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１）群馬パース大学学長

巻頭言

論文執筆で重視したい六つの側面

栗　田　昌　裕1)

Six Important Aspects of Writing a Paper

Masahiro KURITA1)

■速書の六段階を修得する

　今回、紀要の巻頭言を書くにあたって、過去に出版

した拙著の内容を思い出した。参考になるかもしれな

いと思い、圧縮した内容を紹介する。これは「速書法

の六段階をマスターする」という趣旨で書かれた。文

章を素早く書くためには、出力の過程で必要な複数の

手順を段階的に整理し、パターン化して、作業に慣れ

ることが有用だ。本稿では、私の提唱する能力開発の

体系から、六段階の手順を紹介する。

　この手順は「要集観展想力」と呼ぶ造語で示す。こ

の六つの各漢字が、「庭園に配置された大きな六角形」

の各頂点に配置してある、と想像すると、以下の解説

が記憶しやすい。完成したい「文章や論文」を、六角

形の中心に育つ樹木のイメージでとらえ、各頂点での

検討を通して、「立派な大樹の完成」を目指す。そん

な心象風景の中の作業として以下を理解してほしい。

■科学論文の形式から学ぶ

　「論文」には一定の決まりがある。一般に、科学的

な論文は何らかの「実験的研究」を行い、その結果に

基づいて書く。その際には、本文を「①目的、②方法、

③結果、④考察、⑤文献」という五つの部分に分け、

冒頭には「抄録（要約）」をつける。抄録も「目的、

方法、結果、考察」の四部構成が基本である。

　抄録はいわば本文のミニチュアモデルだ。急ぐ読者

はモデルである抄録を読むことで、概略が把握できる。

余裕がある読者は、さらに本文の四段階を読み進めば、

詳細が理解できる。意欲的な人の場合は、参考文献も

併せて読めば、内容や主張の真偽を詳細に検討できる。

■「要」の技術とは

　速書の六段階の最初は「要」と呼ぶ技術である。「要」

は、重要、要点、要約という熟語の一部であり、「か

なめ」という読みもある。そこで、「要」の技術とは、

文章作成の前に、「何が要点であるか」を明確にして

おく作業をいう。最初に、「重要ポイント」や「メッセー

ジの中核」をきちんと定めておくのだ。

　要点を明確にするには、重要か否かを判断する価値

基準が必要だ。これから書く文章が、どのような価値

観に従うかを明瞭にさせておく必要がある。換言する

と、文章の意義や価値や役割をよく自覚し、「書く目

的をはっきりさせる」ことが「要」の技術である。

　これを「樹木を育てるイメージ」では、「種子の選択」

にたとえて理解しよう。何の種子をまくかを選択する

ことが「要」の段階である。その選択が「どんな種類

のどんな価値を持つ樹木が育つか」に直結する。

■「要」の技術で「目的」を明確にする

　「要」の技術は、科学論文では、「本文」のうちの「目

的」部分の内容を作成することに対応する。

　「目的」部分では、その分野の過去の研究の流れを

概説して、どのような目的で以下の実験的研究をする

ことになったかの動機や経緯を述べる。そこを明確に

書くことは、必然的にその論文の意義や価値を明らか

にする方向性を生む。そこで、速書の実践としては、

まず、「何がテーマなのか」、「なぜそれを書くのか」、「何

を伝えたいのか」、「何を目指すのか」を明確にした上

で書き始める。
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■「集」の技術

　速書の二段目は「集」と呼ぶ技術である。「集」は、

集合、結集、収集という熟語の一部であり、「集める」

という動詞でもある。そこで、「集の技術」とは、文

章を構築する際に、自分の主張に関連する十分な素材

や情報を集める作業をいう。その素材は、自分の主張

を補強したり、際立たせるために必要なものだ。

　「集」の作業は、それを内面の知的操作として実行

するときは、過去の体験や知識の倉庫から、関連する

内容を連想力で引っ張り出す努力を意味する。

　「集」の技術は、「樹木のイメージ」では、「大地に

根を張る」ことにたとえられる。樹木が立派に成長す

る際には、拠点となる大地に根を張る必要がある。書

く内容が過去のさまざまな体験や知識につながってい

る様子を、まいた種が大地に立派に根を張る様子に重

ねて理解したい。すると、大地の豊かさが根を張るこ

との重要性や、偏りなく、必要に応じて、時には深く

時には広く根を張る重要性も理解できるだろう。

■「集」の技術で良質な「文献」を収集する

　「集の技術」は科学論文を書く立場では、過去の文

献を収集することに対応する。新たな主張をする際に

は、従来は何がわかっていたかを示す根拠となる文献

を十分に集め、整理して提示する必要がある。

　論文の末尾では、自分の結果について多面的に考察

をするが、その考察の論拠も過去の文献に依存する。

従って、関連する良質な文献を、網羅的に、かつバラ

ンスよく集めて提示することは、成果をより多くの人

に認めてもらう基礎になる。ネット検索が容易な現代

では、キーワードを巧みに操作して、速度や効率も意

識しながら検索することも「集」の技術の一面である。

■「観」の技術

　速書の三段目は「観」と呼ぶ技術だ。「観」という

漢字は、直観、大観、景観、達観、概観、観光、観察

という熟語の一部で、「観る」という動詞でもある。

そこで「観の技術」とは、大局の「ビジョン」を明確

にして、全体像を見通しよく描く作業をいう。

　これは「樹木を育てるイメージ」で言うと、「幹を

成長させ、その樹形の概観を定める」ことにあたる。

遠目で見て、よく整って美しく、立派な樹木を育てる

ことにたとえよう。文章の場合には、主要な構造をよ

く整理して、矛盾がなく、見通しよく理解できるよう

に設定することが「観」の技術だ。これは文章作成の

最も中心的な作業である。

■「観」の技術で「抄録」を作成する

　「観」の技術は科学論文を書く立場では、「抄録」を

作成することに対応する。本文より先に抄録を作成す

ることで、全体の見取り図を得て、そこに矛盾がなく、

整合性があるか否かを検討する。ビジョンが明瞭であ

れば、読者にもすっきりと理解してもらえる。

　これは研究の開始時点で言えば、実験プランを明確

にする段階にも対応する。具体的にどんな手法で、何

を明らかにするかという概略は研究前に定めておくべ

きものだ。研究を終えた段階では、「観」は成果を示

すロジックの組み立て方を明確に定めることだ。

■「展」の技術

　速書法の四段目は「展」と呼ぶ技術である。「展」

という漢字は、展望、展示、展開、発展という熟語の

一部である。そこで「展の技術」とは、自分の集めた

素材を元にして、内容を具体的に記載する作業を遂行

する工夫をいう。時間とエネルギーを最も注ぐ段階だ。　

「樹木を育てるイメージ」で言えば、枝や葉を実際に

すくすくと伸ばし、広げていくことに対応する。

　そこでは、より深く、より広範にテーマを追求する

姿勢や、仕事を継続する意志の持続や、内容をふくら

ませるために想像力を発揮することが重要だ。枝葉を

見やすい形で整理して提示する技術もここで磨く。

■「展」の技術で「内容」を構築する

　「展の技術」は科学論文を書く立場で言えば、研究

の方法論を実践し、そのつどのデータや成果を記録し

ていく作業をいう。予想外の結果が出た場合は、ビジョ

ンの微修正、方針の転換やプランの手直しも行う。「現

実との臨機応変のやりとり」を経由して、研究の具体

的な中身が蓄積され、内容が育っていく。結果に応じ

て、論文を執筆していく作業もここに含める。
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■「創」の技術

