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はじめに
札幌市立大学は平成 25 年度に【文部科学省：地（知）の拠点整備事業（以下、COC 事
業）】に採択されました。その COC 事業活動のひとつとして研究企画推進があります。研
究企画推進チームはデザイン学部及び看護学部の教員 12 名により構成されており、COC
事業の対象地域である札幌市南区における高齢者の健康に関するニーズ調査や、ウェルネ
スサイエンスに関わる共同研究の企画・推進を担当しています。
平成 26 年度に第一回の COC 共同研究費学内公募を行ったところ、5 件の採択上限に対
して 6 件の応募がありました。COC 事業幹事会のメンバーによる厳正な審査の結果、ウェ
ルネス×協奏型地域社会構築に相応しい研究と判断された 5 件の共同研究が採択されまし
た。文部科学省のガイドライン及び札幌市立大学の学内競争的資金審査要領に則り、審査
を行いました。
COC 共同研究費応募者に対しては【研究者への支援体制フロー】を作成して、支援体制
を整え、研究者がより効果的、且つ効率的に研究に勤しめるように支援して参りました。
平成 26 年度の公募から研究報告書提出までのプロセスを経て、各研究の COC 事業発展
への寄与を報告書に含める等の報告様式に関する改善点も認識しました。これらの改善点
は平成 27 年度のプロセスに反映していく予定です。
平成 26 年度の 5 件の COC 共同研究費採択者による研究成果を平成 26 年度 COC 共同研
究報告集として整えました。ご高覧下されば幸いです。
平成 27 年度も研究企画推進チームは COC 事業の理念と目的に基づいて改善を重ね、活
動を継続して参ります。
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リソースナースの地域活用によるシームレスな連携体制の構築と効果の検証
貝谷

敏子１）・川村 三希子１）・菊地 ひろみ１）・石井 雅博２）
１）札幌市立大学看護学部

２）札幌市立大学デザイン学部

キーワード：地域連携，在宅看護，緩和ケア，褥瘡

専門性の高い看護師による訪問看護師との同行訪

Ⅰ．緒言

問に対する算定が創設された経緯がある．すなわ
本邦の人口学的特徴は，
「超少子高齢・人口減少

ち，緩和ケアと褥瘡管理に限定されているが，こ

社会」と言われ人口構造の変容により，医療・介

れらの領域において専門性の高い看護師が在宅で

護費用が急速に増加し危機的な状況である．今後

高度な実践力を発揮することで，これまで医療機

も高齢化が加速する中で，在宅医療を充実させる

関で実施していた治療がシームレスに在宅でも実

ためには，病院，関連施設，在宅を含めた地域包

践可能となり，地域包括ケアを推進できると考え

括ケアを目指したシームレスな連携体制の構築が

られた．しかしながら，この 2 年間で同行訪問を

喫緊の課題である．

実際に実施できている施設は限定されており，同

本邦の在宅で緩和ケアを受けている患者数は国

行訪問の実績が少ないことが報告されている 5．実

際的に比較しても少ないことが報告されている 1．

績の少ない要因としては「具体的な連携方法がわ

一方でがん終末期の療養場所に関する国民の希望

からない」ことが報告されており，モデルとなる

調査では，約 70％の国民は痛みがない場合には自

地域連携のシステムづくりが急務であるといえる．

2

本研究では，モデルケース的な取り組みとして，

宅での療養を希望していると報告されており ，在
宅で終末期を迎えたいという国民のニーズがあっ

在宅療養における緩和ケアと褥瘡管理に重点を置

ても，十分な緩和ケアが受けられない現状であり，

いたシームレスな連携体制の構築を試みることで

在宅緩和ケアの療養環境を整えることが課題の一

ある．具体的には病院と施設，在宅との連携を実

つである．

現するために，どのようなシステムが必要とされ

一方褥瘡においては，在宅の有病率（訪問看護
3

ステーション）は 2.61％ と報告され，一般病院で

ているかニーズ調査を行い，その結果を基に連携
のシステムを構築し，その効果を検証する．

の報告 1.99％に比較すると高い有病率である．褥
瘡の治療目的で訪問看護ステーションを利用して

Ⅱ．研究方法

いる方は 49.3％と報告されており 4，約半数は褥瘡
を有している利用者である．また，一般病院で重

本研究では調査の第 1 段階として「連携ニーズ

症褥瘡が治癒しないまま退院し，人的資源の不足

と困難な要因に関する調査」を行い，その結果を

している在宅や介護施設で重症褥瘡を治療してい

基にして「連携システムの構築」のための 2 段階

4

目の研究を行う．研究の概要は図１に示す．なお

る実態も報告されている ．
以上のような背景を受けて，専門性の高い看護
師を含めた医療資源を地域で活用し，地域全体の

本報告書では，主に緩和ケアに限定した結果を報
告する．

療養環境の質を向上させる取り組みが検討されて
きた．具体的には，平成 24 年度の診療報酬改定で，
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し日常的に褥瘡ケアに関わっている看護師 2 名，
および市内の病院に在職し同行訪問の経験はない
が同行訪問に関心がある WOCN3 名を機縁法で選定．
調査期間： 平成 26 年 9 月
調査方法： 半構造化グループインタビュー
調査内容：①各施設の在宅患者に対する WOCN の同
行訪問に関する整備状況②在宅患者の褥瘡管理に
おける訪問看護の状況と WOCN との連携の状況③同
行訪問の制度があまり活用されていない現状に対
図１ 調査方法の概要

する意見④在宅患者の褥瘡管理における連携しや
すいシステムについての意見をインタビューした．

第 1 段階「連携ニーズと困難な要因に関する調査」
1.

A 市の B 地区訪問看護ステーション（全 21 ヶ

所）で「連携に対するニーズ」調査を実施
注１）平成 26 年度看護学部卒業研究

注１）

．

分析方法：インタビューの内容は録音し音声デー
タより逐語録を作成，質的帰納的に分析を行った．
逐語録より同行訪問が活用されない要因に関連

学生の研究

する内容を抽出して概念化した．

テーマとして取り組む．本研究では異なった角度か

第 2 段階「連携システムの構築」

ら結果を分析する．

対象者：施設長より同意の得られたステーション
のスタッフを対象にアンケート用紙を郵送する．
アンケートの返信をもって個人からの同意が得ら

緩和ケア専門看護師，在宅診療医師・緩和ケ

ア医師へ「データベース構築に関するインタビュ
ー調査」を実施．
対象者：緩和ケア専門看護師 1 名，在宅医師 2 名

れたとする．

と病院勤務の緩和ケア医師 2 名を機縁法で選定．

調査期間：平成 26 年 8 月下旬から 9 月下旬

調査期間：平成 27 年 2 月

調査方法：郵送法による無記名自記式アンケート
調査．
調査内容：先行研究

3.

調査方法：半構造化インタビュー
調査内容：インタビューの内容より逐語録を作成

6,7

を参考にして質問紙を作成

した．質問では，終末期ケアを構成する 7 つの，
１）身体的症状マネジメント，２）心理的側面の
マネジメント，３）社会的側面のマネジメント，

し，データベースに必要な情報の抽出を行った．
4.

上記３）の調査結果を踏まえて，タブレット

端末を用いたシステムを構築する．なお作成過程

４）スピリチュアルな側面のマネジメント，５）

における技術面は株式会社 DBPowers へ協力を依

シームレスケアのための組織と準備性，６）家族

頼する．

への介入，７）医療連携に対するケアの側面に対

5.

する困難感と連携に対するニーズを調査した．各

縦断調査研究（パイロットスタディ）

ケアの困難感は 5 段階評価とした．

目的：作成したデータベース案と連携の方法案を

分析方法： SPSS Statistics ver22(日本 IBM)用い

試用し，クラウド型アプリケーションを使用した

た．困難感の有無別に各看護項目の平均値の検定
を実施した．検定は両側検定とし，有意水準は 5％
とした．
2.

連携システムを用いた試験運用

相談機能とタブレット端末を試用した連携体制の
効果検証を行う．
調査期間：平成 27 年 3 月～

医療機関で緩和ケア，褥瘡管理に従事する専

門の看護師へ連携に関する質的調査を実施注２）．

対象者：①在宅療養中で訪問看護ステーションで
の訪問ケアを利用しているがん患者および褥瘡患

注２)大学院連携プロジェクト演習の研究テーマと

者．

して取り組む．詳細は大学院連携プロジェクトの結

包含基準：専門性の高い看護師への相談に同意を頂
いた患者を対象とする．

果報告に記載．

対象者：札幌市内の訪問看護ステーションに在職

除外基準： 担当の在宅診療医師から同意が得られ

−2−

ない患者の場合．

に医療連携では，
「担当医とのコミュニケーション

調査方法：

はとれている」の項目は困難感有の群が 3.69±

調査協力者の情報：性別，年齢，看護師・医師経

0.85 であるのに対して，困難感無の群は 3.20±

験年数，専門領域での経験年数

0.45 であった．
「訪問看護ステーションの他のスタ

患者情報：年齢，性別，基礎疾患，キーパーソン，
介護保険の状況，利用中のサービス，病名・病状・
予後の説明の有無，ADL 状況，身体状況（疼痛，呼
吸困難，倦怠感，食欲不振，嘔気・嘔吐，腹部膨

ッフとの連携はとれている」の項目は困難感有の
群が 4.00±0.71 であるのに対して，困難感無の群
は 3.60±0.89 であった．「必要に応じて理学療士

満，イレウス，便秘，浮腫，尿閉，褥瘡の有無），

や他の専門職種との連携はとれている」といった

褥瘡状態判定（現在の治療法，マットレス種類，

連携に関しては，困難感有の群が 3.38±0.87 であ

倫理的配慮

るのに対して，困難感無の群は 3.20±1.30 であっ

1 は札幌市立大学看護学部卒業研究倫理審査会の

た．

承認．2 は札幌市立大学デザイン学部倫理審査会の
承認．3，4，5 は札幌市立大学倫理審査会の承認
（No.1437-2）を得て実施した．

また，
「終末期患者さんのスピリチュアルな苦痛
について理解できている」の項目は困難感有の群
が 2.85±1.14 であるのに対して，困難感無の群は
2.40±0.55 であった．
「スピリチュアルな苦痛に対

Ⅲ．結果

して患者さんから情報を得ている」の項目は困難
感有の群が 2.85±1.14 であるのに対して，困難感

第 1 段階「連携ニーズと困難な要因に関する調査」
1.

