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１．概要（１ページ以内）
学校法人番号

411001

大学名

学校法人名

学校法人

永原学園

西九州大学短期大学部

主たる所在地

佐賀県佐賀市神園

事業名

発達障害児の二次障害予防の支援研究～二次障害を予防し関係者の負担軽減を目指すために～

申請タイプ

支援期間

タイプA

参画組織

収容定員

5年

380人

地域生活支援学科、幼児保育学科

審査希望分野

人文・社会系

○

理工・情報系

生物・医歯系

「実社会へと還元できる教育・研究を行う中心機関へ」を将来ビジョンに掲げている本学にお
いて、発達障害児とその保護者並びに幼児教育等の担当者等が抱える具体的課題を明らかにす
る研究を実施し、社会的な課題となっている「発達障害児の二次障害」の予防を目的とした実
践的研究を行う。研究成果は、乳幼児から高齢期にかけた切れ目のない支援を行っている自治
体等に還元し、二次障害予防地域生活支援モデルの確立を図る。

事業概要

イメージ図

発達障害のある子どもの支援

（改正 発達障害者支援法より）

・発達障害のある子どもへの切れ目ない支援（幼児期から大人まで）の必要性。
・地域での生活支援の視点に【性別、年齢、障害の状態、生活の実態に応じて】が追加。
・発達障害の子どもの家族・関係者への相談支援、情報の提供
・個別の教育支援計画・個別の指導計画の作成の推進、いじめの防止

現状の課題

発達障害のある子どもに関する二次障害予防を目的とした
幼児期の取組は不十分

発達障害児の二次障害予防の実践研究
事業目的

本学の有する資源（ヒト・モノ）を有機的に活用し、実践研究を行い、その成果を地域に還元することに
より地域の発達障害のある幼児の二次障害予防に向けたプログラム開発を目的とする。
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地域生活支援学科（多文化生活支援コース）が主体
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・子ども発達支援士や保育者を主な対象と
した保護者相談における課題分析と支援
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・発達障害のある子どもとその保護者に
対するストレス緩和ケアに関する研究
地域生活支援学科（福祉生活支援コース）が主体
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２．事業内容（２ページ以内）
（１）事業目的
本事業は、発達障害児とその保護者、及び幼児教育・保育等に携わる専門職業人を対象に現場における発達
支援方法や相談技術の具体的な課題を明確にするための実態調査【研究A】を実施する。さらに、主題となる
二次障害について、調査結果を踏まえ【研究B】【研究C】【研究D】の実践研究を行い、その成果を「発達障
害児の二次障害予防」の方略へと結びつけることを目的とする。なお、本研究を推進するための施設とし
て、子どもや保護者が不安なく研究に参加できるよう配慮する目的で、健康福祉・生涯学習センター及び1号
館1階の学生ホールを整備して研究拠点とする。
【研究A】地域の幼児教育・保育、福祉関連等の事業所を対象とした発達障害児支援、保護者支援における
具体的課題に関する調査研究
【研究B】①子ども発達支援士※や保育者を対象とした保護者相談の課題分析と支援方法に関する研究
②発達障害児の食行動に関する研究
【研究C】発達障害のある幼児・児童を対象とした食支援を目的とした事例研究
【研究D】発達障害児の保護者に対するストレス緩和ケアに関する研究
【研究A】：これまで本学が実施してきた子育て支援事業や発達障害児を対象とした支援活動の中で得られた
情報を基に、発達障害児の生活習慣、特に食行動における課題について調査研究する。
【研究B】：佐賀県内の大学・短期大学で構成された大学コンソーシアム佐賀が実施した「佐賀県内の幼稚
園・保育所等における発達障害の可能性のある子どもへの支援に関する調査」報告書では、管理者が発達障害
のある子どもの支援のために教諭・保育士に求める能力の中で「保護者の思いを理解する力」が最も必要であ
り、さらに必要な研修テーマとして「保護者への対応や家庭との連携」が最も多くなっている。つまり、保護
者支援が重要であることは分かっているものの、まだ研鑽する余地があることがうかがえる。一方、インタ
ビューの中では、「発達障害のある又はその可能性のある子どもの保護者は、わが子の障害についてなかなか
認めず、介入が難しい」といった記述も多々見受けられる。その為、保護者への介入の難しさを質的に分析し
た上で、保育相談、発達相談の視点を中心に具体的な支援方法の開発を検討していく。また、【研究A】の結
果を基に発達障害児の適切な食環境について実践研究を行う。
【研究C】：これまで本学が培ってきた食、福祉、教育・保育の研究成果と実践的な成果を結集し、地域の発
達障害のある子どもと保護者を対象とした介入研究を行う。発達障害のある子どもは、食物や料理、食器・
器具、食環境に関する過敏性、偏食や異食、咀嚼・嚥下困難など「食」に関する困難を有している場合が多
い。その為に本事例研究においては、特に偏食や食環境を中心に捉えた「発達障害児の抱える食の困難」を
テーマとした事例研究を実施する。
【研究D】：発達障害児の保護者は子育ての中で心理的ストレスを抱えやすい。そのストレスを軽減する方法
としてリラクセーションセラピー（ハンドケア、リフレクソロジー）を用いて、セラピーが保護者のストレス
軽減に及ぼす影響について効果検証を行う。
上記の課題解決及び教育研究活動のためには地域の協力が必須となるが、本学は以前より近隣地域と協定を
締結しており、地域生活支援学科食生活支援コースは、学内外において、親子クッキングの開催、幼稚園や保
育所の手洗いや食事マナーについての指導、地域子育て支援活動（通称：親子いきいき広場）での食育講座、
産後ママのサポートクッキング教室などの食支援活動を継続的に行ってきた。中でも子どもを対象とした活動
が大半を占める。そして地域生活支援学科福祉生活支援コースでは障害者支援の一環としてレクリエーション
活動（通称：遊友広場）や地域子育て支援活動の中で保護者を対象としたリラクセーションセラピー（ハンド
ケアやリフレクソロジー）を行ってきた。また、幼児保育学科では、地域子育て支援活動（通称：親子いきい
き広場）、地域団体の主催する事業との共同開催やその事業への託児ボランティアとしての参加、発達障害児
支援を全学的な取組として実施している。これまでの活動成果により地域との協働を推し進めやすい環境に
あり（地域からの理解を得やすい）、当然、地域への波及効果も期待される。さらに新設の地域生活支援学
科多文化活支援コースでは、留学生が実践研究に参加することにより、佐賀県における発達障害児支援の課題
を理解し、将来的に国際交流・研究の中の一つのテーマとすることができるとともに、佐賀ブランドとして海
外へ発信することができる。
現在、佐賀県は「子育てし大県（こそだてしたいけん）」と銘打って発達障害を含めた子育て支援に力を注
いでおり、こういった状況を鑑みても、本学がこれまで培ってきた実践的な研究成果を活かし、地域と協働で
発達障害児の二次障害予防に取り組むことは、本学が宣言している、地域を志向する大学「地域大学宣言」に
おける地域社会と連携した教育研究活動の展開に合致するものである。

