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薬学部学生に向けた身体活動ならびに行動変容に関する心の健康教育
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1．はじめに

健康問題や離職、あるいは心理的負荷によるミスや

第 7 次医療計画において、第 6 次計画に引き続き

インシデントを予防するためにも 13）、将来薬剤師

うつ病などの精神疾患が国の規定した 5 疾病として

を目指す大学生に対して、その育成期間の間に、心

扱われており、この問題に対する取り組みが社会的

の健康教育やストレスマネジメント法の指導を実

に求められている 8）。近年、この問題に向けた予防

施することが有効であると期待される。

的取り組みの一つとして、各個人が自身の心身の状

さらに薬剤師を目指す大学生に対して、心の健康

態を把握・理解し、自分に合った調整を行う、セル

維持や調整に関する知識と技能を提供することは、

フケアの効果が注目されている 12）。このような背

結果的に、社会の人々の健康増進にも寄与すること

景から、日本では 2020 年から 2021 年にかけて、義

が期待される。近年の医療現場においては、その

務教育ならびに高等教育機関の保健体育科授業を

活動の主要なフィールドを病院から地域へと移行

通して、心身の発育・発達、また心の健康ならびに

する、地域包括ケアシステムという新たな取り組み

問題の対処法に関する教育が予定されている

が始まっている。この地域包括ケアシステムとは、

。

14）

上述のような心の健康教育を早急に必要とする

人々が可能な限り住み慣れた地域の中で、自律した

者として、薬学部の学生が挙げられる。そもそも、

日常生活が営めるように、医療や介護、日常生活の

精神疾患に罹患した成人の中で、4 分の 3 が 20 代

支援が包括的に確保される体制を指すものであり、

半ばまでに発症することが指摘されていることか

患者を病院が支えるのではなく、地域の組織が連携

ら、大学生の年代における予防的取り組みが必要で

して包括的に支えるモデルを意味する 10）。このシ

あることは容易に予想することが可能である 。そ

ステムは、特に高齢者や難病患者、また精神障害者

れに加えて、薬学部の学生の多くは、薬剤師という

支援などで導入され始めており、その中で薬剤師に

専門資格の取得に励み、職業として選択することが

は、これまでの薬中心の業務：対物業務から、かか

考えられる。しかしながら近年、薬剤師におけるス

りつけ医などと連携しながら、住民の様々な相談を

トレスの問題が報告されており、例えば保険薬剤師

最初に受け付けるといった機能を一体的に地域の

7）

を対象とした研究によると、男性薬剤師の 81.3％、

人々に提供する、困ったときの相談役という対人業

また女性薬剤師の 84.5％が、ストレスを抱えている

務への転換が生じることが示唆されている 6）。すな

ことが指摘されている 15）。またそういった問題の

わち今後の薬剤師に対しては、薬の知識だけではな

背景には、心理的仕事の負担量・質や、職場の対人

く、地域住民や患者に対して、健康促進を実現する

関係、仕事のコントロール度などが挙げられている

方法や知識を提供する対人援助職としての役割も

。そのため、薬剤師のストレスに関連する心身の

求められるようになると推測される。そのため、こ

4）
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れまでのような薬の知識と技術に加えて、心の健康

学の講義を開講し、心身の健康の調整法としての運

やその予防・調整方法を、薬剤師や薬学部の学生が

動の意義や効果の教示を行っている A 県 B 大学に

自身と地域住民の双方に活用することを可能とす

おいて、薬学部に在籍する学生に対して薬の専門家

る、新しい教育の提供が求められる。

を目指すために身体活動の講義を受講する意義の

しかしながらストレスマネジメント法を指導す

再認識ならびに、心の健康や身体活動等の行動変容

る際に必要な実践能力の習得には、一定期間の専門

に関する知識と技法の獲得を目的としたオンライ

的な学習の時間を要する。そのため、上述のよう

ン講義を実施した（以下、本講義と記述する）。今回、

な地域における取り組みを実現するためには、薬剤

その実践について報告する。

