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要   旨 
本研究の目的は、産学官連携による地域高齢者に向けたケアサポート体制を構築していくために、

「コミュケーションスキル向上プログラム（以下、「教育プログラム」という」）を開発し、そのプ

ログラム評価をする。さらにそのプログラムを受けたのちに、企業社員が地域高齢者にどのような社

会貢献が可能であるか検討することである。 

企業社員 120名であり、方法は、平成２8年、29年に教育プログラムを企業社員に展開し、その評

価を得た。コミュニケーション自己評価表では、質問項目全体での月別の点数でみると、2月 3.49点

が最も低かったが、4月 3.87 点(P<0.05)、6月 3.89 点(P<0.05)、7月 3.88 点(P<0.05)と上昇した。

さらに介入前後のエゴグラム（東大式 TEGⅡ）による評価では、介入前後で、介入群に Adultの項目

が 8.8点から 10.3点と有意に上昇し、非介入群は 10.5点から 10.5点と変わらなかった。今回の教

育プログラムの有効性が示された。また、地域高齢者や社会福祉協議会とつながりができたことで、

地域への介護予防や災害、防災に向けた活動へと拡大していったと考えられた。 

 
１．緒 言 

長寿時代に向けてこれまで多くの高齢者の保

健福祉研究が行われてきた。それによると高齢

者の自宅に閉じこもり状態、身体の不活発状態

が虚弱高齢者あるいは認知症高齢者へと拍車を

かけているといわれている。近年、地域社会の

つながりが希薄となっており、独居高齢者の孤

立死などが問題となっている。これらの社会背

景から高齢者サポートに一般地域社会人の参入

が各地域で行われているものの、確固とした継

続できるスキルおよび育成プログラムに関する

研究は少ない。 

看護学科では、平成 21年から学生のコミュニ

ケーション能力向上をめざした学生サークル

「メンタルサポート研究会」によって七隈校区

の民生委員と連携して月 2回継続して独居高齢

者訪問活動を行っている。その活動によって学

生のコミュニケーション能力の向上はもちろん、

閉じこもりがちだった独居高齢者が公民館イベ

ントに参加するようになったり、訪問時に突然

の体調悪化に気づき対応したり、高齢者詐欺の

未然防止といった効果がみられている。 

そこで、今回、私たちは看護学科の視点で「健

康」「ケアというまなざし」を持ったコミュニケ

ーションスキル育成プログラムを企業社員に研

修し、企業社員が自治体と連携をしながら地域

高齢者の社会参加促進と見守りなど広域的高齢

者サポート事業を実施する。今後それらの方法

論が一般地域社会人の高齢者サポートへの参入

および継続につながると考えた（図１）。 

本研究の目的は、産学官連携による地域高齢

者に向けたケアサポート体制を構築していくた

めに、まず「コミュケーションスキル向上プログ



   

ラム（以下、「教育プログラム」という」）」を

開発し、そのプログラム評価をすることである。

さらにそのプログラムを受けたのちに、企業社

員が地域高齢者にどのような社会貢献が可能で

あるか検討することである。 

 

２ 方法 

1. 教育プログラムの開発と評価 

1)対象 

対象は、九州北部に本社と 8 事業所がある西

部ガス・カスタマーサービス株式会社に所属し

ている巡回型でメーターのチェックをする検針

員と保安点検員 120名である。 

検針員と保安点検員を選定した理由は、同じ地

域を月 1回必ず巡回しており、その時看護の「健

康」「ケアというまなざし」という視点からのコ

ミュニケーションスキルを持つことで地域の高

齢者に貢献できることを期待できると考えたか

らである。 

2)方法 

(1)プログラム開発および研修実施方法 

研修の展開は、2017年に 24名、2018年に 96

名に対して、2月から 9月の間に月 1回 8ヶ月間 

プログラムの研修を継続して実施した。 

今回使用した教育理論は、ヘルスプロモーシ

ョン理論であるアメリカの Green,L.W.らが開発

した PRECEDE-PROCEED MODELを用い、段階的に

プログラムに組みこんだ。 

今回開発した高齢者ケアサポートに向けたコ

ミュニケーションスキル向上育成プログラムを 

表１に示した。毎回研修前にアイスブレーキン

グとしてクイズやゲームをして緊張を和らげて

実施した。 

(2)プログラムの評価方法  

プログラムの評価方法は、2017年、2018年の

毎回の研修終了時に、１）対象者による研修内容

の評価と自由記述、２）対象者によるコミュニケ

ーション自己評価についてアンケート調査した。

さらに３）2017 年に東大式エゴグラム TEGⅡを

用いて、プログラムの介入有無による比較も行

った 1)。 

①検針員による研修プログラム内容への評価と

自由記述 

毎回の研修後、プログラム内容への評価をア

 
図１高齢者ケアサポート事業の概要 



   