【大学の将来ビジョン】
本学の建学の精神である「高度の知識を授け、人間性の高揚を図り、専門知識を応用技術をもって社会に貢
献し、世界文化の向上と人類福祉に寄与する人物を養成する。」としており、学園全体が一丸となって、真理
の探求と人間性との調和に努めている。
また、実社会へと還元できる教育・研究を行う組織風土及び環境が醸成されており、学長のリーダーシップ
により全学科が一体となり取り組んでいる。
本研究の成果は、自治体等の地域に還元するものとして機関決定されたものである。
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（２）期待される研究成果
（２）期待される研究成果
【研究A】地域の幼児教育・保育、福祉関連等の事業所を対象とした発達障害児支援、保護者支援における具
体的課題に関する調査研究
佐賀県内の幼稚園、保育所等の約450の事業所を対象として、発達障害、またはその可能性のある子どもの
保護者支援に関する課題や取組についてアンケートを実施する。その中にはADL（日常生活動作）の中で特に
食支援に関する項目を織り交ぜ、次の研究B、研究C、研究Dを進めるための基本的な情報収集を行う。
成果：保育者を通して間接的に保護者の抱える課題を抽出することにより保護者の困り感を理解し、子どもの
二次障害発症リスクを予防する一助につながる。
【研究B】①子ども発達支援士※や保育者を主な対象とした保護者相談における課題分析と支援方法に関する
研究、②発達障害のある幼児の食行動に関する研究
研究Aの結果を踏まえ、保護者支援における課題解決のために本学と子ども発達支援士や保育者が協働する
方略について検討する。また同時に、保育者等を対象とした研修の実施、及び事例報告会などを通して、保護
者相談の成果（保護者の態度変容などを指標として）について検証する。
成果：これまでも保護者支援に関する方略はあるものの、心理学や教育学から派生した方略が中心となってい
た。今回は幼児教育・保育の現場の意見を十分に反映することにより、保育現場における具体的な保護者支援
スキルを開発することができる。効果検証については、幼稚園・保育所等と協働で相談支援を実施し、その経
過観察（子どもや保護者の行動変容）を指標とすることで明らかとなる。
【研究C】発達障害のある幼児・児童を対象とした食支援を目的とした事例研究
研究AのADLに関するニーズや現在、本学で支援活動に参加している保護者へのインタビューにより得られる
データを基に、発達障害のある幼児・児童を対象とした食支援に関する偏食改善を主な目的とした事例研究を
行う。具体的には、発達障害の特性である感覚に対する過敏性や環境からの影響を分析し、環境の構造化や偏
りのない健康的な食生活を営むための方略（レシピ開発等）を行う。それと同時に海外の食文化等を取り入れ
ることで、新しいレシピの開発への可能性について検討する。
成果：発達障害のある子どもの感覚の過敏性については生理学的な指標を基に議論されてきたが、本学では生
活実態を中心として食、心理、福祉、異文化を統合することにより新しい切り口のレシピ開発を可能とする。
効果検証として、10～20ケースの事例の経過を食行動の変容と体重や体質に関する変化を指標としてまとめ
る。また、その結果を発達障害のある子どもの食行動の体系化につなげる。また、この成果を幼児教育・保育
関連等の団体へ還元することにより発達障害児の偏食に対する見方の変容にもつながることが期待される。
【研究D】発達障害のある子どもの保護者に対するストレスケアに関する研究
発達障害のある子どもの保護者は定型発達児（健常児）の場合と比べて、子育てにおけるストレスを抱えや
すい。そのストレス軽減と子育てに関する認知的な捉え方の変容を目的としたストレス緩和ケアの事例研究を
実施する。方法として、福祉生活支援コースがこれまで保護者に対して実施してきたハンドケアとリフレクソ
ロジー（フットケア）を実施する。ストレスの指標として質問紙と生理心理学的指標（血圧変動）を用いる。
成果：セッションを繰り返すことにより課題遂行時の血圧が低減し、一過性のストレス緩和から長期的なスト
レス緩和につながることが期待され、また、保護者自身のストレスが緩和されることを実感することで、保護
者の心身の安定を得て、さらに安心感を得た保護者の態度が子どもの心の安定へつながることが期待される。
上記4つの研究を通して、発達障害のある子どもの食行動の変化とその保護者子育てストレス緩和、そして
子どもや保護者にかかわる保育者の相談支援スキルアップを実現することにより、二次障害を予防するための
発達障害幼児の食を中心とした社会的支援の基盤を構築する。さらに幼児教育・保育関連団体との情報共有に
より佐賀県内の食支援の充実が図られる。
※子ども発達支援士とは
幼稚園、保育所等に関する免許・資格を有し、子どもの成長・発達に関する知識や技術の学修をもとに、発
達障害等のある子どもの困り感に気づき、子どもによりそった支援ができ、また保護者を支援できる方に対し
て、大学コンソーシアム佐賀が認定する資格である。
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３．ブランディング戦略（５ページ以内）
① 大学本部が中心となって、建学の精神を踏まえて大学の将来ビジョンを設定している。
本学の前身である佐賀栄養専門学院においては、戦後の「栄養と健康」「食と職」の向上を掲
げており、その精神は本学に引き継がれ、「高度の知識を授け、人間性の高揚を図り、専門知識
を応用技術をもって社会に貢献し、世界文化の向上と人類福祉に寄与する人物を養成する。」と