師がストレスや精神疾患の問題を自分で予防・調整
するとともに、地域住民に対して比較的容易かつ安

2．本講義に関する情報

全に指導することが可能な方法を検討する必要が

2.1．本講義の受講者ならびに講義方法

ある。そのような方法として、身体活動・スポーツ

本講義の受講生は A 県 B 大学において薬学部に

が挙げられる。身体活動・スポーツは、日本におい

在籍する 1 年生であった。対象者が在籍する学部で

ては多くの人々が経験したことのある活動であり、

は、1 年次に必修の身体運動科学の講義があり、本

また心身の健康に対する効果も報告されている。例

講義はその講義の 5 回目の講義として実施した。本

えば American College of Sports Medicine によると、

来であれば、本講義は 4 月上旬の初回オリエンテー

身体活動の様々な効果のエビデンスが報告されて

ション時に対面で実施する予定であったが、新型コ

おり、全死因による死亡をはじめ、循環器系疾患や

ロナウィルス感染拡大によって対面講義の実施が

筋骨格系疾患に加えて、メンタルヘルスの問題にも

困難であったため、6 月上旬にオンライン講義での

有効であることが報告されている。さらに、身体活

実施となった。指定された講義日程の間に 65 分か

動・スポーツであれば、老若男女や個人・集団の形

ら構成されている本講義動画を You Tube にアップ

式を問わず実践可能な方法であり、地域の環境や設

ロードし、受講生に対して授業支援システムを通し

備を用いて実施することで、地域や行政との連携も

て動画の URL を配布し、視聴ならびに指定する課

行いやすく、地域包括ケアの枠組みの中に含めやす

題に取り組むように求めた。

1）

い活動として期待される。
しかしながら、身体活動が様々な健康問題に有効

2.2．本講義内容

であることは、多くの人にとって既知の事実である

本講義の内容として、1）なぜ薬学部で身体活動を

ものの、身体活動を習慣的に実施している者の割合

学ぶのか、2）より効果的に身体活動を行うためのコ

は、少ないことが指摘されている。例えば、2018

ツ、3）ストレスに対する身体活動を含めたストレス

年における日本で運動習慣のある者は、男性の場合

マネジメント法と題し、それぞれのテーマに沿った

には 31.8％、女性の場合にも 25.5％となっており、

内容を同一時間で取り扱った。

その少なさがうかがえる

。そのため、薬学部の

まず 1） なぜ薬学部で身体活動を学ぶのかについ

学生が将来、自分のためだけではなく地域住民の健

ては、身体活動・スポーツによる心身の健康に対す

康のために、ストレスマネジメント法として身体活

る効果と運動習慣者の割合に加えて、地域包括ケア

動・スポーツを提案・提供することを見据えると、

システムにおける薬剤師に求められる役割を説明

心の健康教育を行う際には、単純にその知識や身体

し、新しい薬剤師の役割には、薬の知識だけではな

活動・スポーツの実施方法を教えるだけではなく、

く、身体活動などのセルフメディケーションの情報

自発的な行動の発現や継続に繋げるためのコツと

を含めた、ヘルスリテラシーの獲得と提供が必要で

して、行動変容の理論や技法もまた、併せて紹介す

あることを解説した。その際、実際に厚生労働省が

ることが、その効果を保障するためには必要である

発表している運動習慣者の割合やその性別ならび

と推測される。

に年齢の差 10）、また地域包括ケアシステムにおけ

11）

しかしながら、薬学部における心の健康教育や身
体活動の効果を学習する講義は全国的にも限られ

る薬剤師の新たな役割に関して記載されている図
を引用して説明を行った 6、9）。

ており、学生の中には薬剤師を目指しているため、

次に 2） より効果的に身体活動を行うためのコツ

一見関係しないように見える身体活動の講義を受

においては、身体活動の実施を阻害する要因や軽

講する意義を感じていない学生が一定数、存在する

運動の効果、行動変容理論の説明を行った。具体

ことが予想される。このような背景から我々は、薬

的には、石井・井上・大谷・小田切・高宮・下光

学部に在籍する学生の必修講義として身体運動科

5）

によって紹介されている身体活動の促進・阻害要
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因について紹介するとともに、その中の「身体的・

