
科目名：演習Ⅰ（ヘルスプロモーション） 

    SeminarⅠ(Health Promotion) 

担任者名：辻内琢也 

講義内容： 

内科学・心身医学・医療人類学・医療社会学・東洋医学・伝統医学などの学際的・

学融的視野をもって、広義の「ヘルスプロモーション／健康創生」をテーマに、「健康

と病い、医療と福祉」に関する諸問題を、身体的・心理的・社会的・文化的・歴史的

レベルで多元的・多層的に捉えることを目指す。 

  これまでに「健康増進医学・生活習慣病学・介護概論」等の講義課目で行なってき

たスタイルをさらに拡張させ、問題立脚・自己学習・学生討論を主軸にした究極のボ

トムアップ式ゼミを行なう。また、自文化（常識/社会や自分が正しいと思っている事）

を相対化（疑問視）できる、柔軟な発想と論理的思考・直感的感性の育成を目指す。 

授業計画： 

＜研究テーマ Key Word＞ 

 健康観、病気観、健康生成論(サリュートジェネシス)、病いの意味論、病いの語り(ナ

ラティブ)、ナラティブ･ベイスト･メディスン(NBM)、健康政策、西洋近代医学、東洋

医学(漢方・鍼灸・気功)、補完代替医療、世界の伝統医学(中国医学・アーユルヴェー

ダ・チベット医学・ユナニ医学・他)、宗教的･民俗的医学、シャーマニズム、癒し／healing、

霊性／spirituality、死生観、死の医学、脳死･臓器移植論、終末期医療、ホスピス、在

宅ケア、介護、痴呆、癌、瞑想、ヨーガ、禅、音楽療法、リラクゼーション、イメー

ジ、脳、自律神経系、社会構成主義、ポストモダン心理学、医療化、倫理、スティグ

マ、規律化 

＜研究方法 Key Word＞ 

フィールドワーク、参与観察、聴き取り調査、文献調査、質問紙調査、精神生理学

的実験、質的研究、量的研究  

教科書： 

特になし 

参考文献： 

適宜指示する 

評価方法： 

出席率、授業中のレジメ･発表･ディスカッション、論文レポート課題 

備考： 

ボトムアップ方式を採用するので、グループと共に切磋琢磨し、自主的に学習・研

究してゆく姿勢が必須である。なお、ゼミは発表・ディスカッションの場とするので、

その準備のための学習時間は各自・各グループで設定する必要がある。また、短期間

で多様なものの見方を習得してゆくために、1 週間に各分野の論文・著書を 1 冊のペー

スで読破してゆく予定である。 

 

 

 



******************************************************************************** 

科目名：演習Ⅱ（ヘルスプロモーション） 

    SeminarⅡ(Health Promotion) 