定めている。
この建学の精神は、学園の伝統と教育経験から得た「あすなろう」を基本精神として、学園全
体が一丸となって、真理の探求と人間性との調和に努めている。「あすなろう」とは、翌檜(あす
なろ)の木を指し、長い年月をかけて檜（ひのき）のような大木に成長する常緑の高木のことであ
る。本学は創立以来、この教育理念に基づき、多くの困難を乗り越え、明日への希望を抱き辛抱
強く生き抜くことが自己の才能を開花させることに繋がるという自己啓発の重要性を説いている
ともに、本学における研究に繋げている。
このような背景のもと、平成28年に学園の創立70周年記念を迎え、本学が属する学園の100年ビ
ジョンを発信した。
その中で幼児の健全な成長を支える教育と障害者支援の強い必要性も謳い、近い将来の本学の
ビジョンとして障害者支援のための適切な支援方法に関する研究が必要であるとの認識を持って
いる。
本申請のブランディング事業は、上記の建学の精神及び将来ビジョンに基づいた研究プロジェ
クトであり、本学の中枢の企画委員会で検討し、各学科が一体となってプロジェクト研究を進め
ることを教授会で確認している。
個に応じた幼児教育の実施やそのための研究には、成長に必要な「適切な食事」に関する研
究、人間相互の福祉環境教育・研究も含まれる。さらに実践のための実習には保育所、幼稚園の
協力も欠かせない。これらのすべての条件は本学の全学科や附属幼稚園、保育所の協力により整
えられている。
② 学生募集や卒業生の進路への影響、研究成果の寄与等の本事業で想定する効果を踏まえ、本事
業の対象（ステークホルダー）を検討した内容。
本事業は、地方の小都市、「佐賀」ならではの実行が最適である。本学は佐賀県の中心に位置
し、学生定員1学年190名の小さな短期大学である。本学は建学以来、地域に密着した教育研究を
重点的に行っており、地域住民との交流が盛んである。
地域生活支援学科食生活支援コースは、学内外において、親子クッキングの開催、保育所や幼稚
園での手洗いや食事マナーについての指導、地域子育て支援事業での食育講座、産後ママのサ
ポートクッキング教室などの食支援活動を継続的に行ってきた。中でも子どもを対象とした活動
が大半を占める。
そして、福祉生活支援コースでは、障害者支援の一環として障害者と学生とのレクリエーション
交流を行ってきた。
また、幼児保育学科では、地域子育て支援事業や地域団体の主催する事業における託児や行事
を共同開催することにより、地域の子育て支援に貢献してきた。さらに平成25年度からは発達障
害児支援を全学的な取組として開催し、幼児や障害児と交わる機会が多く設けられている。また
高齢者との交流も「エルダ－カレッジ」「生きがいづくり教室」などにより多彩に行っている。
これらの実績は、発達障害児教育や研究についての地域の協力が得られやすい環境が整ってい
ることを示している。発達障害児に関する研究は本学が属する学園の基本的位置を占め、これか
らの将来に向けた重要な地域貢献課題と考えている。またこの方針は全学の教職員が共有し、地
域の人たちの協力も得ながら、学生の教育研究に勤しんでいる。
文部科学省が平成24年に実施した「通常の学級に在籍する発達障害の可能性のある特別な教育
的支援を必要とする児童生徒に関する調査」によると発達障害の可能性があり、学習面あるいは
行動面に著しい困難を示す児童生徒の割合は、6.5％と推定されており、佐賀県においても他県同
様多くの子どもが健診にて要観察となっている。
しかしながら、このような現状の中、佐賀県は現在でも近隣の生活者間の絆が強く、また、
人々は優しい気持ちで相互に認め合っている。そのような環境は発達障害児が社会との接点を求
めやすい状況を形成している。本研究プロジェクトは以上のように地域との協働の下で、地方か
ら発信する二次障害予防のための方法について研究を進める。
また、本学の学生の就職先は佐賀地域に多く、また、幼稚園、保育所、児童福祉施設等で活躍
している卒業生が多い。
本研究の成果は、障害児臨床の現場に還元される。当然、幼稚園、保育所等における保育実践
にも活用することができると想定している。加えて、本学が位置する地域の人々からの期待も大
きく、毎年地域の人々や企業などと意見交換を行い、現代に合った教育研究を追及している。
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研究関連機関や地域企業との交流も活発に行っており、その成果が大学コンソ－シアム佐賀で発
揮されている。大学コンソーシアム佐賀が平成24年度に文部科学省に採択された「大学間発達障
害支援ネットワークの構築と幼保育専門職業人の養成」の2つの大きなテーマは①佐賀県の大学と
地域（自治体等）が連携した大学間発達障害支援ネットワークの構築と②大学間共通教育プログ
ラムの開発となっている。
①の成果として、平成25年度から平成27年度までに連携校の5大学・短大が受け入れた支援や療
育の必要な幼児児童生徒数は延べ2,353名となる。この中には、佐賀県療育支援センターなど他機
関からの紹介児の受け入れも含まれており、本学もその受け入れを行い、地域の発達障害支援の
一翼を担っている。さらにネットワークの観点では、佐賀市保育会等と協働で保育者を対象とし
た研修を継続してきた。
その結果、発達障害に関する知見や保育現場における支援方法の共有を図ることが可能となっ
た。
②について、共通教育プログラムを受講した子ども発達支援士※の有資格者をこれまでに約800
名輩出しており、そのことにより、地域の発達障害支援に携わる人材の養成に大きく寄与するこ
ととなった。