　速書の六段階の五番目は「創」と呼ぶ技術である。

「創」という漢字は、創造、創出という熟語の一部で

ある。そこで、「創の技術」とは、自分の主張の最も

大事なところを、独自性や独創性を明確にして述べる

工夫をいう。ここは成果をアピールする段階だ。

　「樹木を育てるイメージ」では、花を咲かせ、実を

ならせることにたとえられる。大輪の美しい花を咲か

せ、味わいのある豊かな果実を実らせる工夫をしたい。

■「創」の技術で「結論」を示す

　「創の技術」は科学論文を書く立場では、「結論」を

明確に記載することだ。実験的研究の場合には、デー

タ処理を的確に施して明記することである。

　同時にその結論を、過去の他の研究者の結果と比較

して、意義付けの度合いを深め、独自性や新規性を強

調することでもある。その過程で、著者の見識も投影

され、オリジナリティと併せて論文の価値が定まる。

■「力」の技術

　速書の六段階の最後は「力」と呼ぶ技術である。「力」

という漢字を、日本語では影響力という熟語の一部と

考え、英語ではインパクトを表すととらえよう。そこ

で、「力」の技術とは、自分の作品が、それに接する

人にもっとも大きな影響力（インパクト）を与えるよ

うにする工夫をいう。

　その際には、自分の価値観からいったん離れて、文

章を読む他人の価値観に立って検討することが重要だ。

そのためには、第三者の目でよく読み直し、よく校正

をし、議論をたどり直すことも重要だ。ここでは優れ

た表現力が必要となる。この段階を経て、文章の客観

的な価値が高まる。

　これを「樹木を育てるイメージ」で言えば、鑑賞に

堪える形となるように樹木を剪定する段階にあたる。

■「力」の技術で「インパクト」を増す

　「力」の技術は科学論文を書く立場で言えば、結果

を考察して、読者に自分の作品の価値を理解してもら

う工夫をすることだ。論文試験の場合で言えば、試験

官の立場に立って、自分の書いたものを再検討し、誤

解や、過小評価をされないように、細心の検討をして、

再構成を行ったり、表現を修正したりする。

	

■六段階で「樹木」という作品を完成する

　以上から、以下の「樹木を育てる手順」が完成した。

①「要」で種を定める。

②「集」でよく根を張る。

③「観」で幹を作る。

④「展」で枝葉を伸ばす。

⑤「創」で花を咲かせ、実をつける。

⑥「力」で他者が鑑賞し、剪定をする。

　こうして育った樹木を、イメージの世界の中では、

「要集観展創力の庭園」の中央に生やしておこう。

■「要集観展創力」の技術で論文を作成する

　以上の記載を参考にして、価値ある文章をどんどん

書いて、よい作品を生み出すことが速書法の狙いだ。

　六段階の技術を論文作成にも活用して、価値ある論

文を紀要に投稿していただくことを期待したい。

参　　考　　書

「『速く・わかりやすく』書く技術」、栗田昌裕、ベス

ト新書、2005年刊。
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１）群馬パース大学保健科学部　２）元群馬パース大学保健科学部

原著論文

助産学実習への効果的な移行を目指した 

妊娠期シミュレーション教育の学習効果と課題

中島久美子1)・廣 瀬 文 乃1)・臼 井 淳 美2)・早 川 有 子1)

Learning Effects and Issues with Pregnancy Simulation Education 

for Effective Transition to Midwifery Training

Kumiko NAKAJIMA1)・Ayano HIROSE1)・Atsumi USUI2)・Yuko HAYAKAWA1)

要　　旨

【目　的】　妊娠期シミュレーション教育を通した学びの内容、助産学実習に活かされた内容を明ら

かにし、助産学実習への効果的な移行を目指した妊娠期シミュレーション教育の学習効果と今後の

課題を検討する。

【方　法】　質的記述的研究デザインである。対象はＡ大学助産学生18名であった。調査内容は、シ

ミュレーション教育（ロールプレイとリフレクション）を実施し、シミュレーション教育後の学習

内容と課題、助産学実習後の学びとシミュレーション教育で学びたかった内容等を調査した。

【結　果】　妊娠期シミュレーション教育後の学び及び助産学実習に活かされた内容は、【基本的助

産技術】【コミュニケーション技術】【助産師のアイデンティティ】であった。助産学実習後にシミュ

レーション教育で学びたかった内容は、【多様な事例かつハイリスク事例】【保健指導に繋がる助産

診断】であった。

【結　論】　妊娠期シミュレーション教育は、妊娠期の基本的助産技術の獲得と必要な知識の再確認、

コミュニケーション技術の向上が期待でき、助産師としてのアイデンティティの基盤が形成され、

助産学実習前の準備性を高める学習効果が示唆された。今後の課題として、多様な事例かつハイリ

スクのシナリオ事例の導入、保健指導に繋げる助産診断能力の向上を図るための教授法の検討が必

要である。

キーワード：シミュレーション教育、助産学教育、助産学実習、妊娠期、質的記述的研究

Ⅰ．緒　　　　　言

　国際助産師連盟（ICM）は、助産実践に必須のコン

ピテンシーを2019年に改訂し、この「能力（competencies）」

とは、助産師がどのような環境においても安全な業務

を行うために必要な知識、技術、行動であると示して

いる1)。つまり、助産学生が助産学実習で安全な助産

業務を行うために必要な知識と技術を身につけ、行動

できるまで能力を高めることが助産師教育に期待され

ている。一方、少子化が深刻な社会問題であり、助産

師教育を取り巻く環境は厳しい現状にある。助産学生

は、助産学実習において、妊娠期から分娩・産褥・新

生児期と継続的に母子に関わり、かつ正常から逸脱し

ていないか経過を予測しながら、産む人のニーズに寄

り添った助産ケアを展開する。しかし、助産学生にとっ

て実習前の講義と演習のみでは、母子の経過をイメー
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ジし、対象に沿った助産ケアを展開することは難しく、

