


めざす社会
＝最期まで自宅や地域で元気に暮らせる社会

■目標

①健康自立寿命の延伸・最大化：Healthy Ageing/Assistive Technology

②最期まで自宅・地域で暮らせる地域包括ケアの体制：Ageing in Place

③高齢者の社会的包摂と社会参加の促進：Social Inclusion/Participation

■施策： 目標達成のための地域社会の物的・社会的生活環境の整備

④虚弱化予防活動等を含む一次予防（健康増進）活動の促進

⑤心身が弱ってきた高齢者の自立的生活を支える、安全安心・機能支援的住環境＋地
域協働の見まもり・生活支援体制＋権利擁護・意志決定支援体制

⑥地域の多世代交流・地域活動・地域産業を活性化する地域の物的社会的生活環境



1. 背景
1.1 世界の超高齢化の状況







日本（全国）の年齢別人口構成予測
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少子高齢化による社会的ニーズの変化

単身高齢者世帯（一人暮らし老人）の増加（全国）

認知症高齢者(65歳以上)の増加予測（全国）

２００２ ２０１５ ２０２５

高齢者に対する割合（％）

１.４９

６．３

２.５０

７．６

３.２３

９．３

世帯主が65歳以上の世帯

一般世帯

6.09

33.1%

6.14

34.8%

4.7

35.1%
夫婦のみの世帯

6.80

36.9%

5.66

32.2%

3.86

28.9%単身世帯

18.4317.6213.38 

49.6450.4849.04 

２０２５２０１５２００５

（百万世帯）

認知症高齢者数（百万人）



1.2.やがて来る人生100年時代

日本人の死に方



平均寿命の推移と将来推計：まだまだ延びる平均寿命

•平成26年版 高齢社会白書（全体版） <http://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2014/zenbun/>



日本人の平均余命（2013年）

<http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/life/life13/dl/life13-02.pdf>

65歳男性で19年84歳
65歳女性で24年89歳

＊老衰・熱中症以外の原因に
よる死亡率が年々低下



日本人の寿命中位数と死亡最頻値（2013年）

寿命中位数：男83歳，女89歳

奥村晴彦 <https://oku.edu.mie-u.ac.jp/~okumura/stat/life_expectancy.html>

死亡最頻値：男88歳，女92歳



高齢者の主な死因別死亡率の推移

•平成26年版 高齢社会白書（全体版） <http://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2014/zenbun/>



死因の上位１０ (2010年)

<http://tmaita77.blogspot.jp/2011/12/blog-post_13.html?m=1>



主な不慮の事故の種類別にみた死亡数の年次推移 1995-2008

•厚生労働省：平成 21 年度「不慮の事故死亡統計」の概況

•http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/tokusyu/furyo10/index.html

http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/tokusyu/furyo10/index.html


家庭における主な不慮の事故の種類別にみた死亡数の年次推移 1995-2008

• 厚生労働省：平成 21 年度「不慮の事故死亡統計」の概況
• <http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/tokusyu/furyo10/01.html>

http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/tokusyu/furyo10/01.html


1.3. 要支援者・要介護者の状況



要介護度別認定者数の推移

•平成26年版 高齢社会白書（全体版） <http://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2014/zenbun/>



年齢階層別要介護者の実数：2010年

※（平成22年11月審査分）介護給付費実態調査および国勢調査から作成
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年齢別要介護者の割合

•※（平成22年11月審査分）介護給付費実態調査の概況をもとに東京大学高齢社会総合研究機構作成



年齢別要介護者の割合（男女別） 2010年

•※（平成22年11月審査分）介護給付費実態調査の概況をもとに東京大学高齢社会総合研究機構作成

要支援・要介護者の割合（女）

要支援・要介護者の割合（男）

要介護３以上の者の割合（女）

要介護３以上の者の割合（男）

％



年齢階層別要介護者の実数：2010年

※（平成22年11月審査分）介護給付費実態調査による年齢別給付率と社人件人口中位推計から作成
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65歳以上要介護率：11.9%
75歳以上要介護率：24.5%



年齢階層別要介護者の推計：2015年

•※（平成22年11月審査分）介護給付費実態調査による年齢別給付率と社人件人口中位推計から作成
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75歳以上要介護率：26.1%