発達障害のある子どもへの支援に関する具体的な成果として、これまで本学も輩出してきた
「子ども発達支援士」（発達障害のある子どもの支援に特化した資格で大学コンソーシアム佐賀
が認定する）に対するステークホルダーの意見として、有資格者の「発達障害について自ら学ん
でいく力がある」「職員間で協働する力がある」「発達障害児と積極的に関わろうとする力があ
る」が挙げられており、発達障害の支援に対する高い評価を得ている。これまでの取組により、
確かな支援力を持った学生を教育してきた結果と言える。
また、本学が独自で実施してきた支援活動については、参加していた保護者を対象とした調査
で、参加した子どもたち（発達障害のある）にとって、「日常とは異なり笑顔になれる場」「コ
ミュニケーションを学ぶ場」といった空間であり、また「活動を通して苦手なことが減った」と
いった具体的な支援の効果を見いだせる場として認識されていることが分かった。
さらに参加した保護者からは「日頃の悩みを相談できる場」「専門的な情報が得られる場」
「安心して子どもを預けられる場」といった意見があった。
これらのことを総合すると、本学の活動への参加により家族の不安感が軽減されていることが
分かる。つまり、本研究で主題となる「二次障害予防」という観点から見た場合に二次障害の根
本にある不安感や自尊心の低下を予防するための基盤が十分に整えられていることが分かる。
さらに、自治体からの意見として、教育行政からは「発達障害のある子どもたちの多くは様々
な原因により偏食となっており、何らかの支援が必要である」「不登校やひきこもりになった児
童・生徒の中には、食生活がままならない状況が多く見受けられ、幼少期からの保護者支援の必
要性を感じる」といった意見が寄せられた。
また、発達障害者を受け入れている事業所からは、「食生活は生活習慣の基本であり、さらに
生活における重要な営みの一つである」「幼少期からの食習慣が成人後の生活に大きな影響を及
ぼす」「保護者は子育てで大きなストレスを抱えている為、子どもが幼い頃から保護者の心理的
ケアをすべきだ」という本研究の目的と一致する意見も挙がっていた。
今後、本研究を推し進めていくことにより多くの発達障害のある子どもとその保護者、そして
支援者の負担感が軽減されることが期待される。
③事業を通じて浸透させたい自大学のイメージ
大学は、「実社会へと還元できる教育・研究を行う中心機関」と位置付けられるものであり、
本研究の成果は、乳幼児から高齢期にかけた切れ目のない支援を行っている自治体等の地域に還
元されるべきものである。
本学の建学の精神は、前述したとおり、多くの困難を乗り越え、明日への希望を抱き、辛抱強
く生き抜くことが自己の才能を開花させることに繋がるという自己啓発の重要性を説いている。
都会への一極集中化している現状において、建学の精神を元に研究成果を地域に還元すること
で、他大学との差別化を図ることとしたい。
事業名の副題に示しているように「二次障害を予防し関係者の負担軽減を目指す」大学を本学
のイメ－ジに据える。そのためには心身共に健康な子たちが育っていく環境を構築するための課
題を整理し、その環境づくりのためのモデルを提案する。
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幼児保育学科においては、子どもの教育・保育、子育て支援を基盤とした地域創生人材を育成
するとともに、保育・子育て支援の充実・発展の中心的役割を果たし、佐賀の未来のまちづくり
に貢献することを目標としている。また、地域生活支援学科においては、地域の自然や文化を愛
し、人類文化と思想の多様性を受入れ、豊かなホスピタリティ精神とコミュニケーション能力を
活用して、食と福祉及び多文化の領域に対してグローカルな視点から、地域に生活する人々への
支援と活性化の為に、「マルチに学び、マルチに活動」することができる”ミドルリーダー”と
しての専門職業人を養成する教育研究を行うことを目的としている。
本研究に基づく事業は、上記の全ての学科に関わる教員の英知と知見を集合して実施する等、
独自性が強いものであり、大学と地域社会とのシームレス化・ボーダレス化を意識し、次の時代
を切り開いていく人材を育成することができる教育・研究機関として位置づけることができる。
また、本研究に基づく事業の成果は、自治体だけでなく、受験生・在学生及び保護者、学生の
就職先・学術界等に影響を及ぼすものであり、全てのステークホルダーに対して「発達障害児の
二次障害予防と言えば西九州大学短期大学部」と認知され「将来の夢を乗せたビジョンを持つ大
学」としてのイメージを浸透させたい。

