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看護職者の職務満足を高める要因の検討

保健福祉学部看護学科 荻野哲也
関西福祉大学看護学部 島村美砂子

連絡先 荻野哲也 togino@fhw.oka-pu.ac.jp

【緒言】労働力人口の減少に対する懸念から、医療機関でも勤務環境改善が図られている。

看護師を対象として組織公正、組織市民行動、職務満足、働きやすさの関係を検討した我々の
以前の研究では、職務満足・働きやすさの向上には対人的公正の改善が最も有効であることが
示唆された[1]。対人的公正と関連する要因を文献検討すると、リーダーシップ、ソーシャル
キャピタル、サポートなどが報告されている。そこで今回、一般病院に勤務する看護職者を対
象としてこれらの関連を調査し、看護職者の職務満足を高めるための方略を検討した[2]。

【方法】中国地方の一般病院に勤務する看護師・准看護師を対象とし、Google formsを利用
して横断的無記名自記式調査を行った。測定項目は基本属性、サーバントリーダーシップ尺
度、ソーシャルキャピタル尺度、厚生労働省版の職業性ストレス簡易調査票からサポートに関
連する尺度、職務満足尺度である。解析にはSPSS version 25およびAmos version 24を用い
た。各尺度の信頼性、妥当性の確認は、確認的因子分析を行い、モデルの適合度を確認した。
職務満足に影響する因子の検索には多重ロジスティック回帰分析を使用し、尤度比による変数
増加法を用いた。本研究は岡山県立大学倫理委員会の承認を得た（21-01）。

【結果】同意の得られた31病院に勤務する1059人に依頼書を配布し、452件の回答を得て、
看護師または准看護師からの回答449件を解析した。職務満足に有意に関連する要因として、
職位、ソーシャルキャピタル、上司・同僚のサポート、が明らかとなった。

【結論】看護職者の職務満足の向上には、職場のソーシャルキャピタルを高めることや、上
司や同僚が十分なサポートを提供することが有効である可能性が示唆された。

【文献】
[1] Shimamura M, Fukutake M, Namba M, Ogino T. Appl Nurs Res. 2021;61:151479.
[2] 島村美砂子、荻野哲也 岡山県立大学保健福祉学部紀要 2021;28:47-55



看護介助動作における感染防護服表面の汚染領域の特定評価

保健福祉学部看護学科 森本美智子 山梨大学工学部 清水毅

独創

連絡先 森本美智子 morimoto@fhw.oka-pu.ac.jp

〔目的〕本研究は看護師が感染防護服を着用し模擬患者の体位変換を実施した際の感染防護服表
面の汚染部位を可視化することにより汚染部を明確に評価し，安全な感染防護服の着脱訓練へつ
なげるための基礎資料を得る。
〔方法〕研究期間：2021年3月1日～2022年１月31日。被験者：女性看護師10名。
感染防護服着用実験：Ａ大学看護学実験室,環境：気温22±2.6℃, 湿度23±1.91％。被験者は
市販のカバーオール型防護服2種類（Aとゴーグル, Ｎ95マスク, 手袋,靴袋を装着し,感染性防護
服の下にはユニホーム（上・下）,下着と靴下を着用した。看護シミュレーションは，蛍光粉末
を模擬患者役の参加者に塗布し，患者ケア（移動動作）を実際に行い，看護師の防護服・防護具
に付着した蛍光粉末を汚染部位とみなし画像撮影し,画像分析を身体領域毎に解析，評価した。
看護動作の選択は，看護上最も日常的に行われ，密着度の高い動作のベッドから椅子に移動動作
とした。画像処理による解析手法では，画像の撮影位置やUVライトの照射角度，カメラと対象ま
での距離により，解析結果が異なることが問題となっているため，三次元スキャナとカメラおよ
びUVライトを組み合わせることで3次元的な蛍光領域の分布を定量的に評価できる装置を作成し
利用した。倫理的配慮：岡山県立大学研究倫理委員会の承認を得て行った（申請番号：21-
43）。統計解析方法：データは専用の画像解析はExceL2019に入力し、データの統計解析を行っ
た。 評価項目はケア後、ガウンの汚染部位の特定と領域（％）とした。
〔結果・考察〕防護服へUVライトを当て体位変換後の汚染度は背部
47.4％特に背部上部が49.7％と多くみられた。次に背部中央
21.6％，胸部23.7％，右上腕部18.6％，右肩部16.4％の順に多くの
汚染領域がみられた。背部と胸部に汚染領域が多く見られたのは,模
擬患者と看護師の接触面がより密着したことによると考える。これ
らの汚染領域を可視化し，安全な脱衣教育が重要であることが示唆
された。