無の群は 2.60±0.55 であった．

A 市の B 地区訪問看護ステーション（全 21

専門看護師との連携に関しては，困難を感じて

ヶ所）で「連携に対するニーズ」に関する調査を

いる看護師群は「システムが整っていたら緩和ケ

実施し，6 施設の看護師 63 名に配布し，21 名から

アの相談で利用したい」3.54±1.13 で，困難感無

回答が得られた(回収率 33.3％)．

群は 3.20±1.10 であった．

１）対象者の属性
訪問看護経験年数は，1 年～5 年が 10 名(47.7％)，

３）専門看護師との同行訪問の実績

6～10 年が 6 名(28.6％)，11 年以上が 5 名(23.9％)
であった．終末期看護に関する講義や研修を受け
たことのある者の割合は 16 名(76.2%)で，受けた
ことのない者は 5 名(23.8％)であった．終末期ケ
アになんらかの困難を感じている人の割合は 14 名
(66.7%)で，ない人の割合は 6 名(28.6%)であった．

緩和ケアにおいて専門看護師と何らかの連携関
係の有無や同行訪問の実績に関しては，回答者
100％に実績がなかった．連携実績のない理由は図
１に示す．理由としては，「適応症例がなかった」
との回答が最も多く 68.0％で，
「相談の適応である

年間の終末期患者担当症例数の平均値は 3.1±2.5

か判断ができない」「医師との連絡調整が難しい」

人であり，終末期ケアに関する講義や研修の受講

との回答がそれぞれ 11.0％であった．

状況は平均 1.05 回/年であった．

２）訪問看護師の感じる終末期看護の困難感と各
看護の自己評価との関連
表１に終末期看護に対する訪問看護師の自己評
価（5 段階評価）の結果を困難感の有無別に記載し
た．困難感の有無と各看護の自己評価には統計学
的な有意差はなかった．７つのケアの側面でみる
と，
「スピリチュアルな側面のマネジメント」と「医
療連携」に対するケアでは，困難感を感じている
群が自己評価の得点が高い傾向であった．具体的

図２ 連携実績のない理由（ｎ=21）欠損ｎ=2
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表１終末期看護に対する訪問看護師の自己評価と困難感との関係

（ｎ=21）欠損ｎ=2

対象者全体 (n＝ 21)

困難感有 (n＝ 13)

困難感無 (n＝ 6)

平均値 (SD)

平均値 (SD)

平均値 (SD)

ｐ値

疼痛のアセスメントができている

3.15(0.67)

3.15(0.55)

3.17(0.98)

0.97

個々に合わせた鎮痛剤の適切な使用方法と製材のアセスメントができている

2.74(0.65)

2.69(0.63)

2.83(0.75)

0.70

鎮痛剤の効果のアセスメントができている

3.11(0.66)

3.00(0.71)

3.33(0.52)

0.27

レスキュー（臨時追加投与）の効果的な使用のアドバイスができている

2.79(0.92)

2.69(0.75)

3.00(1.26)

0.60

鎮痛剤の副作用のアセスメントを行い、その対策が実施できている

2.89(0.58)

2.75(0.62)

3.17(0.41)

0.16

痛みを緩和するための介入 (マッサージ、指圧、保温 /冷却 )の提案を行っている

3.32(0.95)

3.15(0.99)

3.67(0.82)

0.28

倦怠感のアセスメントができている

2.84(0.76)

3.00(0.71)

2.60(0.89)

0.33

倦怠感緩和のために患者へ活動と休息に対する情報提供と調整ができている

2.95(1.08)

2.85(1.07)

3.20(1.30)

0.56

食欲不振のアセスメントができている

3.32(0.82)

3.38(0.77)

3.20(1.10)

0.69

個々に合わせた食事指導ができている

3.30(0.86)

3.31(0.85)

3.17(0.98)

0.75

栄養低下に伴って予測される褥瘡発生について皮膚を観察できている

3.79(0.63)

3.85(0.69)

3.60(0.55)

0.45

呼吸困難に伴う身体症状のアセスメントができている (バイタルサインなど )

3.69(0.75)

3.54(0.88)

4.00(0.00)

0.27

医療処置や薬物療法の介入が必要となる徴候を早期に発見・報告している

3.68(0.82)

3.69(0.95)

3.60(0.55)

0.84

個々に応じた環境調整、体位の工夫ができている

3.35(0.70)

3.27(0.79)

3.60(0.55)

0.42

終末期患者さんの心理状態のアセスメントができている

3.17(0.79)

3.08(0.86)

3.40(0.55)

0.45

患者の意思決定を尊重した関わりができている

3.72(0.67)

3.69(0.75)

3.80(0.45)

0.77

延命処置や、治療に関する情報提供と患者の意思確認を行っている

3.56(0.70)

3.62(0.77)

3.40(0.55)

0.58

家族の心理状態のアセスメントができている

3.28(0.83)

3.23(0.93)

3.40(0.55)

0.71

家族へ延命処置や、治療に関する情報提供と家族の意思確認を行っている

3.67(0.77)

3.69(0.85)

3.60(0.55)

0.83

患者の社会的な役割喪失やその苦痛に関してアセスメントできている

3.06(0.73)

3.00(0.71)

3.20(0.84)

0.62

家庭内での役割についてアセスメントし必要時は調整している

2.83(0.79)

2.77(0.73)

3.00(1.00)

0.59

治療や療養に伴う経済的な負担に関してアセスメントしている

3.06(0.80)

3.08(0.76)

3.00(1.00)

0.86

終末期患者さんのスピリチュアルな苦痛について理解できている

2.72(1.02)

2.85(1.14)

2.40(0.55)

0.42

スピリチュアルな苦痛に対して患者さんから情報を得ている

2.78(1.00)

2.85(1.14)

2.60(0.55)

0.66

担当医とのコミュニケーションはとれている

3.47(0.84)

3.69(0.85)

3.20(0.45)

0.24

訪問看護ステーションの他のスタッフとの連携はとれている

3.79(0.85)

4.00(0.71)

3.60(0.89)

0.33

必要に応じて理学療法士や他の専門職種との連携はとれている

3.32(0.95)

3.38(0.87)

3.20(1.30)

0.73

同行訪問のシステムが整っていたら緩和ケアの相談で利用したいですか

3.44(1.10)

3.54(1.13)

3.20(1.10)

0.57

具体的なケア内容

２．医療機関で緩和ケア，褥瘡管理に従事する専

が困難であることなどであった．

注２）

門の看護師へ連携に関する質的調査結果

．

注２)大学院連携プロジェクト演習の研究テーマと

第 2 段階「連携システムの構築」

して取り組む．結果は大学院連携プロジェクトの結

３．緩和ケア専門看護師 1 名，在宅診療医師・緩

果報告に記載．

和ケア医師 4 名へ「データベース構築に関するイ

本学大学院連携プロジェクト演習で取り組み，

ンタビュー調査」を実施した．逐語録より連携の

連携の課題として明らかになったことは，連携基

ために必要な情報として４つのカテゴリと 11 のサ

盤がないこと，前例がない中で体制をつくること

ブカテゴリを抽出した(表 2 参照)．カテゴリを【】
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サブカテゴリを《》で示す．
【連携開始の窓口】としては，
《退院時カンファ

連携ニーズと困難な要因に関する調査
緩和ケアに対して，何らかの困難を感じている

レンスで顔をつなぐ》
《病院から在宅への移行のル
ートを活用》するなど，現在存在する窓口を活用
して連携推進する方法があげられた．訪問看護師

訪問看護師は医療連携を積極的に行っており，専
門家との連携を図ることへのニーズがあることが
明らかになった．そのため，連携が推進しない課

などのジェネラリストに対する課題として，
《全容

題として，「適応症例がなかった」「相談の適応で

が見えず問題に気が付かない》といった問題があ

あるか判断ができない」などの相談者側の問題へ

がっており，それに対しては《痛み止めの処方の

着目した連携方法を考えることが必要であった．

ある方をリストアップ》
《これまでと違う症状の変

この解決策としてアセスメントの過程が可視化で

化をあげる》を【相談の糸口をつくる】方法とし

き，在宅の看護師が相談基準の判断が容易となる
ようなツールの開発を目標に，第 2 段階「連携シ

て推奨していた．また，情報としては，
《本人の期

ステムの構築」でデータベース構築に必要な情報

待度とそれに対する医療者評価との一致度》
《本人

の抽出を行った．

の満足度》をデータベースに組み込むことで，専

連携システムの構築

門家からの【介入の余地を探る情報】となる．
《死

「医師との連絡調整が難しい」ことが第1段階の

期を見極めタイミングを計る》
《スピリチュアルな

実態で課題にあがっていたため，第2段階の調査で

苦痛への介入》
《複数家族との意思決定の調整》
《小
児がん等経験ない症例》などは【専門家の介入が
必要】と考える困難なケースとしてあげられた．

は，主に在宅医師へインタビューを行った．その
結果，連携の際に生じる双方の時間調整に配慮し
て，クラウド型アプリケーションを使用した情報
の共有システムを利用し，タブレット端末を用い
た連携システムを作成した．海外での先行研究で

表２

緩和ケア連携のために必要な情報

は電子化された患者情報システムを利用すること
は，患者の病歴や病態の理解を円滑にするとして，

サブカテゴリ
病院から在宅への移行のルートを活用

カテゴリ

臨床での有効性が報告されている8,9．医療における

連携開始の窓口

ICT(Information and Communication Technology)

退院時カンファレンスで顔をつなぐ

活用は，すでにテレビ電話等を用いた遠隔診療が

全容が見えず問題に気が付かない
痛み止めの処方のある方をリストアップ

相談の糸口をつくる

これまでと違う症状変化をあげる
本人の期待度とそれに対する医療者評価との一致度

今後，タブレット端末などを活用したN to N（専
介入の余地を探る情報

本人の満足度

門看護師対訪問看護師）連携体制が構築されれば，
同行訪問に代わる連携の在り方としてのモデルケ

死期を見極めタイミングを計る
スピリチュアルな苦痛への介入

一定条件のもとで診療報酬の対象となっている．

専門家の介入が必要

複数家族との意思決定の調整

ースとなり，医療資源の効率的な活用に貢献でき
ると考える．

小児がん等経験ない症例

緩和ケア連携のために必要な情報として，４つ
のカテゴリがあがった．第 1 段階の実態調査では
４．３）の結果を踏まえてタブレット端末を用い

連携の基盤がないことが課題にあげられていたが，

たシステムを構築した．作成は株式会社 DBPowers

【連携開始の窓口】は，現時点で存在する《退院

に依頼した．試作は資料１参照．

時カンファレンスで顔をつなぐ》などの病院から
在宅への移行のルートを活用することにした．今

５．現在３）で考案した連携のシステムの試験運
用を実施中である．緩和ケア分野で 2 症例，褥瘡
ケア分野で 1 症例にて連携中であるが，評価は未
実施である．

回実施した実態調査では《全容が見えず問題に気
が付かない》と「適応症例がなかった」との理由
で連携に結び付きにくいことが明らかになった．
そのため，
【相談の糸口をつくる】ために，電子デ
ータ情報に《痛み止めの処方のある方をリストア
ップ》
《これまでと違う症状の変化をあげる》など

Ⅳ．考察

の情報を組み入れた．同時に専門家としての【介
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入の余地を探る情報】として，患者本人の満足度
を図るスケールを取り入れ，満足度評価は患者自

32339.pdf. Accessed 05/07, 2015.
3)

Takeda T, Shido K, Abe M, et al.

身でもタブレットを操作できるような仕上げにし

Surveillance Committee Report 2013.

た．

Japanese Jornal of Pressure Ulcers.

研究の限界

2015;17(1):58-68.

作成したタブレット端末を用いた連携システム

4)

Takeda T, Shido K, Abe M, et al.

は現在3名の症例に試用中であるが，その評価まで

Surveillance Committee Report 2010.

は調査できていない．今後は，評価に基づいて試

Japanese Jornal of Pressure Ulcers.

用版をさらに改善しシステムを完成させる予定で

2011;13(4):625-632.

