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　学校法人東京農業大学（理事長：大澤貫寿）は、東京情報大（千葉市若葉区御成台 4 ─ 1 ）に看護学部看護学
科（仮称）の設置を決め、 2年後の2017年 4 月の開設をめざして準備を進めている。教育理念として「現代実学
主義」を掲げる東京情報大が、地域社会の持続的な発展に貢献し、地域社会になくてはならない存在になること
をめざす中で、超高齢化社会での地域医療に求められる看護師の養成も重要との考えから構想された。入学定員
は100人。 4年間の看護師教育（保健師はカリキュラム選択制）を受け、卒業時には看護師、保健師の国家試験
受験資格が得られる。
　昨年秋に看護学部設置準備室を設置、今年 4月から、
学外の専門家もメンバーに加えた設置準備委員会の活
動も始まった。看護学部設置に伴い、キャンパス内に
実習棟（ 3 階建て、延べ床面積約3,000m2）を建てる
ことにしており、来年 2月に着工し、翌年 1月の完成
を予定している。
　これから、教員の確保、文部科学省との事務相談な
どの後、来年 3月末までに文科省へ「設置認可申請書」
を提出する。さらに、同 5月末の「看護師学校等指定
申請書」提出を経て、同 8月末に設置認可、指定を受
けることになる。 （ズームアップに関連記事）
 ■東京情報大看護学部設置準備室　℡03─5477─2237

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年（1891）、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。

傘下に東京情報大学

　東京農業大学は、農学部、応用生物科学部、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 6 学部22 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 キャンパスに学生・院生
ら約13,000人が学んでいる。
　学校法人東京農業大学の傘下に、東京情報大学
（千葉）がある。総合情報学部 1 学科、大学院 1 研
究科で、学生・院生は約1,900人。傘下には、他に
併設校として農大一高／中等部、同二高、同三高／
附属中学がある。

学校法人東京農業大学戦略室 

東京農業大学の沿革

東京情報大に看護学部看護学科
2017年4月開設予定

実習棟が建てられるキャンパス内の緑地。左奥の建物が 1号館



 新・実学ジャーナル　2015.6 1

で行われている。仲田氏は将来この体制が変わっても、
特定の外部識者に頼ることなく会社独自の判断で適切
な植樹活動を行える仕組み作りをしたいと考えてい
た。
　そんな折、「法人の森林」制度に移行する際に助言
を仰いだ宮林茂幸先生（東京農大地域環境科学部森林
総合科学科教授）と同じ学校法人に所属する元社員で
ある筆者に再会、のちに当時、東京情報大環境情報学
科で地理情報システム（GIS） およびリモートセンシ
ング等、空間情報技術の研究をすすめていた下嶋聖先
生（現 東京農大短期大学部環境緑地学科助教）に参
画いただき、予備調査を経て2010年度から本格的研究
に着手した。

はじめに～研究のきっかけは
　「私が引退しても広葉樹の植樹を続けていく何かい
い方法はないだろうか」。ピジョン株式会社社員OB会
の席で同社取締役最高顧問の仲田洋一氏から相談を受
けたのは2007年暮れであった。これを機に情報システ
ムの研究を続けてきた筆者が全く異分野の森づくりに
携わるようになった。ピジョン株式会社（以降「ピジョ
ン」と記す）は1957年創業、ベビー用品のほか、マタ
ニティ製品や介護用品を扱う東証一部上場のグローバ
ル企業である。筆者が新卒で入社後13年間勤務した会
社であり、在職中、仲田氏は代表取締役社長であった。

29 年続く環境CSR活動
　ピジョンは、1987年から仲田氏の発案で、茨城県北
西部に位置する美和村（現在の常陸大宮市）で地元の
木材協同組合の協力のもと、同社の社会貢献事業とし
て「赤ちゃん誕生記念植樹」を企画。前年に生まれた
新生児を対象に参加者を募り、29年目となる今年 5月
まで毎年約5,000本（5,000人分）の植樹活動を続けて
いる。近年、多くの企業が取り組んでいる「企業の社
会的責任（Corporate Social Responsibility＝CSR）活
動をそれ以前に提唱されたフィランソロピー（民間公
益活動）が一般化する前からいち早く実践してきた。

