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　東日本大震災から 6年──「農業の復興は東京農大の使命」と活動を続けている東日本支援プロジェクトの平
成28年度報告会が 2月18日、福島県相馬市で開かれた。報告者は同プロジェクト立ち上げ時のリーダー・門間敏
幸名誉教授、現在のプロジェクトリーダー・渋谷往男教授（国際食料情報学部国際バイオビジネス学科）のほか、
大島宏行助教（応用生物科学部生物応用化学科）、半杭真一准教授（国際食料情報学部国際バイオビジネス学科）、
信岡誠治教授（農学部畜産学科）、林隆久教授（応用生物科学部バイオサイエンス学科、 3月末退職）の計 6人。
「今後は補助金が減額されても対応できる農業経営をすることが重要。補助金の適用条件の変化に柔軟に対応で
きるように」「農家側は農業に参入したい企業と手を結ぶことで、新たな販路が得られる」など農業経営の方策か
ら、復興のための土づくり、消費者意識、牧草地や森林の放射能除染といった課題が報告された。
　また、南相馬市でも「森林の現状と再生」をテーマ
にシンポジウム＆報告会が開催された。その中で、林
教授は「心材や根のセシウムは，震災から年月が経っ
ても減らない」ことを指摘。森林・樹木の定点調査を
南相馬市で行ってきた上原巌教授（地域環境科学部森
林総合科学科）は「場所によっては落葉層の放射線量
は増えている。今後もモニタリングを続けることが大
切」と現状を報告した。さらに、中村幸人教授（同、
3月末退職）は「植生は津波後、 2年くらいで回復が
見られた。中には絶滅危惧種も出てきており、珍しい
植物も次々出現している」と里山景観の回復状況を説
明した。
　東京農大は、農業の完全復興に向け、被災者のニー
ズに則した支援を続けていく。

榎本武揚と横井時敬
　創設者は、明治の英傑榎本武揚だ。明治政府で逓
信相、農商務相、文相、外相などの要職を歴任した
榎本は、明治24（1891）年、東京に「私立育英黌」
を設立した。その農業科が東京農学校、東京高等農
学校と名を替えつつ、拡充の歴史を歩み、今日の東
京農業大学となる。
　東京農学校時代の明治28（1895）年、評議員とし
て参画したのが、明治農学の第一人者横井時敬だっ
た。「人物を畑に還す」「稲のことは稲にきけ、農業
のことは農民にきけ」と唱えて、「実学」による教
育の礎を築き、東京農業大学の初代学長を務めた。
本学の「生みの親」は榎本、「育ての親」は横井で
ある。

高等教育から初等教育まで
　東京農業大学は、農学部、応用生物科学部、生命
科学部、地域環境科学部、国際食料情報学部、生物
産業学部、短期大学部の 7学部25学科からなり、大
学院は 2研究科19専攻体制が整っている。世田谷、
厚木、オホーツク（北海道・網走）の 3キャンパス
に約13,000人が学んでいる。
　学校法人東京農業大学の傘下には、東京情報大学
（千葉）があり、総合情報学部、看護学部の 2学部
2学科と大学院 1研究科に約2,000人が学ぶ。また、
併設校として農大一高／中等部（東京）、同二高（群
馬）、同三高／附属中学（埼玉）がある。
　平成31年度には、東京農業大学稲花小学校が世田
谷に開校予定である（設置認可申請中）。

東京農業大学の沿革

東日本大震災復興支援プロジェクト報告会

相馬市での報告会。左から門間名誉教授、渋谷教授、大島助教、
半杭准教授、信岡教授、林教授
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はじめに
　小さな切り傷や刺し傷も含めれば、成人になるまで
に一度もケガをしたことのない人はいないだろうが、
多くの人たちは「ケガ」と聞いただけで当惑した顔を
する。
　ケガを嫌がる原因は、痛みや出血、知覚・運動障害
を伴い、風貌や外見が変化し、時には、命をなくすこ
とにもつながるからと考える。ケガの程度も自然に治
癒する軽いケガから、応急手当てが必要なもの、救急
や医療の専門家が行う応急処置・医学的処置まで多岐
にわたっており、対応を間違えれば重症化したり、苦
痛が増強したりする。
　ケガの重い人や心肺停止になった人を救うには、そ
の場に居合わせた人たちが速やかに応急・救命手当て
を行い、周囲に助けを求め、消防署に連絡し、主体的
に対応することが重要である。近年、AED（自動体外
式除細動器）が普及し、心肺蘇生法（CPR）の講習会
（図 1右上下参照）が全国で開催され、倒れている人へ
の救命手当てに対する関心は高まっているが、ケガを
した人への対応訓練（図 1左上下参照）は未だ少ない。

