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医工融合健康プロジェクト	

第 2 回市民セミナー		開催される	
 
去る平成 30年 1月 27 日（土）中部大学名古屋キャンパスの大ホールにおいて、本プロ

ジェクトの第 2回市民セミナーが開催されました。	

	

参加者は 201 名で、予約なしのかたも多くご参加いただき、座席の確保に苦労するほど

に大盛況となりました。	

（一般参加者 173 名、中部大学関係者	28 名）	

	

14：00〜16：30「発達障害と情動ストレスといかに向き合うか」のテーマのもとに、二

人の専門家の先生にご講演をいただき、それぞれの講演後に参加者の皆様から、様々な

質問やコメントが寄せられ、熱のこもった討論が繰り広げられました。	

	

		まず、第一講演者の、名古屋大学環境医学研究所神経系分野 I	教授の竹本さやか先

生には、「情動とストレス：脳科学研究からの理解」というタイトルで、生活環境から

くる恒常性を乱す要因=ストレッサーの作用、とくにストレスの受容による脳幹部の扁

桃体という部分の反応が重要で、これが心的ストレスを感じる中枢であることをご説明

いただきました。また過剰な心的ストレスによって脳内にどのような変化が起こるのか、

それを避けるためにどんな方法があるのか、等につき、丁寧にお話しいただきました。	

	

		第二講演者の、愛知県心身障害者コロニー中央病院	小児内科部長の水野誠司先生に

は、「発達障害の原因はどこまで解ったか」というタイトルで、とくに最近のゲノム医

療の進歩を中心にお話しいただきました。日々の外来臨床の症例を通して、発達に関わ

る疾患の症状が、“スペクトラム”と称されるように連続的で定型発達との明確な境界

がないこと、私たち一人一人の身長や顔つきや肌の色が異なるのは個々人の遺伝子情報

が異なるためであるのと同様に発達障害の原因もその多くは遺伝学的な背景があると

考えられること、を詳細にお話しいただきました。さらに、発達の問題を切り口にゲノ

ム情報との付き合い方につき、示唆に富んだお話しをうかがうことができました。	

	

講演後に寄せられましたアンケートの内容から、次のような意見や要望を多く	

の方が持たれていることがうかがえました。（アンケート総数:	171部）	

	

質問 1.	今回のセミナーをどのようにして知りましたか？	

回答 1.	a.	新聞折込	(70.2%)、b.	ポスター	(11.7%)、c.	知人から	(11.1%)、d.	大学の
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HP	(3.5%)、e.	その他	(19.9%)	（主な広告媒体：中日新聞、広報名古屋、各区フリモな

ど）であった。	

	

質問 2.	二つの講演の内容には興味がもてましたか？	

回答 1.	a.	非常に興味が持てた	(39.2%),	b.	やや興味が持てた	88	(51.5%)、	

							c.	どちらとも言えない(5.8%)、d.	やや興味が持てなかった	(2.9%),	

							e.	全く興味が持てなかった	(0.6%)	

	