不安や緊張の中で助産学実習を経験していることも明

らかである2)。

　近年、看護学教育においては、学習者の能力に基づ

いた教育（competency-based	education）が強調

され、学習者の「理解した」をさらに進めて「理解し

て行動に移せる」まで能力を引き上げる必要性が提言

されている3)。助産学教育においても、学生の能動的

学びを促進するシミュレーション教育が注目され、臨

床実践能力を養う試みがなされている4)。助産学教育

におけるシミュレーション教育を検討した研究の多く

は、分娩介助技術5-7) の実践や評価であり、妊娠期の

事例を扱ったシミュレーション教育を検討したものは

数少ない8)。千葉ら8)の妊婦健康診査のシミュレーショ

ン教育では、演習後の学生及び教員の評価得点を検討

し、特に学生と教員の得点差が大きい項目を復習する

ことの必要性、また、多角的・個別的な視点で臨床判

断力や実践力を向上させることの重要性を指摘してい

る。しかし、千葉らの研究は、シミュレーション教育

の演習終了後の学習効果の視点で検討されたものであ

り、妊娠期シミュレーション教育が助産学実習にどの

ように活かされたのかという実習への学習効果の視点

では検討されていない。助産学生の学習到達度調査で

は、ICMの基本的助産業務に必須な能力の妊娠期、

分娩期、産褥期、新生児期のケア項目のうち、妊娠期

の到達度が最も低かったと報告されている9)。助産学

実習での妊婦健康診査では、短時間に母子の観察と正

常な妊娠経過から逸脱していないか、妊娠に適応でき

ているかのアセスメントと、必要な助産ケアが求めら

れる。そのため、妊娠期のシミュレーション教育には、

母子の観察とアセスメントに活かせるためのコミュニ

ケーション技術や助産技術の習得が重要な学習の視点

となる。妊婦が心身共に健やかに妊娠を継続すること

ができれば、その後の出産や育児も良好な経過に繋げ

ることが期待できるため、妊娠期の助産師の役割は重

要である。よって、妊娠期のシミュレーション教育の

意義は大きいと考えられる。そこで、シミュレーショ

ン教育の学習内容が助産学実習にどのように活かされ

たのか、さらに、シミュレーション教育において学び

たかった内容を助産学生の視座から明らかにすること

により、助産学実習への効果的な移行を目指した妊娠

期シミュレーション教育の教授法への示唆が得られる

と考えた。

　2016年度に開講した本学の助産師課程では助産学演

習科目において、妊娠期、分娩期、産褥期、新生児期

の各期の事例を設定し、シミュレーション教育を導入

した。そこで今回は、妊娠期に焦点をあて、助産学実

習への効果的な移行を目指した妊娠期シミュレーショ

ン教育の学習効果と課題を検討したので報告する。

Ⅱ．目　　　　　的

　本研究では、妊娠期シミュレーション教育を通した

学びの内容、助産学実習に活かされた内容を明らかに

することにより、助産学実習への効果的な移行を目指

した妊娠期シミュレーション教育の学習効果と今後の

課題を検討する。

Ⅲ．用 語 の 定 義

　シミュレーション教育：臨床の事象を学習要素に焦

点化して再現した状況の中で、学習者が人やものに関

わりながら医療行為やケアを経験し、その経験を学習

者が振り返り、検証することによって、専門的な知識・

技術・態度の統合を図ることを目指す教育（学習）10)。

Ⅳ．方　　　　　法

１．研究デザイン

　質的記述的研究デザイン

２．対象

　2016年度～2018年度にＡ大学の助産師課程に在籍し

た学生18名を対象とした。

３．本学におけるシミュレーション教育の概要

　１）学習目標

　助産師に求められる実践能力と卒業時の到達目標に

は、「妊婦と家族の健康状態に関する診断とケア」を

行うことを掲げている11)。本学では、妊娠期シミュレー

ション教育の学習目標を以下の３つとした。

　⑴　妊婦へのコミュニケーション技術を実践できる

　⑵　妊婦健康診査に対応した診察技術の基本を実践

できる

　⑶　妊娠期の健康課題への観察と診断ができる

　２）妊娠期シミュレーション教育の位置づけ

　阿部10) は、シミュレーション教育の学習には、学習

者のレディネスに応じた３段階（ステップ１～３）が
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あると示している。本学では、妊娠期シミュレーショ

ン教育の位置づけを以下のように設定した。

　⑴　ステップ１：PBL（problem-based	learning）、

TBL（team-based	learning）などにより行われる

状況や症例を基に思考や判断の強化を目的とする。本

学では、妊娠期の演習科目の前段階としてPBLを取

り入れた妊娠期診断技術学科目４コマを位置づけた。

紙上事例の設定はシミュレーション教育のシナリオ事

例の特徴に合わせて妊娠中期及び末期にある正常経過

の妊婦とし、助産過程を展開し、学生グループディス

カッションにより思考訓練を養うこととした。

　⑵　ステップ２：模擬患者やシミュレーターを利用

して実際に行動して学ぶ段階であり、思考と行動の統

合を図ることを目的とする。本学では、妊娠期の演習

２コマと妊娠期のシミュレーション教育２コマを実施

した。妊娠期の演習では、シミュレーション教育の学

習効果を図るため、学習目標に沿った事前学習と妊婦

健康診査に必須の助産技術演習を実施した。その後、

妊娠期シミュレーション教育（ロールプレイとリフレ

クション）の演習を実施した（図１）。シナリオ事例

は正常な妊娠経過の３事例であり、学生には当日に提

示し、状況設定を理解させた。ロールプレイは、学生

が助産師もしくは妊婦のどちらか一方の役割をランダ

ムに実施するように配置した。残りの学生と教員は観

察者となり、評価表（図２）の項目に沿って観察し、

リフレクション時の振り返りに活用した。リフレク

ションは、ビデオ録画した映像を見ながら教員がファ

シリテーターとなり参加者全員でロールプレイの内容

を振り返った。

　⑶　ステップ３：実際の臨床で行うトレーニングで

あり、シミュレーションで習得した思考と技術を実践

の場で応用することを目的とする。助産学実習におい

ては、１組の母子を妊娠期から受け持ち、分娩、産後

１カ月まで継続して受け持つ継続事例実習を実施して

〈行動チェックリスト〉

【肯定的評価○、改善したほうがよい☆を付ける】

＊妊婦へのコミュニケーション技術

□１．妊婦の顔を見て話すことができる

□２．妊婦を否定せずに温かい声かけができる

＊妊婦健康診査時の基本的診察技術

□３．羞恥心に配慮して外診を行うことができる

□４．外診を正確に行うことができる

　□①視診「例」下肢の浮腫（触診含む）」

　□②触診「レオポルド触診法」

　□③計測診「子宮底長・腹囲測定」

　□④聴診「ドップラー法」

＊妊娠期の健康課題への観察と診断

□５．妊婦の身体的状態を観察・診断できる

□６．胎児の健康状態を観察・診断できる

□７．妊婦の心理状態を観察・診断できる

□８．妊婦の社会的適応を診断できる

□９．妊婦の日常生活への適応を診断できる

□10．妊婦とパートナーの妊娠の受容、胎児感情（愛

着形成）を診断できる

□11．妊婦とパートナーの分娩準備および親役割準備

状態を診断できる

図１　妊娠期シミュレーション教育の実際

図２　妊娠期シミュレーション教育の評価表
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いる。本学では、継続事例実習で継続して受け持つ妊