国有林から自社所有地へ
　当初の20年間は、国有林にスギやヒノキを植樹、
1992年からは、この年に導入された「法人の森

も

林
り

」制
度（国有林に企業等と国が共同で造林・育林し、伐採
後の収益を一定の割合で分け合う制度）を活用した。
　21年目となる2004年からは、ピジョンが独自に入手
した常陸大宮市美和地区内の私有地約90haを「ピジョ
ン美和の森」として整備、樹種も仲田氏や多くの植樹
参加者からの希望で「法人の森林」制度で指定されて
いたスギやヒノキから会社が選んだ広葉樹中心に切り
替えて植樹を続けている。

植樹活動を継続するための仕組みづくり
　私有地である「ピジョン美和の森」では、植樹する
場所、樹種とも所有者である会社の意思で自由に決め
ることができるが、その決定は仲田氏が描く全体構想
のもと、当初から木材協同組合の専門家の助言を仰い

環境CSRと空間情報技術を用いた
企業の森づくり

東京情報大学総合情報学部　准教授　中尾　宏

なかお　ひろし
1953年千葉県生まれ
武蔵工業大学（現 東京都市大
学）工学部経営工学科卒業。東
京情報大学総合情報学部総合情
報学科（起業・商品開発コース）
准教授。
中小企業診断士（情報）。公認
システム監査人。
専門分野：経営情報システム論、
情報システム監査論
主な研究テーマ：環境CSRと
しての企業の森づくり、情報資
源の測定と評価、経営シミュレーションゲームの応用
主な著書：知的資産経営（編著、同文舘出版）、戦略医業
経営の21章（編著、医学通信社）、J‒SOX対応 IT統制監査
実践マニュアル（共著、工業調査会）

美和地区斜面方位分布図
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研究の目的と概要
　環境の世紀に入り、企業にとってCSR活動に取り組
むことは当たり前のものとなりつつある。しかしその
実態は、企業活動による環境負荷の代償（カーボンオ
フセット）や企業のイメージアップに利用されている
面もあり、必ずしも活動を行う地域のニーズや活動が
もつ本来の趣旨にそぐうものばかりではなく、科学的
知見に基づいた計画・管理の立案が不十分なまま活動
が先行している場合もある。そこで研究の目的を植樹
活動評価に向けたデータ管理基盤整備を行い、植樹活
動による森林景観の育成と保全管理方法と、環境CSR
としての植樹活動の評価方法を提案（提示）すること
とした。
　具体的には、植樹活動における計画立案・実行に向
けて、GISに代表される空間情報技術を用いることで、
自然環境要素を捉える森林生態学的アプローチと、活
動主体や計画の意思決定など社会環境要素を捉える計
画学的アプローチとを統合化し、科学知見に立脚した
持続可能な活動体制が継続できるシステムづくりを本
研究の最終目的とし、 4段階に分けて研究を進めてい
る。
①企業活動による植樹活動の現状と系譜、課題の整理
② GIS及びリモートセンシングに代表される空間情報
技術活用した植樹活動評価に向けたデータ管理構築
方法と拡張型現実感（AR）技術を用いた開示方法
の提示
③ ケーススタディを対象にした植樹活動による森林景
観の育成と保全管理のあり方を検討する上での活動
に対する意識構造の把握
④ 企業活動による植樹活動の社会貢献度に関する総合
評価方法の構築

取り組み内容について
　育樹地毎に毎木調査（樹種や測量）を実施し、同時
にリモートセンシング技術を用いて育樹地の面的ある
いは広域的なデータを取得し、概況把握と森林機能の