年齢階層別要介護者の推計：2030年

•※（平成22年11月審査分）介護給付費実態調査による年齢別給付率と社人件人口中位推計から作成

千
人

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

65～69 70～74 75～79 80～84 85～89 90～94 95歳以上

非介護者

要介護５

要介護４

要介護３

要介護２

要介護１

要支援２

要支援１

人口総数：11662万人
65歳以上人口： 3685万人
65歳以上要介護者数：718万人
65歳以上要介護率：16.3%
75歳以上要介護率：29.5%



年齢階層別要介護者の推計：2050年

•※（平成22年11月審査分）介護給付費実態調査による年齢別給付率と社人件人口中位推計から作成
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年齢階層別要介護者の推計：2060年

•※（平成22年11月審査分）介護給付費実態調査による年齢別給付率と社人件人口中位推計から作成
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75歳以上要介護率：34.4%



2010年の高齢者の要介護認定者数は398万人。

2010年と同様の年齢別要介護率が続くならば：

2030年の要介護者数は718万人

2060年で842万人となる。

2010年：生産年齢人口20人で要介護者１人を、

2030年：生産年齢人口10人で１人を、

2060年：生産年齢人口5人で１人を、支える社会

要介護者増加と生産年齢人口減少の趨勢の帰結



健康寿命＝要介護１になるまでの期間

要介護期間＝要介護２以上の期間

ピンピンコロリとは逝けない実態

健康寿命も延びているが、
平均要介護期間も延びている。

要介護になる時期をできるだけ遅
くすることで、要介護期間を最小化

したい！

要介護になっても、住み慣れた自
宅や地域内で、最小限の介護を受
けながら、できるだけ自立的に暮ら

したい！



健康寿命＝要介護１になるまでの期間 要介護期間＝要介護２以上の期間



健康寿命＝要介護１になるまでの期間 要介護期間＝要介護２以上の期間



健康寿命＝要介護１になるまでの期間

要介護期間＝要介護２以上の期間

ピンピンコロリとは逝けない実態

健康寿命も延びているが、
平均要介護期間も延びている。

要介護になる時期をできるだけ遅
くすることで、要介護期間を最小化

したい！

要介護になっても、住み慣れた自
宅や地域内で、最小限の介護を受
けながら、できるだけ自立的に暮ら

したい！



1.4. ヘルシーエイジングの戦略

健康自立期間の最大化をめざして



加齢にともなう
健康自立度

低下のパターン

・若死型

・だらだら下り型

・ピンピンコロリ型

いかにカーブを右上に
シフトさせるか

生活支援機器の活用
や住環境の改善で機
能的活動能力を高め
ることも重要



WHOの提唱するヘルシーエージング促進施策展開のコンセプト

医療サービス

介護サービス

尊厳あ
る生活
を支え
る介護

住環境

健康増進活動の促進（１次予防）

物的社会的バリアーがなく、低下した自立的生活能力を補うような生活環境の形成

介護予防活動の
促進（２次予防）

虚弱化予防・健康増進

生活習慣病予防・早期発見

慢性
疾患
のケ
ア

道具等を用いて発揮できる機能的能力

生身の心身の能力

自立的生活能力の高位安定期 自立的生活能力の減退期 自立的生活能力の喪失期

□心身の健康自立度を下
げないようにすること

- 生活習慣病予防

- 虚弱化予防

- 慢性疾患のケア

- 健康増進（１次予防）

- 介護予防（２次予防）

- 生活支援・介護

□生活支援機器の活用や
住環境の改善で実効的活
動能力を高めること

- バリアフリー環境整備

- 生活支援的環境整備

- 社会的参加障壁の除去

加齢にともなう
活動能力

低下を底上げ
するための施

策



1.5． 要介護にならないために



要介護になった主な原因

•平成26年版 高齢社会白書（全体版） <http://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2014/zenbun/>

骨折・転倒認知症脳卒中 心疾患 関節疾患

メタボ ロコモ





37

外出機会と歩行障害リスク・認知症リスク

以上

未満 未満

以上

The generating risk of gait disorder The generating risk of dementia



1.6. 活力ある超高齢社会の
地域社会を創る

最期まで自宅や地域で元気に自立的に暮らしていける地域社会

安全安心快適アクセシブルな住まいと地域の環境

社会的包摂・社会参加の機会と場の確保

コミュニティケア（地域包括ケア）システムの確立



 人生100年時代の到来／元気高齢者の急増／要介護者の急増
 健康自立寿命を最大化する「食う・寝る・遊ぶ」を可能にする社会環境を作る必要
 高齢者は孤立化し家に引きこもると（食う寝る遊ぶが劣化して）虚弱化してしまう
 高齢者が外に出て、体を動かし、人と交流し、社会参加できる地域社会の物的・社会
的生活環境をつくることが健康寿命を延ばす鍵でもあり社会の活力を保つ鍵でもある