④ アンケート調査や意見聴取、既存データの分析等による現状自大学のイメージ及び認知程度に
係る把握・分析内容
本学の卒業生が勤務する企業等に対して実施したアンケートにおいては、本学の評価は高いも
のであり、建学の精神に基づき人材育成を行った成果と思われる。
発達障害児の二次障害は、佐賀県だけでなく現在の日本が抱える大きな課題であり、自治体か
ら寄せられた意見も期待が高いものであった。
本学は、この地域の期待に応えるためにも全力を挙げて取り組むこととしている。
⑤ ④の分析内容を踏まえた情報発信手段・内容の検討内容
本研究の推進は、地域が抱えている課題であり、社会が直面している課題解決に役立つもので
あり、社会的関心が深まることが予想されることから、本研究の進捗状況等は、本研究にかかる
専用ＨＰやＳＮＳを活用するなどの積極的な情報発信を予定している。
また、本研究にかかる成果は、自治体への還元だけでなく、関係学会における発表や各種セミ
ナー、公開講座、オープンキャンパスにおいて広報を行うことを予定している。
⑥

①～⑤の具体的工程
ブランディング戦略における本学の到達イメージを以下の通り図に示した。

ブランディング戦略における本学の到達イメージ
二次障害予防地域生活支援モデルの確立
（二次障害を予防し関係者の負担軽減を目指す）
外部評価の実施と継続的な地域との協働体
制の確立
プロモーション及び関心・共感の獲得
シンポジウム、フォーラムの実施
研究成果報告書の作成と配布