評価を行う。得られたデータは位置情報を付与し、
GISデータ化する。これに衛星画像や航空写真などリ
モートセンシング画像を収集し、時系列的に重ね当該
地の景観変遷を把握し、植樹活動評価に資するGIS基
盤データの構築を行う。次に、基盤データをもとに、
空間解析より標高、傾斜角など立地環境特性を把握し、
植林計画を立てる際のユニット（単位）を算出する。
ユニットにおいて植樹に適した樹種を選定するための
情報は、近隣の自然林で類似する条件を持つ場所を地
理情報データから特定し、生育している樹種を現地調
査する方法を考えていた。しかし、研究の事前調査段
階で近隣には自然林が存在しないことが分かり、植物
社会学がご専門の鈴木伸一教授（東京農大短期大学部
環境緑地学科）に参画いただくことになった。
　研究・調査企画を構想してから 5年がたち、今日ま
でに現地調査を計15回実施した。東京農大、東京情報
大の教員に加え、両大学の学生も延べ64人が参加して
くれた。この調査・活動をきっかけに、両校の学生、
教員の同士のさらなる活発な交流につながればと願っ
ている。

今後について
　近年、環境CSRとして植樹や森づくりに取り組む企
業が増えているが、その多くは森林計画及び管理に対
して必ずしも専門的な知識と経験を有しているわけで
はない。本研究で構築するシステムは現状の可視化を
行うことができるため、計画を立案する際の一助とな
りうる。また、地域環境計画においては、ステークホ
ルダー（利害関係者）との合意形成が必要となるが、
その際の意思決定支援にも貢献できるものと考えてい
る。
　空間情報技術を用いた計画から管理まで一貫した森
づくりのシステムを構築することで、『人は変われど
も事業は継続する』ことができる仕組み、仕掛けが可
能となる。環境CSRの先駆者である仲田氏の志を本研
究の成果に結びつけ、持続的な地域環境保全につなが
る形で社会に還元したい。

ピジョン美和の森 航空写真 学生による森林調査
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成26年「千葉県医師・看護職員長期需要調査の結果に
ついて」から）。
　このことからも、医療機関と、地域の行政機関・住
民・企業などが連携して取り組まなければならない地
域医療を支える看護実践能力の高い人材の育成が量的
にも強く求められている。
　千葉県内では昨年度に千葉科学大学（銚子市）と聖
徳大学（松戸市）に看護学科がつくられ、今年 4月現
在、看護学科のある大学は県内に11校＜別表参照＞で、
都道府県別では兵庫の12校に次ぎ 6番目。来年度に 1、
再来年度に東京情報大を含め 3つの大学に新設される
予定（東京情報大看護学部設置準備室）。

特徴のある看護学科に
　看護学は、基礎看護学、成人看護学、老年看護学、
小児看護学、母性看護学、精神看護学、在宅看護論と
いった専門分野があるが、最近ではその中でも看護情

4 年制大学での看護教育
　看護師不足が問題とされ、人材の確保と科学的根拠
（エビデンス）に基づいた適切なケアといった質・専
門性の向上のため「看護基礎教育の充実」が求められ
た。そして、「保健師助産師看護師法」「看護師等の人
材確保の促進に関する法律」の改定や「看護師基礎教
育のあり方に関する懇談会」の意見などから、看護師
教育の大学化が推進されてきた。
　その結果、1989（平成 1）年度は11大学（入学定員
558人）であった全国の大学看護学科が、2003（平成
15）年度に100大学を超え、2008（平成20）年度に167
大学（入学定員13,108人）、2014（平成26）年度には
17大学で新設されて計234大学（入学定員19,684人）
となった。二十数年間で大学数では20倍以上、定員数
では約35倍になり、日本の全大学の 3校に 1校が看護
学科を設置している状況だが、今年度も新たに15大学
で看護学科が生まれた。
　看護師には、高度医療へ対応するための専門的知識
や技術が要求されている。また、多種多様な医療スタッ
フが、各々の高い専門性を前提に、業務を分担しつつ
も互いに連携・補完し合うチーム医療において、「患
者の近くにいて生活のことも医療のこともわかる看護
師はキーパーソンとして適任」とされる。

千葉県の状況
　千葉県の2012（平成24）年度末現在の看護師数は
35,433人で人口10万人当たり572人と、埼玉県（528人）
に次いで少なく、最も多い高知県（1,223人）と比べ
ると半数以下。2025年時点で、千葉県内の75歳以上の
高齢者は108万2,000人となり、10年間で 9割増えると
推計されている。必要と見込まれる看護職員数に対し
て、単純計算では4,530 ～ 4,660人の不足、各医療機関
が出している求人数などを加味すると14,070 ～ 15,150
人不足するという（千葉県健康福祉部医療整備課：平