活力ある超高齢社会をつくる道

地域包括ケア体制の整備も重要だが、要介護にならないようにする（＝要介護
期間を最小化し健康自立期間を最長化する）物的・社会的生活環境を整備し、
高齢者の活力を積極活用する社会を構築することが重要

① 高齢者の健康自立期間を延ばし、社会参加を促し、高齢者も社会の支え手とする、
地域社会の物的・社会的生活環境を実現すること。
• 要介護期間を最小化・自立的期間を最長化すること： 予防医学・介護予防・健康づくり活動・食養問題

• 引きこもりを防ぎ社会参加を促すことが健康寿命を延ばす鍵： 地域活動・いきがい就労・社会参加

② 高齢者の活動レベルが低下して介助が必要になった場合でも、施設に収容するので
はなく、住みなれた地域社会の中で、できるだけ自立的に、活力を維持しながら暮ら
せる、コミュニティを実現すること。
• 次世代地域包括ケア：地域住民や企業と連携した在宅介護・在宅医療システム

• 心身が多少弱っても地域で暮らせる生活環境 （すまい/まちづくり・バリアフリー・生活支援システム・モビリティ・コミュニ
ティ交流スペース）



めざす社会
＝最期まで自宅や地域で元気に暮らせる社会

■目標

①健康自立寿命の延伸・最大化：Healthy Ageing/Assistive Technology

②最期まで自宅・地域で暮らせる地域包括ケアの体制：Ageing in Place

③高齢者の社会的包摂と社会参加の促進：Social Inclusion/Participation

■施策： 目標達成のための地域社会の物的・社会的生活環境の整備

④虚弱化予防活動等を含む一次予防（健康増進）活動の促進

⑤心身が弱ってきた高齢者の自立的生活を支える、安全安心・機能支援的住環境＋地
域協働の見まもり・生活支援体制＋権利擁護・意志決定支援体制

⑥地域の多世代交流・地域活動・地域産業を活性化する地域の物的社会的生活環境



住
【物的空間的生活環境】

居住環境・歩行環境・街並景観

交通環境・商業施設・コミュニティ施設・オープンスペース・交流の場

い

しょく

じゅう

医
【ケア・サポート環境】

医療・看護・介護・保育・教育・福祉

食・職
【社会的生活環境】

生業・就労・通勤・買物・食事・
家事・育児・団らん、語らい、交歓♪♥

社会参加

社会的包摂

一次予防・健康づくり

医療・看護・介護
（公助型地域包括ケア）

居住環境
［安全・健康・利便・快適］

コミュニティ
活動の領域

居場所問題

コミュニティの生活環境インフラの階層構造

アプローチ：地域社会の物的・社会的生活基盤をつくる





学位プログラムの概要
本学位プログラムは高齢社会総合研究機構を中核組織として９研究科・２９専攻が参画

し

修士・博士一貫の課程を通じ、

①所属専攻において、深い専門的研究能力を涵養すると同時に、

②本プログラム固有のカリキュラム、すなわち、

【講義】高齢社会問題に関する俯瞰的講義群（必修・選択必修10単位以上取得）と

【演習】分野横断的研究指導、実践家によるケーススタディ・セミナー、フィールド演

習、グローバル演習等（必修・毎学期１単位）を履修することを通じて、

高齢社会問題に関する俯瞰力と、分野横断的チームを率いて実社会の問題解決に取り

組む実践的課題解決能力を涵養するプログラムである。

プログラム修了後には、プログラム修了証が授与されると同時に、博士の学位記に「活

力ある超高齢社会を共創するグローバルリーダー養成プログラム修了」と付記される。



2.2 育成すべき人材像とカリキュラムの構成

①俯瞰的総合的知識（━）
■高齢社会問題に関する体系的講義群：
・必修・選択必修：9科目＋選択科目：19科目
・高齢社会に関する俯瞰的総合的知識を修得

②専門的研究能力（┃）
■博士研究：
・高齢社会問題に関する独創的で有用性
の高い専門的学術研究（博士研究）を専攻
において遂行
・コアセミナー等を通じた分野横断的指導
体制・学際的視野の確保