本学の研究についての情報発信
地域への広報と地域からの情報収集
（チラシにQRコード等を掲載してWeb調査を実施）
本研究専用HPの開設（アクセス数のカウント）
SNS（本学Facebookによる発信）（いいねカウント）

建学の精神に基づいた研究意義
幼児の健全な成長を支える教育と障害者支援の必要性
障害者支援のための適切な支援方法に関する研究の必要性
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⑦

⑥の工程ごとの成果指標と達成目標
本研究にかかる事業遂行のブランディング戦略の到達目標は、研究成果を地域に還元し二次障
害を予防し関係者の負担軽減を目指すものであるが、ブランディングの確立に至るまでは、効果
的な情報発信が必要であり、(1) 本研究専用ＨＰのアクセス数、(2) 公設FacebookなどのＳＮＳ
を活用した情報発信については、「いいね」のカウント数、(3) ステークホルダーと協働したシ
ンポジウム、フォーラムを実施した際の参加者アンケートから得られる理解度や満足度及び研究
成果報告書の作成数などを確認する。
本研究は、研究開始後、関係ステークホルダーに対して徐々に浸透することを想定されるもの
であることから、それぞれの年度については、前年度と比較して増加することを成果指標として
捉えたい。
⑧

達成目標の進捗状況を把握する方法

本研究にかかる達成目標の進捗状況を把握する方法は、上記⑦の(1)～(3)に記載されている成果
指標を研究推進専門委員会において確認することとしている。
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４．事業実施体制（２ページ以内）
本学は、従来、食物栄養学科、生活福祉学科、幼児保育学科の3学科で構成されていたが、本年4月に改組
し、現在、地域生活支援学科と幼児保育学科の2学科体制に移行した。地域生活支援学科は食生活支援コ－
ス、福祉生活支援コ－スおよび多文化生活支援コ－スから構成されている。各学科、コ－スは常に密接に相互
作用しながら研究体制、教育体制を効率よく運営している。本研究のサブテ－マである「二次障害を予防し関
係者の負担軽減を目指すために」を研究遂行するため、全学の企画委員会で議論し、教授会の議を経て、実施
体制を構築した。
発達障害のある幼児や二次障害の可能性のある児童の健全な成長を促す研究のためには、幼児保育を専門と
する研究者は当然ながら、幼児期における障害特性と食行動との関連については「食」の専門家の参画が必須
である。また、福祉の場合は、障害児のみが対象となるのではなく、その保護者に対する福祉的な支援も重要
である。さらに、地域の人達と密接に関わり合いながら多文化生活支援を研究する研究者による障害児の多元
的観測も有効である。
本研究は、本学の企画委員会委員長でもある学長を中心に研究プロジェクトとして事業を実施することに
なった。本学は、地方の小さな短期大学ではあるが、全研究者や全職員の意思疎通を迅速に行うことができ、
大学として決定した事業を動かす行動モ－メントは小さい。
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学長
【構成員】
・学長
・学長補佐
・各学科長
・生活支援科学研究センター長