図１．感染防護服汚染領域



独居高齢者のセルフ・ネグレクト支援における民生委員の困難感と
ソーシャル・キャピタルの関連

保健福祉学部看護学科 森永裕美子 保健福祉学研究科看護学専攻 岡真智子、松岡佑季

独創

連絡先 森永裕美子 morinaga@fhw.oka-pu.ac.jp

【目的】本研究は、独居高齢者のセルフ・ネグレクト（以下、SNとする）支援に対する民生委員

の役割意識と困難感の実態把握およびソーシャル・キャピタル（以下、SCとする）と困難感の関

連性を検討することを目的とした。

【方法】岡山県内の民生委員を対象に無記名自記式質問紙調査を実施した。調査内容は、基本属

性、SN支援の役割意識、SCの豊かさ、SN支援の困難感を尋ねた。

【結果と考察】SN支援の役割意識では、SN対応経験がある人の方が直接的に支援しようとする

割合が多く、SN対応を経験することによりSNを身近な問題として受け入れやすく、直接的に関わ

ろうとする意識を持つと推測される。相関分析では、SCとSN支援の困難感は弱い負の相関を示し、

SN支援の困難感の因子である《情報共有や関係機関との連携の困難さ》とSCの因子である《担当

している地区の人々のつながりへの認知》《担当している地区の専門職への信頼》《担当してい

る地区の人々との親交》は弱い負の相関を示した。SCの豊かさは、情報共有や関係機関との連携

が行いやすく、SN支援の困難感を減少させる一つの因子となりうると考えられる。

【結論】SCの豊かさと困難感には関連がみられ、下位因子との関連では、認知的SCの豊かさと

《情報共有や関係機関との連携の困難さ》の間に負の相関が示された。

今後SNの早期発見・支援に取り組みやすい地域にしていくには、日ごろから民生委員・関係機

関を含めた地区の人々がつながることができるような場づくりやSN支援における情報共有・連携

に関する仕組みの整備が必要であると考える。また、民生委員がSNについての知識や関わり方を

学べるような研修の場も必要であると考える。



地域在住高齢者の医療・ケア方針の表明への関連要因の検討

保健福祉学部看護学科 實金栄、名越恵美
保健福祉学研究科看護学専攻 難波香

独創

本研究は、中山間地域で高齢化率40％以上の地域における

高齢者の医療・ケアに対する意思表明への関連要因を検討す

ることを目的に行った。関連要因を検討した結果の詳細は、

第27回日本老年看護学会学術集会（2022.6.25-26）で発表す

る予定である。ここでは、調査した項目の概要を示す。調査

票は456人に配布し、220人（48.2％）から回収でき、回答に

不備のない207人（64.1％）を分析対象者とした。アドバン

ス・ケア・プランニング（ACP）を実施している者は15.9％で

あった。意思表明については伝えていない（伝えたくない）

が、半数以上を占めていた。認知症で介護が必要になった場

合の生活の場は「介護施設」が多かったが、看取りの場とな

ると、「病院」または「自宅」が多かった。意思表明をする

表1　ACPの実施と意思表明の有無
人 （％）

ACPの実施
無回答 5 (2.4)
知らない 44 (21.3)
行ったことが無い 125 (60.4)
行ったことが有る 33 (15.9)

意思表明の有無
無回答 5 (2.4)
伝えていない（伝えたくない） 116 (56.0)
伝えている（伝えたい） 86 (41.5)