1 ．外傷と傷害
　ここまで、「ケガ」という言葉を用いてきたが、こ
れ以降は、より重症度の高いケガを意味する外傷
（Trauma）という言葉を用いることにする。一方、
外傷と類似して使用される言葉に、傷害（Injury）が
ある。
　平成20年に日本学術会議臨床医学委員会出生・発達
分科会は、「事故による子どもの傷害」の予防体制を
構築するためにという提言を公表した。一般には、傷
害保険や傷害事件のように、行政や保険用語で使用さ
れているが、音声表現では「障害」と混同されること
があり、医学では、外力による臓器や器官の破壊を「損
傷」と呼ぶこともある。

2 ．外傷を予防するという考え方
　筆者が、外傷予防研究と教育を始めたのは、平成18
年度に松下教育研究財団（現パナソニック教育財団）
から「e─Learningと実習を併用した高校生向け外傷予
防教育プログラムの作成」への研究助成を受けてから
である。看護師である筆者は、昭和57年から平成元年
まで、大学病院の救命救急センターやICU（集中治療

室）、脳外科病棟に勤務していた。当時は、交通事故
による年間死亡数は 1万人以上ではあったが減少傾向
にあり、負傷者は毎年16,000人以上で、増加の一途を
たどっていた。負傷者の中には、手足の骨折や切断、
頸髄損傷、脊髄損傷、頭蓋内出血の人たちもたくさん
含まれていた。
　その人たちへのケアをしながら、警察は交通事故を
予防する目的で、交通安全教室や道路交通法の順守活
動をしているが、医療者の立場から、外傷の予防教育
ができないものかと考えていた。医学の進歩により新
たな治療法が開発されているが、現在でも、切断した
手足や断裂した脊髄（中枢神経）を再生する治療法は
ない。医学には、病気を治すことを目的とする治療医
学と病気にならないようにする予防医学がある。予防
医学は、病気（感染症、公害病、生活習慣病など）に
ならないようにすることで、心身の健康維持・増進、
回復を図るための学問で、大きく一次、二次、三次の
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東京情報大学看護学部　教授　小島善和

図 1　 救急手当てとAED&CPRトレーニング
（P.A.R.T.Y Program）



2 新・実学ジャーナル　2017.4

中学、高校でのいじめや校内暴力、ICTによるコミュ
ニケーション技術の進化と課題など、取り上げる教育
の内容が、脳外傷、頸椎損傷を含む高エネルギー外傷
の予防と言った身体的外傷の予防から、災害避難行動
と自助、互助、共助、公助対策、高次脳機能障害や頸
髄損傷患者の理解、対象喪失に伴うストレス・コーピ
ング、護身術訓練等に広がっている。これらの活動は、
P.A.R.T.Y Iseharaの ホ ー ム ペ ー ジ（http://party─
isehara.com/）で、紹介している。