<特に興味を持った点、難しかった点＞	

・研究されていてもわからないことがまだまだあるのだと納得した。	

・難しかった点は、研究内容と実際との乖離	

・ゲノム情報については、理解が難しかったが、楽しみな部分が解ってくれば良いと思う。	

・市民向けではない、参考になることが少なかった。	

・セミナーの題名と説明が全く一致していない	

・扁桃体の働きにびっくりした	

・もう少し具体例で教えて欲しかった	

・水野先生のお話は良くわかり、よかったです（ゲノム情報）	

・前半の講義は難しかったです。全くの素人なもので。でも、生活から大きなストレスを

減らした方が良いのか？と感じました。後半の講義は、ほんの少し理解できました。	

・扁桃体・ゲノム医療など聞いたことがない話であったが、なんとなく理解できたように

思います。	

・扁桃体、ゲノム医療についてよくわかった	

・医学の専門的な話になると難しい	

・扁桃体とストレッサに興味をもった	

・発達障害	

・認識している内容が半分くらいあったので、特にない。この内容なら池谷裕二先生を招

いて欲しい	

・水野先生の発達障害の原因	

・竹本さやか先生の講演は、非常に興味深かったです	

・竹本先生の扁桃体の異常による恐怖を感じにくくなることについてのお話が大変興味深

かったです。犯罪の犠牲者になる方もおられるとの調査結果には悲惨さを感じました。

それと発達障害の当事者である私としては遺伝子レベルの情報はこのセミナーでなくて

も得られるものなので、現場での症例に基づいたお話に重点を置いて欲しかったです。	

・扁桃体が色々と関係することが多いこと、ストレスに関して情動を自分なりに導いてい

くか	

・扁桃体のことが分かり、有り難かった。ストレスに弱い同僚のことがよく理解できた。	
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・水野先生の「治りますか？」という質問に対して、「理解がすすむ」という答えがよかっ

たです。	

・理系の話題に興味があるため、話は面白かったが、実際に役立つ話ではなかった（もと

もと子供の発達障害に何か役立つかと思い参加）	

・聞きたい切り口と違った、もう少し現場に近い話が聞きたかった。	

・扁桃体の作用についてよくわかった。発達障害と知的障害のとらえ方がよくわかった。	

・発達障害や知的障害の現状が良く分かりました。脳科学にも少し興味を持った	

・ゲノムについて、知らなかったことを知り得た。ストレスに対してどう対応するのか参

考になった	

・スライドだけでは書写しにくいので、できればテキストとして欲しい（要点だけでも）	

・ストレスを受けてもいかに早く対処するか、長くストレスを受けない考え方をするか等

自分で工夫したり、ストレスといかに付き合うかを気づかせていただけた。	

・扁桃体がストレスに関与しているという話は聞いたことがありますが、過度なストレス

は海馬の萎縮、扁桃体の過活動につながるという点はとても興味深かったです。	

ストレスに関して興味を持ち、説明も分かりやすかったです。この頃の情報で「ゲノム」

を目にしていましたが、今日大変よく理解いたしました。ありがとうございました。	

・特に興味を持ったのは、乳児のシナプスが増えること	

・発達障害を治す方法があればいいなと心から思う。	

・竹本先生のお話は興味深かったです。新しく知るところもあり、大変参考になりました。	

水野先生のお話は、私はすでに知っていることでした。	

・発達障害を持った子どもや大人がストレスとどう付き合っていくかどう対処していくか

を知りたかったです。	

・発達障害にどう対処するのか、その大きな方向性がなんとなくわかった。	

・発達障害の話、その家族がこれからできること、発症したら治らないのか？治療法はな

いのか？を知りたかった。	

・扁桃体の働きについて、日常において知る機会がなかったため、非常に新鮮で楽しかっ

たです。	

・25 年ほど前は、発達障害児が普通学級に入学した時点で支援は打ち切りでした。投薬も

していなかったので、親子手探りで過ごしてきましたが、ネットも発達して本人が色々

と調べ始めたのですが、自分に合う対処法が見つからないとこぼしていました。一般的

な対処法でも聞けたのがよかった。	

・睡眠不足が自律神経との関係ありの話	

・発達障害の要因となる遺伝子の特定は困難であるという話にとても興味をもった。	

・ゲノム医療によって、様々なことがわかってきていること	

・扁桃体に大きな関わりがある脳の仕組みの複雑さに興味が出た。少し専門的すぎて、も

う少し具体的な症例、対応を知りたかった。	
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・ゲノムが大きいというのが意外でした。	