③実践的課題解決能力（＋）
■フィールド演習
・地域連携・産学官民連携型演習
（グループ共同研究）
・対人ケア実習
分野横断的チームにより現実の
課題解決に取り組む演習を通じて、
実践的課題解決能力を育成

高齢社会の真のニーズを理解

高齢社会の真のニーズに有効に
応える独創的画期的な研究

実社会のリアリティに向き合い、シ
ステムを共創・実装・運営する手法・
技術を実践し体感的に理解し修得

④グローバルなリーダーシップの育成（♥）
■グローバル演習
・英語インテンシブ・レッスン（１年間）
・外国人教員等によるバイリンガル授業
・国際シンポ・国際セミナー
・国際学生ワークショップ／スタジオ
・海外研修：短期留学／インターンシップ
・国際学会等発表支援・国際調査等支援
・国際共同研究

【育成すべき人材像】 ［Ｔ＋♥型］ の 「共創リーダー」
■ 世界各地で活力ある超高齢社会の共創をリードする人材
 地域住民・市民を含む分野横断的チームを率いて実社会の課題を解決できる人材
 高齢社会問題に関する俯瞰的総合的知識と、特定分野における専門的研究能力に加え、分野横断的専
門家チームを率いて課題解決に取り組む能力を備えた、博士レベルの人材。

グローバルな共感力・活動力を涵養



多様なキャリアパスの想定
職能タイプ 学生時代（博士研究） スペシャリスト時代（〜40歳） ディレクター時代（〜55歳）

ジェロントロジー・
サイエンティスト

ゲノム解析・ビッグデータ分析等に
より、高齢者の身体的特性の民族
的相違を把握した上で「アジア人
の健康長寿に適した食生活のスタ
イル」を明らかにする

グローバル食品企業の研究
開発部門において、アジア人
向けの新しいサプリメントや、
高齢者向食品を研究開発

スピンアウトして、食を通じた
健康づくりに関する国際的ベ
ンチャー企業を創設

ライフサポート・
エンジニア

産学協同研究を通じてマルチセン
シングと人工知能を応用した自動
緊急事態検知・通報機能を備えた
「安全安心インテリジェント住宅」
の基本技術を開発

ハウジング・メーカーの研究
開発部門に入社し、「安全安
心インテリジェント住宅」シス
テムを実用化

同企業の研究開発部門の
ディレクターとして、次世代の
健康長寿住宅の体系的包括
的な研究開発を主導

ケアシステム・
ディレクター

地域におけるサポートセンターの
試行実験を踏まえ、実効性のある
「要介護以前の高齢者サポートシ
ステム」のプロトタイプを開発

大手介護事業者の企画部門
において、某県における多目
的コミュニティサポートセン
ターの展開を企画・推進

地域における健康づくりの経
験を踏まえ、大学に戻って健
康づくりのシステムを深化さ
せる教育研究に従事

ソーシャル・ビジネ
ス・コーディネーター

被災地復興におけるシニア層によ
るコミュニティ・ビジネス起業を支
援する活動経験を踏まえ、「コミュ
ニティ活動のファシリテーション」
の新しい方法論を体系化

大手ICT企業の下で、コミュニ
ティ・ビジネス起業をサポート
するソーシャル・ネットワーク・
サービス子会社を設立・運営

スピンアウトして、コミュニティ
活動コーディネーターを育成
し、地域のコミュニティ活動を
支援するインターミディエトリ
NPOを創設

まちづくりプランナー
/デザイナー

連携地域における社会実験を通じ、
高齢者を引きこもらせずコミュニ
ティにおける交流活動に誘い出す
「人の集うコミュニティースペース
の整備方式」を体系化

自治体のまちづくり部門の職
員として、同市のまちづくりの
企画調整推進にあたる

公務員を辞職し、独立の「ま
ちづくりコンサルタント」を開
設。学界・協会のオピニオン
リーダーとして活躍。55歳で
某市の市長となる

制度/政策デザイ
ナー

各国の高齢者関係法の現状を調
査し、「高齢者法の国際比較研
究」を博士論文としてまとめる

国家公務員（厚労省）として
高齢者基本法および関連法
の創設・改正を担当。その後、
国際機関に出向

、公務員を辞職し、高齢者の
権利保護を推進するための
政策シンクタンクを設立。そ
の後、政治家として国政に貢
献

グローバル・リーダーの
モデル

国際機関において世界の高
齢社会政策の展開を主導

ex. 緒方貞子氏
狩野恵美氏

(WHOテクニカルオフィサー)