ある．更にタブレット端末などを活用したN to N

5)

中央社会保険医療協議会. 平成 24 年度

連携体制の構築のためには，医療経済学的視点で

診療報酬改定結果検証に係る調査（平成

の効率性の評価が不可欠である．今後は経済面を

24

含めた評価を実施する必要がある．

http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingi

年

度

調

査

）

.

2013;

kai-12404000-Hokenkoku-Iryouka/00000
Ⅴ．小括

25686.pdf. Accessed 05/07, 2015.
6)

名越 恵, 石川 真, 小野 静, et al. 開

本研究では，在宅療養における緩和ケアと褥瘡

設初年度の緩和ケア病棟看護師の End of

管理に重点を置いたシームレスな連携体制の構築

Life Care に関する困難感の分析. インタ

を試みるために，「連携ニーズと困難な要因に関

ー ナ シ ョ ナ ル Nursing Care Research.

する調査」を行い，その結果を基に「連携システ

2012.11 2012;11(4):145-151.

ムの構築」を行った．

7)

荒尾

晴惠, 恒藤

１．
「連携ニーズと困難な要因に関する調査」から

et al. 別巻

は，訪問看護師側の課題として，
《全容が見えず問

院; 2014.

題に気が付かない》と「適応症例がなかった」と

8)

暁, 大内

紗也子,

緩和ケア . 東京: 医学書

Appleby NJ, Dunt D, Southern DM, Young

の理由で連携に結び付きにくいことが明らかにな

D. General practice integration in

った．

Australia. Primary health services

２．実態調査を基に，アセスメントの過程が可視

provider and consumer perceptions of

化でき，在宅の看護師が相談基準の判断が容易と

barriers and solutions. Australian

なるタブレット端末を用いた連携システムを作成

Family Physician. 1999;28(8):858-863.

した．今後はその効果を明らかにしていく予定で

9)

ある．

Conrad DA, Shortell SM. Integrated
health

systems:
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様式２

市民参画型の SCU 模擬患者養成プログラムの開発
～共に育み合う市民主体の学習の場づくりを目指して
河原田 まり子・貝谷 敏子・上村 浩太・原井 美佳
坂東 奈穂美・御厩 美登里・樋之津 淳子
札幌市立大学看護学部

キーワード：市民参画型

模擬患者養成プログラム

いる．しかし，大学それぞれにおけるSP養成の

Ⅰ．緒言

実施形態は様々である．今回開発するSP養成プ
本看護学部では，
「的確な看護実践力を有し，対

ログラムは，学生のみならず，市民のウェルネス

人関係形成能力を備え，地域貢献できる人材育成」

の実現および地域の生涯学習の場の創出につな

を目的として，開学時より客観的臨床能力試験

がり，地域の発展に寄与することができると考え

（Objective Structured Clinical Examination 以

る．

下 OSCE）を実施し，さらに授業において模擬患者

本研究は，現SPの能力を最大限生かす場を設定

（Simulated Patient 以下 SP）の専門科目への積

し，共に成長し合う学習の場を創り出すSP養成プ

極的な導入による教育を行ってきた．また，SP 養

ログラムを開発し，その効果を検証することを目

成も大学として行ってきた

1)

が，専門科目への SP

的とする．

の導入依頼数が増加し，新たな SP の養成が急務と
なってきた．そこで，現在活動している SP と新た

Ⅱ．研究方法

に参加を希望する札幌市民（以下，新メンバー）
が共に学習し合うことを意図した新たな市民参画

１．研究デザイン
本学の教育運営の一環として実践する SP 養成講

型 SP 養成プログラムを開発することとした．

座の企画・実施・評価のプロセスを通して，共に

これまで看護学教育におけるSP参加型教育に
2)

関する報告は，一部の領域演習 や技術試験にお

成長し合う学習の場を創り出す SP 養成プログラム

3,4)

などがある．SP参加に

を開発するアクションリサーチである．アクショ

よる演習効果は，学生同士のロールプレイに比

ンリサーチは，実践者が実践をよりよい方向に，

べて，よりリアリティがあり，教員とは異なる

改善，向上するのを促すと同時に，個人が変化す

視点からのSPのフィードバックが学生の学修に

る過程の一助となることを認め，それを尊重する

大きい効果があることが示唆されている．また，

能動的な研究方法である 6)．本研究は，現 SP と新

SPのフィードバックによって，教員自身の看護

メンバーおよび教員が共につくりあげる SP 養成プ

観や教育観を振り返る機会となり，教員の教育

ログラムを開発することから，アクションリサー

力の向上につながっている．

チを研究デザインとして選択した．

いてSPを活用した報告

市民が模擬患者として教育に参画することは，

２．対象

「学生の役に立つ／自分のためになるという実

１）平成 26 年度に活動している現 SP21 名のうち，

感」，「模擬患者活動が自己をみつめ新たな自

本研究への協力が得られた 19 名，ならびに SP 養

己発見の機会」，「普段の生活では味わえない

成講座へ参加する新メンバーのうち本研究への協

5)

達成感・爽快感を得る」機会となっている ．こ

力が得られた 7 名を対象とした．

のように模擬患者と協働する大学教育は，地域

２）対象の選定方法と選定理由

の人々・学生・教員が共に学び合う場となって

（１）対象の選定方法
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様式２
現 SP については，平成 26 年 8 月上旬に SP 養成

３）現 SP と教員の連携を図り，本学の教育運営の

講座の説明と研究への協力依頼を行い，その場で

スケジュールに沿う形で無理なく組み入れられる

協力のご意向のあった方を対象者として選定した．

内容にした．この際，現 SP のスキルを十分発揮で

新メンバーについては，平成 26 年 9 月 11 日に

きるよう負担を考慮しつつ役割を付与した．また，

札幌市立大学サテライトキャンパスで市民公開講

現 SP，新メンバー，教員が共に学ぶ場となるよう

座を開催し，参加した札幌市民を対象に SP 養成講

な SP 養成講座案とした．

座について説明し，参加者を募集した．本 SP 養成

５．データの収集方法

講座へ参加意向を示した方へ研究の協力依頼を実

データは質問紙調査とインタビューにより収集

施した．その場で協力のご意向のあった方を対象

した．

者とし，同意書を交わした．

１）SP 養成講座の開講前後に現 SP と新メンバーに

（２）選定理由

質問紙を配布し，質問紙への回答を依頼した．現

本研究は SP 養成プログラムの開発を目的として，

SP には現 SP を対象とした学習会で集まった時に配

現 SP と SP 養成講座へ参加を希望する新メンバー

布し，新メンバーには初回と最後の養成講座の時

が共に学習し合う機会を設定するものである．現

に配布した．質問紙は，基本属性，模擬患者の活

SP の能力を最大限生かすことで新メンバーの成長

動に参加する動機，活動への思い，活動への満足

を促進し，同時に現 SP 自身も SP としての能力を

感についての問から構成した．なお，本質問紙の

醸成するといった共に学習し合う場を創り出すこ

作成にあたり参考にした「ボランティアモチベー

とをねらいとし，現 SP と新メンバーの両者を対象

ションの構造に関する調査」7)の著作者より尺度の

とした．

使用許諾を得た．

３．研究期間

２）SP 養成講座の全講座終了時に，インタビュー

平成 26 年 5 月～平成 27 年 3 月

の同意の得られた現 SP６名にインタビューを実施

４．SP 養成講座のプログラム案の作成と実施

した．所要時間は 30 分程度であった．インタビュ

１）平成 19～20 年度に本学で実施した模擬患者養

ーガイドに基づき，SP 養成講座にアドバイザーと

成プログラムの成果を分析し，SP 養成講座案を作

して参加したことによる SP としての自分自身の変

成した（表 1）．他大学や SP 自主組織の SP 養成活

化や SP 活動に対する気持ちの変化および SP 養成

動の資料を集め SP 養成講座案作成の参考にした．

講座に参画した感想についてインタビューを実施

２）SP 養成講座は平成 26 年 9 月から平成 27 年 3

した．インタビューの実施にあたっては参加の自

月までの期間で 10 回の研修を実施した．各回のテ

由意思，不参加によっても不利益はないことを説

ーマ，学習内容，学習方法，使用教材，場の設定，

明した．インタビュー内容は同意を得て録音し，

担当者と役割等の具体的な内容を設定した．

逐語録を作成し，質的に分析した．
６．分析方法

表1

新 SP 養成講座のプログラム

１）質問紙調査は，模擬患者の活動に参加する動

公開講座：看護教育における模擬患者養成の
1回目 必要性（講義）
模擬患者参加型授業の紹介（ビデオ）
講義：本学の教育と模擬患者の役割、模擬患
2回目
者の体験談、現SPとの交流
講義：シナリオに基づく演技とフィードバッ
3回目
ク
見学：シナリオに基づく演習に向けた練習場
4回目
面の見学
5回目 見学：シナリオに基づく演習の見学
6回目 演習：患者役割のロウルプレイ
7回目 演習：フィードバックのロウルプレイ
見学：OSCE演技練習とOSCE当日の演技場面の
8回目
見学
見学：OSCE演技練習とOSCE当日の演技場面の
9回目
見学
現SP合同学習会、講義：学生を育てるための
10回目
模擬患者と教員の協働、GW、修了式
※各回に現 SP がサポーターとして参加

機については，
「まったくあてはまらない」と「あ
まりあてはまらない」，「どちらでもない」，「まあ
あてはまる」と「非常にあてはまる」の 3 段階に
集約し，単純集計を行った．また，模擬患者活動
への思いと満足感については，単純集計を行った
後，現 SP のみ養成講座前後の比較を行った．
２）インタビューは，逐語録から「参加者の変化」
に関する記述を，前後の文脈を含めて抜き出し意
味内容を分析し，類似するデータをまとめてコー
ド化し，類似するコードをまとめて抽象度を上げ
てサブカテゴリー化し，カテゴリー化した．
７．倫理的配慮
本研究の実施に際して札幌市立大学倫理委員会
の審査を受け承認を得た（通知 No.1415-2）．
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様式２
２）模擬患者活動に対する気持ちの変化(Ｎ＝18)

Ⅲ．結果

「桑の会の一員であるという実感」は，養成講
座の前後で，
ほとんどの会員が感じていた(図 1 )．

１．基本属性
研究の同意の得られた現 SP19 名中，18 名の回答
が得られた（回収率 94.7％）．年齢は 67.0±10.9
であり，男性 6 名，女性は 12 名であった．新メン
バーは SP 養成講座参加者 7 名のうち 7 名から回答
が得られた（回収率 100％）
．年齢は 60～70 歳代で
あり，男性 4 名，女性は 3 名であった（表２）．

表２

性別

基本属性（N＝25）

項目

現SP（N＝18）

年齢

67.0±10.9（37-87）

図１

桑の会の一員であるという実感

養成講座参加者（N＝7）

「模擬患者の育成に役立っている実感」では，

男性

6

（ 33.3 ）

4

（ 57.1 ）

ある程度思っている会員が多く，養成講座の前後

女性

12

（ 66.7 ）

3

（ 42.9 ）

で同様の傾向であった(図 2)．

２．質問紙調査の結果
１）模擬患者の活動への参加動機
参加動機でもっとも多かったものは，
「模擬患者
の活動は価値のある行為だから」22 名（88.0％）
であった．次いで「社会勉強になる経験として」
20 名（80.0％）
「学生の成長への援助をすることで，