婦（以下継続妊婦）に対して、妊婦健康診査の場で助

産ケアを実施した。

４．調査方法及び調査内容

　シミュレーション教育として、ロールプレイとリフ

レクションを実施し、シミュレーション教育後及び助

産学実習後に、自記式質問紙による調査を実施した。

シミュレーション教育後、助産学実習後の２時点で学

生の学習内容の感想を求めた。調査内容は以下の通り

である。

　１）シミュレーション教育後の学生の学びの内容

　千葉ら8) の妊婦健康診査のシミュレーション教育に

関する学生の学びを参考に以下の質問項目を作成した。

①ロールプレイにより演じること、それを見ることに

より自己理解に繋がった点、②リフレクションを通し

て自己理解に繋がった点、新たに発見された学び、③
演習を終えて、実習に向けての課題の３つとした。

　２）助産学実習後の学生の学びの内容

　助産学実習では、妊娠中期（もしくは後期）から継

続妊婦を受け持ち、助産学生は継続妊婦との初回挨拶

と同時に身体的計測や母子の健康状態の観察を行う。

その後も毎回の妊婦健康診査で継続した関わりをもつ。

よって、助産学実習での学びを実習の初期の時期と実

習全体を通しての学びとし、以下の質問項目を作成し

た。①シミュレーション教育が実習の初期の時期に活

かされた点、②実習全体を通して活かされた点、③今

後、シミュレーション教育に取り入れてほしい内容、

シミュレーション教育で学びたかった事の３つとし

た。

５．分析

　シミュレーション教育後及び助産学実習後の学びの

内容は、文脈単位でコード名を付けた。それぞれのコー

ドが内包する意味表現の同質性、異質性に基づき分類

し、サブカテゴリとさらに上位概念であるカテゴリ、

テーマの抽出を試みた。分析の過程では、質的研究法

を熟知した助産学の研究者３名でカテゴリ分類や命名

の精度を高めるために話し合いを繰り返し、結果の信

頼性の確保に努めた。調査期間は、2017年３月～2019

年３月であった。

６．倫理的配慮

　本研究で取り扱うデータについては、シミュレー

ション教育後及び助産学実習後の記録は、教育活動の

一環として蓄積されるデータを研究に使用するもので

ある。研究参加の学生に対して、本研究の目的、方法

を説明し、参加の有無や辞退、結果が成績には一切影

響がないこと、プライバシーの保護などについて口頭

で説明した。本研究に関しては、所属大学の倫理審査

委員会の承認を得た後に実施した（承認番号PAZ16-

25）。

Ⅴ．結　　　　　果

　助産師学生18名全員に研究協力を依頼し、研究協力

の同意の得られた18名全員から回答が得られた。研究

参加者のデータから、シミュレーション教育後では、

ロールプレイを通した学び79記録単位、リフレクショ

ンを通した学び86記録単位、シミュレーション教育後

の課題67記録単位が抽出された。助産学実習後では、

実習の初期に活かされた内容35記録単位、実習全体に

活かされた内容26記録単位、シミュレーション教育で

学びたかった内容20記録単位が抽出された。これらの

記録単位を質的・帰納的に分類した結果、ロールプレ

イを通した学び10サブカテゴリ、５カテゴリ、リフレ

クションを通した学び８サブカテゴリ、４カテゴリ、

シミュレーション教育後の課題８サブカテゴリ、４カ

テゴリに集約された。最終的にシミュレーション教育

後の学びと課題は、５つのテーマとなった（表１）。

助産学実習後では、実習の初期に活かされた内容７サ

ブカテゴリ、４カテゴリ、実習全体に活かされた内容

５サブカテゴリ、３カテゴリ、シミュレーション教育

で学びたかった内容４サブカテゴリ、３カテゴリに集

約された。最終的に助産学実習に活かされた内容とシ

ミュレーション教育で学びたかった内容は、５つの

テーマとなった（表２）。なお、本研究では、テーマ（【　】

で示す）を構成するカテゴリを〈　〉、文脈の内容が

示す記録内容を「　」で示す。

１．シミュレーション教育後の学びと課題（表１）

　１）ロールプレイを通した学び

　ロールプレイを通した学びは、以下の３テーマであっ

た。

　【基本的助産技術】

　このテーマは、妊婦健康診査の際には妊婦の身体的

負担を配慮した助産技術の重要性を妊婦と助産師のそ

れぞれの立場から学んだ内容を示した。
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　「妊婦役では仰臥位姿勢で負担を感じるため、計測