担任者名：辻内琢也 

講義内容： 

内科学・心身医学・医療人類学・医療社会学・東洋医学・伝統医学などの学際的・

学融的視野をもって、広義の「ヘルスプロモーション／健康創生」をテーマに、「健康

と病い、医療と福祉」に関する諸問題を、身体的・心理的・社会的・文化的・歴史的

レベルで多元的・多層的に捉えることを目指す。 

  これまでに「健康増進医学・生活習慣病学・介護概論」等の講義課目で行なってき

たスタイルをさらに拡張させ、問題立脚・自己学習・学生討論を主軸にした究極のボ

トムアップ式ゼミを行なう。また、自文化（常識/社会や自分が正しいと思っている事）

を相対化（疑問視）できる、柔軟な発想と論理的思考・直感的感性の育成を目指す。 

授業計画： 

＜研究テーマ Key Word＞ 

 健康観、病気観、健康生成論(サリュートジェネシス)、病いの意味論、病いの語り(ナ

ラティブ)、ナラティブ･ベイスト･メディスン(NBM)、健康政策、西洋近代医学、東洋

医学(漢方・鍼灸・気功)、補完代替医療、世界の伝統医学(中国医学・アーユルヴェー

ダ・チベット医学・ユナニ医学・他)、宗教的･民俗的医学、シャーマニズム、癒し／healing、

霊性／spirituality、死生観、死の医学、脳死･臓器移植論、終末期医療、ホスピス、在

宅ケア、介護、痴呆、癌、瞑想、ヨーガ、禅、音楽療法、リラクゼーション、イメー

ジ、脳、自律神経系、社会構成主義、ポストモダン心理学、医療化、倫理、スティグ

マ、規律化 

＜研究方法 Key Word＞ 

フィールドワーク、参与観察、聴き取り調査、文献調査、質問紙調査、精神生理学

的実験、質的研究、量的研究  

教科書： 

特になし 

参考文献： 

適宜指示する 

評価方法： 

出席率、授業中のレジメ･発表･ディスカッション、論文レポート課題 

備考： 

ボトムアップ方式を採用するので、グループと共に切磋琢磨し、自主的に学習・研

究してゆく姿勢が必須である。なお、ゼミは発表・ディスカッションの場とするので、

その準備のための学習時間は各自・各グループで設定する必要がある。また、短期間

で多様なものの見方を習得してゆくために、1 週間に各分野の論文・著書を 1 冊のペー

スで読破してゆく予定である。 

 

 



******************************************************************************** 

科目名：実験調査研究法（ヘルスプロモーション研究法） 

Learning Research Methods and Technologies (Health Promotion) 

担任者名：辻内琢也 

講義内容： 

ヘルスプロモーション（健康増進・健康創生）の諸領域に関する新たな知見を得るた

めの研究法の習得を目標とする。近年、保健・医療・看護・福祉・心理の各分野で注

目されてきている、インタビューや参与観察などによって得られた質的データの分析

をもとに仮説生成・仮説構築を行なう「質的調査法・質的研究法」を中心に学習する。

本講座では、健康や病気に関する諸現象を探る実際の調査実習を通して、研究計画立

案・実施方法・論文作成までのプロセスを具体的に学び、卒業研究を進める上で必要

な知識や技術の習得を目指す。 

授業計画： 

前半の授業では、質的研究法に関する教科書の輪読（各章を分担・レジメ作成・内容

の紹介発表）を行い、基礎的な考え方と方法論を学ぶ。後半では、各自が健康づくり

に関わる職業に従事している人物 1 名（例；行政保健担当職・医師・看護師・保健師・

助産師・薬剤師・臨床心理士・理学療法士・作業療法士・言語療法士・スポーツイン

ストラクター・アロマセラピスト・鍼灸師・按摩師・湯治場経営者・製薬業・薬問屋

販売業・サプリメント販売業・易占者・宗教的職能者・他）に対して聞き取り調査を

を実際に計画立案し実施する。さらに、そこで得られた質的データをまとめ、分析し、

記述するといった具体的な一連の作業の後、各自がひとつの研究論文を完成すること

を 終目標とする。 

教科書： 

(1)「保健医療職のための質的研究入門」、キャロル・ガービッチ著、上田礼子他訳、医

学書院、2003 年、3200 円 

(2)「現代医療の民族誌」、近藤英俊・浮ヶ谷幸代編、明石書店、2004 年 

参考文献： 

(1)「質的心理学研究」第 1 号 2002／No.1、武藤隆・やまだようこ・麻生武・南博文・

サトウタツヤ編、新曜社、2800 円 

(2)「質的心理学研究」第 2 号 2003／No.2、武藤隆・やまだようこ・麻生武・南博文・

サトウタツヤ編、新曜社、2800 円 

(3)「質的研究法入門：人間の科学のための方法論」、ウヴェ・フリック著、春秋社、東

京、3700 円 

評価方法： 

出席率、授業中のレジメ･発表･ディスカッション、論文レポート課題 

備考： 

約 2 ヶ月という短期間で教科書を理解し、その後 2 ヶ月で各自調査を計画し実行する

ため、かなりハードな取り組みが必要となる。 

 

 