図２

模擬患者の育成に役立っている実感

自分も幸せな気持ちになるから」19 名（76.0％）
，
「社会への恩返しの意味で」18 名（72.0％）
，「模

３）養成講座参加前後の気持ちの変化（Ｎ＝18）

擬患者の活動はより良い社会を創り出すから」18
名（72.0％）が多かった（表３）．

「大学からの気づかい」については，
「多少満足
している」が終了後になくなり、
「非常に満足して
いる」，
「ある程度満足している」が増えた（図 3）
．

表３

模擬患者の活動への参加動機（Ｎ＝25）
あて
はまらない

どちら
でもない

あて
はまる

① 他にすることがなかったから

17

7

1

② さみしかったから

22

3

0

③ 時間が限りなくあったから

18

4

3

21

2

2

21

3

1

1

6

18

④
⑤

自分の今の生活や考え方に自信が持てなかった
から
自分が抱えている問題を忘れる機会がほしかった
から

⑥ 模擬患者の活動はよりよい社会を創り出すから
⑦ 模擬患者の活動は価値ある行為だから

1

2

22

⑧ 社会への恩返しの意味で

0

7

18
19

⑨

学生の成長への援助をすることで自分も幸せな気
持ちになるから

図３

大学からの気づかい

1

5

⑩ 大学組織に加わることに価値があると思ったから

6

10

9

「トレーニングや学習の機会」については，か

仕事や将来に役立つ技術や知識や経験を身につ
けたかったから

12

7

6

なり「満足している」との回答が終了後に増え，
「あ

⑫ 自分の可能性を試したかった

9

6

10

る程度満足している」が減少している(図 4)．

⑬ 社会勉強になる経験として

⑪

1

4

20

異なる年齢の人たちと一緒に何かする機会になる
⑭
から

4

4

16

⑮ 新たな友達を作る手段として

10

7

8

⑯ 私の日常に無い、おもしろい機会を与えてくれる

4

7

14

⑰ 以前からこの大学や教職員と関わりがあったから

20

2

3

⑱ 大学の学生に親族や友人がいる(いた）から

22

1

2

⑲ さそわれたから

16

4

5

⑳ 大学に模擬患者がいないと困るから

10

6

9

㉑ 昔、同じような活動をしていた経験があったから

24

0

1

20

4

1

㉒

自分は学生と同じような境遇で(だったので）、より
よい活動が学生に対してできると思ったから

図４
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トレーニングや学習の機会

様式２
「教員とのコミュニケーション」については，
終了後に「かなり満足している」
「多少満足してい
ている」が減り，
「ある程度満足している」が増加
した（図 5）．

図８

活動自体へのやりがい

「育成に携わる機会」について，開始前は「多
少満足している」が多かったが，終了後は「ある
程度満足している」が増加した（図 9）．
図５

教員とのコミュニケーション

「自分の役割の明確さ」については，
「ある程度
満足している」
「多少満足している」が，終了後に
減り，代わりに「非常に満足している」
「かなり満
足している」が増えた（図 6）．
図９

育成に携わる機会

「模擬患者同士の人間関係」について，終了後
に「多少満足している」，「まったく満足していな
い」がなくなり，
「非常に満足している」，
「かなり
満足している」が増加した（図 10）．

図６

自分の役割の明確さ

「手続きや依頼内容のわかりやすさ」は「多少
満足している」
「まったく満足していない」が終了
後はなくなり，
「非常に満足している」，
「かなり満
足している」，「ある程度満足している」だけとな
図 10

った（図 7）．

模擬患者同士の人間関係

「学生や社会に役立っている実感」については，
開始前は「多少満足している」
「まったく満足して
いない」との回答があったが，終了後はなくなっ
た．代わりに，「ある程度満足している」「かなり
満足している」が増加した（図 11）．

図７

手続きや依頼内容のわかりやすさ

「活動自体へのやりがい」については，
「多少満
足している」が終了後になくなり，
「かなり満足し
ている」が増加した（図 8）．

図 11
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学生や社会に役立っている実感

様式２
【教員を客観的にみる機会となった】

３．インタビューデータの分析結果

ついて質的に分析した結果，191 のコード，44 の
サブカテゴリー，10 のカテゴリーが抽出された．
カテゴリーは【 】，サブカテゴリーは［ ］，コー
ドは「 」にて示す．
抽出された各カテゴリーとサブカテゴリーおよ

サブカテゴリ

代表コード

一歩踏み込んだ形でね、こういうところで我々
SPと教員の交流の必要を感じた と先 方との話し合いというのはね、あったら
いいなと思いますよね。
生

現 SP の SP 養成講座に参加した気持ちの変化に

ちょっと一貫してないんじゃないかなっていうこ
教員の間でも考えや対応に違い
とに気付くきっかけになったっていうことではあ
があることに気づいた
るのかな。
指導の仕方とか、何かそういうのを一考するこ
教員の姿勢・教え方について話し
とが必要でないのかということで、みんなから
合う機会をもった
の意見が出てね。

【新たな人間関係への抵抗を感じた】

び代表コードは表 4 のとおりである．

サブカテゴリ

現 SP が養成講座に携わることで【SP として省察
の機会となった】
【活性化の良い機会となった】
【メ

的にみる機会となった】といったプラスの機会と
なった側面と，【新たな人間関係への抵抗を感じ

在宅のOSCEで襖の陰から見学し、その後の
教員との振り返りにも参加したので、戸惑っ
た。

新SPさんからの刺激が強かった

初めて受講した人から、ＳＰと同じように意見を
述べられるという経験は、これまでなかった。

新SPさんに対し後ろ向きな気持
ちになった

（受講 から辛辣な発言の体験から）実際の
座学での学習の場へ行ってアドバイスをするこ
とは避けた。

生

ンバー同士が話し合う機会が増えた】
【教員を客観

代表コード

新SPさんから演技や振り返りを
見られることに緊張した

【今後の会の維持への危機感が高まった】

た】といったマイナスの側面も語られていた．新
たな SP を養成し人数が増えることで【今後の会の
維持への危機感が高まった】
【今後の安心感につな
がった】といった将来を意識する機会となり，
【新
SP さんとも支え合い学び合える関係になれそう
だ】と新たな人間関係への前向きな語りがみられ
た．
本養成講座への携わり方は【背伸びせずにアド
バイザーを行えた】と負担が少なかったことが語
られていた．SP 活動については【SP 活動を通して

【今後の安心感につながった】

支え合いと学び合いを実感した】とやりがいの実

サブカテゴリ

代表コード

養成講座に人数が集まるか心配 広報にのらないことになったので養成講座に
だった
人数集まるのか心配だった

感が語られていた．

人数が増えることはSP活動自体 新しく人が増えることは、この活動が未来につ
が未来につながる感じを抱いた ながる感じがしますよね。

表４

人数が増えると体調が崩れた時 年がかさんでいくので人数が増えると何かあっ
た時に交代できる
も安心できる

養成講座に参画した気持の変化

【SP として省察の機会となった】
サブカテゴリ

【新 SP さんとも支え合い学び合える関係になれそうだ】
サブカテゴリ

代表コード

SPとして参加した時の自分を振り 自分が初めて入ってきて学習したことについて
返る機会となった
思い出しました
ＳＰとしての苦労や喜びを振り返 ＳＰをやってきてどんなときも良かったと思う
る機会となった
SPとしての経験の長さを認識し
た

新しいＳＰさんをみて年月がたっんだなと思い
ました

ＳＰとしての経験・知識を振り返る かつて学んだことを認識し直す機会となった。
機会となった

新SPさんとも学びあえる関係に自然となってい
くように思う

新しい仲間が増えてうれしく感じ
た

同じ仲間として活動するうえで、どんな感じに
なるのか、これからが楽しみにしている。

同じ目的をもった仲間だから安心 目的が同じなので自分にとってほっとする
できる

【背伸びせずにアドバイザーを行えた】

アドバイザーとして参加して学び 養成講座のアドバイザーを受けて自分にとっ
が大きかった
ての学びもすごくあった

【活性化の良い機会となった】
サブカテゴリ

代表コード

この方たちのような気持ちでやっていかなきゃ
初心を思い出しモチベーションが
いけないんだと思いモチベーションがあがっ
高まった
た。
練習内容を記録にとり内容を的確にとらえる養
成講座 をみて立派だと思う
生

新SPさんの姿勢に感心した

もっと自分らで、自分で思ってるようなことにつ
養成講座への参加で気が引き締 いてはどんどんね、聞いていくとか、眠ってる
まった
目を覚ましたような気はするよね。

【メンバー同士が話し合う機会が増えた】
生

サブカテゴリ

代表コード

新ＳＰさんとも共に学びあう関係
になれると思う

代表コード

新SPさんの姿勢について話し合 受講 からの辛辣な発言について、「桑の会」
で話し合い、その内容を教員に伝えた。
う機会をもった
演じた後に話し合えるようになっ 今はＳＰをやり終わってすぐ話し合いになるよ
てきた
うになりました

− 11 −

様式２
【SP 活動を通して支え合いと学び合いを実感した】
サブカテゴリ

きる場を持つことにより，ボランティアとしての

代表コード
桑の会は私にはすごく楽なところです

桑の会では心のつながりを感じる

桑の会の皆さんに会う度に言葉ではないつな
がりを感じて、それがきずなになっていく

桑の会メンバーからのサポートを
実感した

一緒に活動してる仲間の人が言葉で応援して
くれると心強い。
生

桑の会の居心地が良い

ＳP活動を通して多くの人に出会え 模擬患者をやって学 さんやＳＰさんなど人と
て良かった
の出会いが良かった
実際のSP活動が学びにつながる

桑の会では役をする度にいろんなことを学んで
います

参加させてもらってとてもその、とっても意義が
実際のSP活動がやる気につなが
あるものだと思えたときにモチベーションはあ
る
がる
教員との交流で参加意識や満足
度が高まった

身が参画する機会や現 SP の培ってきた力を発揮で

自分の中で納得できて、納得してできるシナリ
オ、こう迷いがなくその当日迎えられたものに
関しては、満足度高いですよね。

満足感が向上することが示唆された．SP 活動の環
境を大学として整えながら，現 SP と教員が協働し
て新たな SP を養成することは，現 SP の活動意欲
につながると考える．
一方，模擬患者活動への思いは，
「桑の会の一員
であるという実感」と「模擬患者の育成に役立っ
ている実感」の 2 項目で尋ねたが，養成講座の前
後で回答数に大きな変化はなかった．今回の養成
講座に参画したことにより，SP 活動に対する思い

Ⅳ．考察

に大きな影響は及ぼさなかったと考える．

１．模擬患者活動への参加動機

３．模擬患者として学びと成長の機会

8)

