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第４章　慶應義塾大学大学院博士課程リーディングプログラム
Chapter 4  Program for Leading Graduate School, Keio University



　慶應義塾大学博士課程教育リーディングプログラム「超成熟社
会のサイエンス」では、急速な少子高齢化や、低成長経済の定着等、
超成熟社会が本格化する中で、専門性と総合力をともに備えた博
士人財の育成に取り組んでいます。本プログラムの学生は、修士・
博士研究のテーマとは並行して、超成熟社会の社会課題の抽出と
解決策を立案する活動を行い、その成果を政策提言として発信して
います。
   超成熟社会を構成する要素の一つとして「超高齢社会」が挙げら
れます。私たちが直面している超高齢社会に関する政策提言を、エ
ビデンスを 基にした説得力あるものにするため、これまで 2 つのプ
ロジェクトに取り組んできました。

The Keio-Kawasaki Aging Study
　１つは、高齢者の生活実態に関するデータベースの構築です。川
崎市、中原区のご協力を得て、パネル調査（The Keio-Kawasaki 
Aging Sutdy: K2 study）を縦断的に実施しました。このデータベー
スは、2014 年度に第 1 回パネル調査を、2016 年度には第 2 回パ
ネル調査（フォロー調査）を実施しました。そして、本データベー
スをより充実させるために、2016 年度には川崎市中原区において新
規調査を、また他地域との比較を行うため、東京都渋谷区でも新
規調査も実施し、現在、約 1400 名（ベースライン時）が登録され
るデータベースへ成長しています。さらに、2018 年 2 月より第 3 回
パネル調査を実施しています。
　本データベースには３つの特徴があります。第１に、今後、急速
に増加が予想される 75 歳以上の後期高齢期、超高齢期の高齢者
のデータベースである点です。本データベースを利用することにより、
後期高齢期以降の健康状態やライフスタイルを把握することができ
るだけでなく、長期化する高齢期内の多様性を把握することができ
ます。

慶應義塾大学博士課程教育リーディングプログラムにおける
超高齢社会に関するプロジェクトの取り組み
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第２に、データ内容の豊富さです。本データベースには、健 康、
well-being、ソーシャル・キャピタルをキーワードにした、多様な
指標が含まれています。第３に、本データベースは単体の価値観に
加えて、自治体などの関連資料（市・区統計、地域の商店街や商
工会の資料、医療や福祉施設のデータなど）と合わせることで、
複合的なデータベースを構築することが可能です。さらに、分析結
果に基づいて、新たにフィールドワークに展開する、あるいは問題
が生じている地域コミュニティに対して介入を伴う研究に発展させる
ことも可能です。
　本データベースを基にした解析の中で、ソフト面、ハード面に地
域環境の充実が、高齢期の幸福感や認知機能の維持・恒常に影響
することや、身体機能・認知機能がたとえ低下をして、周囲からの
サポートが必要になっても尊厳を感じる経験をして生活することが
重要であることも明らかになってきています。本データベースを基に
科学的なエビデンスに基づいた骨太な政策提言を行うことを目指し
ています。



