
後援・共催

実 施 日 時

実 施 場 所

受　講　料

講座の内容

講　　　 師

参 加 者 数

アンケート回答者数

年　　　 代 　70歳以上 9.9% 　70歳以上 58.8% - 　70歳以上 7.1% 　70歳以上 26.6%

　50～69歳 50.6% 　50～69歳 29.4% - 　50～69歳 35.7% 　50～69歳 43.4%

　50歳未満 39.5% 　50歳未満 11.8% - 　50歳未満 57.2% 　50歳未満 30.0%

在　　　 住 　品川区 53.7% 　世田谷区 88.2% - 　立川市内 42.9% 　和歌山市内 83.3%

　その他の区等 46.3% 　その他の区等 11.8% - 　その他の区等 57.1% 　その他の区等 16.7%

感　　　 想 　わかりやすかった 74.1%   わかりやすかった 88.2% 　参考になった 75.0%   わかりやすかった 100.0%   わかりやすかった 90.0%

　ためになった 51.9% 　ためになった 94.1% 　参考になった 100.0% 　参考になった 100.0%

講座を知った方法 　品川区報 2.2% 　世田谷区報 47.6% 　目黒区報 37.5% 　立川市報 13.3% 　和歌山市報 53.3%

  チラシ・ポスター 17.8% 　 チラシ・ポスター 19.1% 　チラシ・ポスター 25.0% 　チラシ・ポスター 20.0% 　チラシ・ポスター 6.7%

 区・大学のHP 37.8% 　区・大学のHP 9.5% 　区・大学のHP等 25.0% 　区・大学のHP等 20.0% 　区・大学のHP等 10.0%

 友人・知人 4.4% 　大学からの案内 9.5% 　友人・知人 0.0% 　友人・知人 33.3% 　友人・知人 16.7%

 大学からの案内 26.7% 　友人・知人 4.8% 　その他 12.5%   その他 13.3% 　回覧板 10.0%

 SNS 4.4% 　その他 9.5% 　その他 3.3%

 その他 6.7%

(回収率　96.7％）

R3.9.11(土)10:00～12:00 R3.9.11(土)10:30～12:00

国立病院機構立川キャンパス/オンライン 雄湊キャンパス

無料 無料

(回収率　80.0％）(回収率　77.3％）

立川市共催

「コロナ疲れとの上手な付き合い方
～健やかな睡眠へのいざない～」

対面8名/オンライン13名

14名

(回収率　66.7％）

和歌山看護学部
看護学科

准教授　佐藤 るみ子

公開講座実施状況（令和元年度～令和3年度）

和歌山市共催

「コロナ禍でもこころを笑顔に！」

31名

30名

目黒区共催品川区共催

「新型コロナウイルスと生きる Part2
～明るい未来までもう少し!?～」

「ポストコロナの健康長寿・
フレイル予防とテクノロジー」

「子どものネット依存
～家庭でできる予防と対策～」

-

無料

オンライン 世田谷キャンパス/オンライン 国立病院機構キャンパス/オンライン

(回収率　28.3％）

145名

R3.11.27(土)13:30～14:30

令和3年度

R3.9.25(土)13:30～15:00 R3.12.4(土)13:00～14:30

医療保健学部
医療情報学科

教授　今泉 一哉

東が丘看護学部
看護学科

准教授　玄　順烈

無料

対面1名/オンライン9名

8名17名

無料

医療保健学部看護学科
大学院医療保健学研究科

教授　菅原 えりさ

立川看護学部
看護学科

准教授　田野 将尊
助教　小川 賀恵

41名

対面14名/オンライン8名
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後援・共催

実 施 日 時

実 施 場 所

受　講　料

講座の内容

講　　　 師

参 加 者 数

アンケート回答者数

年　　　 代 　70歳以上 9.9% 　70歳以上 15.8% 　70歳以上 24.2% 　70歳以上 53.8%

　50～69歳 50.6% 　50～69歳 21.0% 　50～69歳 51.6% 　50～69歳 38.5%

　50歳未満 39.5% 　49歳以下 63.2% 　50歳未満 24.2% 　49歳以下 7.7%

在　　　 住 　品川区 19.8% 　目黒区 26.3% 　立川市 69.7% 　和歌山市内 94.8%

　その他の区等 80.2% 　その他の区等 73.7% 　その他の区等 27.3% 　その他の区等 2.6%

感　　　 想 　わかりやすかった 74.1%   わかりやすかった 100.0%   わかりやすかった 97.0%   わかりやすかった 89.7%

　ためになった 51.9% 　ためになった 100.0% 　ためになった 100.0% 　参考になった 89.7%

講座を知った方法 　チラシ・ポスター 8.1%   目黒区報 15.8% 　立川市報 66.7% 　和歌山市報 29.2%

　区・大学のHP 25.6%   チラシ・ポスター 15.8% 　チラシ・ポスター 9.1% 　チラシ・ポスター 18.7%

　友人・知人 5.8%  区・大学のHP 15.8%  区・大学のHP等 18.2%  リビング和歌山 25.0%

　大学からの案内 52.3%  友人・知人 47.4%  友人・知人 6.0%  区・大学のHP等 2.1%

　SNS 3.5%  その他 5.3%  友人・知人 14.6%

　その他 4.7%  回覧板 2.1%

 その他 8.3%

