA-35 
山口　創 PA-25 
山崎　洋子 ○ PB-14 
山下　尚夏 ○ PB-35 
山田　奈々 ○ PA-22 
山田　梨沙 ○ PA-03 
山蔦　圭輔 ○ PD-11 
山野　恵美 ○ PC-01 
山野　洋一 ○ PC-16 PD-07 
山本　彩子 PB-25 
山本　晴義 PA-24 
山本　舞香 ○ PA-18 
山本　隆一郎 ○ PD-26 
結城　啓太 PD-09 
横田　有希 ○ PA-02 
横光　健吾 PA-23 
芳川　龍郎 PC-21 PD-13 
吉田　遥菜 PA-04 ○ PA-20 
吉田　椋 PA-08 ○ PB-01 PB-02 PB-33 PD-18 
米田　健一郎 PB-32 
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リー　スティーブ・ケイ PB-22 
劉　欣々 PD-08 
和田　匡史 PB-37 
和田　洋人 ○ PA-13 
渡辺　紀子 ○ PA-08 PB-01 PB-02 PB-33 PD-18 

A-Z

Ong　WeiLing PB-02 
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日本健康心理学会第32回大会　賛助・後援団体ご芳名

（協賛・広告・展示）

アシックス商事　株式会社

花王　株式会社

株式会社　風間書房

有限会社　春日薬局

有限会社　川島書店

株式会社　北大路書房

キリン　株式会社

株式会社　クロス・マーケティング

久留米大学文学部同窓会

株式会社　金剛出版

サントリー食品インターナショナル　株式会社

株式会社　実務教育出版

帝京科学大学（創立 30 周年記念事業）

株式会社　TTC

株式会社　テキスト

株式会社　デジタルメディック

株式会社　トーヨーフィジカル

株式会社　ナカニシヤ出版

株式会社　日本能率協会総合研究所

株式会社　培風館

ユナイテッド・ヘルスコミュニケーション株式会社

楽天インサイト　株式会社

株式会社　YKC

株式会社　渡辺オイスター研究所

（50 音順・敬称略）

（　後　　　　援　）

足立区　　　　公益社団法人日本心理学会　　　　一般社団法人日本心理医療諸学会連合

本大会を開催するにあたり，上記の各機関・企業様より多大なご支援を賜りました。 
ここにご芳名を記して，心から感謝の意を表します。

2019 年 9 月
日本健康心理学会第 32 回大会

準備委員長　津 田 　 彰
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準備委員会

準  備  委  員  長 津田　　彰（久留米大学）

準 備 事 務 局 長 宮下　　智（帝京科学大学）　
事  務  局  次  長 廣瀬　　昇（帝京科学大学），岡村　尚昌（久留米大学）

準  備  委  員  村山　　陽（東京都健康長寿医療センター研究所）， 
島田　栄子（文京学院大学）， 
山崎久美子（防衛医科大学校）， 
矢田　幸博（花王株式会社）， 
金原さと子（パロアルト大学）， 
矢島　潤平（別府大学）， 
田中　芳幸（京都橘大学）， 
堀内　　聡（岩手県立大学）， 
伏島あゆみ（金沢工業大学） 
山本　惠一，泉　キヨ子，津田　茂子，二神　弘子，新永　　拓，町井　厚子 

（以上，帝京科学大学） 
浅野　良輔，江村　理奈，木藤　恒夫，園田　直子，徳田　智代， 
富田　真弓，原口　雅浩，日高三喜夫，三原　健吾，向井　秀文，山本眞利子 

（以上，久留米大学）
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