伝えていない場合の今後の意思表明（再掲）
無回答 7 (6.0)
今後も，伝えられないと思う 14 (12.1)
今後，伝えられると思う 95 (81.9)

表2　生活および看取りを希望する場
人 （％）

生活の場
病院 29 (14.0)
介護施設 104 (50.2)
自宅 33 (15.9)
不明 30 (14.5)
無回答 11 (5.3)

看取りの場
病院 63 (30.4)
介護施設 52 (25.1)
自宅 57 (27.5)
不明 25 (12.1)
無回答 10 (4.8)

表3　意思表明の相手
人 （％）

配偶者無し
息子 37 (52.9)
娘 25 (35.7)
兄弟姉妹 2 (2.9)
嫁 1 (1.4)
その他の家族 1 (1.4)
無回答 4 (5.7)

配偶者有り
配偶者 82 (61.2)
息子 19 (14.2)
娘 19 (14.2)
嫁 6 (4.5)
いない 2 (1.5)
兄弟姉妹 1 (0.7)
その他の家族 1 (0.7)
無回答 4 (3.0)

相手では、配偶者がいる者は「配偶者」を、

いない者は「実子」を希望していた。

状態により、どこで過ごすかには違いがあ

り、配偶者の有無によって意思表明相手は異

なっていた。したがって適宜、意思表明の内容

を話し合う、繰り返しの話し合いの必要性があ

らためて示唆された。

連絡先 實金栄 mikane@fhw.oka-pu.ac.jp



地域包括ケア病棟看護師長における高齢者がん患者に対する
看護実践のマネジメント
保健福祉学部看護学科 名越恵美、實金栄
保健福祉学研究科看護学専攻 石川静香、柳本亜由美