世界各国の都市において
超高齢社会対応の都市づ
くり・まちづくりの計画・デザ

インを指導。
ex.ヤン・ゲール氏：
（都市デザイナー）
ジャイメ・レルネル氏：

（元クリチバ市長）

高齢者のニーズに応える
新会社を起業し世界的企

業へと展開。
ex. 高島宏平氏：
（オイシックス社長）

超高齢社会向けの市民活
動を支援する国際的支援

団体を組織。
ex. ムハマド・ユヌス氏：
（マイクロクレジット創始
者・ノーベル平和賞）

＊なお、本プログラム参加30専攻の博士課程修了者の就職先の70%（180人/255人）は大学以外の企業や公的機関等である（2012年度修了者実績）





・Ｆ演習フィールドの提供
・演習インストラクターの派遣
・産学官民連携型共同研究

・プログラム担当教員
・プログラム協力教員

・インストラクター/メンター

・短期派遣留学生受入
・海外教員による指導
・国際外部評価委員会

修士課程入学(35名)

４年制
博士課程
入学
(5名)

博士課程
から編入
（外国人
・社会人）

(5名)

既存専攻
修士修了

就職・
既存専攻

博士課程進学
(15名)

QE1

QE2

QE3

博論審査

M1

医D1
M2

医D2
D1

医D3
D2

医D4
D3

専門科目(B1)
（専攻の科目群）

横断科目(C1)
（講義・F演習・G演習）

専門科目
(B2)

横断科目
(C2)（F演習）

上級専門科目
(A1)

上級横断科目(C3)
（講義・F演習）

横断
(C1)

専門
(A0)

横断
(C1・3)

専
門

(A1)

海外短期留学

上級専門科目(A2)
上級横断科目(C4)

（F演習・横断的研究指導）

博士論文研究

博士修了者

(30名)

民間企業 医療・介護事業

研究機関・大学

国際機関政府・
自治体

NPO/NGO

ベンチャー
ビジネス

多様なキャリアパス
超高齢社会を共創する取組を主導するリーダーとして活躍

各専攻の博士の学位に付記：
活力ある超高齢社会を共創するグ
ローバルリーダー養成プログラム修了

活力ある超高齢社会を日本・世
界で共創するグローバル・リー
ダーを、東京大学・高齢社会総
合研究機構を中心に東京大学の
９研究科29専攻が総力をあげて

養成

質保証：評価のシステム

□QE1：学業成績の他、F演習とコアセミナーを通じて適性
を評価

□QE2：修士研究の発表討論を通じた専門的研究能力の
評価・研究室選択の助言

□QE3：研究計画の評価による博論着手資格審査

□博論審査：学外審査員を含む公開審査会

運営委員会

国際外部評価委員会

カリキュラム委員会 学生評価指導会議 連携推進委員会

海外連携大学
ミシガン大、オックス

フォード大、ミズーリ大、
シンガポール大、ソウル

大（他）

産学官民連携体制
・ジェロネット参加企業（約60

社）
・ＨＩＰ参加企業（33社）

・自治体等：柏市・横浜市・川崎
市・福井県・釜石市・大槌町（他

分野横断的教員組織

・東京大学・高齢社会総
合研究機構を中心に、
東京大学大学院の９研
究科・29専攻が参加

カリキュラムの特色

□Ｆ演習： フィールド演習： 地域連携・産学官民連携型フィールド演習／ケアシス
テム実習
□Ｇ演習：グローバル演習「英語によるコミュニケーションとプレゼンテーション」「国
際共同ワークショップ／スタジオ」
□Ｃセミナー：１年次〜５年次まで横断科目として継続して行われる分野横断型コ
アセミナーを通じた研究指導