4 ．農業と外傷予防
　農業就業人口は平成22年の260.6万人から平成25年
は239.0万人に減少し、平均年齢は66.2歳で、65歳以上
の就業者が全体の61.9％を占めている。（平成25年農
業労働力に関する統計：農林水産省）農業従事者の高
齢化は、視力、聴力の低下による感覚器系と筋力や機
敏性の低下、物忘れや勘違い等に伴う事故の増加が予
想される。
　また、「企業や公務員の退職者がトラクターや耕運
機、草刈り機を操作すること」、「中古農機具の使用や
整備不良」による外傷の増加も予測できる。さらに、
機械化は、家族による共同作業から単独農作業を増加
させ、外傷により身動きが取れなくなった場合に備え
る必要もある。
　自然の中での仕事は、天候や気温、日の出から日の
入りまでの時間に左右され、農作業中に機械が故障し
て、修理に時間がかかると作業全体が遅れてしまう。
翌日が平日であったりすると、次回の作業日が 1週間
後になることも珍しくなく、無理に作業をすることに
もなる。傾斜地や管理が行き届かない耕作地での作業
も多く、のどかに見える農作業の実際は、常に外傷予
防を意識して作業を進めることが大切である。
　トラクターは、旋回半径を小さくするために、ブレー
キが車輪の左右どちらか、あるいは両輪に効くように
ペダル操作ができるようになっている。重心が高く、
起伏のある耕作地への出入りや平たんでない場所の走
行など、傾斜地での転倒、転落の恐れもある。また、
耕運機で田畑を耕すときに、ロータリーを回転状態の
ままバックし、つまずいて転倒し、ロータリーの刃に
ズボンと下腿が巻き込まれる事故も多い。歩行が困難
になった場合に、救急要請があれば、救急車が搬送活
動に向かう。しかし、救急車に搭載されているストレッ
チャー（車輪の付いた患者を移送する台車）は、平ら
な場所の移送には向いているが、田畑や段差のある場
所、山道での移送には担架やバックボードが必要とな
る。一次予防対策として、①携帯電話を必ず持参する
こと②家族にその日の予定を伝えておくこと③農業共
済に家族特約も含めて加入することなど、農業従事者
の外傷予防教室の開催も有効と考える。

3段階に分類される。一次予防は疾病の発生を未然に
防ぐ行為、二次予防は早期発見と早期治療、三次予防
は重症化した疾患から社会復帰するための行為であ
る。一方、アメリカ外科医協会外傷委員会（1999年）は、
外傷予防のカテゴリーを以下のように定めている。一
次予防は外傷の元となる出来事を排除する。二次予防
は一次予防で予知できない出来事による外傷の重症度
を最小限に抑える。三次予防は、外傷の重症度に関係
なく、治療の成果を向上させるであるが、わが国には
外傷予防カテゴリーは存在しない。
　外傷予防研究と教育が進まない理由として、事故や
事件、労働災害・自然災害・学校災害等の予防・防止
の専門家は、教育学や工学、社会学、経済学、心理学、
法学等をベースとする人たちで構成されている。一方
で、保健や予防医学の専門家は、環境汚染や感染、生
活習慣病などの疾病予防への関心が高く、受傷者への
対応は、治療医学の救急救命士や救急隊員、救急科専
門医や救急に勤務する看護師等が担っているため、外
傷予防に対する医療分野の関心が少ないことによると
考える。

3 ． 外傷予防教室の開催
　筆者は平成18年から現在まで、主に高校生を対象と
した「外傷予防教室（P.A.R.T.Y Isehara）」を定期開
催 し て き た。P.A.R.T.YはPrevent Alcohol & Risk-
Related Trauma in Youth〈若者のアルコールと危険
（行為）に関わる外傷予防〉の意味で、トロント市（カ
ナダ）にあるサニーブルック病院に本部を置く組織で
ある。図 2にあるように、北米を中心に100以上の支
部が活動しているが、アジア、アフリカ地域は、
P.A.R.T.Y Iseharaのみで、今後東南アジア地域を中心
に活動を広げたいと考えている。
　P.A.R.T.Y Programsは、主に若者の交通外傷を予
防する目的で研究と教育活動を行っている。P.A.R.T.Y 
Iseharaも、当初は若者の交通外傷を予防する目的で
活動してきたが、交通事故の死者、負傷者の減少、東
日本大震災に伴う死者、行方不明者、負傷者の発生、

図 2　P.A.R.T.Yプログラム開催国と支部数
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地域再生・活性化の担い手育成
　国際食料情報学部食料環境経済学科を中心に取り組
んだ「地域再生・活性化の担い手育成教育」が、2008
年度（平成20年度）文部科学省「質の高い大学教育推
進プログラム」に採択され、同プログラムを実践する
ため、東京農大は同年11月に長野県長