独創

連絡先 名越恵美 nagoshi@fhw.oka-pu.ac.jp

本研究は、高齢がん患者へのがん医療及び看護サービスを提供するために、がん看護の療養支

援に関する看護師長の管理の実態を明らかにすることを目的に実施した。

研究１：COVID－19感染拡大下で地域包括ケア病棟の看護師長は、衛生用品が不足する中で感染

管理を第一義としながらも、適切で安全な病院運営に向けてマネジメントしていた。また、管理

職の判断や行動指針を示すことが、スタッフの行動と安心感に影響を与えていた。一方で、看護

師長は、緊迫した状況下で感染管理を第一義に苦慮しながらリーダーシップを発揮し危機を機会

と転換させ、レジリエンスを発揮していることが明らかとなった。

研究２：地域包括ケア病棟看護師長の役割に関す

る認識として、病棟の体制や物事を俯瞰して見る

ことを管理者としての基軸とした上で、人材育成

を重視し、患者にとって顧客サービスとして有用

な看護を目指していた。さらに、秩序への関心を

持つことで、スタッフの倫理観の育成及び組織や

システムに対する倫理的課題を認識していた。

一方で、臨床看護師から管理職へ役割移行する

にあたり、職業的アイデンティティの揺らぎが見

られた。そのため、師長として自己確信できる体

験や支えてくれる同僚・上司の存在が必要であ

り、組織全体で師長を育成する土壌の重要性が示

唆された。



摂食障害の予防に関する知識と摂食障害傾向の関連について

保健福祉学研究科看護学専攻 實盛芹奈
保健福祉学部看護学科 井上幸子

連絡先 井上幸子 sinoue@fhw.oka-pu.ac.jp

【目的】摂食障害は完治が難しく、治療を中断するリスクが高くまた未受診率も高い。本研究
では、予防手段として摂食障害のメンタルヘルスリテラシーを向上させることに着目し、1)ダ
イエットの知識、2)摂食障害の疾患等に関する知識が摂食障害傾向に関連しているかについて
明らかにすることを目的とした。
【方法】中国地方の16歳以上の高校生を対象とした。調査内容はダイエットの知識10項目、摂
食障害の疾患等に関する知識28項目、日本語版EAT-26、基本属性等とした。分析はダイエット
の知識、摂食障害の疾患等に関する知識を独立変数、摂食障害傾向を従属変数として強制投入
法でロジスティック回帰分析を行った。岡山県立大学倫理委員会の承認を得た。
【結果】調査票は2853名に配布し1258名から回答を得た(回収率44.1%)。独立変数に欠損値の
あるデータを除外し、ダイエットの知識のモデルで956名、疾病の知識のモデルで828名(有効
回答率33.5%及び29.0%)を分析対象とした。男性369人(38.7%)、女性584人(61.3%)で、そのう
ち男性8人(2.2%)、女性49人(8.4%)が摂食障害傾向であった。ダイエットの知識及び摂食障害
の疾患等に関する知識と摂食障害傾向はいずれも有意な関連はなかった。
【考察】摂食障害の有病率の男女比は一般的に1:10と報告されているが、本研究での男女比は
1:3.8であり、摂食障害を有する男性が潜在的に多く存在している可能性がある。ダイエット
や摂食障害に関する知識は摂食障害傾向の減少に関連しておらず、知識を身につけるだけでは
摂食障害の予防につながりにくいことが考えられた。摂食障害の予防には、単に知識を身につ
けるだけでなく本人が知識を活用できる支援が必要であり、一方で知識があっても摂食障害は
自身で解決することが難しいことが示唆されたため、周囲の人が早期発見や治療に協力するよ
う支援が必要である。今後、摂食障害を予防するためのヘルスリテラシー教育や周囲の人も含
めた支援方法を構築していく必要がある。



看護技術教育用オンライン教材を用いた学習に対する学生の評価

保健福祉学部看護学科 佐藤美恵、髙林範子

独創

連絡先 佐藤美恵 ysato@fhw.oka-pu.ac.jp

【背景】看護基礎教育において、演習は主要な授業形態の一つである。演習では、講義で学んだ
知識をもとに、体位変換、寝衣交換、全身清拭など、様々な看護技術を学生やモデル人形に適
用しながら、知識の定着と技術の習得を目指している。演習の前には、一連の動作や手順を一
人一人の学生がイメージできることが不可欠である。本学科では2021年7月より、看護技術教
育用オンライン教材（ナーシング・スキル）を導入し、学生が時間や場所の制限なく動画等を
視聴できる学習環境を整えた。

【目的】看護技術教育用オンライン教材に対する学生の評価を明らかにする。
【方法】対象は、看護学科の学生のうち本研究に同意が得られた者とした。データは質問紙調査

により収集した。調査内容は、動画視聴前後の理解度や学習への満足度等とした。自由記載欄
も設けた。理解度は①から④の4段階で尋ね、理解できた場合に得点が高くなるように点数化
した。倫理的配慮として、調査への協力の有無は成績等には影響しないこと、プライバシーは
保護されること等を説明した。岡山県立大学倫理委員会の承認を得て実施した（番号21-10）。

【結果】導入から2022年2月までのアクセス数は2876件であった。質問紙調査の回収数は69件で
あった。動画視聴前後の理解度と満足度を図1に示す。
すべての項目において動画視聴前より視聴後の理解度
が高く、学習の満足度も視聴後の方が高かった。自由
記載欄には、「いつでもアクセスできてとても便利」
「分かりやすい」、「動画を視聴することで理解しや
すくなった」等の記載があった。

【考察】学生の評価から、教材の有効性が示された。使
用を継続しながら、より効果的な使用方法を検討する。
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動画視聴前 動画視聴後