桜井 によると，回答数が多かった「模擬患者の

本養成講座は，市民である現 SP が養成のサポー

活動は価値のある行為だから（22 名）
」「学生の成

ターとして参画することで，
【SP として省察の機会

長への援助をすることで，自分も幸せな気持ちに

となった】【活性化の良い機会となった】【メンバ

なるから（19 名）」，
「社会への恩返しの意味で（18

ー同士が話し合う機会が増えた】
【教員を客観的に

名）」，
「模擬患者の活動はより良い社会を創り出す

みる機会となった】と新しい学びの機会となった．

から（18 名）」は，いずれも『利他心』動機である．

模擬患者活動への参加動機の中で「社会勉強にな

これは，他者のためにボランティア活動を行う意

る経験として」が 80.0％と元々学習への動機は高

識であり，活動継続をしている場合に強く持って

い集団であり，実際の活動を通して新たな学びを

いるとされる．また，
「社会勉強になる経験として

得ることで成長につながったと考えられる．

（20 名）」は，『自己成長と技術習得・発揮』動機

現 SP にとって本養成プログラムは初めての市民

であり，ボランティアを通じて何らかの知識や技

参画の経験であり，
【新たな人間関係への抵抗を感

術を身に付け，それらを発揮したいと望み，参加

じた】といったマイナスの反応が見られた．しか

する意識である．これらのことから，SP 活動に参

し，養成講座終了時には，人数が増えることを実

加する動機は，模擬患者に関する知識や技術を習

感することで【今後の会の維持への危機感が高ま

得し，それを学生のために発揮したいという思い

った】
【今後の安心感につながった】といった将来

で活動を継続していると考える．

を意識する機会となり，さらに【新 SP さんとも支

現 SP と新メンバーの年齢構成は主に 60 歳代以

え合い学び合える関係になれそうだ】と新しい関

上であり，仕事の退職後や子育てを終えた時期が

係への自己効力感の高まりが見られた．本養成プ

社会参加しやすい時期であると考えられる．

ログラムは，市民同士が共に学び合う関係を阻害
しなかっただけでなく，持続的な会の運営を考え
る機会となったと考えられる．

２．模擬患者活動に対する気持の変化
模擬患者活動への満足感については，
「教員との
コミュニケーション」の項目を除いた「トレーニ

４．参画型 SP 養成プログラムの今後に向けて

ングや学習の機会」，
「自分の役割の明確さ」
「活動

「模擬患者の育成に役立っている実感」は養成

自体へのやりがい」などの項目については，一様

講座の前後で変化はなかったが，本養成講座へ携

に満足感の程度の高い回答が多くなった．これら

わり方は【背伸びせずにアドバイザーを行えた】

の質問項目は「組織のサポート」「業務内容」「集

と養成のサポーターとしての参画は大きな負担感

団性」に対する認知態度として，満足感を測定し

を感じることなく，無理のない役割であったと考

9)

ている ．今回の模擬患者養成講座のプログラム開

えられる．今回のプログラムは，現 SP が体験して

発にあたり，プログラムに対する現 SP との意見交

きた内容であり，またサポーターという役割を担

換の機会を意図的に設け，養成講座にサポーター

っていただくことで過度な負担がかからないよう

として参加して頂いた．模擬患者養成講座に SP 自

に配慮した．また，現 SP が今年度担当した大学の
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様式２
授業（演習）や OSCE の練習場面や実際の実践場面

の一員であるという実感」
「模擬患者の育成に役立

の見学を研修として位置づけることで，無理なく

っている実感」のいずれにおいても大きな変化は

現 SP の力を研修で発揮する形態を取り入れた．今

みられなかった．

後も新たな SP の養成の必要が生じることを踏まえ

３．模擬患者養成講座に携わることで【SP として

ると，本プログラムを継続的に活用していくこと

省察の機会となった】【活性化の良い機会となっ

ができると考えられる．

た】【メンバー同士が話し合う機会が増えた】【教

SP 活動については【SP 活動を通して支え合いと

員を客観的にみる機会となった】というプラスの

学び合いを実感した】とやりがいの実感が語られ

側面と，
【新たな人間関係への抵抗を感じた】とい

ていた．新 SP 養成にアドバイザーの立場で参加す

うマイナスの側面が語られていた．

ることにより，[SP 活動を通して多くの人に出会え

４．新たな SP を養成し人数が増えることで【今後

て良かった]とこれまでの仲間と取り組んできた

の会の維持への危機感が高まった】
【今後の安心感

SP 活動を振り返る機会にもなったと考える．

につながった】と将来を意識する機会となり，
【新
SP さんとも支え合い学び合える関係になれそう
だ】と新たな人間関係への前向きな語りがみられ
た．
５．模擬患者養成講座への携わり方は【背伸びせ
ずにアドバイザーを行えた】と負担が少なかった
ことが語られていた．SP 活動については【SP 活動
を通して支え合いと学び合いを実感した】とやり
がいの実感が語られていた．

（6 回目の養成講座の様子）
文献
本養成プログラムが，現 SP のやりがいを維持し，
市民同士が共に成長しあい，学び合う場となった
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る経験として」
「学生の成長への援助をすることで

6) Alison Morton-Cooper（
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「手

8）前掲書 7）

続きや依頼内容のわかりやすさ」
「活動自体へのや

9) 前掲書 7）

りがい」「模擬患者同士の人間関係」「学生や社会
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様式２

人生の終焉を自分らしく生ききるためのガイド
意思決定を支援する事前指示書の作成と検証
スーディ神崎

和代・御厩

美登里

札幌市立大学看護学部

キーワード：終末期、医療事前指示書

Keywords: terminal stage,

advance directives

換を重ねてきたが、意見交換会のアンケート結果

Ⅰ．緒言

でも回答者の 90％以上が【必要だ、直ぐにでも必
医療技術の進歩、高度医療機器や強力な抗生物

要だ】と答えていた。多くの人たちがその必要性

質の開発などに伴い、かつては救命が困難とされ

を感じており、北海道内でも全国同様に高いニー

ていた病状も回復に導けるようになった。これら

ズを示していた。必要性を強く感じていても実際

の恩恵を受けて多くの人たちが救われているが、

には準備が出来ていない理由の一つは、市民が活

全てを尽くした救命が逆に穏やかな終焉を妨げる

用できる適切な様式がないことだと考えられる。

事例になっているのも事実である。

加えて、書き方、判断の仕方が良く分からないこ

1969 年にアメリカ合衆国（以下、米国）イリノ

と、医療的な処置や語彙に馴染みがないという理

イ州の弁護士が医療事前指示書（以下、事前指示

由も考えられる。つまりは関係情報が市民の手の

書）を提案した。その背景には、医療技術が目覚

届くところにない、ということである。

ましく発達していく中で、不必要な延命治療によ

研究者らは、約 1 年をかけて事前指示書に包括

る苦痛、回復の見込みがない場合の積極的・攻撃

すべき項目についての研究準備をし、2014 年度は

的（aggressive）な実施などがあった。ここで言

札幌市民を対象に調査研究を実施した(2014 年度

う事前指示書（アドバンス

ダイレクティブ：

COC 事業共同研究)。調査結果を分析し、事前指示

advance directives）とは、【判断力や思考力に問

書内容に反映をさせて【市民のための医療事前指

題のない時から、事前に、生命の回復が困難な状

示書】を作成した。ここに至るまでには、欧米の

況になり且つ医療処置について判断をする能力が

事前指示書やその基本的な考え方、日本の社会的

ない状況になった時のために、医療的処置につい

背景、医療事情、専門用語、弁護士の意見、在宅

て文書で自分の意思を示しておくこと】を指す。

医療に関わる医師や看護師の意見に加えて延べ

つまり、何らかの理由で、自分が自らの意思を伝

100 余名の市民との数回に及ぶ意見交換会を経た。

えることが不可能になった時、あるいは医療的処

一般市民にととって分かり易く、且つ医療専門職

置などについて決断することが困難になった時の

者の立場から今日の医療事情を鑑みて作成した。

ために、患者（療養者）の自己決断（意思）を確

また、一般の市民にも理解しやすいように平易な

認・尊重するための手段の一つである。

語彙を用い、医学用語には説明を付記した。胃瘻

このような事前指示書に該当する文書を用意し
ている人は日本ではわずか 3％ほどだが、必要だと

と経鼻栄養補給との違いなどを分かり易く説明し、
判断する際の参考に図も加えた。

答えている人は 80％近くになる。この度、
【医療事
前指示書】作成に至るまでの過程において、約 130

Ⅱ．研究方法

名の道内外の諸分野の専門家や一般市民と意見交
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様式２
１．意見交換会のテーマ・日時（A 区、B 区）