自律・共創で地域医療に貢献
東京情報大看護学部看護学科（2017年 4 月開設予定）

　日本は、急速に高齢化が進行している。65歳以上の人口は、3,000万人（国民の約 4人に 1人）を超えており、
2042（平成54）年にはピークの約3,900万人を数えるという。そして、団塊の世代（約800万人）が75歳以上とな
る2025（平成37）年以降は、国民の医療や介護の需要が、さらに増加することが見込まれている。このような状
況の中、高齢者の尊厳の保持と自立生活の支援の目的のもとで、可能な限り住み慣れた地域で、自分らしい暮ら
しを人生の最期まで続けられるよう地域医療の構築が叫ばれている。とりわけ在宅医療を支える高度な実践能力
をもつ看護師の養成は重要で、2025年には現在よりも約50万人の増員が必要とされ、新たな養成機関の拡充が求
められている。東京情報大看護学部看護学科は、東京情報大の特性を活用して、「自律・共創」をキーワードに
情報化社会における地域医療に貢献できる看護師の育成をめざす。

看護学科のある千葉県内の大学
大学・学部・学科名 所在地 開設年度

千葉大学看護学部看護学科 千葉市中央区 1975年

順天堂大学医療看護学部看護学科 浦安市 2004年

三育学院大学看護学部看護学科 夷隅郡大多喜町 2008年

千葉県立保健医療大学健康科学部

看護学科
千葉市美浜区 2009年

淑徳大学看護栄養学部看護学科 千葉市中央区 2011年

了徳寺大学健康科学部看護学科 浦安市 2011年

城西国際大学看護学部看護学科 東金市 2012年

亀田医療大学看護学部看護学科 鴨川市 2012年

帝京平成大学地域医療学部看護学科 市原市 2013年

千葉科学大学看護学部看護学科 銚子市 2014年

聖徳大学看護学部看護学科 松戸市 2014年

 ＜2015年 4 月現在＞
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　看護情報学の内容は他の科目で教えている大学が大
半で、看護情報学を履修科目として体系的に教えてい
るのは一部にすぎない。看護情報学の基礎的知識を習
得する教育の構築はいまだ不十分と言わざるを得な
い。東京情報大が、これまでの教育・研究の実績をい
かして、看護情報学を駆使する看護師を育成していく
ことは責務でさえある。「情報」というインフラによっ
て医療高度化の実現、医療サービス拡大といった成果
につなげることが可能だ。

■看護情報学を実践的に活用
　チーム医療で大切なのはICTを活用した情報の共
有。患者に何が必要で何ができるのか、チームで検討
し協働していくには、他職種、患者が何をどう考えて
いるのか話し合って理解することが重要となる。そこ
で、キーパーソンとして期待されるのが、コミュニケー
ション能力や調整能力を持ち、他職種と協働して情報
の利活用を推進することのできる看護師。
　また、これからの地域医療にも病院と地域との情報
共有の必要性は増加する。現在、病院だけでなく地域
でもチーム医療が展開されている。切れ目のないサー
ビス提供のための連携が必要で、ここでも情報を的確
かつ迅速に抽出し、分析し、活用するための判断基準
を持つことが看護師に求められてくる。
　さらに、ICTを活用して遠隔地の看護師が在宅療養
者の健康状態を把握して疾病管理を行う遠隔看護（テ
レナーシング）への期待も高まっている。

◇
　現在、看護師の約 8割は病院などの医療施設で働い
ていると言われる。
　「しかし、今後は、病院の中だけの視点で看護する
という考えを変えていかなければならない。病院と地
域の看護師が一緒になって病気や障害を抱えた人の生
活を支えたり、予防に関わったりしていくことが一層
重要になる。地域の病院・施設、専門職・非専門職の
人たちと連携・協力しあい、現場で学ぶ。これこそ学
校法人東京農業大学の母体である東京農大の教育理
念・実学主義にもかなったことではないか。『自律と
共創』を掲げて、生命に対する深い畏