ンケート方式でその日の研修の内容をそれぞれ

「とても理解できた」～「全然わからなかった」

および「とてもよくできた」～「全然できなかっ

た」を 1 点から 5 点のリッカート式による 5 段

階の点数で評価してもらった。毎回の平均点を

算出して評価した。感想および振り返りについ

て自由記述をしてもらい、それも評価対象とし

た。 

②検針員によるコミュニケーション自己評価      

毎月の研修後のコミュニケーション自己評価 

表は、焼山が考案した自己評価表と、本学科の

コミュニケーションのサークルで約 9 年間使用

している自己評価票を参考にして評価表を作成

した 3)。この評価表は自身で自分のコミュニケー

ション力を測定することができ、追加や不足を

客観的に理解できるものである。自己評価表は

12項目からなり、「全然できなかった」～「よく

できた」のリッカ―ト方式 5段階(1点から 5点)

で実施した。 

③介入前後のエゴグラム（東大式 TEGⅡ）による

評価 

2017 年プログラム介入の西事業所 24 名と非

介入の南事業所、東事業所 92 名を対象として、

エゴグラム東大式 TEGⅡを実施した。エゴグラム

は、エリック・バーンにより開発された交流分析

（Transactional Analysis：TA）心理療法をベー

スに、 J.M.デュセイが開発した性格分析手法の

一つである 2)。今回は、そのエゴグラムを日本人

版用として作成した新版 TEG II (Tokyo 

University Egogram 東大式エゴグラム New Ver. 

II)を使用した 1)。 

なお、統計分析は、記述統計後、Paired t test、

Student t 検定を実施した。さらに影響要因を

共変量として介入前後での二元配置分散分析を

行った。SPSS ver.24.0を使用した。統計解析

は、有意水準は 5％未満とした。 

倫理的配慮 

対象が企業で働く検針員と保安点検員へのア

ンケート調査であり、自記式記名式であったた

め、会社管理者側への報告は名前がわからない

ように統計的に処理した後にしか報告しないこ

と、学会等への発表も同様であることを文書と

口頭で説明した。福岡大学医に関する倫理委員

会にて承認を得て実施した。 

 

３ 結果 

１．コミュニケーションスキル向上育成プログ

ラムの評価 

１）検針員によるプログラムの評価 

今回全ての研修の参加率は 95％であった。毎



   

回の研修終了時にアンケートを依頼し、全員か

ら回収できた（回収率 100%）。講義点数は 2月に

平均 1.8点、5月 2.4点、7月 2.3点、9月が 2.1 

点であった。またコミュニケーション演習の点

数は、2 月には 2.2 点、7 月に 1.9 点、9 月 2.1

点であった。いずれも有意な差はみられなかっ

た。 

次に自由記述は、最初の頃「今後何をさせられ

るのか不安」「業務がある中でどこまで出来るか

不安」などが聞かれた。最初は講義や演習にして

も自分個人の立場で聞くだけであったが、次第

に高齢者の立場を自分や家族に置き換えたり、

さらには地域の高齢者を想像したり、社会貢献

をしたいという回答が書かれるようになってい

た。講義や演習の「プログラム」を楽しむ前向き

な姿勢を示す記述が増えた。検針員は研修の回

を重ねる毎に演習への理解が早く、積極的にな

っていった。 

 