か、事前指示書を書いているか、等とした。

１）テーマ

４．個別インタビューによるニーズ調査（B 区 1 回

自分らしく生き、自分らしい最期を迎えるために

目）

事前指示書について考える会

１）対象者

２）日時

意見交換会（B 区 1 回目）
に参加した住民のうち、

（1）A 区

インタビュー協力の同意が得られた方に実施した。

第 1 回 2014 年 6 月 14 日（土）13：00～15：00

２）方法
個別インタビューを 1 人 15 分程度行った。イン

第 2 回 2015 年 2 月 1 日（日）13：00～15：00
（2）B 区

タビュー形式で行う理由としては、質問紙調査で

第 1 回 2014 年 9 月 13 日（土）13：00～15：00

は画一的な回答しか得られない可能性が高く、終

第 2 回 2015 年 1 月 17 日（土）13：00～15：00

末期に関する潜在的な思いや希望を聞くためには、
個別インタビューが適していると考えたためであ

２．意見交換会での聞き取り調査（A 区 1 回目、B

る。

区 1 回目）

３）インタビューガイド

１）対象者の選定条件と募集方法



事前指示書に対する認識



自分で判断できなくなった時に、どんなこと

対象者は、札幌市内または近郊の住民で 20 歳以

が不安か

上の成人、認知症等の認知障がいのない方とした。
募集方法は、札幌市内の公共施設、まちづくりセ



の理由

ンター、老人会などにチラシを配布するとともに
広報誌へ掲載した。B 区での意見交換会は 2 回コー

事前指示書に載せたい項目、不要な項目、そ



個人属性（性別、年齢、世帯構成、職業）

スで募集を行い、基本的に参加者は 1 回目、2 回目
５．事前指示書案の修正

で同じ住民とした。

意見交換会での聞き取り調査、アンケート調査、

２）運営方法
参加者のアクセスしやすさを考慮し、公共交通
機関から近い公共施設及び大学関連施設で行った。

個別インタビュー調査から得られた内容をもとに、
事前指示書の修正を行った。

３）調査方法
研究者らが国内外の先行研究や既存の調査等を

６．意見交換会での事前指示書案の妥当性調査（A

基に作成した事前指示書案を示して、意見交換会

区 2 回目、B 区 2 回目）

で意見を募り、ニーズ調査を行った。調査に先立

１）対象者の選定条件と募集方法

ち、事前指示書についてのミニ講義を研究者らが

A 区では 1 回目の参加の有無を問わず、市民講座

行った。意見交換会は 6～12 名程度のグループワ

への参加希望者を対象とした。B 区では、基本的に

ーク形式で実施した。

1 回目の意見交換会に参加し、2 回目も参加を希望
される方を対象とした。

３．意見交換会後のアンケート調査（A 区 1 回目、

２）運営方法
1 回目の意見交換会と同じ、公共施設及び大学関

B 区 1 回目）

連施設で実施した。

１）対象者の選定方法
意見交換会に参加し、調査協力の同意が得られ

３）調査方法
前回の意見交換会等の結果を元に修正した事前

る方を対象とした。

指示書案を示し、意見交換会で意見を募った。意

２）方法

見交換会は 6～12 名程度のグループワーク形式で

無記名自記式質問紙調査とした。

実施した。

３）調査内容
年齢、性別、同居者数、同居者の続柄、職業、
看取りに関する考えの変化、変化の内容、事前指

７．意見交換会後のアンケート調査（A 区 2 回目、

示書について知っているか、一般的に事前指示書

B 区 2 回目）

は必要だと思うか、どこで終末期を迎えたいか、

意見交換会（2 回目）の参加者のうち、協力が得

終末期について身近な人と話し合ったことがある

られる方を対象に、1 回目と同様に無記名自記式ア

− 15 −

様式２
ンケート調査を実施し、事前指示書や終末期の過

講座に参加後の意識の変化では、36.6％（15 名）

ごし方に関する意識、事前指示書案【修正版】に

に変化があり、
「自分の意思をはっきり示しておく

対する満足度などを調査した。

ことの大切さに気付いた」
「本人の意思を尊重する
大切さがわかった」などの回答があった。

８．最終版事前指示書の作成
意見交換会でのニーズ調査（2 回目）
、アンケー

（2）B 区

ト調査（2 回目）の分析結果を反映させて、事前指

B 区では、参加者 9 名のうち 9 名から回答があり、

示書の最終版を作成した。

回収率 100％であった。

９．倫理的配慮

表３

本研究の実施にあたり、札幌市立大学研究倫理
委員会の審査を受けて承認を得た。

事前指示書を必要だと思うか（ｎ＝9）

項目
思う
思わない
わからない

ｎ
9
0
0

％
100
0
0

Ⅲ．結果
回答者全員が事前指示書を必要と思うと回答し
全 4 回の意見交換会参加者の概要は、以下の通

たが、用意している者はいなかった。

りである。
３．個別インタビューによるニーズ調査（B 区 1 回
表１

対象者の概要

参加者
男性
女性
年代
年齢
定員
アンケート回収数
インタビュー協力者数

目）

A区1回目 A区2回目 B区1回目 B区2回目
46
36
9
9
11
6
2
3
35
28
7
6
20-70以上 40-80以上 30-80以上 30-70以上
66.8±8.6 60.0±17.7
30→50
30→36
50
50
41
35
9
9
7
-

意見交換会への参加者 9 名のうち、7 名（77.7％）
から同意が得られ、個別インタビューを実施した。
「家族が選択をする時に、困らないようにするの
は大事だと思う」
「事前指示書は必要だとは思った
が、何かきっかけがないと」
「実際に記入できるも
の（様式）があれば、家族と話し合って一緒に記
入すると思う」
「具体的にどういったことを伝えた

１．意見交換会での聞き取り調査（A 区 1 回目、B

らよいのかわからなかったため、参考になった」

区 1 回目）

といった意見が聞かれた。

A 区では 46 名の参加者を 4 グループにわけて、B
区では 9 名の参加者を 2 グループにわけて意見交

４．意見交換会での事前指示書案の妥当性調査（A

換会を行った。事前指示書案の内容に対し、
「終末

区 2 回目、B 区 2 回目）

期に感染症がどんな状況なのかイメージできな

1 回目の意見交換会、アンケート調査、個別イン

い」
「説明をうけながらでないと選択肢を選べない

タビューの結果を基に修正した事前指示書案を提

し書けない」
「時期によっては選択が異なるかもし

示し、意見交換を行った。A 区では 36 名の参加者

れないので判断が難しい」などの意見があった。

を 4 グループにわけて、B 区では 9 名の参加者を 1
グループとして意見交換を行った。
「専門用語が難

２．アンケート調査（1 回目）

しい」
「医療者まかせにしてきたので自分で考える

（1）A 区

ことが難しい」
「事前指示書を書くにあたって、家

A 区では参加者 46 名のうち 41 名から回答が得ら
れ、回収率は 89.1％であった。

族との話し合いがプロセスとして出てくるなと感
じた」
「自分と家族の思いや意思を確認することに
なると感じた」などの意見が聞かれた。

表２

看取りに対する意識の変化（ｎ＝41）

項目
変化あり
変化なし
無回答

ｎ
15
17
9

％
36.6
41.5
22

５．アンケート調査（2 回目）
（1）A 区
A 区では、参加者 36 名のうち 35 名から回答が得
られ、回収率 97.2％であった。
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様式２
参加があり、一般に高齢者のみが終末期関連につ
表４

終末期について誰かと話し合ったことがあ

参加者数としては大凡 1：4 で女性の方が多かった

るか（ｎ＝35）
項目
ある
ない
未回答

いては関心を持つと思われる傾向に反していた。

ｎ
22
10
3

が、意見交換会での発言回数から見ると、男性の

％
62.9
28.6
8.5

意見の方が具体的であり強い関心を示していた。
また、親子あるいは夫婦で参加した 4 組は家族と
共に事前指示書について考えていきたいと述べて

終末期について話し合ったことがない理由とし
ては、
「そのうちにと思って」
「機会がない」
「終末

おり、準備段階から個人レベルではなく家族マタ
ーとして考えていきたいという姿勢が見えた。

期の話を嫌がる」などの回答があった。
２．事前指示書の必要性の認識と準備状況
表５

事前指示書についての講座及び意見交換会終了

事前指示書が必要だと思うか（ｎ＝35）

項目
思う
思わない
わからない
未回答

ｎ
29
0
4
2

後には、参加者の 83％～100％(グループの差)が事

％
82.9
0
11.4
5.7

前指示書の重要性を認識していたが、35 名を対象
にしたアンケートでは 4 名のみが事前指示書に類
似した書面を用意していると回答しており、必要
性の認識は高いが、実際には準備をしていない現

表６

状が確認できた。準備が出来ていない理由として

事前指示書を用意しているか（ｎ＝35）

項目
いない
いる
未回答

ｎ
27
4
4

は、【準備方法や書式が分からない】【話し合う場

％
77.1
11.4
11.4

が少ない】が上げられ、必要性を感じながらも具
体的に行動を起こすに至っていない理由には具体
的な手法や手がかりが市民に示されていない状況

対象者の 8 割（29 名）が事前指示書は必要だと

が推測できた。

思っていたが、用意している者は 4 名のみであっ
３．事前指示書に対するする意見

た。

【医療に関する用語等は分かりにくい】
【何を基
準に判断すれば良いか迷う】等の意見が出され、

（2）B 区
B 区では参加者 9 名のうち 9 名から回答が得られ、

医療に関する用語や救命技術を正確、且つ容易に
理解できるような語彙の選択や図の引用等が重要

回収率 100％であった。

であると明らかになった。また、
【死や終末期をイ
メージすることが難しい】というコメントからは
当然ながら生きている人は死の体験がないので、
亡くなった家族や友人の終末期や死に関わった範
疇でのみで死を捉えていることが推測できた。死
や終末期をイメージしやすい具体的な身体的変化
などの説明など支援が必要と考えられる。
図１

どこで終末期を迎えたいと思っているか
Ⅴ．結論

（複数回答、回答数＝12）

自宅で終末期を迎えたいと思っている者が 5 名

１. 参加者の 83％～100％が事前指示書を必要だ
と考えていたが、実際に何らかの意思表示を

と最も多かった。

書面で示しているひとは 4 名のみでであった。
２. 終末期医療に関する意思を示しておく必要性

Ⅳ．考察

を感じている市民は多いが、何を用いて、ど
のように準備したらよいのか、方法がわから

１．対象者の概要
参加者の年齢層は 20 代～80 代と幅広い年齢層の
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ないため、意思表示ができていない現状が明

様式２
9） 国立長寿医療センター．私の医療に対する希

らかになった。

望（終末期になったとき）．

３. 死や終末期をイメージ出来にくいと感じてい
る人がおり、その支援が事前指示書準備促進

http://www.ncgg.go.jp/zaitaku1/pdf/eol/a

には必要であると推測できた。

d/1jizenshijisho.pdf（2015/3/4）
10） 厚生労働省（2010）
：終末期における療養の場

今後の予定

所：終末期医療のあり方に関する懇談会—「終

2015 年度中に医療事前指示書の出版予定である。

末期医療に関する調査」結果について—，p.89．
11） 厚生労働省（2014）
：終末期医療に関する意識

学会発表（決定）、論文掲載等を予定している。

調査等検討会報告書 ．Ⅳ．1．国民が人生の
最終段階における医療に関して考えることが

謝辞

できる機会の確保について

本研究実施にあたり、ご協力をいただき多くの

2．本人の意思を

貴重な意見を賜りました。市民の皆様、医療法人

尊重した人生の最終段階における医療体制の

社団いばらき会の皆様、北海道医療大学の竹生礼

整備について

子様、鹿内あずさ様に、心から感謝申し上げます。

の最終段階における医療」への名称変更．
12） 厚生労働省

3．「終末期医療」から「人生

人口動態統計年報 大臣官房統

本研究は 2014 年度札幌市立大学 COC 共同研究費の

計情報部（2010）
：平成 21 年人口動態統計 都

助成を受けて実施した。

道府県別死亡割合
http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/k
-tyosa/k-tyosa10/
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札幌市南区における高齢者の外出困難要因の明確化
中田

亜由美 1）・籔谷 祐介 1）・金子 晋也 2）・スーディ神崎 和代 3）

1）札幌市立大学教育支援プロジェクトセンター

2）札幌市立大学デザイン学部

3）札幌市立大学看護学部

キーワード：外出困難，高齢者，ウェルネス，札幌市南区

問題が生じ，そのことが健康問題と相互に関連し

Ⅰ．緒言

ていることが考えられる．
また，吉村らの研究では，宅地に段差などの障

我が国の総人口に占める年少人口の割合をみる
と，昭和 50 年（24．3％）以降一貫して低下を続

害があること

け，平成 24 年（13．0％）には過去最低となって

質面に問題があることにより，外出することが少

いる． また，年齢 3 区分別人口の割合を都道府県

なくなっている

別にみると，年少人口（0～14 歳）の割合は秋田県

宅地の空間的要素が外出困難要因となっているこ

が 11．1％と最も低く，次いで東京都 11．3％，北

とが推測される．

海道 11．7％となっている１）． 一方，老年人口の

7），道路までのアプローチ周りの材

8）と報告している．

これにより，

さらに，李らの高齢者の社会活動に関する研究

割合は，昭和 25 年（4．9％）以降一貫して上昇が

では，高齢者の外出頻度に地域差が見られた

続いており，平成 24 年（24．1％）は過去最高と

とが報告されており，高齢者の外出困難には地域

なっている． 今後の老年人口割合は，平成 35 年

的な要因がかかわっていると予測される． 小木ら

には 25．2％で 4 人に 1 人を上回り，平成 47 年に

は高齢者が重視する外出目的施設の近接性や交通

は 33．7％で 3 人に 1 人を上回る

と予測されて

の便等と高齢者の外出行動満足度との間に有意な

いる． 札幌市全体の老年人口の割合は 22．7％で，

関係があること 10）を報告しており，外出目的施設

南区の老年人口の割合は 28．6％と札幌市の 10 区

の近接性や交通の便等の周辺環境が，外出困難の

２）

（平成 26 年 1

３）

の中で最も高齢化が進行している

9）こ

要因と関係性があることが推測できる．

月 1 日現在）．

このような視点から南区の地理的環境をみると，

高齢者のウェルネスという観点から近年の学術

面積は札幌市の約 60％を占め，大部分が山岳地帯

的研究をみると，外出頻度の低い高齢者は，ほと

である． また，本地域は，1969 年の定山渓鉄道の

んどすべての身体・心理・社会的な側面で健康水

廃止により，車を中心とした生活へと変化するこ

準が低く，認知機能においては，外出頻度が低い

とで，各地域が孤立していることが予測される．

4)ことが報告されている．

つまり，南区では少子高齢化が進み３），山岳地帯

群ほど低い

このことか

ら，高齢者の外出困難から生じる健康問題として，

であるため，高齢者の社会活動を立地的な困難要

体力・筋力の低下，認知症，持病の悪化などさま

因が様々にあると考えられる．

ざまな健康状態の悪影響が引き起こされることが

そこで本研究では，高齢者困難要因を取り除く

懸念される． たとえば，スーディの研究によると

ことによって，高齢者の孤立化を防ぎ，高齢者が

外出の外で過ごす時間が減ると転倒リスクが高く

自由に外出して社会参加することにつなげるため，

なる 5）と報告している． さらに，社会との関連性

札幌市南区を対象に，高齢者の外出困難要因を明

が低いと死亡率が高くなる６）という報告もあり，

確化することを目的に調査を行った．

社会との接点の欠如から，楽しみや生きがいが持
てなくなるなど，ウェルネスが保たれないという
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用語の定義