い

敬
けい

の念としなや
かな創造力を持ちあわせた人材を育てていきたい」（加
納委員）という。
 （学校法人東京農業大学参与　谷口　弘）

＊東京情報大：1988（昭和63）年に高度情報化社会に対応できる
人材育成を目的として、千葉市谷当町（現千葉市若葉区御成台）に、
経営情報学部経営学科と情報学科の 1学部 2学科体制で開学し
た。その後、学部改組と学部名称変更が行われ、2013（平成25）
年度からは、教育・研究分野を文系から理系までに広げた総合情
報学部総合情報学科の 1学部 1学科12コース制。

報学、看護管理学、看護政策学、看護教育学などが注
目されている。これから作成作業に入る東京情報大看
護学部看護学科のカリキュラムは「時代の要請に応え
られる教育内容」でなければならない。既存の総合情
報学部の教育・研究を裏付けに特徴ある学科の構築を
めざす。看護学部設置準備委員会委員の加納佳代子氏
（現神奈川県立保健福祉大学大学院教授 専門：看護管
理学）が強調するのは「コンピューターサイエンスと
情報科学、看護科学を組み合わせることによって看護
に関するデータ、情報、知識を利活用し、臨床看護と
看護ケアの提供を支援する」看護情報学。

■看護師にとって「情報」とは
　情報によって得られる患者の利益と同時に、患者の
人権は守らなければならない。看護師は、医療の最前
線において患者に最も近いところにいる。そのため、
患者をよく観察し、そこから得られる情報によって看
護を展開する重要な役割を担っている。そして、その
プロセスを情報として記録し、医療チームのメンバー
とコミュニケーションをとって治療やケアについての
情報を共有し合う。また、すでにある研究結果や患者、
専門職からの情報を正確に収集して適切に活用する作
業（新しい情報の作成）も必要になる。看護師にとっ
てICT（Information and Communication Technology
＝情報通信技術）は，その専門性を発揮するために必
要不可欠なもの。

◇
　成熟した情報社会で、大量の情報の中から必要なも
のを探し出し、課題に即して組み合わせたり加工した
りするための情報リテラシー（情報を自己の目的に適
合するように使いこなす能力＝情報活用力）を習熟す
ることは必須のこと。情報をアセスメントし、活用し、
管理する能力に加え、高い倫理性を発揮しながら課題
解決のためのしなやかな創造力を身につけ、看護にか
かわる情報を実践的に活用できる人材を育んでいくの
が東京情報大ならではの看護基礎教育だ。
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　“たけのこ畑”では収穫と共に、残す新竹と親竹の選抜が重要な要素となる。
新竹は発筍年に成熟し、次の年には光合成によって作り出した養分を地下茎
に蓄え、次代の“たけのこ”の発筍を促す。親竹は 3 ～ 5年生の頃に多くの“た
けのこ”を生み出し、 7年生ともなれば“たけのこ”をほとんど生産しなく
なる。おいしい“たけのこ”の栽培は、 5 m程度の高さを保つように竹の先
端を折り、竹林への風通しや程よい光の管理とともに地下茎への養分蓄積を
考慮しなければならない。もちろん“たけのこ”を掘りおこしたシーズン後
に窒素、リン酸、カリウムなどの三要素を含有したその地の土壌ごとに適し
た施肥、除草や追肥、古くなった親竹の伐採、畑全面への敷き藁

わら

と藁を覆う
土入れなどの施業が栽培者によって培われた経験のもと実施されるのだ。
　特用林産物の“たけのこ”は良質なタンパク質や炭水化物が豊富で機能性
に深く関与するカリウムやチロシンなども含有する。「旬のたより」として
掘りたてを調理して食すとともに、保存食としての水煮なども生活の中に上
手に取り入れ、煮物、炒め物、あえ物、ご飯の具材などに活用いただきたい。
　なお、モウソウチクは食用ばかりではなく突然変異体の「亀