２）検針員・保安点検員によるコミュニケーショ

ン自己評価  

毎月研修終了時に検針員にコミュニケーショ

ン自己評価表を全員に配布し、回収した（回収率

100%）。図２にプログラム研修後の月別コミュニ

ケーション自己評価の平均点と標準偏差（SD）を

示した。質問項目全体での月別の点数でみると、

2月 3.49点が最も低かった。2月を基準として 4

月 3.87点(P<0.05)、6月 3.89点(P<0.05)、7月

3.88 点(P<0.05)と上昇した。9 月には 3.85 点

（P<0.05）であった。 

図 3に月別に 12項目の平均点を示した。2月

は 3.49点であったのが、9月は 3.85点と伸びて

いた。5月と 8月で低かったのは演習時間が短か

ったためである。 

 図 2 には 2 月と 9 月でコミュニケーション項

目に有意な差がみられた項目を示した。「聴く姿

勢が適切である」「うなづきができる」「繰り返し

ができる」「相手の気持ちや感情を言葉で確認要

約できる」などであった。 

 

 

 

３）介入前後のエゴグラム（東大式 TEGⅡ）によ

る評価 

図４に示したとおり、介入参加前の介入群と

非介入群のエゴグラムの解析で、CP (Critical 

Parent)、NP(Nurturing Parent)、A(Adult)、

FC(Free Child)、AC(Adapted Child)のいずれの

平均点においても有意な差はみられなかった。

介入前後で、介入群に Aが 8.8点から 10.3点と

上昇し、非介入群では 10.5 点から 10.5 点と変

わらなかった。二元配置分散分析によって、2群

の A において主効果では有意な差はみられなか

ったものの交互作用が認められ(p<0.05)、介入

群の A に改善が認められた。他の項目の

CP,NP,FC,AC いずれにおいても有意な差はみら

れなかった。 

 

４ 考察 

今回のコミュニケ―ションスキル向上プログ

ラムを開発し、コミュニケーション自己評価表

で「確認・要約」も有意に高くなっていた。コミ

ュニケーションは、相互関係の中で形成・発展し

ていくといわれている。コミュニケーションを 

図 3 コミュニケーション自己評価内容の推移 

図 2 月別コミュニケーション自己評価の推移 



   

 

 

することで、自分と他者の存在を意識化するこ

とで自分の立ち位置を確認し、よりよい関係が

築いていくと考えられ、重要なスタートに立つ

ことができたのではないかと考えた。 

今回の検針員によるコミュニケーション自己

評価の結果で、「不適切なボディランゲージをし

ない」「うなづき・あいづち」「繰り返し」「聴く

姿勢」というコミュニケーションの基本スキル

の獲得が有意に高くなっていた。 

その理由として毎回のコミュニケーション演

習、高齢者模擬体験演習、高齢者ふれあいサロン

体験実習など、毎回コミュニケーションを組み

入れたプログラムであり、理論に沿って段階的

に進めたことやクイズやゲームなどのアイスブ

レーキングで緊張緩和できたためではないかと

考えた。研修当初に「検針業務だけでも多忙であ

る上に高齢者とのコミュニケーションしなけれ

ばならない」と負担感と不安があったが、普段の

生活で役立つコミュニケーションスキルであっ

たため、不安が払拭されたのではないかと考え

た。さらに、企業内の管理者側からの検針員への

評価で、社員同士のコミュニケーションが増え

たとの報告があった。それは、同一事業所で同じ

時間に社外で 8 回研修を続けて受けたことと、

リラックスできる雰囲気の中、毎回違うグルー

プで演習したことで、話したことない人ともお

互いコミュニケーションを意識したことが影響

しているのではないかと考えた。コミュニケー

ション研修を受けたことで、従業員に職場環境

がよくなるという副次的な影響効果もあった。 

さらに、教育プログラム介入群と非介入群の

エゴグラムの比較では、教育プログラムを受け

ることによって、エゴグラムの Adultが上昇し、

論理的かつ客観的思考ができるようになってい

た。このことは、コミュニケーションへの姿勢が

変化したことによる学習効果が示唆されたと考

えた。 

今回、検針員から自由記述に「高齢者の話を聞

くことができた」など多く書かれていた。検針員

は、それまで意識したことがない地域の高齢者

の存在に気づき、能動的な「聴く」行動をとるこ

とに至ったのではないかと考えた。検針員は今

回の「プログラム」による研修で地域の高齢者の

存在に気がつき、個人や家族にとどまらず、社内

から地域へとコミュニケーションすることへの

関心と高齢者への認識に拡がりがみられたと考

えられた。 

今回私たちのゴールは、産学官連携によって

壮年期世代の企業職員が「地域で生活している

高齢者」に対して質の高いケアサポートを実施

できるために、「プログラム」を開発し、研修を

することであった。地域を巡回している検針員、

保安点検員による地域の異常の早期発見、早期

対応、地域住民への明るい声かけおよび対応は、

行政に歓迎されている。時代の流れに即応した

地域高齢社会での課題に注目し、高齢者ケアサ

ポートに向けた取り組みは、産学官連携システ

ムを基本とした有機的なつながりの 1 つのモデ

ルになったのではないかと考える。そして、看護

図 4 介入前後によるエゴグラムの比較（ADULT) 