・ストレスと扁桃体が大きく関わっていること、扁桃体のストレスにブーストがかかると

いいうこと	

・現時点での発達障害の原因がどこまで特定できたか、扁桃体と精神疾患との関連が一部

理解できたが、他の脳領域との関連に対する言及はなかったので、その辺は時間的制約

はあると思うが、少しは触れてほしかった。	

・専門的な話は、知識がないと分かりにくいと思った。	

・受付でいただいたパンフ（レジュメ）の準備委員会の説明書きは、ちょっと専門的で難

しい用語・語彙が一部ありまして、一般市民向けに易しい書き方・内容でありましたら

ありがたいです。	

・鬱的気質については、遺伝的な要素もあるという点に興味を持ちました。	

・発達障害について、図等で分かりやすく、とてもよかったです。	

・ちょっと専門的かな	

・ストレッサーの受容に扁桃体が関与しているということに面白さを感じた。	

・扁桃体という言葉・意味など初めて知りました。	

・脳の解明が進み、脳が人の活動に大きく影響していることについて知る機会となりまし

た。ストレスによる情動と改善方法が知りたいものです。	

・ゲノムについてのお話がとても興味深かったです。	

・情動とストレス、後半とても理解ができ、参加者からの質問にも分かりやすくお答えい

ただき、参加・拝聴できありがとうございました。	

・意識にのぼる、のぼらないとは関係なく扁桃体が活動する、睡眠障害のお話、ゲノム情

報からオーダーメイド医療	

・遺伝子が思ったよりも多様性に富んでいることがわかって面白かった。	

・小児の ST をしています。仕事では、発達障害児の言語訓練をしています。水野先生のゲ

ノムに関するお話は興味深く聞きました。今後は、発達障害の理解がさらに深くなるよ

う研究がさらにすすめられるよう願います。	

・科学的な視点で、情動、ストレス、知的障害、発達障害を聞けてよかったです。質疑応

答も興味深かったです。	

・扁桃体の役割、個々のセンサーとの関わり合いがもう少しわかるとよかった。一般論に

対して、具体的な生活での実践方法が示されるとよかった。	

・仕事で様々な障害の方々と関わっているので、そちらの講演の内容もとても参考になり

ました。医学的な面からのアプローチでも、分かりやすい内容でよかったです。	

・脳と情動の関連性	

・知的・発達障害については名前は聞いたことがありましたが、詳しいことはわからなか

ったので、お話を聞けて理解を深める場になりました。	

・個々の子育ての中で適応できることは何か、実践することも知りたかった。	
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・前半は扁桃体のところで、色々質問が出て私もそこが聞きたいと思いました。後半は、

基礎的勉強（ゲノムなど）をもっと減らし実例を多くしてほしかった。また、勇気ある

質問は、多くの人が聞きたいことではないかと思う。	

・コルチゾールが遺伝子の on	off	に関連しているという影響プロセスのお話が面白いと思

いました。ゲノム解析の現状などが分かり、興味深くお聞きしました。	

・発達障害の原因	

・発達障害について知りたかったので、とてもよく分かりました。	

・発達障害の範囲が広いことがよくわかったが、対応の難しさが、、、	

・発達障害のお話が分かりやすかった。	

・外国での研究がすすんでいるのがわかった。なぜ日本で研究があまりすすんでいないの

か不思議でした。	

・扁桃体の有る無しで怖がらないとか、細かい説明のパンフレットが欲しかったです。内

容は、今日は理解しても忘れそうで。	

・攻撃的な情動反応が出やすい方の理解が少しできた。	

・扁桃体の過活動。４歳の娘の「イヤー！！」の大きな反応に、母の私もイライラしてし

まい、二人で落ち着いていこうと思った。遺伝要因と環境要因の関わりが、障害の発症

に関わってくる。	

・知的障害、発達障害の原因遺伝子がある程度判明している点	

・障害の理解、治療に活かせることに希望が持てた。解っていない点も多いが、未来の人

間たちはものすごく長生きできると夢もみられた。	

・遺伝子学に特化した職が今後必要になってくることを知った。	

・情動→「発達障害」・・・につながる講演内容に絞ってもらえるとよかった。市民セミナ

ーなので仕方ないが、個人のこと（健康管理や生活習慣）を考える場というより、発達

障害を理解する場であったらよかったのに、、、。	

・情動とストレスは話が難しくてほぼわからなかった。水野先生の話はわかりやすくてよ

かったが、集中力が続かなかった。	

	

質問 3.	講演時間、質疑応答の時間は十分でしたか？	

回答 3.	a.	長かった	(8.2%)、b.	十分	(36.3%)、c.	丁度良かった	(41.5%),		

						d.	やや短かった	(0.7%)、e.	とても短かった	(0.6%)	

	