認知症プロジェクト
　超高齢社会をテーマとして、学生と取り組んできたもう一つの活
動は「認知症プロジェクト」です。認知症プロジェクトはデルフト
工科大学、専修大学、青山学院大学の学部、大学院の学生たちが
参加するプロジェクトです。認知症の方が社会の中で生活するため
に、医療的視点ではなく心理・社会的視点から何ができるか、学
生たちはそれぞれの問題意識から取り組みました。
　この報告書では本プログラムの学生 4 名が 2年間取り組んだそれ
ぞれの内容を紹介しています。学生たちにとっては、必ずしも大学・
大学院で学んでいない高齢者や認知症に関連した社会問題に対して
「解決策の提案」をするという大変チャレンジングな取り組みとなり
ました。
　このプロジェクトを開始した 2016 年度は、まず事前学習期間を
もち、認知症に関する知識や、行政、地域、家族における認知症
に関する諸問題、および行政や企業の取り組みなどを学びました。
その中には、認知症当事者の方にご講演いただく機会もありました。
認知症を患って生活で困っていることや、日々の楽しみ、認知症の
人の視点で見たときの地域の住みにくさ等について、当事者の方か
ら直接お話をうかがうことができました。
　そして、川崎市や渋谷区ははじめとする、多くの方々のご協力を
得て、学生はそれぞれの問題意識に基づき、介護サービス事業所
等のフィールドへと出かけ、見学やインタビューを行うことで、現状
と課題を把握していきました。また、2017 年 2 月には、日本での
認知症プロジェクトの成果をデルフト工科大学の大学院生や教員へ
紹介し、意見交換を行いました。そして、オランダならではの認知
症施策の現場として、ケア農場・ブーラ農園、認知症の人のための
居住空間ホグウェイ、アルツハイマーカフェ、アムステルダム自由大
学医療センターを見学し、先進的な取り組みを学びました。
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慶應義塾大学博士課程教育リーディングプログラム
「超成熟社会発展のサイエンス」
特任講師

高山　緑

慶應義塾大学博士課程教育リーディングプログラム
「超成熟社会発展のサイエンス」
理工学部・教授

　2017 年度は、それぞれが考えた解決策を社会の中で試行し、最
終的には自治体や国への政策提言を目指して進めてきました。学生
は研究テーマとは並行して認知症プロジェクトを進めるために、時
間的な限りにより、社会の中で十分に試行するには至らないことも
ありましたが、アイデアの一端が少しでも実現するよう、より具体
的な課題を抽出し、計画を明確化してきました。
　全体のプロジェクトとしては終わりを迎えても、学生らは 2年間
取り組んできた内容をさらに進化させ、新しい社会の仕組みやサー
ビスとして社会へと発信し、実行してくれるものと期待しています。



Organization
慶應義塾大学博士課程教育リーディングプログラム

Student
平尾 美佳

Coach
高山 緑・石岡 良子

Year
2016 / 2017

課題（Problem）
　もし自分が認知症高齢者であったら何をしたいと思うか、みなさ
んは考えたことがありますか？私が思い浮かべたことは、不安なく楽
しく過ごしたいということです。認知症になると記憶することが難し
くなり、様々なことを憶えていられなくなるので不安が大きくなりま
す。知らないうちに周囲の人に迷惑をかけてしまって、怒られてしま
うこともあるかもしれません。自分が望むように生活できない日々
が続き、悔しさや悲しみを抱え、不満が爆発しそうになるかもしれ
ません。そのような日々はとても辛いです。私は看護師や施設実習
指導を通して多数の認知症高齢者と関わりました。認知症高齢者の
方々から様々なお話を聞く中で、誰にも文句を言われずに自分の生
活を送りたい、誰かと一緒に楽しい時間を過ごしたい、誰かにかっ
こいいねとか素敵だよと言われたいと聞いたことが印象に残っていま
す。
　本活動は、認知症高齢者が日頃の辛い思いを発散し自分自信に輝
きを感じられるような空間を提供することを目標にしました。徘徊さ
えもかっこいい場面となりえることが理想です。認知症高齢者の人
が輝いていたら、きっと家族も嬉しいと思います。そして、かっこい
い活動であれば自然と若い人の関心も集まり、場の活性化につなが
ります。だれもが無理せずみんながワクワクできる活動は持続可能
性を高めると考えます。