時以外はできるだけ妊婦にとって安楽な姿勢をとれ

るような支援が必要と考えた」「健診が妊婦にとっ

て安全で安楽なものでないといけないので、事前の

物品準備や妊婦への気づかいが大切と感じた」

　【コミュニケーション技術】

　このテーマは、妊娠期の知識を活かしたコミュニ

ケーションの重要性、妊婦の情報を引き出すコミュニ

ケーション技術の重要性、得られた情報から予測して

質問することの重要性を学んだ内容を示した。

　「妊婦の不安などを聞いても、こちらの知識がない

と正しいアドバイスや対応ができないため、必要な

知識を得ておくべきだ」「自分の問診方法は系統的

でなく、話の内容が飛んでいることや話を広げられ

ずに質問中心であると助産師役になって感じた」

表１　シミュレーション教育後の学びと課題

テーマ カテゴリ サブカテゴリ 記録単位

１．ロールプレイを通した学び

基本的助産技術
妊婦の身体的負担に配慮した

基本的助産技術

妊婦の身体的負担に配慮した安全・安楽な助産技術 6

妊婦の安楽に配慮した正確かつスムーズな助産技術 10

妊婦役を通して実感する妊婦の身体的負担感 8

コミュニケーション技術
妊婦の情報から診断に繋げるための

コミュニケーション技術

妊婦の情報を引き出すコミュニケーション技術 13

妊娠期の知識が活かされるコミュニケーション技術 6

妊婦の情報から診断につなげるためのコミュニケーション技術 10

助産師のアイデンティティ

妊婦の気持ちを引き出す助産師の関わり 妊婦の不安を引き出す助産師の関わり 3

妊婦の母親になることを高める助産師の

関わり
妊婦の対児感情を高められるような助産師の関わり 3

妊婦に安心と信頼を与える助産師の態度
妊婦役を通して客観視した妊婦に安心感を与える助産師の態度 16

妊娠期から出産・育児に繋げる妊婦と助産師の信頼関係 4

合計 79

２．リフレクションを通した学び

基本的助産技術
妊婦の身体的負担に配慮した

基本的助産技術
妊婦の身体的負担に配慮した助産技術 7

コミュニケーション技術
妊婦の情報から診断に繋げるための

コミュニケーション技術

妊婦の身体的、心理・社会的情報を得るための系統立てた

コミュニケーション技術
18

適切な妊娠期診断と保健指導に繋げるための

コミュニケーション技術
11

助産師のアイデンティティ
妊婦が母親になることを高める

助産師の関わり

妊婦の対児感情を高められる肯定的な関わり 5

妊婦の産む力、育てる力を引き出せるような肯定的な関わり 10

客観的観点からの自己理解
実践的助産援助に向けた

客観的観点からの自己理解

自己の映像や他者の演技から気づく反省点と改善点 16

他者との意見交換により得られた新たな発見と改善点 15

ポジティブなフィードバックにより得られた新たな発見と自信 4

合計 86

３．シミュレーション教育後の課題

基本的助産技術 実践場面に活かせる基本的助産技術

妊婦の身体的負担に配慮した安全・安楽な助産技術 7

妊婦の安楽に配慮した正確かつスムーズな助産技術 11

根拠を踏まえた基本的な助産技術 5

コミュニケーション技術
妊婦の情報から診断に繋げるための

コミュニケーション技術

妊婦の身体的、心理・社会的情報を得るための系統立てた

コミュニケーション技術
10

妊婦の情報を適切にアセスメントできる正確な知識 10

助産師のアイデンティティ
妊婦の気持ちを引き出す助産師の

関わり

妊婦に親しみやすさを配慮した会話づくり 9

妊婦の不安を引き出す助産師の関わり 7

実践的助産援助
実践場面を想定した臨機応変の

助産援助
様々な妊婦を想定した臨機応変の助産援助 8

合計 67
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　【助産師のアイデンティティ】

　このテーマは、妊婦の不安を引き出し、妊婦の対児

感情を高めるような助産師の関わりについて学び、妊

婦役を通して安心感・信頼感に繋がる助産師の関わり

方を客観視でき、妊娠期からの妊婦との信頼関係がそ

の後の分娩・育児期に影響することの重要性を学んだ

内容を示した。

　「助産師の質問はオープンクエスチョンにより、妊

婦の悩みや不安を話しやすくなると学んだ」「胎児

の健康状態を母親に伝えて愛着形成を促す声掛けや

母親の考えを傾聴し、表情豊かに関わることが大切

であると学ぶことができた」「妊婦役をしてみて、

助産師さんが笑顔で優しく対応してくれることで健

診時の緊張も緩和されたので、妊婦へのコミュニ

ケーションを大切にしたい」「妊婦への前向きな言

葉がけやフィードバック、喜びを共有することで、

妊娠期だけでなく、分娩期や母親の役割など、その

後に影響していくため、一つ一つの言葉がけを大切

にしていきたいと思った」

　２）リフレクションを通した学び

　リフレクションを通した学びは、以下４つのテーマ

であった。

　【基本的助産技術】

　このテーマは、妊婦の身体的負担に配慮した助産技

術の重要性を学んだ内容を示した。

　「見ている時や演じている時には気づかなかったが、

振り返りを通して、妊婦の身体を支えたり、安全を

配慮することが必要だと気付いた」

　【コミュニケーション技術】

　このテーマは系統立てたコミュニケーションにより

多くの情報が得られることや、適切な妊娠期診断と保

健指導に繋げるためにもコミュニケーション技術が重

要であることを学んだ内容を示した。

　「健診時の会話は、『これから計測をしていきますが、

身体の面で困っていることはありませんか』という

ように、関連付けて話を聞くことで保健指導にもつ

ながると思った」「リフレクションを通して、妊婦

からの疑問に対して直ぐに回答を求めてしまうので

はなく、気になる部分を掘り下げて聞き、アセスメ

ントを行った上で提案していくことが必要だと分

かった」

　【助産師のアイデンティティ】

　このテーマは、妊婦の対児感情を高め、産む力、育

てる力を引き出せるような肯定的な関りの重要性を学

んだ内容を示した。

　「健診はただ母体や胎児の健康状態を見るのではな

く、妊婦と胎児の愛着形成を考えた声掛けが必要で

あることを忘れてはいけない」「助産師の関わり方

次第で、妊婦さんの産む力を引き出すことができる

のだという新たな学びの発見に繋げることができ

た」

　【客観的観点からの自己理解】

　このテーマは、自己の映像や他学生の援助を客観的

に見ることで反省点や改善点に気づいたり、学生間の

意見交換や教員からのアドバイスにより出来ている点、

出来ていない点に向き合えたり、ポジティブなフィー

ドバックにより自信がついたという内容を示した。

　「妊婦と話しているときの自分の表情は自分ではわ

からないので、ビデオを見てどんな表情で受け答え

をしているのかを知れて良かった」「リフレクショ

ンをすると、緊張と焦りで冷静な判断ができていな

かったことや知識・技術不足による間違いや改善点

に気づくことができ、落ち着いて向き合うことがで

きた」

　３）シミュレーション教育後の課題

　シミュレーション教育後の課題は、以下の４テーマ

であった。

　【基本的助産技術】

　このテーマは、演習を通して妊婦の安楽に配慮した

正確かつスムーズな助産技術や根拠を踏まえた助産技

術を実施することが課題であるという内容を示した。

　「計測中、妊婦は横になるだけでも大変だというこ

とが分かったので、スムーズに行えるように手順や

声掛けができるようにしていきたい」

　【コミュニケーション技術】

　このテーマは、妊婦の状態の予測と系統立てたコ

ミュニケーションを図ること、妊婦の情報から適切に

アセスメントするための知識を身に着けることが課題

であるという内容を示した。

　「一つの話題から話を広げて、より良いコミュニ

ケーションが持て、かつ、妊婦が健康な生活を行う

ためにどのような支援をするべきかを考えられるこ

とが必要だと思った」

　【助産師のアイデンティティ】

　このテーマは、妊婦に親しみやすく不安が引き出せ

る会話づくりを心かけることが課題であるという内容

を示した。

　「問診の方法や妊婦への接し方など、不安を与えな
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い雰囲気作りを行えるように、まずは、自分自身が