参加学生はプログラムの全面的サポートに支えられ高齢社会問題解決に資する博
士研究に邁進

20名

９研究科・29専攻・１機構の有機的連携体制

高齢社会総合研究機構 【工】社会基盤学専攻、建築学専
攻、都市工学専攻、機械工学専攻、精密工学専攻、化学
システム工学専攻、先端学際工学専攻 【人社】社会文化
研究専攻 【教育】総合教育科学専攻、学校教育高度化専
攻 【法】総合法政専攻 【総合文化】広域科学専攻 【農】
生産・環境生物学専攻、応用生命化学専攻、水圏生物科
学専攻、農業・資源経済学専攻、生物・環境工学専攻、応
用動物科学専攻、獣医学専攻 【医】社会医学専攻、生殖・
発達・加齢医学専攻、外科学専攻、健康科学・看護学専攻、
国際保健学専攻 【新領域】先端エネルギー工学専攻、メ
ディカル情報生命専攻、人間環境学専攻、社会文化環境
学専攻 【情報】知能機械情報学専攻

プログラムの概要





所属専攻におけるカリキュラムと並行して履修する
本プログラム固有のカリキュラム

(1)高齢社会問題に関する俯瞰的講義群：（修了要件：必修・選択必修の中から１０単位以上を取得）

高齢社会総合研究学概論 I（２単位） ：高齢者の体と心:老いとつきあう（必修）

高齢社会総合研究学概論 II（２単位）：高齢社会のリ・デザイン（必修）

（特論I）高齢社会を支える諸制度 （２単位）（選択必修）

（特論II） 高齢社会の住まい・まちづくり（２単位）（選択必修）

（特論IV）高齢社会のケア・サポート・システム（２単位）（選択必修）

（特論VI）高齢者法（２単位）（選択必修）

（特論VIII）高齢社会の人文学・社会科学（２単位）（選択必修）

（特論IX）高齢者の食と健康（２単位）（選択必修）

（特論X）ジェロンテクノロジー：高齢者のニーズに応える生活支援技術（２単位）（選択必修）

（選択科目群）

平成28年度は１９科目の高齢社会問題関連講義（各0.5～２単位）を各専攻において開講



所属専攻におけるカリキュラムと並行して履修する本プログラム固有のカリキュラム

(2) 演習（必修：毎学期１単位）

■Ｃ演習）コアセミナー

• 分野横断的研究指導： 多様な分野の教員や学外実務家等が参加する研究発表会による分野横断的な

研究指導と切磋琢磨の機会

• ケーススタディ・セミナー：高齢社会への取組の第一線で活躍する専門家を招聘して行う対話型セミナー

■Ｆ演習）フィールド演習：

＊実社会において、高齢者・生活者・市民に向き合い・寄り添いながら、共に現実の課題解決に取り組む

フィールドワーク型演習

F1）地域連携・産学官民連携型グループ共同研究： 分野横断的チーム（多様な研究科に属する学生３〜９

名＋若手指導教員（講師・助教）＋シニア教員＋学外インストラクター）により、住民・地域の専門職・行政・ケ

ア事業者・民間企業等と連携しながら地域社会の現実の課題に取り組むグループ共同研究

F2）対人ケア実習： 多様な高齢者や市民に寄り添い心を通わせる力を育てる実習

■Ｇ演習）グローバル・リーダーシップ能力育成のための科目

・「英語によるコミュニケーションとプレゼンテーション」（毎週土曜４時間・入学１年目のみ）

・海外研修制度（概ね６ヶ月以内の海外留学またはインターンシップを支援）

・国際シンポジウム／国際セミナー／国際ワークショップ／国際共同スタジオ／（随時）

・国際学会等発表支援・国際調査等支援（旅費支給）

・国際共同研究（研究インターンシップ）





分野横断的なプログラム担当教員群（2016年度）







海外の有力なジェロントロジー
教育研究拠点（５大学）のキー

パーソン

若手特任講師（３名）

学内プログラム担当教員４７名（2016年度
）



学外の実践的専門家群（１４名）



若手・気鋭の特任助教群（10名）2016年度

















グループ共同フィールド演習の概要

① 高齢者の終末期の意志決定・意思表明支援の手法：認知症高齢者に対する意思決定支援の方法を探る（介

護事業者（認知症カフェ運営者）と連携）

② 在宅介護で暮らし続けられる条件： 要介護高齢者における居住場所や介護方式の選択について、集団的意

思決定プロセスとその制約要因を解明する（訪問看護ステーション等の介護事業者と連携）

③ 弱らない・弱っても暮らし続けられる住まいと地域の住環境：転倒骨折を予防し転倒骨折後も住み続けられる

住宅・地域環境を明らかにする（ダイワハウス・新日鉄興和不動産と連携）

④ 包括型コミュニティサポート活動の展開：活動的な高齢者コミュニティを構築するための介護予防、生活支援、