きっ

甲
こ う

竹
ち く

」は貴重
な美術工芸品としても利用されている。竹林を食用や工芸品の生産の場とし
て観察することも楽しみではないだろうか。

　日本人は、伝統的に家族で食卓を囲むことの多い民族であろう。近年、
核家族化が進むとともに夫婦共働きなどの社会的な状況においてその
伝統は変化を余儀なくされつつある。そんな現代であるからこそ食材
を囲み、その食材について語ることの重要性を感じるのだ。
　我が家では、季節ごとに「旬のたより」と銘打った食材が食卓を飾
る。春の季節のたよりの一つは林産物の“たけのこ”だ。日本の竹は、
14属600種類程度あり、モウソウチク、ハチク、マダケが日本三大竹と
呼ばれている。“たけのこ”として食される種類は、一般的にモウソウ
チクである。1740年中頃に中国から鹿児島県へ移入された。
　“たけのこ”として食用に利用される竹は栽培管理される。おいしい
“たけのこ”を生産するには周年を通した地道な作業が不可欠だ。管理
された竹林からの“たけのこ”の発

はつ

筍
じゅん

は 3 月下旬から始まる。この頃
の“たけのこ”は小さいが若竹独特の香りも強く、お吸い物などで旬
を楽しむことも粋である。 4月下旬から 5月下旬ともなれば、大きく
甘みを蓄えた“たけのこ”に成長する。しかしながら、この頃のおい
しい“たけのこ”は土の中にその体をとどめ、日光にあたっていない
ことが肝心だ。“たけのこ”は日光に当たると光合成も開始する。光に
よる細胞損傷などから酵素も働いて細胞の中にあるアク成分のシュウ
酸やホモゲンチジン酸が増加するとともに、乾燥して味が落ちる。“た
けのこ”は早朝の暗いうちから“たけのこ畑”の小さなひび割れを見
つけ、その部位を専用の道具で“たけのこ”にキズをつけないように掘りおこす。キズは“たけのこ”の
酸化を促進し旨

うま

みが低下するからだ。

天然物を利用した食彩（ 3）

たけのこ
東京農業大学地域環境科学部教授　江口　文陽

子育てのような手間が『おいしい』を作り出す

えぐち　ふみお
東京農業大学地域環境科学部森林
総合科学科教授。2015 年ミラノ
万博日本館サポーター。
専門分野：林産化学、きのこ学、
木材劣化生物学。
主な研究テーマ：特用林産物の高
付加価値化への科学的解析と製品
開発。
主な著書：きのこを利用する（単
著）地人書館、科学が証明！エノ
キダイエット（単著）メディアファ
クトリー

“たけのこ”の煮つけ

工芸品として使われる亀甲竹
 （京都）



東京農大農学部植物園から（28）

キヌア
Chenopodium quinoa Willd.

（ヒユ科）

　近年「キヌア」の名前を聞く機会が増えて
きています。キヌアはアカザやホウレンソウ
の近縁種です。南米アンデス山脈の高地アル
ティプラーノでは数千年前から食用に栽培さ
れている擬似穀物で、モロコシ、キビ、アワ、
ヒエなどと共に雑穀に分類されています。キ
ヌアの栄養価ですが、我々が体内で合成でき
ず栄養分として摂取しなければならない必須
アミノ酸のバランスにすぐれることが大きく
評価されています。2013年に国連により「国
際キヌア年」が制定され、世界での認知度が
高まり、東京農大「農の博物館」でキヌアの
展示が行われ、厚木キャンパスでもキヌアの
ワークショップが開催されました。昨年は厚
木キャンパスの地元・厚木市愛甲公民館で、

地域住民による栽培を中心とするワーク
ショップが開催され、キヌアへの期待が高
まっています。
　キヌアの栽培種は「高原型」、「塩地型」、「谷
型」、「海岸型」の四つの品種群が知られ、中
でも「高原型」は標高3000m以上の地域で栽
培されています。草丈は 1～ 2 mほどで、茎
の先端部に見られる穂は品種により、赤、黄、
紫、白などさまざまな色を呈し、直径約
2 mmの種子を一つの房に250-500個程度つ
けます。南米ペルー、ボリビア、エクアドル
が主要産国で、南米以外の生産はほとんどあ
りませんが、僅かですが日本でも栽培が始
まっています。
 （東京農大農学部植物園　伊藤健）
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