（点） N=69

図1 動画視聴前後の理解度と満足度



思春期女性のやせとそれに伴う月経異常の観点から摂食障害の一次予防
を目的とした健康教育教材の開発

保健福祉学部看護学科 岡﨑愉加

独創

連絡先 岡﨑愉加 yukai@fhw.oka-pu.ac.jp

研究背景・目的
摂食障害はやせたいと思い食事制限をすることがきっかけになる場合が多い。わが国の思春期女性
のやせ志向は加速している。体重減少が進むとホルモンバランスの乱れから月経異常が起こる。ホ
ルモンバランスは女性のライフサイクル各期の健康に深く関与しているため、その乱れは成熟期以
降の女性の健康を脅かす。思春期はこれからの人生の健康を左右する重要な時期であり、思春期女
性のやせとそれに伴う月経異常の観点から摂食障害の一次予防を目的とした健康教育教材の開発が
必要と考えた。本研究の目的は、思春期のやせと月経の関係に着目し作製した教材に対する養護教
諭の評価から改善点を明確にし、摂食障害一次予防に効果的なパンフレットを作製することであ
る。研究方法
教材「ダイエットを始めたいあなたへ-美しく健康な体づ
くりに向けて-」の原案を養護教諭18人に読んでもらい、
自由記述を主とした無記名自記式質問紙調査を岡山県立大
学倫理委員会の承認を得た後に実施した。回収された15人
のデータを単純集計と質的帰納的に分析した。

結果・今後の課題
8割以上が摂食障害の一次予防として活用できると評価し、その理由は「わかりやすい」「事例が
具体的で興味を引く」「読みやすい」「イメージしやすい」等であった。また、8割以上が月経の
観点から食べることの大切さを理解できると評価していたが、「適切な食生活の具体例」や「月経
異常で婦人科を受診した場合の診察や検査情報」があると良いという意見があった。また、高校で
使用する場合はイラストのスカート丈を長くした方が良いという意見もあった。以上の結果から加
筆修正して教材を完成させた（ OPUフォーラム2022の会場で展示する ）。今後の課題は、完成し
た教材を高校生に読んでもらい評価することである。

原案の表紙 前半部分 後半部分



ゴールド・メソッドを用いたシミュレーション教育プログラムの開発

保健福祉学部看護学科 犬飼智子、名越恵美

独創

連絡先 犬飼智子 inukaito@fhw.oka-pu.ac.jp.

ゴールド・メソッドは、イントラクショナル・デザイン（ID）を応用して開発されたゴー
ル達成型学習デザイン（Goal-Oriented Learning Design Method）で、「できる」医療者を
育てるシミュレーション学習のデザインモデルである。3年次後期開講の「看護アセスメント
学」では、臨地実習で経験しうる患者の事例を基に、実際の病室、患者の状態を再現した環
境で、このメソッドを用いたシミュレーション教育を行っている。

本研究では、臨地実習終了後の学生を対象とし、臨地実習での看護実践において患者の変
化の気づき、看護計画の適応等の状況や学生自身の観察力、実践力について評価を行った。
これにより、ゴールド・メソッドを用いたシミュレーション教育が看護実践能力への影響を

明らかにした。

結果を図１に示した。看護アセス
メント学の教授内容は、97％の学生
が臨地実習で役に立ったと回答し
た。看護実践では、患者の変化の予
測や、ケアの選択、上級者（看護
師・実習指導教員）への報告が「よ
くできた」「ややできた」と回答し
た割合は87～97％と高値であった。

本教育プログラムは、臨地実習の
実践に向けた事前学習として、学生
は効果的であると評価していた。
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④「変化の懸念がある」「変化があ