   

の知を活かして、産学官の繋がりの中で大学が

要として位置づけることができたと考えた。 

本研究の課題としては、実質的な本プログラ

ムの評価は研修を受けた検針員がどのような認

識を持ち、行動できるかが問われる。さらに、コ

ミュニケーションの受け手側である高齢者側の

評価も実施する必要がある。また研究手法で、今

回コミュニケーションスキル自己評価表は、一

般の人であっても評価として段階的でわかりや

すく、コミュニケーションスキル向上を確認が

できる。今後、このコミュニケーションスキル自

己評価表そのものの妥当性、信頼性を検討する

ことが課題であり、さらに他の場で対象を変え

ながら、検証を重ねる必要がある。 

 

 

５．今後の事業成果の活用・展開 
 企業と連携した地域高齢者へのケアサポート

事業は、平成 28 年～30 年まで継続できた。ふれ

あいサロンを通じて独居高齢者への声掛け、訪

問などの可能性について産学官で連携しながら

打ち合わせができていった。しかし、令和元年よ

り新型コロナウィルス感染症が蔓延したことで、

活動自粛が求められたため、途中で中止せざる

を得なかった。宣言がない時期に感染対策をし

ながら、企業からの高齢者サポートは止むこと

なく、展開する方向を保持することができた。 
 また、これまでの地域高齢者へのインタビュ

ーで災害に対して不安を持っていることが明ら

かになったことから、私たちは、企業社員による

地域への防災への貢献の可能性を検討した。今

後企業社員、行政、大学で防災と災害時のサポー

トの体制の展開が期待される。 
 さらに、令和 3 年度は、福岡市社会福祉協議会

と共同し、「はなれてつながる」アプリを開発し

た。独居虚弱高齢者とタブレットを使ったオン

ラインでつながることができないか、実証実験

している段階である。現在約 10 人実施している

段階である。高齢者向けのタブレットでの「はな

れてつながる」アプリは簡単であることから、高

齢者に興味を持ってもらい、機械への抵抗は薄

まってきた段階である。今後は、企業側にも「は

なれてつながる」アプリを利用してもらい、with
コロナの時代を想定し、オンラインで「はなれて

つながる」ことを視野にいれながら進めていき

たいと考えている。 
私たちの開発した教育プログラムの有効性は

検証できた。さらにその拡大については、UR（都

市機構）や他のガス会社、あるいはライフライン

の企業などへの展開準備を進めていた。しかし

新型コロナの影響で活動ができないでいるが、

コロナが落ち着いてきたら、オンライン等など

の方法を検討しながら今後も進めていきたいと

と考えている。 
 

６．結 論 
本研究で実施した「プログラム」研修前後で、

コミュニケーションのスキルが向上したと考え

られ、今回の「プログラム」の有効性が示唆され

た。検針員、保安点検員は今回の「プログラム」

による研修で地域の高齢者の存在に気がつき、

個人や家族にとどまらず、社内から地域へとコ

ミュニケーションの関心と認識に拡がりがみら

れている。そこから地域では積極的に高齢者と

ケアサポートにつながることができた。しかし

現在ではコロナ禍によって活動が止まっている

段階である。 
今後、新型コロナ感染症の影響が少なくなっ

た後に企業との連携協働、高齢者や民生委員と

の連携協働を試み、何が求められ、何ができる

か検討・評価していくことが重要である。 



   

産官学民が連携しながら企業社員が地域にな

じみ、信頼関係を築くことで高齢者の社会参加

を促すサポートへとつながっていくと考えられ、

今後の展開が期待される。 
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連携による地域高齢者ケアサポートのためのコ

ミュニケーションスキル育成プログラムの開
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産学官連携による企業社員による地域高齢者ケ

アサポートへのプログラム構築―第 1 報 検針
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齢者の認識. 日本健康支援学会.2020年 3月 

12)石橋曜子、上野珠未、牧香里、宮林郁子、馬
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産学官連携による企業社員に対する地域高齢者

ケアサポートのプログラム構築―第４報 ふれ

あいサロンに参加する企業社員の地域高齢者ケ

アサポートに対する認識.日本健康支援学

会.2020年 3月 



   

13)上野 珠未、吉川千鶴子、馬場みちえ、石橋

曜子、宗正みゆき、牧香里、隈本寛子、宮林郁子. 