緊張や不安な表情をできる限りしないようにしてい

きたい」

　【実践的場面を想定した臨機応変の助産ケア】

　このテーマは、知識と助産診断、助産技術を身に着

け実践場面を想定した演習をすることが課題であると

いう内容を示した。

　「妊婦役が学生でも、緊張して言葉が詰まってしま

い、間違った表現で伝えてしまい、焦ってしまった

ので、日頃の演習から臨床を想定した声掛けを練習

していきたい」

２．助産学実習後の学びと演習で学びたかった内容

（表２）

　１）実習の初期に活かされた内容

　シミュレーション教育が実習の初期の時期に活かさ

れた内容は、以下の２テーマであった。

　【基本的助産技術】

　このテーマは、演習を通して妊婦健康診査の流れが

理解でき、妊婦の身体的負担に配慮した助産援助が行

え、助産技術の課題が明確にされたことで実習では冷

静に対応できたという内容を示した。

　「子宮底長・腹囲・レオポルド触診などの基本的技

術をシミュレーションで行ったことで、手技だけで

なく、妊婦さんへの配慮や声掛けも同時に行うこと

の必要性を感じることができた」「腹囲と子宮底長

の測定が苦手だとシミュレーションで実感し、自己

課題として繰り返し練習していたからこそ、実習中

も落ち着いて実施することができた」

　【コミュニケーション技術】

　このテーマは、演習を通してコミュニケーション技

術の課題が明確にされたことで情報収集に役立ち、コ

ミュニケーション技術が実践できたという内容を示し

た。

　「初めて実習で継続受け持ちの妊婦さんと挨拶しコ

ミュニケーションを図ったときや会話から必要な情

報を得ようとしたときに、シミュレーション教育の

学びが生かされた」

　２）実習全体に活かされた内容

　シミュレーション教育が実習の全体に活かされた内

容は、以下の２テーマであった。

　【コミュニケーション技術】

　このテーマは、演習で学んだコミュニケーション技

術によって、妊婦健康診査では短時間で系統立てて必

要な情報を得ることができた、妊婦の個別性を重視し

た保健指導に繋げるためのコミュニケーション技術が

実習に活かされたという内容を示した。

　「短い時間の中で何が必要となるのかを予測して関

わり、妊婦の何気ない一言であっても関連付けて会

話をして、情報収集ができた」「シミュレーション

の中で、妊婦さんの自らの力を高めることが出来る

ように関わることが大切であると学んだため、妊婦

さんが出産・育児に対してより主体的になるために

はどうしたら良いかという視点で指導や関わりを行

うように心がけることが出来た」

　【助産師のアイデンティティ】

　このテーマは、妊婦との良好な信頼関係を築くため

に、妊婦に安心感を与えられる態度や、リフレクショ

ンを通して自己を客観視することで自身の態度や課題

を意識して関われたという内容を示した。

　「リフレクションでは、学生間で妊婦への必要な気

遣いや声掛けの工夫について意見を出すことで、実

習ではコミュニケーションに役立てたと思う。会話

中は学生が緊張してしまうと、妊婦さんも緊張して

しまうため、笑顔を意識しながらコミュニケーショ

ンができたと思う」

　３）シミュレーション教育で学びたかった内容

　シミュレーション教育で学びたかった内容は、以下

の２テーマであった。

　【多様な事例かつハイリスクの事例】

　このテーマは、妊娠週数に応じた身体的変化やマイ

ナートラブル、起こりうる合併症の事例や身体的・心

理的・社会的ハイリスク事例をシミュレーションに取

り入れてほしいという内容を示した。

　「妊娠期に起こりやすいマイナートラブルや妊娠性

貧血などの合併症のロールプレイを行ってほしい」

「実習で継続妊婦が社会的ハイリスクであり、パー

トナーとの関係などは、どうやって聞いたらよいの

か、どこまで聞いたらよいのか分からなかった」

　【保健指導に繋げる助産診断】

　このテーマは、保健指導の立案・実施をシミュレー

ション教育に取り入れてほしいという内容を示した。

　「実習では、実際に妊婦さんに保健指導を行ったが、

慣れていないと緊張してしまうため、事例を用いて

保健指導を演習してほしかった」
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Ⅵ．考　　　　　察

１．妊娠期シミュレーション教育が助産学実習に活か

された学習効果

　助産師教育においてシミュレーション教育がもたら

す効果として、中澤ら4) は、パフォーマンスと助産技

術獲得、知識の獲得、学習者の自信と満足、コミュニ

ケーション技術の向上等が期待できる成果であると報

告している。本学の妊娠期シミュレーション教育を通

した学びの内容からも、【基本的助産技術】【コミュニ

ケーション技術】【助産師のアイデンティティ】の３

テーマがあり、これらは、助産学実習に活かされた内

容と概ね同様の内容であったことから、助産学実習に

繋がる効果的なシミュレーション教育の学習効果であ

ることが明らかとなった。

　１）基本的助産技術

　ロールプレイを通して、患者―看護師関係の考察に

より患者理解が深められ、共感能力が高まり、行動の

根拠が熟慮され、学習者の集団としての凝縮性の高ま

りが期待される12)。本学の妊娠期のロールプレイでは

カテゴリ〈妊婦の身体的負担に配慮した基本的助産技

術〉が抽出され、妊婦役を通して主観的観点から、ま

た助産師役を通して客観的観点から妊婦の身体的負担

に配慮することの重要性を学んでいた。つまり、ロー

ルプレイによる妊婦役学生と助産師役学生との関係性

により、妊婦の身体的負担への理解と共感性が高まっ

表２　シミュレーション教育での学びが助産学実習に活かされた内容とシミュレーション教育で学びたかった内容

テーマ カテゴリ サブカテゴリ 記録単位

１．実習の初期に活かされた内容

基本的助産技術

妊婦の身体的負担に配慮した

基本的助産技術

妊婦役を通して学んだ妊婦の身体的負担に配慮した

助産援助
9

妊婦健康診査の助産技術の手順が活かされた

基本的な助産技術
5

助産技術の習得により活かされた

冷静な助産技術

助産技術の自己課題の習得により活かされた

妊婦健康診査時の落ち着いた対応
8

コミュニケーション技術

コミュニケーション技術の実践により

得られた情報収集

コミュニケーション技術の実践により得られた

妊婦健康診査時の情報収集
4

妊婦健康診査時に活かされた

コミュニケーション技術の実践

妊婦健康診査時の計測の実践と並行して行う

コミュニケーション技術
3

妊婦に安心と信頼を与えるコミュニケーション技術 3

演習での自己課題を意識することで活かされた

コミュニケーション技術
3

合計 35

２．実習全体に活かされた内容

コミュニケーション技術

コミュニケーション技術を活かした

情報収集

コミュニケーション技術の実践により得られた

短時間での必要な情報収集
4

妊婦との会話の流れを考慮し系統立てた

コミュニケーション技術
7

妊婦の保健指導に繋げる

コミュニケーション技術

妊婦の個別性を重視した保健指導に繋げるための

コミュニケーション技術
4

助産師のアイデンティティ
妊婦に安心と信頼を与える

助産師の態度

妊婦との信頼関係の構築に必要な妊婦に安心感を与える

助産師の態度
4

リフレクションを通して客観視した自己の態度や課題

により意識する助産師の態度
7

合計 26

３．シミュレーション教育で学びたかった内容

多様な事例かつハイリスク

事例

多様な事例に対応できる演習
妊娠週数に応じた身体的変化を想定した事例に対応できる演習 2

マイナートラブルや合併症を想定した事例に対応できる演習 3

ハイリスク事例に対応できる演習 身体的・心理的・社会的ハイリスクの事例に対応できる演習 6

保健指導に繋げる助産診断
妊婦の助産診断から

保健指導に繋げる演習
妊婦の助産診断から保健指導の立案・実施に繋げる演習 9

合計 20
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たと考えられる。シミュレーション教育後の学生の課

題では、カテゴリ〈実践場面に活かせる基本的助産技

術〉が示され、助産学実習では正確さとスムーズな助

産技術を身に着けること、常に根拠を持って助産技術

を実践することが課題であると示されていたことから

も、シミュレーション教育により、行動の根拠を熟慮

するという学習に繋がったと考えられる。シミュレー

ション教育での学びが助産学実習に活かされた内容と

しては、カテゴリ〈妊婦の身体的負担に配慮した基本

的助産技術〉が実習の初期に活かされていた。継続事

例実習では、初対面の妊婦に対して初回挨拶と同時に

妊婦健康診査の身体的計測を行うが、緊張を強いられ

る実習の初期段階において、シミュレーション教育で

学んだ臨床イメージを明確にし、基本的助産技術に活

かすことができたと考えられる。以上のことから、シ

ミュレーション教育における妊婦の身体的負担に配慮

した基本的助産技術の習得は、助産学実習の初期段階

において助産学生のレディネスに効果的な学習である

ことが明らかとなった。

　２）コミュニケーション技術

　本学の妊娠期の学習目標は、「妊娠期の健康課題へ

の観察と診断ができる」であり、目標達成のためには、

妊婦の身体的な妊娠経過のみならず、心理・社会的適

応をアセスメントするための情報収集が重要となる。

妊娠期の知識が明確でない場合には、対象とのコミュ

ニケーションを深く捉えることができず、得られた情

報を適切にアセスメントすることができない。さらに、

助産診断や保健指導に繋げるための具体的なコミュニ

ケーションができないといった問題が生じ得る。ロー

ルプレイを通して学生は、妊婦役学生と関わる一連の

流れの中で改めて、自身の知識不足を実感していた。

さらにリフレクションを通して学生は、妊婦健康診査

では短時間で妊婦の身体的、心理・社会的な情報を得

る必要があり、そのためには、系統立てたコミュニケー

ション技術が不可欠であることを他学生の意見や教員

の助言を通して学び、それらが助産学実習に向けた自

己の課題と認識され、助産学実習全体において、継続

妊婦とのコミュニケーションに活かされていた。千葉

ら8) の妊娠期シミュレーション教育においても、本学

と同様に学生同士のグループダイナミクスの機能の意

義を評価していることから、リフレクションによる客

観的観点からの学習効果の意義が改めて明らかとなっ

た。また、妊娠期のシミュレーション教育の学習効果

の一つに、助産学生のコミュニケーション技術の向上

に有効であったという報告があり8,13)、本学の助産学

実習に活かされた学習内容と同様の結果であることが

明らかとなった。以上のことから、妊娠期シミュレー

ション教育は、妊娠期に必要な知識の再確認、コミュ

ニケーション技術の向上が期待でき、助産学実習全体

に効果的な学習であると考えられる。

　３）助産師のアイデンティティ

　妊婦は、妊娠経過に伴う身体的なマイナートラブル

への不安、初めて経験する出産や育児に向けての漠然

とした不安を抱きやすい。また、妊娠期は妊娠を受容

し、胎児との愛着を育み、出産や育児の心理的準備を

する時期であり、親への移行期として位置づけられて

いる14)。そのため、助産学生は妊婦の心理的側面を引

き出す関わりが重要となる。ロールプレイでは、カテ

ゴリ〈妊婦に安心と信頼を与える助産師の態度〉があ

り、妊婦役を通して助産師役の学生から笑顔で親切に

接してもらうことで安心感が得られ、自分を気にかけ

てくれる助産師の存在の意味を客観視でき、また、助

産師役を通して妊婦の気持ちを聞き出すには、相手を

否定せず受容的態度で接することの重要性を実感して

いた。リフレクションでは、妊婦の胎児に対する思い

を引き出し育むこと、妊娠期から妊婦の産む力、育て

る力を引き出し育むことが助産師の役割であると学生

間の意見交換、教員の助言を通して学んでいた。学生

自身が母子に触れ合う経験が乏しい昨今、学習者の助

産学生にとって、継続事例実習を通して、一人の女性

を妊娠期から出産、育児期まで継続して母親になるこ

とを支えることは、大変貴重な経験である15)。我が国

の少子化、核家族化、家族の多様化の時代、社会が助

産師に求める要望を見据え、母親になることを支える

助産師の役割意義は大きい。しかしながら、反面、親

になることを育てる役割は、学習者の助産学生にとっ

ては初めての経験でもあり難しい役割となることは想

像し得る。

　シミュレーション教育を通して学生は、自分の感情

や信念や価値観を考察し、対象者と看護師との関係性

の技術を習得する16)。また、シミュレーション教育は、

技術の習得だけでなく、non-technical	skill	 (NTS)

を習得することが出来るという点において、講義形式

の学習とは異なる特徴をもっている17)。妊娠期シミュ

レーション教育を通して学生は、妊娠期に必須の基本

的助産技術の習得のみならず、妊婦に安心と信頼を与

えられる助産師の態度を意識する学習の場となってい

たと考えられる。助産師学生は、シミュレーション教
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育でのロールプレイとリフレクションによって助産師