解決策の提案（Solution）
＜デザインアイディア＞
　本活動では、だれでも気軽に楽しめるアクティビティとしてディス
コダンスを提案します。身体と心で音楽を感じるままに踊ることで、
認知症高齢者も周囲の人々も共に楽しみながらストレス発散と適度
な運動ができると考えました。
＜なぜディスコダンスなのか？＞
　関谷ら (2017) の調査では音楽聴取はストレス軽減に効果があると
示されました。DJ OSSHY(2002) によれば、ディスコ音楽は「ミドル
テンポの曲が多く、無理せず体を動かすのに適した音楽であり、子
供やシルバー世代の方々まで幅広く楽しめる」ものです。またディス
コ音楽に合わせて踊るダンスの方法には特にルールがなく、安全で
あれば徘徊さえも空間を形成するワンシーンとなりえます。各人の世
代や身体機能に違いがあっても共に楽しむことができるものとして
ディスコダンスは適していると考えました。
＜ターゲットユーザー＞
　本活動は子供・学生・家族介護者・施設の職員など、すべての人
が対象です。活動にあたっては安全のために 2 人以上の介護医療関
係者が関わるとよいでしょう。また可能であれば DJ や演奏者を呼
ぶことも効果的です。私はインターネットで DJ を探し、電話で交渉
し実際にイベントでディスコダンスを経験しながら関係性を構築して
いきました。

認知症高齢者と若者が一緒に楽しめるディスコダンス会の会開催
ストレス発散に繋がる適度な運動としてのアクティビティの提案
Physical activities and music experiences that both young people and elderly with dementia can enjoy together 
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社会実験（Social Experiment）
< 活動報告①　川崎ヴィラージュ虹ヶ丘 >
開催日：2017年 8月18日（金）
参加者：施設利用者10 名、職員 3 名、学生 5 名
当日の状況：プロのDJが編集したディスコ音楽のCDを聞きながら、
みんなで手を繋いだり、お互いに目を合わせたりして約 30 分間交流
しました。当初、自由に踊ることが最もストレスを発散できると考え
ましたが、完全な自由であると参加者が戸惑うように感じられたた
め、途中から学生が動きを促しました。足首の動きが難しい人に対
しては学生が優しく足首を持って一緒に動かしました。
< 活動報告②　渋谷区総合ケアコミュニティ・せせらぎ>
開催日：2017年 9月 4日 ( 月 )
参加者：施設利用者28名、職員１名、学生７名、DJ1名、ダンサー１名
当日の状況：今回はDJチームの提案で介護福祉の資格を持つダン
サーによる上半身の踊りのガイドを取り入れました。皆軽く汗をかき、
普段あまり動かない人も踊っていたと職員からコメントがありました。
認知症高齢者からもまた来てねと笑顔を向けられ好評でした。参加
者の状態をみながらプロのDJがテンポの調整と曲の合間の声掛け
を行い、ダンサーが曲に合わせた上半身の動きをリードしたため 40
分間の運動も可能であったと考えます。
※①②共に高齢者は全員車椅子に着席し職員の見守りのもと実施しました。

<今後の展望 >
DJが流すディスコ音楽を聴きながら、自分独自のリズムを刻んだり
会場のなかを歩き回ったり歌ってみたり…各人がそれぞれ好きなこと
をしていたとしてもディスコ会は成功します。子供から高齢者まで一
緒になって自然と認知症ケアができてしまうディスコダンス会には大
きな可能性があると考えます。来年度以降は協賛を募り、参加者の
送迎や飲料の提供を行うなどより魅力的で持続可能な活動に発展さ
せます。

ディスコ音楽は初めて聞いた (100％)
ディスコダンスは楽しかった (100％)
ディスコダンスは良い運動になった (100％)
ディスコダンスはストレス解消になった (100％)