産学官連携による企業社員による地域高齢者ケ

アサポートへのプログラム構築―第 2 報 企業

社員へのプログラム開発のための基礎的研究. 

日本健康支援学会.2020年 3月 

14)牧香里、馬場みちえ、吉川千鶴子、 

宗正みゆき、石橋曜子、上野珠未、隈本寛子 

宮林郁子.地域高齢者ケアサポート事業実践 

のための産学官連携―企業と地域をつなぐ 

ことの検討―.日本看護研究学会. 2020年 8 

月 

15)馬場みちえ、吉川千鶴子、宗正みゆき、牧香

里、上野珠未、隈本寛子、岩永和代、浦綾子、大

村由紀美. 産学官民連携による地域高齢者ケア

サポートの実践継続に向けた認識.日本看護研

究学会 九州地方会。2020年 11月 

16)馬場みちえ、吉川千鶴子、宗正みゆき、 

岩永和代、浦綾子、牧香里、上野珠未、大村 

由紀美、隈本寛子.産学官民連携からみた企業社

員による地域高齢者ケアサポートシステムの構

築（第４期）. 第 40回日本看護科学学会交流集

会.2020.12月 

17) 馬場みちえ、吉川千鶴子、宗正みゆき、牧香

里、上野珠未、隈本寛子、岩永和代、浦綾子、大

村由紀美.産学官民連携による地域高齢者ケア

サポートの実践継続に向けた認識. 日本看護研

究学会第 25 回九州・沖縄地方会学術集会.2020

年 10月 

18) 大村由紀美、宗正みゆき、吉川千鶴子、牧香

里、上野珠未、隈本寛子、岩永和代、浦綾子、馬

場みちえ.産学官連携事業からみえてきた地域

高齢住民が考える災害発生時の気がかりと備え. 

日本看護研究学会学術集会.2021年 8月 

19)馬場みちえ、吉川千鶴子、宗正みゆき、岩永

和代、浦綾子、牧香里、上野珠未、大村由紀美、

隈本寛子. 産学官民連携からみた企業社員によ

る地域高齢者ケアサポートシステムの構築（第 5

期）.第 41回日本看護科学学会交流集会.2020.12

月 

20) Tamami Ueno , Kazuyo Iwanaga, Yukimi 

Oomura, Michie Baba , Chizuko 

Yoshikawa,Kaori Maki, Ayako Ura, Miyuki 

Munemasa.The possibility of using a 

company’s employees as a resource to assist 

the local elderly in disasters､EAFONS 2022 

 

９．研修・講演・実技指導等 
研修（講話・演習・実習） 
2017 年 西部ガス・カスタマーサービス株式会

社西事業所検針員 24 人 
1）コミュニケーションとは（講話・演習） 
2）コミュニケーションの基本（講話）、傾聴入門

（演習） 
3）高齢者とは（講話）、高齢者模擬体験（演習） 
4）認知症とは（講話）、傾聴入門（演習） 
5）孤立死防止について（講話）、声かけ見守りロ

ールプレイ（演習） 
6）「ふれあいサロン」に参加し高齢者とのコミュ

ニケーション（実習） 
7）倫理について（講話）傾聴入門、リフレクシ

ョン（演習） 
8）家族とは（講話）、傾聴入門、リフレクション

（演習） 
9）救命救急講習（講義・演習） 
2018 年 西部ガス・カスタマーサービス株式会

社西事業所 西事業所以外検針員 
1）コミュニケーションとは（講話・演習） 
2）コミュニケーションの基本（講話）、傾聴入門

（演習） 
3）高齢者とは（講話）、高齢者模擬体験（演習） 
4）認知症とは（講話）、傾聴入門（演習） 
5）孤立死防止について（講話）、声かけ見守りロ

ールプレイ（演習） 
6）「ふれあいサロン」に参加し高齢者とのコミュ

ニケーション（実習） 
7）倫理について（講話）傾聴入門、リフレクシ

ョン（演習） 
8）家族とは（講話）、傾聴入門、リフレクション

（演習） 



   