る」なら上級者（看護師・実習指導教

員）に報告できた

③「変化がない」なら患者安全信号

機を使ってプラン緑（予定された看

護）を選択できた

②受け持ち患者の部屋に訪室した

とき、「変化がない」「変化の懸念が

ある」「変化がある」を判断できた

①患者情報から病状を正しく認識

し、変化を予測できた

図１：患者の変化に応じた看護の実施状況

よくできた ややできた あまりできなかった 全くできなかった



高齢末期心不全患者の心理的苦痛に対する看護実践に関する研究

保健福祉学部看護学科 井上かおり、實金栄、名越恵美

独創

連絡先 井上かおり inouekao@fhw.oka-pu.ac.jp

研究目的：高齢末期心不全患者が抱く心理的苦痛および心理的苦痛への看護実践を明らかに
することである。
研究方法：全国の循環器科を診療科とする医療機関より無作為抽出した141施設に勤務する看
護師を対象に、自記式質問紙を実施した。調査票は、1410人に配布し、255人（18.1％）から
回答を得た。そのうち回答に欠損のない199人を分析対象とした。調査内容は、基本属性、高
齢末期心不全患者の心理的苦痛についての認識、心理的苦痛に対する看護実践とし、自由記
述での回答を求めた。分析は、質的帰納的に分析した。なお、本研究は、本学倫理審査委員
会の承認を得て実施した（受付番号21-12）。
結果：対象者の平均年齢は36.1歳、平均看護師経験年数は13.3年であった。看護師が認識す
る高齢末期心不全患者の心理的苦痛および心理的苦痛への看護実践は、表１,２の通りである。

考察：身体的苦痛を緩和することで心理的苦痛が表出されるといわれる（片山、2000）。心不全
は、緩和ケアへの切り替えのタイミングの判断が難しいとされるが、患者の心理的苦痛を軽減す
るためにも、まずは、身体的苦痛の緩和を十分に行う必要があるといえる。

表１．看護師が認識する高齢末期心不全患者の心理的苦痛
１．苦痛から逃れられない辛さ
２．死を含む予後への不安
３．苦痛を伴う治療による辛さ
４．自立の喪失による苦痛
５．希望の喪失
６．孤独を感じる辛さ
７．選択権や決定権の喪失
８．家族への気がかり・負担

表２．高齢末期心不全患者の心理的苦痛への看護実践
１．身体的苦痛を緩和する
２．安らぎをもたらすケアを行う
３．日常生活を維持する
４．希望の実現に向けたケアを行う
５．今後の療養や治療に関して自己決定を支援する
６．患者の苦痛に寄り添い受け止める
７．患者が支えを感じられるように関わる
８．患者の全人的理解を深めるために多職種で情報共有する
９．家族の力を活かしてケアをともに行う



AYA世代のがん予防に対する知識や行動への影響
ー高校生へのピアサポート活動を通してー

保健福祉学部看護学科 川下菜穂子

独創

連絡先 川下菜穂子 kawashita@fhw.oka-pu.ac.jp

日本における15～39歳のAYA期発症のがん患者は、約1～3％と少ない。
しかしAYA期発症のがん患者は、受診までの時間が長い事が知られてお
り、医療者自身も、AYA世代にがんが発症することへの認識不足から、受
診しても診断や治療開始までの時間がかかると言われている。本研究で
は、ピアサポート活動の中で高校生へ「AYA世代のがん」を伝えること
で、AYA世代当事者でもある学生自身のがん予防に対する知識や行動にど
のような影響があったのかを明らかにすることを目的とした。

本研究は、研究協力の同意が得られたピアサポート活動に参加した
大学生及び大学院生5～6名（計11名）を対象に、インタビューガイド
を用いたグループフォーカスインタビューを行った。インタビュー内
容は録画もしくはICレコーダーに録音し逐語録を作成した。逐語録よ
りコードを抽出し、コードを比較しながら語られた意味に配慮して共
通するコードをまとめカテゴリー化し分析した。なお岡山県立大学倫
理委員会（受付番号19-86）の承認を得て実施した。

＊ 現在、データ収集を継続中である

図1 対面での講義風景

図2.3 オンラインでの
講義風景



注意欠如/多動症（AD/HD）と診断された子どもをもつ母親の子育て役割
意識と子育て困難感－AD/HD症状をもつ母親ともたない母親との比較－

保健福祉学部看護学科 網野裕子、沖本克子

独創

連絡先 網野裕子 amino@fhw.oka-pu.ac.jp

【背景】
欧米において、AD/HDをもつ母親は、自身の子どもに対して否定的なかかわりをする傾向にある
ことが報告されている。その一方、AD/HDと診断された子どもとは良好なかかわりをしている
という報告もある。日本においては、AD/HD症状をもつ母親の子育てに関する研究が少なく、
AD/HDの子どもをもつ母親の子育て困難感等が、AD/HD症状をもつ母親ともたない母親によって
異なるかどうかは明らかになっていない。