******************************************************************************** 

科目名：健康増進医学 

Health Promotive Medicine  

担任者名：辻内琢也 

講義内容： 

健康とは何か、病気とは何かについて、従来の生物医学が規定してきた概念を相対化

し、歴史的・文化的な視点を取りいれることで、身体面だけでなく、心理面、社会面、

環境面、さらにスピリチュアルな面を含めて多元的に捉えなおす。内科学・心身医学・

公衆衛生学・医療人類学・医療社会学などの学際的知見をもとに、東洋医学や各種代

替医療における健康法も視座に入れながら、医療や保健のみならず様々な社会的環境

をも巻き込んだ、生活・人生の良好な状態の積極的な実現方法を考える。 

授業計画： 

学習方式としては、教員は基本的考え方の提起を講義するに留め、学生自らが調査学

習しプレゼンテーションするグループ学習というボトムアップ教育方式をとる。以下

のテーマに沿って調査・発表・討論を行い、学期 後に学生シンポジウムを行う。(1)

健康とは何か、病気（疾病 disease／病い illness）とは何か、(2)健康の身体的側面（生

物医学的健康）について、(3)健康の心理的側面（心理学的健康）について、(4)健康の

社会的側面について、(5)健康の環境的側面について、(6)健康の宗教的側面（スピリチ

ュアリティ）について、(7)心身医学・行動医学における健康増進、(8)日本の東洋医学

（漢方･鍼灸･気功）における健康増進、(9)世界伝統医学・各種補完代替医療における

健康増進。 

教科書： 

「現代医療の民族誌」、近藤英俊・浮ヶ谷幸代編、明石書店、2004 年 

「科学とスピリチュアリティの時代」、湯浅泰雄・春木豊・田中朱美編、ビイング・ネッ

ト・プレス社、2005年 

参考文献： 

(1)「世界伝統医学大全」、WHO＋Ｒ.バンナーマン＋J.バートン＋陳文傑編、平凡社、

1995 年、4757 円 

(2) 辻内琢也：「健康」を知る，「病むこと」を知る―学生の主体的学習を促すボトムアップ式授

業の試み（上）「健康増進医学」，看護教育 45-10，p852-858，2004 

評価方法： 

授業出席率（約 40％）、グループ討論･発表成績（約 30％）、学期末試験（約 30％） 

備考： 

グループ単位での学習・ディスカッション・発表などを重視したボトムアップ式授業

を行なうので、授業に参加することに重要な意義がある。レポートや試験のみでの単

位は一切認めない。 

 

 

 

 



******************************************************************************** 

科目名：生活習慣病学 

Human Science of Lifestyle Related Diseases 

担任者名：辻内琢也 

講義内容： 

各種生活習慣病の病因、背景因子、病態生理、検査法、診断法、治療法、予防法に

といった医学的側面（EBM; Evidence Based Medicine）＝［医療者の視点］に関する

学習だけではなく、病者が自らの経験として患う病気に関する人生の物語（NBM; 

Narrative Based Medicine）＝［病者の視点］の多様性を重視した学習を行い、知識

としての生活習慣病学ではなく、自らの問題や家族の問題など身近な経験として理解

することを目指す。トップダウンの講義形式はできるだけとらず、授業中のグループ

討論・発表、聞き取り調査実習など、学生自ら学び、考え、体験する、ボトムアップ

教育方式の講座を予定している。 

授業計画：              

Ａ）総論：(1)生活習慣病の臨床医学的問題、(2)生活習慣病の心身医学・行動医学的

問題、(3)生活習慣病の公衆衛生学的問題、(4)生活習慣病の医療社会学的問題、(5) 根

拠に基づく医療（EBM; Evidence Based Medicine）、(6)物語に基づく医療（NBM; 