第 1 回目の活動後はアンケートを実施
参加者全員による回答結果
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課題（Problem）
　日本では人口の高齢化により、認知症問題はますます深刻化し、
解決するための施策が必要です。本プロジェクトでは、認知症ケア
に関わる問題点を 3 つの視点からまとめました。
　1 点目は「認知症患者」の視点です。認知症の症状には、記憶
障害などの中核症状や徘徊や大声をあげるといった行動・心理症
状（BPSD）があります。認知症の方の生活の質を維持・向上する
ため、認知症の症状に適切に対処する「認知症ケア」を導入する
必要があります。また、そのような認知症ケアの導入は、家族や介
護職員の介護負担の軽減にもつながります。2 点目は「認知症ケア
サービス」の視点です。介護施設で実践される認知症ケアは、エ
ビデンスに基づいて実践することが望まれます。有効性を検証した
ケアを実践することで、ケアの質を評価することができます。3 点
目は「医療・介護保険制度」の視点です。人口の少子高齢化に伴い、
日本は社会保障費の財源確保の問題を抱えています。そのため、
介護保険をはじめとする国からの補助とは異なる、新たな「自立型」
ケアシステムの構築を目指す必要があります。
　これらの問題点に対する解決策として、本プロジェクトでは、経
済的なサイクル創出型の認知症ケアシステムを生み出す「D-Mark 
Project」を提案します。　　

解決策の提案（Solution）
　「D-Mark Project」では、認知症に対する非薬物的療法の「農園
療法」を通じて得られる野菜を売買します。非薬物療法において
従来主流だった薬物療法の問題点である QOL の向上への効果が期
待されています。園芸療法で栽培した野菜に認知症患者が栽培し
たことを意味する「D-Mark」を付加し、販売価格を従来の価格よ
り高価格に設定し、差額をケアコストに割り当てます。この一連の
プロセスを持続的に行うことで経済的なサイクルを創出し、経済的
に自立した認知症ケアステムの構築が可能になります。最終的には、
介護保険をはじめとする国からの補助とは異なる、新たな「自立型」
ケアシステムの構築を目指しています。
　また、「D-Mark」を広めることにより、認知症患者に対する世間
の認識を変えるといった意識改革も同時に実現したいと考えていま
す。本プロジェクトの類似例として農作物生産者支援の仕組みの一
種である「フェアトレードモデル」があります。本プロジェクトは「フェ
アトレードモデル」と非薬物療法である「園芸療法」を組み合わせ、
1 であげた課題を網羅的に解決することを目指した提案です。
　本プロジェクトに関わる対象としては、生産市側として認知症患
者、認知症ケア専門士、栽培専門スタッフ、栽培した野菜の消費者
として地元の企業やレストランなどを想定しています。

D-Mark Project
経済的なサイクル創出型の認知症ケアシステム
Dementia care with economic cycle creation model
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Organization
慶應義塾大学博士課程教育リーディングプログラム

Student
今給黎 薫弘

Coach
高山 緑・石岡 良子

Year
2016 / 2017



社会実験（Social Experiment）
　2016 年度は、認知症に関わる課題の深掘りを行いました。そし
てフィールドワークとして、オランダにあるブーラ農園、及び東京・
町田市の認知症患者当事者のための会（「本人会議～認知症ととも
に歩む～」）を訪問し、取材を行いました。
　ブーラ農園は日本では珍しい「園芸療法を用いた認知症ケア」を
実際に農場で実践しています。現場を見学し、園芸療法の導入時
の問題を取材しました。導入にあたり物理的な環境を整備すること
だけでなく、行政からのサポートが手厚いことが印象的でした。ま
た町田市で開催されている「本人会議～認知症とともに歩む～」
では、認知症患者の方の症状に応じてどのような栽培作業を割り当
てればよいか検討するために取材しました。認知症患者の方と実際
にお話し、認知症に対する世間の捉え方を改革していく必要性を強
く感じました。
　2017 年度は園芸レクリエーションを実践している施設の協力を得
て、園芸療法の効果測定の準備と実践を進めてきました。検証場
所は川崎市にある2つの施設です。1施設はすでに園芸をレクリエー
ションで導入している施設（園芸療法導入済み）であり、もう一つ
は園芸療法を導入していない新規施設（園芸療法未導入）です。
前者の施設では、すでに園芸に関する実績があるため、具体的な
方法を施設の方と打ち合わせをしながら、計画してきました。どち
らの施設でも園芸療法による介入前と後で、運動機能（歩数計で
の測定）、認知機能、うつなどの精神機能を測定し、園芸療法の効
果を実証的に検証していく予定です。今後は、効果の検証を行うと
ともに、何を栽培・販売するのかという点も検討していきます。
　本プロジェクト実現に向け、認知症ケアに関わらない 2 つの問題
を解決する必要があります。1 つ目の問題は、農地法による農地に
対する導入及び使用制限から、施設において農地導入が困難であ
る問題です。この問題に対しては、社会貢献活動を目的とした既存
農家との協力関係の構築が有効であると考えています。2 つ目は、
この「D マーク」が世間に認知される必要があります。「D マーク」
のブランド構築、拡大に向け、社員食堂導入を通じた企業とのコラ
ボレーション、もしくは、行政や社団法人といった第 3 機関からの
認可を解決策として考えています。