【目的】
注意欠如/多動症（AD/HD）と診断された子どもをもつ母親の子育て困難感に関して、
AD/HD症状をもつ母親ともたない母親を比較すること

【対象】
AD/HDと診断された子どもをもつ母親

【方法】
１．発達障がいの子どもの家族会や放課後等デイサービス等に、依頼書（説明文）を送付。
２．QRコード・URL付きの調査依頼書（説明文）を配布し、Webでの回答を求める。

【調査内容】
１．母親の特性：
年齢、職業の有無、配偶者の有無、AD/HDの診断・症状の有無、AD/HD以外の発達障がい症状
の有無、子どもの数、AD/HDと診断された子どもの年齢・性別・併存する発達障がいの有無

２．子育て困難感
３．子育てサポートの有無・サポートニーズ

【結果】
現在調査中である。



マニキュアの塗布が経皮的酸素飽和度に及ぼす影響

保健福祉学部看護学科 佐々木新介
保健福祉学研究科看護学専攻修了生 池上夢輝、大森一哉

独創

連絡先：佐々木新介 s-sasaki@fhw.oka-pu.ac.jp.

【背景】血液中の酸素飽和度(経皮的酸素飽和度：SpO2)を非侵襲的に計測可能なパルスオキシ
メータは、COVID-19の感染拡大に伴い自宅等でも使用されている。パルスオキシメータは赤
色光(660 nm付近)と赤外光(900 nm付近)を照射し、透過光の比率から計測されている。その
ため指尖部にマニキュア等が塗布されている場合、測定値に誤差が生じるとされている。

【目的】マニキュアの色の違いがSpO2の測定値に及ぼす影響を明らかにする。
【方法】市販されている青色、紫色、赤色、白色、緑色、黒色、ピンク色、オレンジ色のマニ

キュアを使用した(図1)。マニキュアを塗布していない状態（コントロール）と比較して、こ
れらのマニキュアを塗布した場合のSpO2への影響を評価した。

【結果】青色、紫色、緑色、黒色のマニキュアでは、マニキュア塗布によりSpO2の低下が認めら
れた。一方で赤色、白色、ピンク色、オレンジ色のマニキュアではSpO2の有意な低下は認め
られなかった(図2)。

【結論】マニキュア塗布がパルスオキシメータで測定されるSpO2への影響は、マニキュアの色に
より影響が異なることが示された。

図1 マニキュア塗布(左)と使用したパルスオキシメーター(右) 図2 マニキュア塗布によるSpO2への影響について



重度心身障害児（者）における食事支援としての米麹甘酒の有効性

保健福祉学部栄養学科 入江康至、井上里加子 現代福祉学科 原野かおり、佐藤ゆかり
情報工学部人間情報工学科 綾部誠也

重点

連絡先 入江康至 yirie@fhw.oka-pu.ac.jp，

重症心身障害児（者）（以下、重症児（者）と示す）が抱える複数の身体的な健康問題の中

でも、便秘は頻繁に併発する症状であり胃食道逆流症や腸閉塞といった深刻な問題を引き起こ
す可能性がある。便秘の管理には、食物繊維を中心とした食事療法があるが、重症児（者）は
摂食嚥下障害等から限界があり、実際には緩下剤や浣腸による薬物療法が中心となっている。
このことは、重症児（者）の身体的・精神的ストレス及び介護者の負担増大を招くことから薬
物に頼らない便秘改善は重要な課題である。

米麹甘酒は、便秘改善に一定の成果が報告されており、アル
コール分が含まれないため老若男女すべての者で摂取が可能で
あり、一定のとろみがあるため嚥下の面でも重症児（者）に適
している。本研究室では、これまで若年女性や高齢者を対象に
米麹甘酒摂取により便秘症状の軽減と同時に腸内細菌叢が変化
していることを発見し報告している。腸内細菌叢については、
腸内環境と全身疾患発症の密接な関わりが明らかになりつつあ
り、個人の健康維持・増進や最適な医療提供への重要な役割を
担うことが期待されている。そこで本研究では、重症児（者）
を対象に、重症児（者）の特性や便秘発症に関連する腸内細菌
叢の探索を行い、米麹甘酒摂取による便秘症状及び腸内細菌叢
への影響を明らかにする。また重症児（者）の便秘改善法の一
つとして米麹甘酒を利用した食事支援への新しいアプローチを
提案でき、高齢化している重症児（者）とその家族が安心して
施設や家庭で養育していけることを期待している。