のアイデンティティを学び、シミュレーション教育で

の学びが実習全体に活かされたと認識していた。この

ことから、シミュレーション教育は、妊婦に安心と信

頼を与える助産師のアイデンティティの基盤を構築す

る貴重な学習の経験であったといえる。

２．妊娠期シミュレーション教育における今後の課題

　妊娠期シミュレーション教育で学びたかった内容は、

多様な事例かつハイリスク事例、保健指導に繋がる助

産診断の２つのテーマであり、この点から妊娠期シ

ミュレーション教育の今後の課題を検討したい。

　１）多様な事例かつハイリスク事例の検討

　本学の助産学実習における継続事例の受け持ち妊産

婦はローリスクにある女性が対象である。そのためシ

ナリオ事例は、妊娠期シミュレーション教育の実際（図

１）で示した様に、３事例が正常な妊娠経過を辿る初

産婦であった。ローリスクのシナリオ事例に限定して

シミュレーション教育を行うことにより、正常な妊娠

経過に対応した基本的学習効果が期待される。一方で、

出産数の減少や妊娠・出産の高年齢化、また、多様な

家族システムや夫婦関係が存在する現在、正常な妊娠

経過を逸脱し、合併症を有するハイリスクの妊婦を受

け持つ学生も存在する。本学のシミュレーション教育

では多様な事例かつハイリスク事例を学びたかったと

いう助産学実習終了後の学生の意見があるように、助

産学実習では、対象の様々な背景や経過に配慮しなが

ら妊娠経過を診断する能力、臨機応変の助産援助が助

産学生に求められている。シミュレーション教育では、

模擬的な環境の中で学習することから、医療安全的に

学習者と患者双方の安全が保障される3)。つまり、妊

娠各期の多様な事例や身体的、心理・社会的ハイリス

クなシナリオ事例の設定は、安全が保障された学習環

境下でのシミュレーション教育であれば可能であろう。

リアルを追求した模擬患者によるシミュレーション教

育18) がある一方で、本学でのロールプレイにおける取

り組みは、学生がシナリオ事例の妊婦になりきること

ができるよう、役作りにも注意を払えるような関わり

の工夫が必要といえる。助産師に求められる実践能力

と卒業時の到達目標の位置づけとして、ハイリスク妊

婦の状態をアセスメントし、重症化予防の観点からの

支援を行うことが新たに2022年から適用されることを

鑑み11)、４年制助産師課程の限られたカリキュラムの

中で、この到達目標をどのように充実させるべきか、

今後は、臨床での実践に活かされるよう多様な背景や

妊娠経過の事例かつハイリスク事例についての検討が

必要といえよう。

　２）保健指導に繋げる助産診断能力の向上

　妊娠期シミュレーション教育の位置づけに示したよ

うに、妊娠期の助産診断技術学がシミュレーション教

育に繋がるよう、両科目のシナリオ事例の特徴を統一

し、学生の知識・技術・態度の統合が図れるような工

夫を行っている。しかしながら、助産学実習終了後の

学生の意見から、保健指導の立案や実施に繋がるシ

ミュレーション教育を取り入れてほしいという意見が

あったことから、学生は助産診断技術学科目での助産

過程の展開をシミュレーション教育に活かし、助産学

実習において助産診断から保健指導に繋げることが困

難であったと考えられる。谷口ら19) の状況判断力のた

めのシミュレーション教育に関する研究では、その日

の看護計画を立て実施するために対象の情報を自らア

セスメントする課題は通常臨床で行われているが、学

習者である学生にとっては、課題が大きく多重課題に

なるといった問題点を指摘している。本学においても

妊娠期の母子の健康の観察とコミュニケーションを元

に助産診断を行うというシミュレーション教育での課

題は、学習者にとっては高い目標設定であった可能性

がある。そのため、助産診断能力を高め保健指導に繋

げるためには、シミュレーション教育の目標を細かく

設定し、焦点化させる、さらに、リフレクションによ

り診断した事象を保健指導に繋げるための学生間の意

見交換や教員からのフィードバックが必要であろう。

そして、臨床場面で起こりうる状況を判断し看護援助

が「できる」「わかる」「納得する」ためには、ある程

度の教育時間と反復練習が不可欠であるが、どの程度

必要かは学生個人の準備状況や資質に大きく左右され

る20)。よって、学生がシミュレーション教育で学んだ

自己の課題を助産学実習に活かせるような取り組みと

しては、学生個々が必要に応じて繰り返し練習し、振

り返りを行うことが不可欠であり、課題学習が行える

時間と環境の確保及び、学生間のフィードバックを促

進するような教員の関わりが重要である。

　一方、新人助産師の視座から助産学実習において学

びたかった内容として、例えば、妊娠期の助産診断・

技術には、助産師外来における個別的指導や助産ケア

の見学、出産準備教室における集団的指導の見学が有

効であるとしている15)。経験の浅い助産学生がシミュ

レーション教育を助産学実習に活かすためには、助産
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学実習における臨床指導者の助産ケアや保健指導の見

学といった補完的な学習も重要といえよう。

Ⅶ．結　　　　　論

　本研究では、助産師学生を対象にシミュレーション

教育の演習後及び助産学実習後の２時点で調査を行い、

シミュレーション教育の学習内容と実習に向けた課題、

シミュレーション教育が助産学実習に活かされた内容

とシミュレーション教育で学びたかった内容を明らか

にした。それにより、以下のシミュレーション教育の

効果および課題が示唆された。

　１．助産師学生の助産学実習への効果的な移行を目

指した実践力を高める妊娠期シミュレーション

教育は、妊娠期の基本的助産技術の獲得と必要

な知識の再確認、コミュニケーション技術の向

上が期待でき、助産師としてのアイデンティ

ティの基盤が形成され、助産学実習前の準備性

を高めるという点で有効である。

　２．シミュレーション教育における今後の課題とし

ては、多様な事例かつハイリスク事例の導入、

保健指導に繋がる助産診断能力の向上を図るた

めの教授法を検討する必要がある。

Ⅷ．本研究の限界と課題

　本研究は質的研究であり、同一大学を修了した学生

に限定されているため一般化するには限界があるとい

える。特に現在の様々な助産師教育課程の学生では結

果が異なる可能性があり、この点においても限界とい

えよう。しかしながら、シミュレーション教育が助産

学実習にどのように活かされたかを学生の視座から明

らかにできたことに意義がある。今後は、本研究で明

らかにされたシミュレーション教育の課題について、

シナリオ事例の検討や教授方法の改良によってシミュ

レーション教育の充実を図る一方で、演習科目での達

成が困難な課題について、助産学実習施設と連携して

院内教育プログラムの開発に寄与することも必要と考

えられる。

　本研究の一部は、第58回日本母性衛生学会で発表し

た（論文内容に関し開示すべき利益相反の事項はな

い。）。
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Abstract

Purpose:	The	purpose	of	this	research	was	to	clarify	the	contents	of	 learning	through	

pregnancy	 simulation	education	and	 the	 contents	utilized	 in	midwifery	practical	

training.	 	We	will	discuss	 the	 learning	effects	of	pregnancy	simulation	and	 future	

challenges	for	the	purpose	of	effective	transition	to	midwifery	practice.

Methods:	This	study	had	a	qualitative	descriptive	study	design.	 	The	subjects	were	18	

midwifery	students	at	University	A.	Simulation	education	(role	play	and	reflection)	was	

conducted.	 	 The	 survey	 contents	were	 learning	 and	 problems	 after	 simulation	

education,	and	 learning	utilized	 in	midwifery	 training	and	what	students	wanted	 to	

learn	through	simulation	education.

Results:	The	contents	 learned	after	pregnancy	simulation	education	and	utilized	 for	

midwifery	training	were	‘Basic	midwifery	skills',	‘Communication	skills'	and	‘Midwife	

identity'.		The	contents	that	midwifery	students	wanted	to	learn	in	simulation	education	

were	‘Case	example	of	diversity	and	high	risk'	and	‘Midwifery	diagnosis	 leading	to	

health	guidance'.

Conclusion:	Pregnancy	simulation	education	can	be	expected	 to	help	acquire	basic	

midwifery	 skills	 during	 pregnancy,	 reconfirm	necessary	 knowledge,	 improve	

communication	skills,	and	form	the	basis	of	an	identity	as	a	midwife.		Therefore,	it	was	

suggested	that	simulation	education	has	the	learning	effect	enhances	preparedness	for	

midwifery	training.	In	the	future,	it	is	necessary	to	add	case	examples	of	various	high-

risk	scenarios	and	discuss	the	best	teaching	method	for	improving	the	diagnostic	ability	

toward	health	guidance	for	midwifery	students.