語録を起こし，Berelson, B．法で分析した．

・外出困難とは，社会的・身体的理由により，外

２）現地調査
環境的要因を，立地的要因（住宅敷地外の

出したくても外出できない状態と定義する．

物理的要因），空間的要因（住宅敷地内の物質

・「ウェルネス」とは，世界保健機構が提唱した

的要因）の 2 つに分けて調査を行った．

概念を拡大解釈するものであり，「生涯にわた

（１）対象

り，健康で，楽しく，生き甲斐がもてる状態」

①立地的要因

と定義する．

南区石山地区（ケーススタディ）

・高齢者とは，一般的に 65 歳以上を高齢者と定義

②空間的要因

しているが，全国的な傾向を比較するために，

インタビュー調査と同じ対象者のうち同意

すでに内閣府が行った平成 24 年度高齢者の健康

の得られた 10 名の住宅

に関する意識調査の対象年齢が 55 歳以上であっ

（２）調査方法

たため，本研究においては 55 歳以上の者と定義

①立地的要因

する．

地理的特徴を明らかにするために，コミ
Ⅱ．研究方法

ュニティの単位である町内会の立地条件

１．調査方法

（交通と地形），街区構成を現地調査，地
形図・住宅地図から調査を行った．

本研究は，高齢者の外出困難要因を人的要因

②空間的要因

（社会的属性，身体的機能など，個人に属する
要因）と環境的要因（地理的，空間的，制度的

住宅敷地内の外部空間について，現地実

な個人の外部に属する要因）の２つの視点から

測調査を行った． 調査項目は，敷地外か

把握した．人的要因の研究デザインはインタビ

ら玄関までのアプローチの動線を中心に，

ュー調査を基にした質的調査研究，環境的要因

構造物，段差，素材等である．

は実測など現地調査による研究を行った．

（３）調査期間：2014 年 9 月～12 月

１）インタビュー調査

（４）分析方法
環境的要因について，立地的要因は立地条

（１）対象者
札幌市南区の訪問看護・訪問介護事業所を

件（交通と地形），街区構成についてそれぞれ

利用している 55 歳以上の者 12 名（説明や質

類型化を行うことで整理した．空間的要因に

問の理解が困難な高次脳機能障害や認知症，

ついては現地調査の結果を平面図・立面図に

精神疾患の診断を受けた者は除外した． ）

起こし，環境的要因を記述した．
２．研究依頼・同意取得方法

（２）調査方法
インタビューガイドに沿って，半構造化イ

2014 年 8 月札幌市南区の訪問看護・訪問介護

ンタビューを行った．インタビュー所用時間

事業所 50 件に電話連絡と文書による研究内容と

は 20 分で，対象者が希望した場所で実施した．

趣旨の説明を行い，5 件の訪問看護・訪問介護事

インタビュー内容は許可を得て，IC レコーダ

業所から研究協力の同意を得た． 同意を得た訪

ーに録音した． インタビュー項目は，基本的

問看護・訪問介護事業所の職員から 55 歳以上の

属性（性別・年齢），家族構成，現病歴・既往

利用者へ，研究内容と趣旨を記載した依頼書を

歴，ADL（Activities of Daily Living：日常生活

65 通配布した． 2014 年 8 月から 9 月返信用は

動作），通院状況，除雪の現状，外出時の支援

がき，または，電話にて研究に協力できると返

の有無とその程度，買い物の状況，介護保険

答のあった利用者には，研究者から連絡をとり，

の認定状況，夏期と冬期の外出頻度（回数）

利用者が指定した日時と場所で面談を行い，改

の違いとした．

めて研究内容と趣旨を説明し，同意を得て調査
を行った．

（３）調査期間：2014 年 9 月～10 月

３．倫理的配慮

（４）分析方法
人的要因については，インタビューで得られ

調査は，札幌市立大学倫理委員会の承認を得

た内容をデータとし，インタビュー内容から逐

て行った． 研究協力の同意を得た札幌市南区の
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訪問看護・訪問介護事業所の職員から 55 歳以上
の利用者へ，依頼書を渡してもらう際に，利用

表1

者へ強要しないように説明した． 研究者が協力

内容

できると返答した利用者へのみ連絡をとり，利

通院(平均 1．5 回/2 か月)にタクシーまたは第 3

用者が指定した日時と場所で面談を行い，改め

者が運転する車を使用している

て研究内容と趣旨，参加は任意であり，不参加
による不利益は一切生じないことを依頼書と口
頭で説明した．同意された場合には同意書に署
名を得た． また，対象者の負担を考慮し，対象

n

％

20

10．5

タクシー使用に関すること

53

27．8

タクシーなどの使用理由は冬季の転倒への不安

20

10．5

自宅周囲の坂道

19

9．9

バスの昇降不安・降雪時のバス停での待機不安

16

8．4

視力低下により道路横断不安

6

3．1

近所から店がなくなったので買い物に行けない

6

3．1

買い物の荷が重いので宅配に依存する

5

2．6

46

24．0

者の希望によりインタビューを中止することが
できることを説明し，対象者の身体的・精神的
負担に配慮してインタビューを行った． 個人情
報の保護として，研究データに氏名は記載せず，

外出頻度低下に伴い，<寂しい><人恋しい>など

対象者を番号で識別した．

n＝191

全記録単位数

の精神的孤立を示唆する言語数

Ⅲ．結果
２．現地調査結果
１）立地的要因

１．インタビュー調査結果
対象者は，82．2 歳±9．9 歳，66～93 歳，女性 8

（１）石山地区の特徴

名，男性 4 名であった．12 名中 4 名がケアハウス

札幌市南区は老年人口の割合が 28．6％3）と

と呼ばれる集合住宅に居住している．何れも持家

高齢化率が全国平均より高い地域である． そ

での冬季の除雪，自力での通院・買い物・外出困

の中にある石山地区は，開拓期に札幌軟石の

難の理由で移住したとしている．12 名の主な外出

採掘場として栄えた地区で，今でも多様な産

理由は通院と買い物であり，3 名は家族の支援を得

業，地形，用途をもつ． また，そこには 28

ているが他は業者に依存している（平均 1 回/週）．

の町内会があり，様々な地理特性を持つ． 65

全記録言語単位数（n）は 191 であった．通院（平

歳以上の高齢者を対象に行ったアンケート調

均 1.5 回/2 か月）にタクシーまたは第 3 者が運転す

査 11）によると，石山地区では外出頻度が週に

る車を使用しているのは 11 名でタクシー使用に関

1 日未満と回答した高齢者が 40％いることか

する記録言語単位数は 53（27.8%）であった．タク

ら，外出困難の環境的要因が様々にあると考

シーなどの使用理由は冬季の転倒への不安 20

えられる． そこで，以下のような指標から対

（10.5%）
，自宅周囲の坂道 19（9.9％），バスの昇

象事例を整理することで，外出困難要因の立

降不安・降雪時のバス停での待機不安 16（8.4%），

地的要素を抽出した．

視力低下による道路横断不安（信号機の色が良く

（２）町内会の立地条件
立地条件として，幹線道路の有無とバス停

見えない，横断歩道を時間内に横断出来ない）6
（3.1%），近所から店がなくなったので買い物に行

の有無から交通の条件を把握し，平坦地であ

けない 6（3.1%）という理由で外出を控えている．

るか傾斜地であるかという地形の条件を把握

買い物の荷が重いので宅配に依存する 5（2.6％）．

した．それら，交通と地形の関係から，各町

外出頻度低下に伴い，<寂しい><人恋しい>などの

内会における街区の立地条件を下記 6 タイプ

精神的孤立を示唆する言語数が 46（24.0％）であ

に整理した（表 2）．
a は，平坦地で幹線道路があるもの． b は，

った（表 1）．

傾斜地であるが，幹線道路があるもの． c は，
平坦地でバス停があるが，幹線道路がないも
の． d は，傾斜地であり幹線道路がないが，
バス停がある． e は，平坦地であるが，幹線
道路・バス停がないもの． f は，傾斜地であ
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建住宅で，敷地内は平坦であるが，1 階部分が車