教授会
企画委員会
発達障害児とその保護者、そし
て保育者の心理的負担軽減のた
めの実践的研究
食生活調査
研究グループ

研究推進プロジェクトチーム

保護者相談スキル
研究グループ

学科保有各種データ提供

地域生活支援学科

研究推進専門委員会

幼児保育学科

食行動・食支援
研究グループ

ストレス緩和ケア
研究グループ

研究支援

生活支援科学
研究センター

事 務 局

外部との連絡窓口、外部資金獲得に向けた
情報収集・分析、資金管理、契約事務、知的
財産マネジメント
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本研究の戦略は、地域との信頼関係を礎に、社会で顕わにならない発達障害児の二次障害の課題を探り、問題解決
のための方法を研究・開発する。すなわち本ブランデイング戦略は、これまで大学コンソーシアム佐賀および本学の研
究で積み上げてきた実績を踏まえて、発達障害児の保護者が抱える課題やニーズ、地域支援活動（これまで延べ約
400組の親子が参加）で得られた本学に対する意見等を基に発達障害児への支援の具体的方法を研究する。
本研究計画は、本学の企画委員会での議論を踏まえ、全学の研究計画として纏めた。その予備的研究は、大学コン
ソーシアム佐賀の「大学間発達障害支援ネットワークの構築と幼保専門職業人の養成」の取り組みにおいてすでに実行
に移されており、その部分的成果が「佐賀県内の幼稚園・保育所等における発達障害の可能性のある子どもへの支援
に関する調査」において報告されている。その予備的研究の上に構築された本計画は、予め地域社会の人々や地方自
治体、関連団体に提示し、研究内容に関する外部の意見を求めて研究計画の中に「発達障害児の食支援に関する研
究」として一部組み込んでいる。
また、本学は、毎年アクションプログラムを作成しており、その中で前年度の教育・研究、運営に関する成果をデジタル
評価し、その評価結果に基づき次年度の行動計画を創っている。その内部評価のプロセスは毎年のチェック機能が中
心となっており、本研究は当然その調査対象となる。さらに、本学は平成30年に外部評価を受けることになっており、本
研究成果についての客観的な判断が示される予定である。
従って、本研究は、毎年度の内部評価と複数年度ごとの外部評価、及び毎年度ごとの地方自治体や関連団体との協
議を通じて全体的に有効に評価される状況をつくっている。また学外評価者との継続的な議論をとおして有機的な連携
を図ることにしている。

佐賀県自治体 職員
（教育委員会、企画調整課）
児童養護施設 職員
障害者自立支援施設 職員
障害者支援施設 職員
放課後等デイサービス 職員

意見聴取

研究推進プロジェクトチーム
事業計画策定

改善事項については改善計
画等の策定、優れた事項に
ついてはインセンティブ付与
研究推進事業自己点検・評価要領
３評価の基準、（２）事後評価、②評価
結果のSまたはAと認められた場合

外部評価
依頼

佐賀県自治体 職員
（教育委員会、企画調整課）
児童養護施設 職員
障害者自立支援施設 職員
障害者支援施設 職員
放課後等デイサービス 職員

研究推進専門委員会
事前評価実施

ア）必要性
イ）効率性
ウ）適時性・緊急性
エ）国際基準等との整
合性
オ）新技術への適応性

研究推進事業自己点検・評価要領
３評価の基準、（１）事前評価、②評価
結果のAまたはBと認められた場合

研究推進プロジェクトチーム
研究推進専門委員会
事後評価
ア）有効性
イ）実用化・制度化

研究開始
外部評価
実施
佐賀県自治体 職員
（教育委員会、企画調整課）
児童養護施設 職員
障害者自立支援施設 職員
障害者支援施設 職員
放課後等デイサービス 職員

委嘱期間：研究開始後～平成３３年度
開催回数：毎年最低１回

西九州大学短期大学部

５．年次計画（３ページ以内）
平成29年度

目
標

実
施
計
画

【研究A】：発達障害児支援、保護者支援の具体的課題点に関する調査研究を中心に活動す
る。【研究A】のスムーズな実施のために、調査対象となる自治体や関係機関との調整を行
い、質問項目等に関するヒアリングを行う（Planの為のアセスメント）。これまでの調査の実
績では、県内の幼稚園、保育所等、約40％の事業所から回答を得ているため、これを初年度の
目標とする。また、この中から特に食に関して課題を抱えている幼児等の割合とその内容を絞
り込み、平成30年度から実施する事例研究のための基本方針へつなげる。
本事業の【研究A】では、量的な結果も重要であるが、今後のレシピ開発研究や食環境の研
究に関しては、質的なデータも重要となる。その為、これまで実施してきた調査項目を吟味し
た上で、新たな質問項目の検討が必須となる。また、調査対象も幼稚園、保育所はもちろん、
発達障害児が利用している事業所として、放課後等デイサービス、放課後児童クラブ、児童養
護施設といった児童福祉を中心とした事業所にも調査フィールドを拡大する。具体的には、
【研究A】の主体となる「食生活調査研究グループ」が中心となり、質問項目の策定を行い、
ステークホルダーと協働で佐賀県内にある事業所約450か所を対象とした調査を実施する（回
収率40％以上を目標）。
平成30年度