質問 4.	今回の講演は、今後の健康管理や生活習慣を考える上で役に立ちましたか？	

回答 4.	a.	非常に役立った	(22.8%)、b.	やや役立った	(53.2%)、	

							c.	どちらともいえない	(14.0%)、d.	あまり役立たなかった	(2.9%)、	

							e.	全く役立たなかった	(2.3%)	
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質問 5.	会場、交通の便、講演の環境（映像・音響・空調）、係の対応等はいかがでしたか？	

回答 5.	a.	全く問題なかった	(44.4%)、b.	まあまあだった	(36.8%)、	

							c.	少し問題を感じた	(14.0%)、d.	大きな問題があった	(0.6%)	

	

＜具体的にはどのようなことですか？＞	

・エアコンの温度が低かった。	

・後ろのドアが開いている時間が長くて寒かった。	

・水野先生の声が聞こえにくかった	

・入り口近くだったので、とても寒かった。パーテーション等で区切りをつけるだけで違

うかと思います。	

・鶴舞駅から近くて来やすかったです。	

・地下鉄から来る場合の交通案内が大学 HP をみても記載があまりなく、少し迷った。	

・入口入ってから、会場までスムーズに案内してくださり、分かりやすくてよかったです。	

・25 日に知ったばかりでしたが、予約なし無料というのがありがたく、即行く気になりま

した。	

・子供の声が気になる。後ろか出入り口に近い方にするべき	

・予約席というのはまぎらわしいです。早く来た人から座ればいいと思いました。	

・参加者がとても多く、部屋の狭さが問題だと感じました。	

・開演前にプロジェクターなど設備がしっかりなされていなかったと思う。	

・駐輪場の案内	

・駅の案内に中部大学の表示がないのでしばらく迷った。入口のつきあたりに「エレベー

ターはこちら」の案内があると親切	

・メモをしたが、机のない席でやりづらかった	

・講演が始まっている中での椅子の移動音が気になった。	

・小さいお子さんは、どうしても声を出されてしまうので、入らないほうがいいのかなと

思った。	

・スクリーンの文字が小さくて見えなかった。	

・TEL での予約が通ってませんでした。	

・席が少ない、少し暑かった。	

・場所は駅降りてすぐだし、係の方々も朗らかで話しやすかったです。	

・場所がわかりにくかった。	

・時間が予定よりも大幅に延びたが、ていねいに質問を受けたことの良い面と参加者の予

定の調整を考えていただきたいとも思いました。	

・子連れでの参加は原則なしにすることが良いと思った。もし子連れでも参加できるよう

に考えるなら託児をするなど集中して聞けるようにするなどの配慮が欲しい。	

・荷物や上着置き場があるとよかったと思います。	
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・空調（暖房）はよかった。できれば案内表示を建物玄関前に立てていただければ、来訪

者に大変安心親切だと思います。	

・内容がとても興味深かったが、音が聞きづらいのが残念でした（マイクの調子？）	

・予約席の意味がわからなかった	

・案内の方がたくさんいて、わかりやすかったです。マイクの音量がもう少し大きいとよ

かったです（後ろの方だったので）	

・講師の立ち位置から、スクリーンへの表示が大変？かと思われる。（途中注意された参加

者があったが、、、）	

・公共機関から案内表記などが少ない。多方面から来る人に対し、配慮してほしい	

・託児を設けるかお子さんの入場をある程度制限してほしい。真剣に聞きたい内容だった

ので困りました。	

・こんな時間をくださり、ありがとうございました。またやってください！	

・運営側の人たちがホールや通路におり、聴講者に場所を譲らなかったり、自分たちのほ

うが先に通ってしまっていた。また案内も慣れていない様子で運営慣れしていない状態が

目についた。	

・トイレが混んでいたのに時間のみが守られていて不満だった。後半の開始時間の考慮を

お願いしたい。	

・OHP の下が切れている。パンフレットの不足。	

・予約なしでもスムーズな対応	

・帰るときや非常時を考えると大ホールは１階か２階にあった方が安全	

・電話で予約したのに、名前がなかった。スライドの下が切れたものがあった。	

・講義風景の写真撮影について、市民セミナー参加でこのことが同意になるか不明ですが、

個人情報に関わるかと思いますので、オリエンテーション時に説明が必要であるのではな

いかと思います。勝手に使われているようで、とても不快に感じました。	

	