0045

Keio University



課題（Problem）
　2025 年に日本では 65 歳以上の高齢者の内５人に１人が認知症に
なると推計されています。決して他人事とは言えなくなっていく中「認
知症高齢者に優しい地域」の構築が大切です。既存の介護施設や医
療機関ではなく、誰でもアクセスが可能な認知症カフェを用いるこ
とで、家族や本人を支える新しい場を構築できる可能性が開けます。
　厚生労働省が認知症施策推進総合戦略（新オレンジプラン）を
打ち出し、2015 年以降、認知症カフェの名前のつく場は急増し、発
展してきました。しかしながら、現状では課題も多く残されています。
例えば、認知症カフェの公式な定義がなされていないため、全国に
おける認知症カフェの正確な開設数は分かりません。また、いくつ
かの認知症カフェに実際に訪問してみると、明らかに利用者が少な
い場合や、ウェブサイトに書かれていた時間と場所で実際に開催さ
れていない場合もあります。
　認知症カフェという場を機能させるには、最低限利用者を動員す
ることが必要です。本プロジェクトでは、東京都内の奉優会さんが
運営する認知症カフェ「優っくりカフェ」でアンケート調査にご協力
頂き、利用者のニーズや特性を調べました。どのような認知症カフェ
にすれば利用者の高い満足度が得られるのか検討し、利用者が満
足する認知症カフェを普及する政策を提言することが目標です。

解決策の提案（Solution）
　認知症カフェの利用者の動員を行うことにより、まず本来の目的
である交流を行うことができ、それが楽しみになり、さらに人が集
まります。
　今回は社会調査としてアンケート調査をしました。認知症の症状、
それに対する家族の想いなどは人それぞれ違うものであるため、「理
想」の認知症カフェを構築するには実際の参加者の声を聞く必要性
があると感じたからです。質問項目として参加者の基本情報、認知
症カフェ訪問の動機や目的、満足度の指標を選択しました。
　認知症カフェにより特徴は様々であるため、複数訪問して、結果
的に満足した認知症カフェに継続して通う参加者もいます。人によっ
て認知症カフェに行ける日や場所は様々であるため、それぞれのニー
ズに対応することが大切です。例えば徒歩や自家用車で来る人は多
かったため、自宅からアクセスの良い場所が便利であると言えます。
　認知症カフェの目的の一部である学べて交流できる場所にするた
めには、認知症について講演を聴けたり、専門職に相談できたりす
るようなプログラムを組むべきです。あるいは、認知症カフェで楽
しむことを重要視する場合は、質の高い飲食物の提供が人を集める
のに有効です。色々な認知症カフェがあればその中から便利で自分
にあった認知症カフェを選択できます。