目
標

実
施
計
画

【研究A】：調査結果から食生活、食行動に関する課題を抽出するとともに、食に関する保護
者相談の現状についても把握し、課題を抽出し、結果をステークホルダーと共有する。
【研究B】：【研究A】で得られた結果を基に、保護者相談における課題を抽出する。
【研究C】：【研究A】で得られた結果から、特に食行動や生活習慣に関する課題を抽出する。
【研究D】：事例研究（パイロットスタディ）を実施するための保護者の子育てストレスに関
する予備調査を実施する。
【研究A】：ステークホルダーとの協働で実施した調査結果を基に、課題を整理する。その際
には、ステークホルダーからの意見を聴取すると共に、その重要度についても検討していく。
特に二次障害につながる可能性のある項目については、重要課題として位置づけ、ステークホ
ルダーと課題を共有するための手だてを検討する。
【研究B】：保護者相談スキルの基本となる課題を整理して（分析して）、教育プログラムの
体系化を検討する。
【研究C】：発達障害のある幼児を対象とした食支援を目的とした事例研究（パイロットスタ
ディ）を実施するために、実態調査の結果から課題を抽出し、整理する。抽出された課題、例
えば、偏食や食べ方、食事のマナー、栄養改善などに対する具体的な支援策を検討する。
【研究D】 発達障害のある子どもの保護者に対するストレス緩和ケアに関する研究の前段階
として、本学の支援活動に参加している10名程度の保護者を中心に、附属園やステークホル
ダーである事業所等の協力を得て、子育てにおけるストレス調査（聞き取り）を50ケースを目
標に実施する。

平成31年度
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標
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研究計画の決定と実践研究（事例研究）の実施
【研究A】：分析結果のまとめと報告を実施。
【研究B】：教育プログラムの策定と研修の実施。
【研究C）：検討した偏食等に関する具体的食支援の試行。
【研究D】：パイロットスタディとしてストレス緩和ケアを実施する。
【研究A】 地域の幼児教育・保育、福祉関連等の事業所を対象とした発達障害児支援、保護
者支援における具体的課題点に関する報告（シンポジウムやフォーラムの開催）。
【研究B】教育プログラムを試行する。試行した結果を基に教育効果を測定して、さらにプロ
グラムの精度を高める。具体的にはステークホルダーと協働で発達障害児の保護者支援・相談
で課題を抱えている事業所に研修内容を提案・実施（本学の教員も介入）。効果検証について
は事業所の協力を得て、研修終了後の保護者や子どもの変化について分析する。
【研究C】パイロットスタディとして10ケースの保護者に対して考案した支援策を伝え、実践
してもらう。子どもの食事量（量的変化）や生活習慣の改善（質的変化）を指標として効果測
定する。
【研究D】子育てにおけるストレス調査の結果を元に、パイロットスタディとして10ケースの
保護者へストレス緩和ケア（ハンドケアやリフレクソロジー）を実施する。ストレスの測定に
ついては内省報告と血圧変動を指標に用いる。

西九州大学短期大学部
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【研究B】：前年度の効果測定結果を基に、教育プログラムを実施する。同時に相談窓口設置
準備を行う。
【研究C】：前年度の実践研究（事例研究）を継続する。
【研究D】：前年度の事例の1年間の効果測定を実施する。さらに実践研究（事例研究）を続け
る。
【研究B】：前年度に引き続き教育プログラムを試行する。並行して保護者相談を実施した事
業所（事例）の結果を踏まえて、保育者を対象とした相談窓口業務の設置準備を行う。その目
的を遂行する為に、相談内容と支援方法の関連性を分析してメソッド的な情報を発信する方法
について検討する。具体的には専用ＨＰや公設Facebook等のSNSを使用した情報発信、Webを利
用した相談方法等の開発を検討する。
【研究C】：前年度に引き続き実践研究を実施する。さらにステークホルダーと協働で実践の
成果を地域で試行する。その効果測定は食事量や生活習慣に関する聞きとりとする。
【研究D】：効果測定の指標の中で血圧に関する数値は一時的で変動しやすい特性を持つため
に、指標の妥当性を検討しつつ、短期的な効果と長期的な効果の検証を行う。さらにケース数
を20ケースとしてストレス緩和ケアの実践研究を継続する。
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【研究B】：研究成果の報告と体系化を行う。
【研究C】：研究成果の報告と体系化を行う。
【研究D】：研究成果の報告とメソッドの確立を行う。
【研究B】①子ども発達支援士※や保育者等を主な対象とした保護者相談における課題分析と支
援方法に関する研究の成果報告を行う。同時に相談窓口の開設を行う（将来的にはステークホ
ルダーとの協働で相談窓口を設置する方針についても検討）。
【研究C】：実践研究をまとめて発達障害のある幼児の食支援の体系化とレシピ等の個々に応
じた手立ての提案を行う。
【研究D】：発達障害のある子どもの保護者に対するストレス緩和ケアに関して地域に提案す
る。また、日常的なケアを実現するための方略（ICTを用いた方略等）の開発準備を行う。
○各々の研究を関連付け、保護者支援や食支援が二次障害予防にどのように影響を及ぼしてい
るのか検証した集大成として「二次障害予防地域支援プログラム」を構築する。

西九州大学短期大学部

６．既選定事業との関連（該当する場合のみ：１ページ以内）
該当なし