コミュニティ活動プログラムとファシリテーション方法論の開発（柏市・大槌町・UR・ダイワハウスと連携）

⑤ 農ある暮らし： （今年度は④と合同で実施）空洞化する郊外住宅地内の空地の菜園的利用・農業的利用や限

界集落地域のセカンドハウス型菜園付住宅開発を考える（奥多摩梅沢ふれあい農園・鎌倉市・今泉台まちづく

りNPO等と連携）

⑥ 高齢者の食生活における問題点とその解決策の提案：有料老人ホーム入居高齢者の食形態と心身の健康に

関する研究（有料老人ホーム事業者と連携）

⑦ ロボティクスを活用した高齢者の生活支援の可能性と課題：高齢社会を支援するロボットのより良い導入法の

検討：３つのニーズ：A介護者の支援・B高齢者自身の支援・C人間ではできないことの実現（Boschと連携）

＊いずれのグループ共同研究も、企業、介護事業者、自治体等と連携して行っているため、地域連携型グループ共

同研究と産学連携型演習を一体化して実施している。



認知症高齢者に対する意思決定支援の方法
―認知症カフェを題材に―

研究目的：認知症高齢者の日常的な意思決定のプロセスを把握し、周囲で支える人々は認知
症高齢者の意思決定をどのように支援しているかを認知症カフェを通じて知る

（1）アプローチ

【課題1】判断能力の不十分な
認知症高齢者の意思決定能力
を把握。また、当事者は自身の
意思に沿って行動する際に、周
囲の人々の支援をどのように
感じているのか？

【課題2】周囲の人々は、認知症
高齢者の行動の背後に存在す
る意思をいかに解釈・判断する
ことで、当事者の意思に沿った
行為（意思決定能力）を支援し
ているのか？

①

（2）研究課題

認知症高齢者、（家族などを含む）支援者の関係性
の中で行われる日常的な意思決定のプロセスを把
握でき、その背後にある多様な考え方・生き方を理
解することができる。さらに、認知症高齢者の保護と
自立をどう調和させることができるのか、という糸口
を見出すことができる。

（3）研究の到達目標
日常での認知症高齢の

意思に沿った行動を支援する仕組みの構築のために

（4）スケージュル
当事者、家族・地
域、専門家の三者
が継続的に顔を合
わせ当事者の行為
の意図を理解して
いることが支援の
基盤となっている

▶調査対象： ①認知症高齢者（家族含む）とカフェスタッフ、友人、周りの人 ②認知症カフェの場
▶調査方法： ①上記対象者へのインタビュー 調査 ②認知症カフェが提供するプログラムに参加し観察
▶調査項目： ①認知症高齢者が自分の意思に沿って行動しているのかどうか

②認知症高齢者の生活上の困りごととその対処方法
③認知症高齢者への具体的支援内容 ④認知症カフェの運営形態

▶平成28年度：認知症カフェに継続的に参加して，認知症
高齢者と周囲の人々との関係性を築き，【課題1】および
【課題2】を明らかにする。
▶平成29年度：【課題3】に対する提言を行う。

【課題3】認知症高齢者が（真の）意思や価
値観に基づいて暮らし続けるため、また、
他者の意思決定に関与するための支援
の基盤を維持・発展させるために、どのよ
うな場や地域の仕組みが必要か？



②在宅介護で暮らし続ける

目的：要介護高齢者における居住場所や介護方式の選択について、

集団的意思決定プロセスとその制約要因を解明する

マクロ要因

（地域の介護

サービス環境）

メゾ要因

（家族の仕事・価値観

／経済状況／住宅）

ミクロ要因

（個人の身体・

認知機能／価値観）

方法：
要介護度別に、高齢者、家族、ケアマネジャー

に対する質問紙にもとづくインタビュー調査を実施

ねらい：
1）居住場所・介護方式の意思決定プロセス

2）本人の希望の実現を妨げている制約要因

を解明し、希望の実現に向けた方策を考える

居住場所の希望

予想される成果：
1）意思決定のための相談機会や必要な知識は

不平等に配分されていると予想される。

2）非家族によるフォーマル・インフォーマルな

相談機会の設計が、本人の希望を尊重した

地域包括ケア構築の鍵となる。



アプローチ：

③「弱らない・弱っても住み続けられる」住まいと地域の住環境

目的：転倒骨折を予防し転倒骨折後も住み続けられる住宅・地域環境を明らかにする

地域

 目的：転倒後の外出促進要件の探索
 方法
1. 転倒骨折後も外出できるコミュニティの空間

的要件を把握
2. 転倒骨折後も閉じこもらず外出するコミュニ

ティの社会的要件を把握

 目的：安全住宅要件の探索
 方法
1. 「転倒アンケート」データを整理
2. 先行研究レビュー (医学系×建築系)