	

質問 6.	中部大学では、各種セミナー等の様々なイベントを通じて、地域の皆様のお役に立

てるよう、研究活動や市民教育活動に取り組んでいます。	

6-1 このような中部大学の取り組みをご存知ですか？	

a. よく知っている	 (7.6%)	

b. 少し知っている	 (27.5%)	

c. 全く知らなかった	(63.2%)	

d. その他	 	 	 	 	 (1.2%)	

	

6-2 中部大学のイメージ・印象をお聞かせください（いくつでも○をつけてください）	

a. 医療系	 (10.5%)	
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b. 工学系	 (50.3%)	

c. 生物系	 (4.7%)	

d. 文系（人文・経営・国際）(12.3%)		

e. 教育系	 (2.3%)		

f. 各種の資格が取れる	(4.7%)	

g. 研究活動が活発	 (2.9%)		

h. 教育に力を入れている	(4.7%)		

i. 学生スポーツが活発	 (10.5%)	

j. 地域活動が活発	 (4.7%)		

k. 公開講座・セミナー開催	 (9.9%)	

l. 新聞・TV で目にする	 (5.8%)	

m. 地域の広報で目にする									(2.3%)		

n. ネットで目にする													(2.3%)	

o. 雑誌・書籍で目にする									(1.2%)	

p. オープンキャンパス											(5.8%)	

q. よく知らない																	(32.2%)		

	

＜その他ご自由に中部大学のイメージについてお書きください＞	

・これを機会に情報仕入れしたいと思います。	

・春日井市のキャンパスの皆さんが病院の夏まつりなどにボランティアで来てくれて助か

っています。	

・理系の大学というイメージ	

・７８歳で現在の大学が何をしているのか全然知りませんが、これからも具体的なお話を

伺いたいです。	

・ごめんなさい、名前をお聞きしたことがあるというだけでした。	

・これから、益々伸びていく大学	

・最近、学生のレベルが上がって来た	

・初めてこのホールに来て、もっと市民が利用できるとありがたい。	

・今回初めて知りました。	

・実家が春日井、近所で子供のころ、よく遊ばせてもらいました。親しみがあります。「子

供が教育学部の「とびだせ、わんぱく隊」でお世話になりました。	

・春日井の高いビル	

・「中部工大」がイメージとして残っているが、ここ数年は新しい教育を目指しているのか

なと思うことがある。教員免許更新の講座を受けさせてもらったが、多岐にわたる講座

内容があったのを記憶している。	

・キャンパスが山の上にあり、オープンな感じがしない	
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・正直に言わせていただくと地味なイメージ	

・春日井市の地域に働きかける活動は嬉しいです。社会人向けの講座が嬉しいです。新し

い講師、新しい講座を希望します。	

・生命健康科学部に来年度から入学します。学びに真剣で、様々な方面への研究での貢献

もされていて、とても印象がよく、ここで学ばせていただきたいという気持ちが強くなり

ました。	

・最近、総合大学へと移行してきている印象がある	

・活動を積極的に拡大している	

・正直言って、これといってイメージがありません。「県内の私立大学」というくらいでし

ょうか。よくも悪くも印象が薄いです。	

・以前、中部工大のころ、バスで見学したことを思い出しました。とても広い敷地に驚き

ました。	

・ニュータウンの活性化についての取り組みをメディアで見たことがあります。	

・孫が春日中と高校に行っているが、中部大学の新しい試みを知って驚いた。生命系専門

家の育成とあるが、何学部なのか。	

・メンタル的な面を頑張っていることも発見しました。	

・中学校から大学まであり、教育に力を入れている。授業料が高いイメージ	

・田舎にある大学	

・工学と医療の大学？	

・総合大学になった。これからに期待！	

・交通の便もよく、こんな近くだったのかと思いました。	

・転勤で９月から福岡より引っ越してきました。昨日、初めて名前を知りました。	

・以前の思っていたイメージが全く変わりました。	

・学祭	

	