り幹線道路・バス停がないもの．

庫となっており，玄関のある 2 階へは 8 段の階

（３）町内会の街区構成

段を上る必要がある．（No．9）は集合住宅（ア

街区内への外出困難要因に影響すると考え
られる街区の形態を整理した（表 3）． 主要道

パート）で，敷地内駐車場に傾斜がある．（No．

路に面して建物が建ち並ぶ「区画型」を面状

12）は戸建住宅で，敷地内は平坦であるが，1

と点状に，主要道路から道路を引き込んだと

階部分が車庫となっており，玄関のある２階部

ころに建物が建ち並ぶ「道路引込型」を面状

分には踏面に滑り止めが施された 9 段の階段を

と線状に分類し，それらの組み合わせを「複

上る必要がある． 車椅子で外出できるように，

合型」とした（表 3）．

裏出口から前面道路へスロープが設置されてい
る．

（４）町内会の地理的特性
町内会の地理的特性を，立地条件と街区構

Ⅳ．考察

成から表 4 のように整理することで，外出困
難要因を考察するためのⅠ〜Ⅶのパタンが得

１．人的要因
対象者全員が何らかの外出困難課題を抱えてお

られた．その結果，石山地区はⅠ，Ⅱ’のパタ

り，転倒経験・転倒への不安は凍結路面と居住環

ンが多く見られた．
Ⅰは，区画型面状かつ幹線道路やバス停があ

境の周囲の<坂が多いから怖い>と重なって北海道

るものである． Ⅱは，区画型面状かつ幹線道

の冬季環境が影響していることが推測された． バ

路やバス停がないものである． Ⅱ’は，区画型

ス使用を願っても<昇降時に掴まれない><迅速に

点状かつ幹線道路やバス停がないものである．

乗車できなから遠慮する>等一見些細に思えるこ

Ⅲは，道路引込型面状かつ幹線道路やバス停

とが困難要因なっていることが明らかになった．

がある． Ⅳは，道路引込型線状かつ幹線道路

タクシー使用には経済的な負担が生じるためにさ

やバス停がある． Ⅵは，道路引込型線状かつ

らに外出を制限する結果になっていると推測でき

幹線道路やバス停がない． Ⅶは，複合型であ

る． 加齢に伴う身体的変化と凍結路面という環境

る．

要因により舗道横断への不安は行政も含めた地域
ぐるみの解決策が必要であろう． 外出困難により

２）空間的要因
実測調査により得た情報を，表○のように整

生じる<孤独感>は活動能力低下に繋がり健康状態

理することで，外出困難要因の空間的要素を抽

にも影響を及ぼすと推測される． また，近所の店

出した．

舗減少による買い物弱者への支援も地域ぐるみで

（No．1）はケアハウスで，敷地内は平坦でアス

の対処資源確保等が必要である．

ファルトで舗装されている． 駐車場を通って玄

２．環境的要因

関に向う構成となっており，歩車動線が混在し

１）立地的要因

ている． 玄関へのアプローチは，2 段の階段の

（１）町内会の立地条件

他，長さ約 6．4m のスロープが設置されている．

表 2 より，下記のような考察が得られた．a，

（No．2．3．4）は，ケアハウスで敷地内は平坦

b，c，d は幹線道路やバス亭があるため街区外

である．（No．1）同様，歩車動線が混在してい

への外出がしやすいが，b，d は傾斜地であり，

る． 玄関へは 3 段の階段がある他，約 3m のス

a，c に比べて外出しにくい． また，e，f は幹

ロープが設置されている． （No．6）は傾斜地

線道路やバス停がなく，外出困難要因が存在

に立つ戸建住宅であり，敷地内には玄関へアプ

する可能性が高く，f は傾斜地であり，自動車

ローチするための 11 段の階段がある． 階段に

による外出が主である．

は手すりが設置されている． また階段の踏面に

（２）町内会の街区構成

はコンクリート平板や滑り止めが設置され，段

表 3 より，下記のような考察が得られた．

差にばらつきが生まれている．（No．7）は戸建

区画型面状は主要道路に面しており，街区

住宅で，敷地内は平坦で玄関へのアプローチは

内への外出がしやすいが，道路が広く車通り

コンクリート舗装されている． （No．8）は戸

が多いため，交流の場がなく，コミュニティ
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の形成がしにくいと思われる． 区画型点状も

困難要因が見られる．（No．9）は，傾斜した駐

主要道路に面しており，街区内への外出がし

車場を通って玄関へアプローチするため，冬期

やすく，特にロードヒーティングの整備され

は外出困難である． （No．12）は，階段を上る

ている場合は，自動車による外出がしやすい．

必要があり，またスロープは，バリアフリー法

ただし，交流の場がなく，コミュニティは形

の基準 1/12 と比較すると，急な勾配となってお

成しにくいと思われる． 道路引込型面状は未

り，それらが外出困難である．

舗装である，道路が狭い，袋小路がある，除

上記より，戸建住宅に外出困難要因が多く見

雪車が入らないなどの理由によって街区内へ

られる． 特に，傾斜地に建つ住宅，1 階が車庫

の外出がしづらく，特に自動車による外出が

となっている住宅には，玄関へのアプローチの

困難であるが，道路が交流の場となり，コミ

ために敷地内に 10 段ほどの階段が存在し，これ

ュニティが形成しやすいと思われる． 道路引

らは対象者にとって外出困難要因である． 特に，

込型線状は，自動車・公共交通を利用しない

冬季において大きな要因と成りうることが推測

と外出が困難である． ただし，建物周辺に農

される． それらを改善するために，滑り止め，

地が多いため，夏の外出が多く，冬の外出が

手すり，スロープ等が設置されるなどの住まい

少ないことが推測される． 複合型は区画型面

手の工夫が見られるが，それらは経済的な負荷

状と道路引込型線状の両方の特性を持ち，エ

となる一方，根本的な解決になっていないこと

リア間のコミュニティの形成がしづらいと思

が推測される．

われる．
Ⅴ．結論

（４）町内会の地理的特性
表 4 より，下記のような考察が得られた．
Ⅰは，外出困難要因が少ない地区である．

本研究では，札幌市南区を対象に，高齢者の外

Ⅱは，外出に自動車が必須の地区である． Ⅱ’

出困難要因を明確化することを目的に調査を行っ

は，Ⅱ同様に自動車が必須であるが，ロード

た． 調査は，高齢者の外出困難要因を人的要因と

ヒーティングが整備されている． Ⅲは，街区

環境的要因の２つに分け，人的要因を明確化する

内に未舗装道路があるなど，外出困難要因が

ためのインタビュー調査と環境的要因を明確化す

ある． Ⅳは，地区内への移動も自動車が必須

るための現地調査を行った．
交通手段として主にタクシーを使用しており，

である． Ⅵは，最も多くの外出困難要因があ
る． Ⅶは，様々な外出困難要因が複合する．

バスの昇降・冬季の歩道の横断・転倒不安が主な

町内会の立地条件と街区構成を整理すること

要因である． タクシー使用は経済的負担を生じ必

で，石山地区の地理的特性が主にⅠ，Ⅱ’，Ⅲ

要最低限の外出に留める傾向があり，それが<孤独

から構成されていることを明らかにし，そこ

感>に繋がっていると推測された．
環境的要因では，立地的要因として，主要な道

から外出困難要因を考察した．
石山地区はⅠ，Ⅱ’が多く見られ，これらは

路まで歩いて外出することができるが，コミュニ

街区内の主要な道路まで歩いて外出すること

ティ形成がしにくいことが外出困難要因につなが

ができるが，コミュニティ形成がしにくいこ

ると推測される地域が多い． また，空間的要因と

とが外出困難要因につながると考えられる．

しては，主に戸建住宅に外出困難要因が見られ，

これに対し，比較的多く見られたⅢは，街区

それらは敷地内の生じる段差に起因するものであ

内の主要な目的地までの外出が困難であると

り，積雪寒冷地帯において特に大きな要因となる

考えられる．

と推測される．

２）空間的要因
表 5 より，下記のような考察が得られた．

Ⅵ．今後の予定

（No．1）と（No．2．3．4）は，外出困難要
因は少ない．
（No．6）は上りづらい階段があり，

本研究では，人的要因と環境的要因に分けて分

外出困難要因となりうる．
（No．7）は，外出困

析を行ったが，今後は人的要因と環境的要因のデ

難要因は見られない．（No．8）は，階段に外出

ータを組み合わせて分析していく． さらに，札幌
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市南区在住の高齢者が自由に外出して社会参加す
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表5（続き） 住宅敷地内における外出困難の空間的要因
図面

写真

No.7

No.8

No.9
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様式２

地域に根差した盆踊り文化の記録と継承に関する研究
松永

康佑・細谷

多聞

札幌市立大学デザイン学部

キーワード：盆踊り、モーションキャプチャ、アーカイブ

Keywords : Bon Festival Dance, Motion Capture, Archive

Ⅱ．研究方法

Ⅰ．緒言

北海道の盆踊り文化は、世代を超えた認知度と

本研究を始めるにあたり、札幌大通公園で実施

いう点で他地域では類を見ないほど、知れ渡って

された第 61 回さっぽろ夏祭りと真駒内駐屯地で実

いる。子供盆踊り歌を使用し、１９歳前後の大学

施された真駒内屯地盆踊りに足を運び、踊りの特

生４０人に対して、音楽を再生し、挙手による簡

徴的な動作や盆踊り全体の雰囲気についてビデオ

単な認知度調査をしたところ、約９割の学生が挙

カメラで撮影するなど記録調査を行った（図１）。

手した。この盆踊り歌は、子供からお年寄りまで
一緒に踊れるように配慮されており、子供盆踊り
の他大人向けの北海盆踊りが存在する。
近年、少子高齢化に伴い、その継承について問
題が起こりつつある。本格的な盆踊り文化は戦後
に始まり、７０年近く経とうとしており、長年の
盆踊りの経験者数は減ってきている。また、時間
の経過とともに、亜流に近い踊りや歌がいくつか
見受けられる。音楽や歌詞についてはそれぞれ明
確に記録する手段が当時から存在し、それらを用

図１

第 61 回さっぽろ夏祭り

いて盆踊りは継続されてきた。踊りについては、
簡単な記譜を用いて所作を定義しているが、踊り

このように地域の盆踊り文化について認識を深

自体が無形文化であり、基本的には大人が子供に

めたうえで、盆踊り動作のアーカイブ化の作業に

教え伝えていくものである。そこには、本来意図

移った。
盆踊りなどの無形文化を記録する手法としてモ

されない動きが入り込む余地があり、伝承法とし

ーションキャプチャを用いた研究がおこなわれて

ては疑問が残る。
近代の進歩した計測技術を用いれば、運動デー

おり、八村広三郎の研究 1,2)ではモーションキャ

タを時系列に伴った数値情報として記録すること

プチャによる身体運動計測を行い、その記述法と

ができ、北海道の盆踊り文化を後世に伝えていく

アーカイブ化について述べている。
本研究では盆踊り動作を記録するために、画像

一つの手段としてとらえることができる。
本研究の目的は、北海道の伝統民俗芸能である

処理方式のモーションキャプチャシステムを導入

「北海盆踊り」についてデジタルアーカイブ化を

し、記録を行った。画像処理方式のモーションキ

おこない、文化の継承とともに新たな創造活動に

ャプチャシステムでは、複数台のビデオカメラで

生かすことである。

撮影した映像を後処理で画像解析することによっ
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様式２
て人物の動きを計測する。多くの光学式モーショ
ンキャプチャでは可能なリアルタイム処理ができ
ない代わりに、マーカーレスな計測が可能である。
計測は壁と床を白に統一したスタジオで撮影を
行い、撮影機材は 60fps で撮影可能なＵＳＢ接続
のカメラを 6 台用いて行った。
計測実験に際し、北海盆踊り連北海盆踊り普及
連合会会長荒川和雄氏のアドバイスのもと、女踊
りを安達康子氏、男踊りを前田節子氏に依頼し計
測を行った（図２）。計測した動作は「上段手拍子、
下段手拍子、図２のポーズ、水平な手の動作」を
１つのまとまりとしたもので、実際の盆踊りに近
い円を描きながら前進するものである。

図４

計測した女踊りの特徴的動作

Ⅳ．考察

大人を対象とした北海盆踊りは、踊りとしてみ
ると非常に短い動作を繰り返すものであり、動作
もゆっくりとしているため、比較的遅い 60fps の
動作記録であったが、問題なく計測することがで
図２

モーションキャプチャによる盆踊り計測

きた。調査の過程で、男踊りと女踊りの存在を知
り、それぞれについて計測を行った結果、女踊り

Ⅲ．結果

のしなやかな動き、男踊りのダイナミックな動き
について計測し、計測結果についてもこれらの特

画像処理結果によるモーションキャプチャデー

徴がよくわかる結果が得られた。

タの一例を図３図４に示す。特徴的な水平な手の
動き、特徴的な図２のポーズ、上段手拍子を示す。

Ⅴ．結論

北海盆踊りのアーカイブ化を行うためモーショ
ンキャプチャシステムを用いて身体運動計測を行
った。対象は大人向けの盆踊りとし、男踊り・女
踊りとし、特徴的な動きを再現することができた。
今後は、取得したデータをもとに踊りの違いの分
析、を行い、地域性を持った北海盆踊りＣＧ映像
の制作を進める予定である。
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