ながわまち

和町と連携協定
を結んだ。
　長和町を舞台に推進した「地域再生・活性化の担い
手育成教育」は大きな成果をあげ、 3年間の実施期間
（文科省の補助事業）が終了したが、2011年度から食
料環境経済学科が取り組む「山村再生プロジェクト」
に引き継がれた。
　「山村再生プロジェクト」は、耕作放棄地と伝統文
化の再生等をとおした、学生による地域活性化プロ
ジェクト。実学主義とアクティブラーニングを実践す
る食料環境経済学科の代表的プロジェクトとなってい
る。
　「山村再生プロジェクト」の実習は、食料環境経済
学科生が参加する年10回の実習（ 1回20人、2泊 3日）
と国際食料情報学部 1年生対象のカリキュラム実習
（ 3泊 4日）があり、長和町全体をフィールドに、「歴
史資源活用実習」「自然資源保護・活用実習」「食文化活
用実習」「遊休荒廃農地再生実習」「伝統文化活用実習」
「地域再生プランニング実習」を行う。
歴史資源活用実習：旧中山道の宿場町「長久保宿」
「和田宿」など江戸時代の歴史をしのばせる数々の
歴史資源がある。
自然資源保護・活用実習：長和町はシラカバ、コナ
ラなどの広葉樹、カラマツ、ヒノキといった針葉樹
などの林野が町面積の80％超。
食文化活用実習：おやきは、そばなどと並んで、長
野県の伝統的な食文化で、長和町も例外ではない。
遊休荒廃農地再生実習：高齢化、担い手不足などで
遊休荒廃農地は増加している。鳥獣被害も深刻。こ
れまでに耕作放棄地を農地へと再生させ「芹沢圃場」
「鷹山圃場」「岡森圃場」の 3圃場ができた。
伝統文化活用実習：立岩和紙は300年の伝統がある。
紙漉

す

きを体験して伝統文化活用を学ぶ。
地域再生プランニング実習：現地で見たこと体験し
たことをもとに長和町の地域再生プランを作成す
る。

　実習には、食料環境経済学科の卒業生が駆けつけ、
長和町北隣りの上田市にある丸子修学館高校（2012年、
教育協力協定締結）の生徒たちも参加している。また、
実習に参加した学生が、長和町の広報誌「ながわ」に
寄稿。「～山村再生プロジェクト～のうだい日記」で
報告し、町民たちに学生たちの活動ぶりが周知されて
いる。
　 2月10～12日の実習は、初日に立岩和紙保存会の指
導で楮

こうぞ

の木の刈り取り。 2日目は「どら焼き」と「お
やき」作りを楽しみ、紙漉きを体験。漉いた和紙に絵
を描いて、個性あふれる和紙ができた。最終日は 1日
目に刈った楮の皮むきを行い、立岩和紙保存会の方々
と交流した。

特産品開発
　山村再生プロジェクトを円滑に進め、実習で中心的
な役割を担っているのが学生委員会。メンバーは約30
人。「特産品課」「広報課」「総務課」「グリーンツーリズ
ム課」「地域交流課」を設置し、連携を取りながら地域
活性化策を探っている。 2年前から積極的に取り組ん
だのが長和町の特産品開発。そのひとつが「長和のト
マト」（トマトソース）。かつて町で製造されていた「長
門のトマト」は作り手不足で消滅していたが、東京農
大生が手伝うことにより「長和のトマト」に名を替え
復活した。また、耕作放棄地を再生させた「鷹山圃場」
「岡森圃場」でエゴマを栽培、収穫から搾油、瓶詰ま
で東京農大生が行い「エゴマ油」を製品化した。再生
圃場ではキヌアも栽培、今年 4月からは燕麦栽培にも

山村再生プロジェクトの舞台：長和町

包括連携協定＜自治体編 4＞

楮の皮むき実習（今年 2月）
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が少なくなり、続けることが危ぶまれていた」という。
しかし、東京農大生が加わることで不安も消え、むし
ろ盛り上がりを見せた。「郷土の祭りがなくならなく
てよかった」と町民も喜んでいるという。
　昨年は旧中山道長久保宿を練り歩く 3年に 1回の
「道

みち

行
ゆき

」が行われた。参加した東京農大生は58人。十
数人の卒業生も加わった。東京農大生はオレンジ色の、
卒業生は青色の法被に腹掛け、鉢巻き、足袋姿でビシッ
とキメて神輿を担いだ。道中では「大根踊り」も披露
し、多くの喝采を浴びた。そろいの法被は、山村再生
プロジェクトを応援する長和町出身者のふるさと納税
を活用してつくられたものだ。