質問 7.	今後も機会があれば、セミナー等に参加されたいですか？	

	 a.	是非参加したい	 (42.1%)	

	 b.	たまには参加したい	 (47.4%)	

		c.	参加したくない	 (0.6%)		

		d.	わからない	 	 	 (5.8%)		

	

質問 8.	今後、中部大学に期待すること、ご希望のセミナーのテーマなどがあればお聞かせ

ください。	

	

・受講者（学生・シニア・社会人向けなど）に理解できる内容と日程で「市民セミナー」

を宜しくお願いします。講師は素晴らしいです。	
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・発達障害での教育方針、具体的にわかりやすく説明してほしい	

・これからも市民セミナーをぜひタイムリーにお願いいたします。	

・保育士をしているので、テーマによって参加したいと思う。	

・発達障害の方に対する対応	

・発達障害についてもっと深く知りたい。近くにいる人間として、その子供に対する接し

方も勉強したいです。	

・運動、健康	

・孫がアスペルガー症候群、自閉症を少年の時にわかって、現在成人になったら、言葉は

出るが、何をしゃべっているかわからない状態です。これは神経伝達が悪くなったのでし

ょうか。	

・大人の発達障害の対応方法、ケース検討もしてみたい。	

・開催セミナーの案内を一般にもわかるような知らせ方をしてほしい。	

・このような企画を次々作ってください。	

・手しょう多汗症の話	

・発達障害もいろいろな観点から本も出ています。医療関係者でなく、ジャーナリストな

どの実体験とか当事者のいる現場で学んだことなどの話が知りたいです。	

・ストレス処理の具体的な方法	

・医学系内容を大学内にできないか	

・今回は市民向けということでしたが、専門職向けの講座もあると良いなと思いました。	

・現在、発達障害児を抱えており、療育を実施しているが、その園の中においても障害も

多種多様であり、その子の適性を見ながら、その子にあった教育・療育をしていかなけれ

ばならないかと思います。家庭での過ごし方や日常生活に根ざしたセミナーを心がけいた

だけたらと思います。	

・地域で子を育てる環境づくり・古い建物（木造・コンクリート）など利用できないか、	

食育の必要性など専門の先生の話を拝聴したいです。	

・発達障害について、もっとセミナーをしてほしい	

・セミナー運営、大変だと思いますが、ご苦労様でした。今回、大盛況でしたので収容人

数については告知の量を増やして予約、申し込み制にするのはいかがでしょうか。私は、

フリモで昨日知りました。その点では、フリー参加はありがたいのですが。	

・実は、小生は今回のテーマについては、「大人」の発達障害についてもお話があると思っ

たのですが、小生は昭和 24 年生まれで、子供の頃の昭和 30 年代などは、発達障害とか

アスペルガー症候群などの概念も症例として存在も何もなかった頃、当時そういった病

気を持った子供が大人になっても症状を引き継いたままの場合もあろうかと思いますの

で、そういうテーマでのお話を次回ぜひお願いしたいです。また、大人になってからの

発達障害もあるのでしょうか。	

・研究されていることが実生活に活用できるアドバイスや活かせる内容のセミナーを聞い
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て見たいです。	