癌幹細胞をターゲットとした新しい栄養管理の開発

保健福祉学部栄養学科 首藤恵泉

独創

連絡先 首藤恵泉 shuto@fhw.oka-pu.ac.jp

わが国における死因の第一は男女ともに癌である。2020年においては約38万人が癌により死亡
し、その割合は死亡者数の約3割を占める。癌の治療は、従来から摘出術・放射線照射・抗癌剤
などが併用され、近年では免疫チェックポイント阻害剤や分子標的薬が新たな効果を発揮してい
るが、治療抵抗性を示す癌細胞が治療後も臨床画像では確認できないレベルで残存する。この細
胞集団が「癌幹細胞」である。癌幹細胞は、幹細胞と同様に自己複製能と多分化能を併せ持ち、
癌組織のわずか数%にしか満たないにも関わらず腫瘍形成能を有することから、癌転移の本態で
あると考えられている。従って、癌幹細胞を標的とした治療法の確立は癌の根治に重要である。
また、大豆イソフラボンであるゲニステインは、細胞及び動物実験で幅広い抗癌作用が多数報告
されているが、癌幹細胞に対する効果は知られていない。そこで、ゲニステインの癌幹細胞への
作用について明らかにすることを試みた。
幹細胞性の評価法はいくつか確立され

ている。そのうち、立体的な細胞形態に
よりin vivo に近い状態で評価すること
ができるスフェロイド培養を用いた。ス
フェロイドの表面付近では分化した癌細
胞が活発に細胞増殖を行い、中心部では

低酸素下でも生存できる癌幹細胞が配置され増殖・維持される性質を利用し、スフェロイド内部
の死細胞を検出することにより癌幹細胞への効果を評価することができる。スフェロイドの形成
を確認した後にゲニステインを添加し、核（blue）と死細胞（green）を染色したところ、ゲニ
ステイン濃度依存的にスフェア中心部の死細胞が増加することを見出した。以上のことから、ゲ
ニステインが癌幹細胞に抑制的に作用する可能性がある。



高齢者施設における栄養・腸内環境とフレイルの関係について

保健福祉学部栄養学科 入江康至、井上里加子
まるみ麹本店 山辺啓三

独創

連絡先 井上里加子 rinoue@fhw.oka-pu.ac.jp，

加齢とともに恒常性が低下して、様々な要因により、健常な状態からフレイルとなり、要介

護状態となる。フレイルは些細な出来事がきっかけで容易に要介護状態となるリスクが高まっ
た状態といえる。平成28年の平均寿命と健康寿命（日常生活に制限のない期間）の差は男性
8.84年、女性12.35年である。今後、平均寿命の延伸に伴い、健康寿命との差が拡大することが
予想される。疾病予防、介護予防などによって、平均寿命と健康寿命の差を短縮することがで
きれば、個人の生活の質の低下を防ぐことが期待できる。一方、腸内細菌叢は健康と疾患に深
く関与し、腸内細菌叢を適切に維持・形成されることは我々の健康において重要である。本研
究ではフレイルを有する高齢者を対象とし、臨床データ及び腸内細菌について検討を行いフレ
イル予防に貢献できるデータを得ることを目的として分析を行った。

中等度あるいは重度のフレイルかつ認知症の
疑いのある特別養護老人ホームの入所高齢者で
検討した結果、臨床像が異なる各グループで腸
内細菌叢(属レベル)が異なっていたことより、
異なる臨床像の背景に異なる腸内細菌叢が存在
することが示唆された。また，栄養状態と腸内
細菌叢の関連性から炎症状態に着目した検討を
行う必要性が示唆された．
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