■
　山村再生プロジェクトに携わり学生を指導してきた
望月洋孝助教は言う。「耕作放棄地の解消と伝統文化
の維持継承、更には実践的な特産品開発を通して地域
活性化を目指してきた。このプロジェクトの成果は大
きい。しかし、再生への取り組みは継続することが何
より大事だ。これからも学生の活動が町の活性化に結
び付くよう力を注いでいく。そして、学生たちも長和
町での経験を通して、資源活用能力、環境に配慮でき
る能力、コミュニケーション能力、提案・企画能力な
どを身に着け、地域社会に貢献できる人材に育ってほ
しい」

（学校法人東京農業大学参与　谷口　弘）

　＊ 長和町：長野県のほぼ中央、小県郡の南部に位置し、2005年（平
成17年）10月 1 日に長門町と和田村が合併して誕生した。広さ
は東西16.39km、南北21.50km、周囲68.50kmで、総面積は183.86
km2。標高は600m～2000m、林野率が80％を超える中山間地域。
東は蓼科山系の山脈を境として立科町に、南は中信高原霧が峰
山塊を境として茅野市、諏訪市に、西は美ヶ原高原があり松本
市に、北は上田市と接している。旧町村はともに黒耀石の産地、
旧中山道宿場町で、歴史・文化に共通点が多く、長門牧場から美ヶ
原高原にかけては八ヶ岳中信高原国定公園に指定され、多くの
観光客が訪れる。人口は2,656世帯6,314人（ 3月 1日現在）、
2000年以降減少し続け、少子高齢化が進む。

挑むという。

郷土カルタづくり
　地域交流課が 5年前から取り組んだのが「長和カル
タ」作製。群馬県出身の学生が「ふるさとには『上毛
カルタ』がある」と言い出したのがきっかけで、長和
町の郷土カルタづくりが始まった。長和町の魅力を再
認識してもらうことを目的として、長和町の文化・歴
史や観光地を題材とした。絵札は全て学生たちの手描
き。読み札も学生たちが考えた。
＜お　大山獅子　舞い踊る　例大祭＞
＜し　縄文の　歴史を語る　黒曜石＞
　読み札の裏には「毎年 9月に行われる、長久保の総
鎮守である松尾神社の例祭です。 3年に 1度、長久保
宿から松尾神社までを獅子舞が練り歩く道行きが行わ
れます」「黒曜石は、火山の噴火によって作られるガラ
ス質の石で、およそ 3万年もの間、石器の材料として
利用されてきました。鷹山にある黒曜石の原産地、星
糞峠黒曜石原産地遺跡は、2001年に国の史跡名勝天然
記念物に指定された日本有数の黒曜石産地です」など
と題材についての解説も付けた。箱には長和町の特産
品である立岩和紙を使用するなど長和町の魅力を詰め
込んでいる。120セット作り、今年 1月に町内の長門
小学校など小中学校、保育園などに配った。

町無形文化財の例大祭に参加
　国際食料情報学部 1年生のカリキュラム実習（ 3泊
4日）は例年 9月に行われる。
　実習の学生は全員、町無形文化財の大山獅子例大祭
に必ず参加する。
　この祭りは、「少子高齢化の影響で、神輿の担ぎ手