令和2年度

和歌山市共催立川市共催目黒区共催品川区後援

(回収率　42.4％） （回収率　57.6％） (回収率　100％） （回収率　78.0％）

191名 対面2名/オンライン31名 33名 50名

81名 19名 33名 39名

「新型コロナウイルスと生きる
～新しい生活様式、慣れましたか？～」

『一緒に考えませんか？
～少子高齢化・人口減少社会は

「じぶんごと」～』

「うつを知ってこころの健康づくり」
～自分のこころと対話していますか？～

「あらっ！これって認知症？」

医療保健学部看護学科
大学院医療保健学研究科

教授　菅原 えりさ

東が丘看護学部
看護学科

助教　日髙 未希恵

立川看護学部
看護学科

准教授　田野 将尊

副学長・和歌山看護学部長
教授　八島 妙子

オンライン 国立病院機構キャンパス/オンライン 国立病院機構立川キャンパス 雄湊キャンパス

無料 無料 無料 無料

R3.2.28(日)13:30～15:00 R3.1.30(土)10:00～12:00 R2.11.21(土)10:00～12:00 R 2.9.12(土)10:30～12:00
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後援・共催

実 施 日 時

実 施 場 所

受　講　料

講座の内容

講　　　 師

参 加 者 数

アンケート回答者数

年　　　 代 　70歳以上 41.7% 　70歳以上 61.1% 　70歳以上 43.1% 　70歳以上 59.3% 　70歳以上 16.7% 　70歳以上 27.3%

　50～69歳 45.8% 　50～69歳 36.1% 　50～69歳 47.7% 　50～69歳 31.3% 　50～69歳 25.0% 　50～69歳 33.3%

　50歳未満 12.5% 　50歳未満 2.8% 　50歳未満 9.2% 　50歳未満 9.4% 　50歳未満 58.3% 　50歳未満 39.4%

在　　　 住 　品川区 95.8% 　品川区 83.3% 　世田谷区 90.8% 　目黒区 25.0% 　立川市 70.8% 　和歌山市内 81.8%

　その他の区等 4.2% 　その他の区等 16.7% 　その他の区等 9.2% 　その他の区等 75.0% 　その他の区等 29.2% 　その他の市等 18.2%

感　　　 想 　わかりやすかった 95.8% 　わかりやすかった 95.8% 　わかりやすかった 92.3% 　わかりやすかった 78.8% 　わかりやすかった 95.9% 　わかりやすかった 100.0%

　ためになった 87.5% 　ためになった 98.6% 　ためになった 98.5% 　ためになった 96.9% 　ためになった 100.0% 　ためになった 100.0%

講座を知った方法 　品川区報 35.7% 　品川区報 41.5% 　世田谷区報 49.3% 　目黒区報 21.9% 　立川市報 46.7% 　和歌山市報 17.7%

　チラシ・ポスター 53.6% 　チラシ・ポスター 42.7% 　 チラシ・ポスター 20.3% 　チラシ・ポスター 59.3%   チラシ・ポスター 23.1% 　 チラシ・ポスター 38.2%

 大学のHP等 10.7%  大学のHP等 13.4% 　公開講座情報誌 18.8%  友人・知人 3.1%   友人・知人 11.5% 　区・大学のHP等 2.9%

 区・大学のHP等 1.2% 　区・大学のHP等 13.3%  区・大学のHP等 9.4%   区・大学のHP等 15.4% 　友人・知人 26.5%

 その他 1.2% 　友人・知人 4.4%  その他 6.3% その他 3.8% 　回覧板 14.7%

(回収率　96.0％） （回収率　94.7％） （回収率　97.0％） (回収率　100.0％） （回収率　92.3％） （回収率　76.7％）

24名 72名 75名 32名 24名 33名

25名 76名 67名 32名 26名 43名

医療保健学部
医療情報学科

教授　比江島 欣愼

医療保健学部
看護学科

准教授　大金 ひろみ

医療保健学部
医療栄養学科

准教授　清水 雅富

東が丘・立川看護学部
看護学科 臨床看護学コース

講師 浦中 桂一

東京医療センター
診療看護師（JNP） 忠 雅之

東が丘・立川看護学部
看護学科 臨床看護学コース

講師 浦中 桂一

災害医療センター
診療看護師（JNP） 高以良 仁

和歌山看護学部
看護学科

教授　松月 みどり

「暮らしから生まれるビッグデータは
色々活用されていますよ」

「その終活、大丈夫？」
～住み慣れた地域で自分らしく暮ら

すために～

　　　「死ぬまで健康で
　　　　　　いるための食事」

 「脳卒中で困らないために」
～まさかより  もしやで受診～

「知っていますか？災害時のこと」
～東京医療保健大学と災害医療セン

ターの協働について～

「災害の備え～健康に配慮した
避難所づくりのために～」

無料 無料 無料 無料 無料 無料

こみゅにてぃぷらざ八潮 五反田キャンパス 世田谷キャンパス 国立病院機構キャンパス 国立病院機構立川キャンパス 雄湊キャンパス

令和元年6月29日(土) 令和元年11月16日(土) 令和元年10月5日(土) 令和元年12月7日(土) 令和元年10月26日(土) 令和元年9月21日（土）

令和元年度

品川区共催 品川区共催 世田谷区 目黒区共催 立川市共催 和歌山市共催
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