Narrative Based Medicine）。 

Ｂ）各論：生活習慣病を患う身近な人々（家族・知人など）へのインタビュー調査

実習を通じて、上記に示した各疾患を抱えた病者の人生の物語という側面と、各疾患

を診断し管理しようとする医学的側面とのせめぎ合いについて理解を深める。       

(1)肥満症、(2)高脂血症、(3)高血圧症、(4)糖尿病、(5)高尿酸血症、(6)虚血性心疾患、

(7)脳血管障害、(8)癌。 

教科書： 

「生活習慣病：基礎知識とセルフケアへのアプローチ」、JJN スペシャル No.68、医学

書院、東京、2000 年、2200 円 

参考文献： 

(1)「ナラティブ・ベイスト・メディスンの実践」、斎藤清二・岸本寛史著、金剛出版、

2003 年、4200 円 

(2)「現代医療の民族誌」、近藤英俊・浮ヶ谷幸代編、明石書店、2004 年 

(3)「病気だけど病気ではない：糖尿病とともに生きる生活世界」、浮ヶ谷幸代著、誠信

書房、2004 年、3000 円 

(4) 辻内琢也：「健康」を知る，「病むこと」を知る―学生の主体的学習を促すボトムアップ式授

業の試み（下）「生活習慣病学」，看護教育 45-12，p1079-1085，2004 

評価方法： 

授業出席率（約 40％）、グループ討論・発表成績（約 15％）、インタビュー調査報告レ

ポート（約 15％）、学期末試験（約 30％） 

備考： 

グループ単位での学習・ディスカッション・発表などを重視したボトムアップ式授業

を行なうので、授業に参加することに重要な意義がある。 



******************************************************************************** 

科目名：介護概論 

    Introduction to Nursing-Care 

担任者名：辻内琢也 

講義内容： 

介護概論は、介護福祉士のみならず、社会福祉士、精神保健福祉士、看護師、医師、

ホームヘルパー、介護支援専門員（ケアマネージャー）等、すべての医療や介護に関

わる者にとっての「ケア」について考える基礎を学ぶものである。何らかの事情で日

常生活において介助を必要とするようになった人々の、痛みと不自由さを共感的に理

解するための基盤として、人間を身体的・心理的・社会的・文化的存在として、さら

に生活する主体者として全人的に捉える態度を身につけることを目標とする。 

授業計画： 

(1) 介護をする側と受ける側を模擬体験するロールプレイ 

(2) 「ケア」をめぐる様々な問題点のグループ・ディスカッション 

(3) 積極的傾聴や受容と共感といったカウンセリング的対応の習得 

(4)「ケア」に関わる人々のさまざまな物語りの聞き取り練習 

(5)具体的な事例をもとにしたケアプランの作成 

原則的にグループ単位の討論・発表を中心にした学生参加型の授業構成とし、上記

の(1)～(5)のような知識に偏らないイメージを重視した体験的学習を通じて、介護福祉

の概念、社会福祉士・介護福祉士の職域と役割、介護福祉における倫理、介護の目標・

機能および範囲、介護技法の基本、介護の課程、関連職種とのチームワーク、介護関

係維持のための技法、介護活動の場に特有な問題と技法、介護保険とケアマネジメン

ト、等について学ぶ。 

教科書： 

「介護概論（第2版）：社会福祉士養成テキストブック (12)」、沢田 信子・西村 洋

子 (編集)、ミネルヴァ書房 ; ISBN: 4623043371 ; 2005年、2,730円 

参考文献： 

「完全図解：新しい介護」、太田仁志・三好春樹監修、講談社、2003 年、3800 円 

「物語りとしての痴呆ケア」、小澤勲・土本亜理子著、三輪書店、2004年、1890円 

「物語りとしてのケア：ナラティブ・アプローチの世界へ」、野口裕二著、医学書院、

2002年、2200円 

「ケアのゆくえ科学のゆくえ」、広井良典著、岩波書店、2005年、2000円  

「ナラティブ・ベイスト・メディスンの実践」、斎藤清二・岸本寛史著、金剛出版、

2003年、4200円 

評価方法： 

出席率（約 30％）、グループ討論･発表成績（約 20％）、小テスト（約 20％）、学期末

試験（約 30％） 

備考： 

グループ単位での学習・ディスカッション・発表などを重視したボトムアップ式授業

を行なうので、授業に参加することに重要な意義がある。 
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