3. 訪問調査 (アンケート回答者＋東大病院受療者)
4.転倒骨折の要因と機序、転倒後も住み続けられる
住環境の要件を明らかにする

住宅

■対象者：転倒・骨折者＠文京区、青葉区、柏市
転倒・骨折入院患者＠東大病院

!

!

心身要因
転倒耐性の低下
筋力、平衡覚、視力

骨密度

住環境要因

段差、手すり、照明

床・家具・支え

地域の移動環境
社会的サポート

外出頻度低下
活動範囲縮小
閉じこもり！

転倒不安 骨折・入院

社会的孤立
認知機能の障害

要介護・寝たきり

きっかけ
動作

緊急通報・救援



④⑤包括型コミュニティサポート活動@柏、奥多摩、鎌倉他

目的：活動的な高齢者コミュニティを構築するための介護予防、生活支援、
コミュニティ活動プログラムとファシリテーション方法論の開発

１．コミュニティ環境調査・形成

２．参加者体験型課題抽出

３．対応策のパッケージ化

４．コミュニティ活動の実践

Ad-hoc anal.

Post-hoc anal.

Fields:柏、鎌倉、奥多摩、大槌町など

Based on
○各種事例・文献との比較
○専門家の意見聴取
○民間企業の取組み調査

Continual observation
○質的調査：観察・インタビュー
○アンケート・認知機能・身体機能の調査

５．循環的合意形成

Method
○居住環境点検
○参加者を集めてＫＪ法
○アンケートインタビュー

移動！暮らしの保健室を通
し住民ニーズを把握。日曜
大工講座を通じて、住民交
流サークルを立ち上げ。住
民同士の緩やかな見守り
（ドアノブにみかんを置い
て、安否確認）へ展開

小さな映画会。映画の感想
を話し合い、今後のニーズ
を探る。配偶者死亡後初め
ての外出の方など、緩やか
な外出目的となる。現在、
住民による自主開催へ移行

空き地調査、住民ＷＳを開
催、農地を核としたシニアの
生きがい調査。農地活動か
らまちづくりへと関心を広げ
たいことがわかる。地域世
代間交流会の実施を支援。

包括型コミュニティサポート活動の現状と課題
 映画会、日曜大工、健康教室などをきっかけに住民ニー
ズを探り、サークルを立上げ、支え合いや地域づくりへと
展開させる手法を開拓

 いかなる企画であれば、いかなる男性・女性シニアが集ま
るのかについて、系統立てた方法論は未開拓。

 これらを単発ではなく、地域で統合的に仲間づくりから生
活支援へと発展させる手法への挑戦



目的：高齢者の食と栄養の現状と課題を包括的に捉えるため、
多分野の独立した知見をまとめる

⑥高齢者の食生活における問題点とその解決策の提案
有料老人ホーム入居高齢者の食形態と心身の健康に関する研究

1. 施設高齢者がとっている食形態は心身の健康 (QoL、低栄養、抑うつ)と関連があるかを検討する （質問紙調査の
実施）

2. その食形態に関連する要因を検討する （面接調査の実施）

要介護前の自立した高齢者の孤食と共食の実態 「孤食」に至るプロセス解明

食形態の決定要因を探索

高齢者本人の食生活満足度や
QoLの向上



⑦ 高齢社会を支援するロボットのより良い導入法の検討

Approach

Objective：様々な身体的・認知的状況にある高齢者やその支援者のロボット支援の
ニーズを明らかにし，効果的な導入法を提案する
（仮説）３つのニーズ：A. 介護者の支援・B. 高齢者自身の支援・C. 人間ではできないことの実現

自立支援 コミュニケー
ション支援

Question-
naire

Q
Inter-
view

G o o d
in t e r a c t io n

1. ロボット
シーズの調

査

Seniors &
supporters

2. 生活やロボット
に関するニーズ調査

3. インタラクショ
ン調査