やその業務内容から薬以外の広い知識が必要とい

心理的阻害要因」に注目し、個人の敏感さなどの

うところまで考えが及んでおらず、今回の講義を聴

個人差要因に基づいた運動強度の調整効果につい

いてハッとさせられた』や『「薬・医療を施さなく

て説明を行った。さらに、軽運動の動画を受講生

ても健康でいられるような行動・運動も含めてアド

に視聴させ、その前後における気分状態を測定し、

バイスする」という意識をもってこれからはやって

軽運動の気分調整効果の体験を行った。また本人

いきたい』といったように、薬の専門家、薬剤師と

あるいは将来の地域住民や患者に対して、身体活

して新しい役割への変化が求められていることの

動の促進を意図した支援を行う際の行動的支援と

認識や、その意識をもって行動しようという気持ち

して、対象者の行動を変えることを援助するため

が得られたことを示すような回答が得られた。

に用いる行動変容理論と技法について、Knowledgeattitude-behavior model（以下、KAB モデルと記載）

3）

や Transtheoretical model：（以下、TTM と記載）17）、
Health Action Process Approach：HAPA

という理論

18）

また【身体活動の実施法や効果の理解】としては、
『各自にあった身体活動の頻度や、強度が重要だと
いうことがわかった』や『KAB モデルや TTM など
の理論は初めて聞くものだったが、内容はわかりや