・吃音症をテーマにしたセミナー	

・心理、脳、認知症、障害に関する（大人の発達障害の）相談	

・アンガーマネジメント（子供用、低学年向け）	

・AI について、高齢者を助ける AI の使い方	

・プログラミングって何？	

・精神、知的に対する向き合い方	

・発達障害の子に対する対応の仕方をもっと具体的に知りたい	

・竹本さやか先生の続き。「快情動」の場合の脳の話	

・身近なことをテーマにしていただけると嬉しいです。脳を老化させないために、これか

らもセミナーに参加させていただきたいです。ありがとうございました。	

・人間の寿命についての講演	

・もっと地域と連携していくと良いと思う	

・今回のように事前申し込み不要というのはありがたかったです。（前日に知ったので）座

席の準備など大変だと思いますが、参加の間口を広げていただけるので、こうした形式

を続けていただきたいです。	

・現在よく話題にあがっている発達障害（ADHD、アスペルガー）について。また、成人の

発達障害についても具体例をあげて話してほしい	

・配布資料には全体の時間だけでなく、プログラム日程が欲しい（何時から１部、質疑応

答何分、休憩など）	

・申し込みは、webのフォームでできると便利	

・発達障害の治療法や家庭でできることについて、脳科学分野、精神科医、小児科医など

様々な観点からお話を伺いたいです。	

・聴覚障害者参加のため、情報保障として手話通訳、筆記通訳を設置されてはいかがでし

ょうか。	

・発達障害をもつ人の生活、今後の対応について	

・精神障害についての対応と薬について	

・発達障害のことをもう少し詳しく知りたいと思いました。０才保育に関わっていますが、

どのように気づき、サポートしていくか（マイナスになることは、少なくともしたくな

いので）勉強したいと思っています。本日はありがとうございました。	

・今後も今回のような講演をしてくださると嬉しいです。	

・発達障害の子育てについて	

・発達障害が脳機能の障害と言われていますが、どれだけ信ぴょう性があるかがわかりま

せん。また、グレーゾーンの者の判定の仕方も実際は、ドクター（医師）に依っている

ような印象を受けます。そのあたりについて、セミナーを開催していただければありが

たいです。	
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・発達障害は、それぞれ困難さが異なり多様性が求められます。基礎研究を積み重ねるこ

とで判明してくる事柄が増えてくることを期待します。	

・発達障害はそれぞれ困難さが異なり、多様性が求められます。基礎研究を積み重ねるこ

とで、判明してくる事柄が増えてくることを期待しています。難しい問題ですが、一般

の人にもわかりやすくお話ししてくださって有り難かったです。ありがとうございまし

た。	

・医工融合健康プロジェクトの益々の発展を希望いたします。	

・癌治療のセミナー	

・近年、中部大学の元気さをとても感じています。春日井出身者として、とても嬉しいで

す。	

・安富歩氏（東大教授）の講演が聞きたい、著作「生きる技術」が好きです。	

・	一回の講義で二つのセミナーは多い。一つに絞って、じっくり聞かせるべき。中部大学	

		のセミナーなので、中部大学の教員が中部大学の研究成果を発表すべき	

 
	

全体をまとめて：	

今回は、前回に比べて参加者の年齢層が１０年以上若くなり、また参加者数も

２倍以上に増加した。いくつかの要因が考えられるが、とくに話題の病態、疾

患に関心を持たれる方の年齢層の違いや、受け止め方の深刻度の度合いがうか

がわれた。すなわち、加齢による避けがたい身体の衰えというよりも、特定の

素因や環境要因が働いた結果、当人や家族に不本意な負担がかかっている現状

をどう受けとめて対応すればいいのかという悩みが伝わって来る感じを受けた。	

		講演を聞き、討論に参加される中で、発達障害といわれる現象の科学的な理

解が徐々に深まって、すぐに解決できるわけではないが焦らずに考えていくべ

きである、という姿勢になられている印象を持った。一方で、なんとかしたい、

そのきっかけをつかみたい、という動機で参加された方も少なからずおられ、

そのようなご要望に対して正面からお応えできない点、もどかしさと申し訳な

さを感じた次第である。	

		このようなテーマについて専門的な情報を分かりやすく解説するとともに、

市民と医学・生物学研究者が率直に話し合う場を持っていくことは、新しい科

学情報の理解者を広める点で、「大人の理科教育」ともいうべき大きな意義があ

ると感じる。同時に、現場のご意見に直に触れることで、研究の方向性を再考

し motivation を高め上で、貴重な場になっていくものと考える。	

		中部大学の持たれているイメージは、やはり「工学系」という声が 50%	あり、

医学系（10.5%）、生物系（4.7%）を合わせても、約 15%余というところである。

しかし、今回のようなセミナーにまた参加したいという方は、全体で 90%にも達
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しており、また、医工融合研究に対する期待、医工融合健康プロジェクトの益々

の発展を希望する、といったコメントも寄せられていることから、工学系の優

れた点を生かした医学研究の展開が期待されていると感じる。	

	

	

	

	

竹本さやか先生	
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質問も多くいただきました。	

	

	

	

水野誠司先生	
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多くの方にご参加いただき、大盛況となりました。	