9）救命救急講習（講義・演習） 
2019 年 西部ガス・CS 定期保安員事務職他 
3）高齢者とは（講話）、高齢者模擬体験（演習） 
4）認知症とは（講話）、傾聴入門（演習） 
5）孤立死防止について（講話）、声かけ見守りロ

ールプレイ（演習） 
9）救命救急講習（講義・演習） 
2020 年 フォローアップ研修 
1）「人のこころと自分のこころ」（講話） 
2）防災-助けられる人から助ける人へ-（講話） 
 
国際シンポジウム・講演 

1)I.Miyabayashi, Y.Ishibashi, M.Baba, 

C.Yoshikawa, M.Munemasa,K.Maki： 

   Challenge for Social Contribution 

towards Regional Elderly.Fukusou project 

international symposium. 2018.12 

2）馬場みちえ、宮林郁子、吉川千鶴子、宗正み

ゆき、牧香里、石橋曜子：企業による新しい地域

社会への社会貢献創出.福岡大学新春産学官技

術交流会 2019. 2019年 1月 

 

展示・新聞掲載・広報紙掲載 

1）イノベーションジャパン(東京)展示 

「企業がおこなう地域への新たな社会貢献の創

出」パンフレット 2018年 8月 

2）ガスエネルギー新聞掲載  

「検針員が高齢者見守りー福岡大のプログラム

活用 西部ガス・カスタマーサービス」2019 年

1月 21日号 

3）ガスエネルギー新聞掲載 

「検針員が高齢者見守り 福岡大学のプログラ

ム活用 西部ガス・カスタマーサービス」に掲載

された。看護学科で行っている研修と国際シン

ポジウムの様子が掲載された。平成 30年 6月 21

日号 

4）早良区社会福祉協議会ふくしのまち 早良区

版広報誌「元気にしとったね？の笑顔あふれる

地域福祉を企業がサポート」 令和 3年 10月号 

リーフレット作成 

1）2018 年に事業所向け教育用教材として「見守

りネットワーク」を作成し、事業所の社員に配布

した 
 
福奏プロジェクトホームページニュース 

1)第 41 回日本看護科学学会で、「産官学民連携

からみた企業社員による地域高齢者ケアサポー

トシステムの構築（第 5期）」をテーマに交流集

会を開催しました 2022/01/20 

2）西部ガス社員の高齢者ケアサポートの優秀な

実践に対し、表彰をいたしました 

2021/09/06 

3）福岡市早良区田隈校区のふれあいサロン代表

者との事業計画説明会開催 2021/05/07 

4）研究報告（令和 2年度） 

2021/05/28 

5)福岡市早良区田隈校区のふれあいサロンの代

表者との事業計画打ち合わせ 2020/08/1 

2020/08/10 

6）福岡市早良区田隈校区「あじさいの会 ふれ

あいサロン」に参加して 2020/03/24 

7)  研究報告（令和元年度） 

2020/05/28 

8)福岡市早良区田隈校区「はまゆう ふれあい

サロン」に参加しました 2019/12/16 

9）福岡市早良区田隈校区 

「はまゆう ふれあいサロン」に参加して 

2019/12/06 

10)西部ガス点検員が地域の高齢者ふれあいサ

ロンに参加しました 2019/11/11 

11）研究報告（平成 30年度） 

2019/05/28 

12)Sigma theta tau 国際看護学会で研究成果を

発表しました 2019/03/01 

13) 第 1 回国際シンポジウムで「新たな地域高

齢者に向けた社会貢献の挑戦」をテーマに掲げ

シンポジウムを開催しました 

2019/01/05 



   

14) 第 38回日本看護科学学会で、「産官学連携

による地域高齢者ケアサポートの展開（第 2期）」

をテーマに交流集会を開催しました 

2018/12/17 

15) 研究報告（平成 29年度） 

2018/05/28 

16)西部ガス検針員がコミュニケーションを学

ぶ 

2017/10/10 

 
１０．知的財産権の出願・登録状況 
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