と、それぞれに基づく技法の紹介を行った。その際、

すくいろいろなことに応用が効くように感じた。』

身体活動の実施に関する自信を意味する自己効力

といったように、受講生が身体活動の効果や効果的

感について採り上げ、その背景にある認知の変容を

な実施法に加えて、行動変容理論に関する理解や応

意図した認知再構成法のワークを行った。

用の仕方について理解したことを示す回答が得ら

また

3）

ストレスに対する身体活動を含めたスト

レスマネジメント法においては、新型コロナウィル

れた。
また【リラクセーションの実施法や効果の理解】

ス感染拡大状況禍であることに鑑み、ストレス理論

として、『メンタル面における、コントロールの仕

や新型コロナウィルス感染拡大禍において生じる

方を学んで、実際に気分状態が良くなった』や『コ

ストレス反応やその背景要因としての生物心理社

ロナウィルスの影響で溜まっているストレスを家

会モデル：Bio-Psycho-Social model の説明 2） や、呼

の中でできるストレッチやヨーガなどで解消して

吸法ならびに筋弛緩法といった身体の活動を通し

健康を維持したい』といったように、リラクセー

たストレスマネジメント法の指導を行った。

ション法の実施法やその効果の体験、また現在の状
況下における有効性を認識したことを意味する内

3．本講義の感想
本講義の実施後に講義内容の感想を求め、その内

容が得られた。各カテゴリーにおける回答内容の例
を表に示す。

容をカテゴリーに分類した。以下、カテゴリー名
を【】で表し、カテゴリーを構成する受講生の具体
的な回答内容を『』、その中で用いられた括弧を「」

4．まとめ
今回、心の健康教育や身体活動・行動変容を含め

で表した。分類分けの結果、それぞれ【薬の専門家

たストレスマネジメント法の学習に加えて、薬学部

として身体活動を学ぶ意義の発見】、
【薬の専門家と

の学生に身体運動科学の講義を受講することの意

しての新しい役割の発見】、
【身体活動の実施法や効

義を再認識してもらうことを目的として、本講義を

果の理解】、
【リラクセーションの実施法や効果の理

実施した。その結果、多くの受講生から概ね、高い

解】と名付けた。なお、個人が特定される恐れのあ

評価を得ることができたとともに、身体活動を薬学

る記述に関しては、一部編集した。

部で学ぶ意義について、改めて認識した学生が多く

まず【薬の専門家として身体活動を学ぶ意義の発
見】として、『薬の専門家として身体活動について
学ぶ意義がとてもよく分かった』や『今まで「薬学

見受けられた。そのため、本講義を実施する目的は
一定程度、達成できたと考えられる。
6 年生の薬系学科生を対象とした調査によると、

部で体育を学んで何の役にたつのだろうか」と思っ

およそ 6 割の者が卒後に薬局（42.8％）や病院・診

ていましたが、今回の講義を聴いてその考えが改

療所（21.5％）で勤務することが報告されているよ

まった』とあるように、今まで薬学部で体育を学ぶ

うに 14）、薬学部の学生は将来、多くの者が薬剤師

意義を感じられていなかった受講生においても、そ

として活動することが予想される。しかしながら先

の意義や必要性を理解することができたことを意

述のように、薬剤師はストレスを抱えやすく、それ

味する回答が得られた。

が離職や心身の健康問題の背景要因として機能す

次に【薬の専門家としての新しい役割の発見】と

る可能性がある。また地域包括ケアシステムにおけ

して、『薬剤師が病院と患者さんの仲介役的なこと

る薬剤師の新たな役割に鑑みると、単に薬の知識を
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受講生の講義に関する感想のカテゴリーならびに代表的な内容例

カ テ ゴリ ー

具体的な回答内容

1)薬
薬 の専門家として身体活動を学ぶ意義の発見
薬の専門家として身体活動について学ぶ意義がとてもよく分かった
薬学部という人間を科学する学問において身体活動について学ぶことは重要であり、今後の勉強のヒントにもなりうると思った
今まで「薬学部で体育を学んで何の役にたつのだろうか」と思っていましたが、今回の講義を聴いてその考えが改まった
薬に頼るだけが健康になる要因ではなく、体育的知識があると別の側面からアプローチができるので非常に大切だと思った
薬 の専門家としての新しい役割の発見
2)薬
薬剤師が病院と患者さんの仲介役的なことやその業務内容から薬以外の広い知識が必要というところまで考えが及んでおらず、今回の講義を聴いてハッとさせられた
今回の講義から、地域包括ケアシステムの推進や薬剤師の仕事の変化によって、身体活動について正しい知識を持つ必要があることを理解した
「薬・医療を施さなくても健康でいられるような行動・運動も含めてアドバイスする」という意識をもってこれからはやっていきたい
薬剤師は、薬の知識と身体活動などのセルフメディケーションの情報を含めた、ヘルスリテラシーの獲得・提供が必要不可欠だということを知った
身 体活動の実施法や効果の理解
3)身
各自にあった身体活動の頻度や、強度が重要だということがわかった
激しく動いて汗を流すようなことだけでなく、数分でできるような軽い運動でも健康に大きく影響すると知った
自分がなぜそういう気持ちになるのか（運動を自分からやろうと思ってもやる気がわかない）を考えてみることで少し運動に関して前向きな気持ちになれた
KAB モデルやトランス・セオレティカル・モデルなどの理論は初めて聞くものだったが、内容はわかりやすくいろいろなことに応用が効くように感じた
リ ラクセーションの実施法や効果の理解
4)リ
リラクセーションの効果にとても驚いた
メンタル面における、コントロールの仕方を学んで、実際に気分状態が良くなった
正しい呼吸法を行えば気持ちが楽になることがわかったので、これからはストレス解消法を改善していきたい
コロナウィルスの影響で溜まっているストレスを家の中でできるストレッチやヨーガなどで解消して健康を維持したい

身につけるだけではなく、全人的な人々の健康に役

当させていただいた講義内容について報告した。本

立つ知識や方法を身につけ、人々を支援する能力の

講義の実施に際して、貴重な機会をご提供いただき

獲得が必要であるが、それを身体運動科学の講義を

ましたこと、A 県 B 大学の教職員の先生方・皆様

通して、一定程度実践することが可能であると考え

ならびに受講生の皆様に、ここに記して、深く御礼

られる。

申し上げます。

今後、地域包括ケアシステムへの移行が全国的に
進むことによって、薬剤師の新たな役割（対人業務・

6．引用文献

援助）がより一層強調されるようになることが予想

1） American College of Sports Medicine（2017）：
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