完成した「長和カルタ」
＝写真㊨＝を、長門小学
校の児童に手渡す東京農
大山村再生プロジェクト
学生委員会のメンバー

大山獅子例大祭では、町民と東京農大生らが一緒に神輿を担いだ。
オレンジの法被が東京農大生（昨年 9月）
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香遊生活のはじまり
　香遊生活は、株式会社舟山組（建般・造園業）が
1991年にハーブ事業部を創設し、その後（1997年）、農
業法人有限会社香遊生活として分離独立した企業であ
る。香遊生活の代表も舟山組と同様、舟山秀太郎氏が
務めている。ただし、香遊生活の運営を実質的に担う
のは妻の舟山はるみ氏である。香遊生活は、無農薬有
機栽培にこだわったハーブの生産・加工・販売を主た
る事業としている。昨今では多数のメディアに紹介さ
れるなど、美と健康に関心を持つ女性層から脚光を浴
びる注目の企業といえる。
　舟山はるみ氏は、ハーブビジネスを手掛ける前から
ハーブに関心を持っていた。きっかけは海外旅行であ
る。海外に出かけ、おいしい料理に出会えばその味を
再現するため、試行錯誤を繰り返し行っていた。そして、
味の決め手となる素材にたどり着いたのがハーブで
あった。これを機に、ハーブの魅力にひきこまれ、ハー
ブ研究を始めるようになったのである。時を同じく、
夫である秀太郎氏も、建設業界の将来を勘案する中、ハーブ事業に参入する意思を固めたのであった。秀
太郎氏は妻のハーブに関する知識を深化させるため、海外研修に送り出すことで、生産から加工に必要な
知識を習得させていったのである。

持論は「子育てと同じ」
　ハーブは、オホーツクの地域性を最大限にいかすことができ
る植物である。香遊生活のある北見市は、ハッカで有名な地域
として名高い。ハッカもハーブの一種であるため、まさに北見
はハーブ生産にとって適した環境といえる。こうした地域性の
後押しもあり、香遊生活はハーブ事業を本格化させていったの
である。しかしながら、順風満帆にビジネスが行われてきたわ
けではない。自社農場にて、当初は100種類ものハーブを生産し
ていたが、現在は60種類まで絞り込んでいる。はるみ氏のハー
ブ生産における持論は、「子育てと同じ」である。「全てのハー
ブに個性があり、その個性に合わせて栽培・収獲・乾燥・ブレ
ンドを一貫して行っている。個々のハーブに合わせた育成は決
して楽ではないが楽しいひと時であることが、子育てと同じだ
と思う」と話す。
　また香遊生活は、土壌にもこだわりを持っている。農薬・化学肥料は一斉使用せず、敷地内の落葉や畑
の収穫残渣を腐葉土にすることで地力対策を行う。収穫においても、丁寧に育てたハーブを全て手摘みし
ている。誰もが安心して口にできるハーブを育て、さらにハーブの機能性に着目した商品によって多くの
笑顔を作ることが、香遊生活の活力となっている。

オホーツクの地域資源 Foods Who（14）

オホーツクから届ける「想い」
東京農業大学生物産業学部准教授　上田智久

夫の健康を「想い」ブレンドしたハーブティー
「有機プレミアム13　CLEAR BODY　颯

さつ

」

香遊生活社員の大隅和喜子さん㊧と
舟山はるみさん



東京農大農学部植物園から（46）

マツラン
Gastrochilus matsuran Schltr.

（ラン科）

　昨年の春、カツラの大木があるというとあ
る神社に地元高校の生物の教員、植物探索の
仲間 3人で出かけました。集落の神社の境内
には胸高直径 1 m以上のスギの大木が10本ほ
ど見られ、氏子によりきれいに掃き清められ
た境内には雪や風などで折れてしまったスギ
の小枝の山が何カ所かありました。
　そして同行の 1人が落ちた枝についている
マツランを発見。周囲の小枝の山の中をよく
見ると多数のマツランが付いています。この
小枝は焼却する運命であったし、毎年管理の
名の元に焼却されていただろうことが想像さ
れます。また、スギの大木ををよく見ると多
数のマツランが着生しています。地元の植物
に詳しい人物に連絡を取りましたが、彼もそ

の存在を知りません。焼却されるであろう小
枝をすべて集め、 1枝を地元の高校に、 1枝
を植物園に、残りは地元の植物研究家に託し、
乱獲・盗掘を防ぐ意味からお互い場所は明ら
かにしないということを約束し、発見場所を
後にしました。
　マツランは本州（宮城県以南の太平洋側）・
四国・九州、朝鮮半島南部に分布する常緑の
小型着生ランで、モミ、カシ、カヤ、カエデ
やサクラなどの樹幹に着生します。葉は肉厚
で先がとがり、長さ約 1 cm。花は約 5 mm
と小さく、黄緑色に紅紫色の模様がみられ、
花期は 3月～ 4月。絶滅危惧ll類に指定され
ています。

（東京農大農学部植物園　伊藤健）
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