認知症カフェの現状把握と今後に向けて
The Propagation of Dementia Cafes
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社会実験（Social Experiment）
　2017年 8、9月の間、東京都 23 区内の優っくりカフェ4件（「か
ふぇゆっくりずむ」「優っくり音カフェ♪」「ゆっくりカフェティールー
ムばあ～ば」「優っくりカフェテラス」）の計 49 名の方にアンケート
調査にご協力頂きました。19 項目の質問内容は図を参照してくださ
い。
　データを分析したと結果、認知症カフェにはイベントなどのアク
ティビティを目的に参加する方も多いことが分かりました。会話する
ことを目的とした人は、実際に交流できた場合は満足度は高く、再
訪しやすいことがわかりました。また、家族の中に認知症の方がい
らっしゃる場合は、認知症カフェで楽しい時間を過ごしている傾向
がありました。
　認知症カフェで重要な要素は、支払う金額や場所よりも、人との
交流があり内容が充実していることでした。一方、料金以外の他の
要素が同じ場合には通常のサービスと同様、価格が低い方がより満
足感が得られました。認知症カフェの開催時間数は、どれだけ認
知症のことを学べたか、他の利用者やスタッフと交流できたかと関
係していましたが、再訪したいかや楽しめたかとはあまり関係してい
ませんでした。
　また、認知症カフェの利用者の意識自体も満足度の高さに直接関
連することがわかりました。楽しむことを目的とした方々は交流でき
たと感じ、認知症について勉強する目的で訪問した方々は学べたと
感じやすいという結果が出たからです。
　今後は、この調査結果を基に、認知症カフェを実際に活性化す
る取り組みを行っていきます。福岡県大牟田で「（認知症になったと
しても）安心して外出できるまち」に向けた活動を行われている大
谷るみ子氏に聞き取り調査を行ったところ、市民の興味を引きつけ
るには主催者側の積極的な介入が必要であると仰っていました。利
用者を巻き込む多彩なアイデアを企画し、実現したいと思います。
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課題（Problem）
　2015 年に厚生労働省は、2025 年に日本で認知症が 700 万人を
超える推計を発表しました。この推計に軽度認知障害 (MCI) 患者数
を加えると、約 1,300 万人となり、今後も認知症患者数は、2060
年まで増え続けると予測されています。先行研究によると、認知症
患者は、他人と信頼関係を築きにくい特徴があると言われています。
認知症患者は、施設等の限られたスペースで暮している方もいます。
さらに、社会から疎外感を感じ、居場所が無いと感じる人もいます。
このような、身体的・精神的な要因により、施設に入居する認知
症患者は入居者どうしの関係が築きにくく、施設以外の人と交流す
る機会が少ない課題があります。私は、書道セラピーを通じて、こ
れらの状況を改善したいと思いました。書道セラピーの重要な役割
の一つに、コミュニティーを形成する機能があります。私は学部時
代の施設実習等でその有効性を感じました。本プロジェクトでは、
MCI 患者の方から重度の認知症患者の方までを対象とし、書道セラ
ピーによる認知症の周辺症状の改善の有無とその可能性について
探っていきたいです。

解決策の提案（Solution）
　書道セラピー ® とは，書道を通じて、生理的、心理的、運動的
機能の改善、向上、回復を促す療法です。書道セラピー ® の目的と
して、下記の 3 点が挙げられます。①言葉では、説明出来ない心の
世界や感情を、クライエントが「書道」を用いて表現することで、
問題発見や解決の糸口を見出し、自己実現への道を開きます。②「書
道」で使用する、腕や手先の動作、脳の活動を通じて、身体及び
心身能力の機能改善、回復を促進します。③書いた文字に関する話
題を参加者同士、もしくはスタッフと話すことで、コミュニケーショ
ンの活性化を促します。
　まず、認知症患者らが多く生活する居住型の施設にて、認知症
患者へ書道セラピー ® を行い（写真 1）、3 つ目の目的であるコミュ
ニケーションの活性化がみられるかを確認しました。今後は、書道
セラピー ® により、認知症の方へ量的・質的な症状の軽減の効果を
検討して行きたいです。

書道セラピー ® が認知症の症状改善へ与える影響
Happiness through Japanese calligraphy
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（協力：山梨県甲府市 社会福祉法人光風会 , 2016 年 8月18日）
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