Key words: simulation	education,	midwifery	education,	midwifery	training,	pregnancy,

　　　　　 qualitative	descriptive	research
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１）群馬パース大学保健科学部放射線学科

原著論文

ディジタルＸ線画像における自己相関行列を用いた画質解析

丸　山　　　星1)

Image Quality Analysis for Digital Radiography Using 

the Autocorrelation Matrix

Sho MARUYAMA1)

要　　旨

　臨床で使用されている非線形な過程を含む画像処理技術にはユーザーにとってブラックボックス

的な側面があり、従来の評価法ではその特性を正確に評価することが困難な場合が多い。本研究で

は、この問題を解決するために自己相関行列を用いた画質解析手法の意義を明らかにすることを目

的として、新たな解析手法を提案し、どのような評価結果を導き出すのかシミュレーションを用い

て検証した。画像に含まれるボケやノイズなどの画質因子が既知であるシミュレーション画像を作

成し、この画像に対して自己相関行列による解析を行った結果、この手法によって得られる評価値

はアナログ成分のボケを反映していることがわかった。本研究により、自己相関行列を用いた解析

結果は画像処理に起因する周波数特性の変化を表していることが明らかになり、従来の評価法のよ

うな制約が少なく、簡便に画質解析が行えることがわかった。

キーワード：画像評価、シミュレーション、MTF、ディジタルＸ線画像

Ⅰ．は　じ　め　に

　診断に有用な医用Ｘ線画像を取得するためには、使

用する画像システムの特性を定量的かつ正確に評価し、

その特徴を十分に理解した上で運用していくことが重

要である1)。

　現在、一般Ｘ線撮影の領域では、被写体からの散乱

線の影響を低減するために、ソフトウェアベースの散

乱線補正技術が多くの施設で使用されている2)。この

技術では、各メーカーで異なるアルゴリズムを開発し

ており、基本的に非線形な処理過程が含まれる3-5)。ま

た、人工知能技術に基づく画像処理法が急速に発展し

ており6-8）、複雑な処理を経た画像が臨床で広く利用

されつつある。これらの技術にはその処理がどのよう

に行われたかをユーザーが把握することができない場

合が多く、ブラックボックス的な側面を有するという

問題がある9)。

　Computed	tomography（CT）では、非線形処理

である逐次近似再構成法が普及し、実用化されている10)。

医用画像で広く使用されているmodulation	transfer	

function（MTF）11-14) といった従来の画質測定法では、

線量依存性やコントラスト依存性などの非線形な信号

特性を持つ画像を適切に評価することは困難である。

しかしながら、前述のように、臨床で使用する画像の

特性を正確に評価することが重要であるため、低コン

トラストの被写体を使用した task-based	MTF15) と

呼ばれる測定方法が開発され、非線形な特性を有する

画像の評価が行われ始めた16)。

　空間周波数領域で画像を解析するには、MTFなど

のフーリエ変換を利用する方法と、相関関数を利用す

る方法がある17)。後者は線形代数の固有空間の概念に

基づいて、自己相関行列の固有値を求める方法である。
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医用画像においては一般的ではないが、この手法を用

いてCT画像における鮮鋭度に対する再構成法の影響

を評価した報告がある18)。しかし、一般Ｘ線撮影にお

ける画像に適用された先行研究はなく、確立された評

価方法であるMTFとの対比がされていないため、こ

の評価結果から得られた情報が何を表しているのか不

明確であった。また、この方法が様々なアルゴリズム

で処理された画像の特性を適切に評価することができ

るものであれば、ユーザーにとって有用な情報が得ら

れることが期待できる。そこで本研究では、これらの

問題を解決するために自己相関行列を用いた周波数ス

ペクトル解析手法の画質評価法としての意義を明らか

にすることを目的としている。本論文では、自己相関

行列を用いた解析手法を提案し、この手法がどのよう

な評価結果を導き出すかシミュレーションを用いて詳

細に検証した。

Ⅱ．方　　　　　法

Ⅱ―１．理論

　⑴　自己相関行列の固有値

　本研究で対象とする自己相関行列による解析手法の

基本的な原理について簡単に述べる。まず、平均値が

ゼロである画像 I (x, y)  の二次元自己相関関数 C	 (u, v) 	

は以下の（1）式で定義される。

この自己相関関数 C	 (u, v) 	のＮ次の自己相関行列 Mc 

(u, v) 	は、たとえば、v＝0のとき、

のように表され、対称テプリッツ行列と呼ばれる形を

呈する。ここでＮ次とは、Ｎ行Ｎ列で構成される行列

であることを意味する。対称行列とは、行と列の成分

を入れ替えても同じ行列となるものをいい、テプリッ

ツ行列とは、各下降対角線に沿って要素が一定である

ような行列である。この対称テプリッツ行列から求め

られる固有値は全て正であり、異なる固有値に属する

固有ベクトルは直交するという性質がある19)。巡回行

列とは、各行ベクトルが一つ前の行ベクトルを一つず

らして配置した形になっているもので、テプリッツ行

列の特殊な形である。巡回行列の対角行列の対角成分

（固有値）は離散フーリエ変換行列を用いて計算する

ことができ、これはフーリエ変換の実行そのものであ

るので、計算された固有値は周波数スペクトルを表す。

つまり、自己相関行列が巡回行列であれば、その固有

値を求める作業は自己相関関数に対してフーリエ変換

を行うことと同義と考えることができるので、求めら

れた固有値はウィーナー・ヒンチンの定理から元の関

数（ここでは画像）のパワースペクトルを表すことに

なる（自己相関行列が巡回行列であることは（2）式

から明らかである）。対称行列の固有値の性質によると、

大きい固有値はその行列の特徴をよく表す固有ベクト

ルの重み係数を意味している。画像で考えれば、大き

い固有値に対する固有ベクトルは画像における主要な

構成要素であるコントラストのような低い空間周波数

成分の平均値の大きさを表現すると考えられる。した

がって、自己相関行列の固有値が画像のパワースペク

トルの成分を表し、各固有値は画像に含まれる周波数

成分の量を表現するという考え方に基づくと、解析す

る対象の空間周波数特性に基づく評価が可能であるこ

とがわかる。

　⑵　MTF 測定における制約

　画像の特性を評価するために一般的に用いられる

MTFは、タングステン（W）などの高コントラスト

な物質を用いてインパルス信号を模擬し、そのシステ

ムレスポンスである point	spread	function（PSF）

や line	spread	function（LSF）を取得してフーリ

エ変換を行うことで、入力信号に対する出力信号のレ

スポンス特性を空間周波数領域の関数として評価する

ものである20)。この評価方法には精度よく作製された

スリットやエッジなどのデバイスを用いて高コントラ

ストな信号を低ノイズで取得することが必須であるこ

とから臨床画像やファントム画像には適用が難しい。

さらに、評価対象における入力に対する出力の線形性

が十分に担保されており、位置不変でなければならな

いという制約がある。また、空間周波数成分を求める

際には高速フーリエ変換アルゴリズムを適用すること

が多いため、解析するデータ数は２のべき乗でなけれ

ばならない。これに対して、自己相関行列を用いる手

法ではこのような多くの制約がなく、任意の解析範囲

で評価を行うことができるとされている18)。

⑴

⑵
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Ⅱ―２．シミュレーションによる検証

　シミュレーションを利用して、この自己相関行列に

よる解析方法がどのような評価結果を導き出すかを調

べ、その妥当性を検証するために、一般的によく使用

されるMTFと比較を行った。MTFを比較対象とし

た理由は、何らかの処理によって画像に与えられる特

性の変化を詳細に表現する画質評価尺度であり、相違

点等を明確にすることで新しい評価法の意義を明確に

できると判断したためである。

　なお、本研究では人体を対象とした画像の取得や個

人情報を伴うような画像データは扱っておらず、画像

の評価についても人による観察実験等は行われていな

い。

　⑴　シミュレーション体系の構築

　解析用シミュレーション画像の作成には、一般Ｘ線

撮影で使用される画像を模擬するためにモンテカルロ

シミュレーションコードElectron	Gamma	Shower	

Version.	525) を使用した。100	mm×100	mmの平面

線源から50	keV 単一スペクトルのＸ線光子を検出器

に対して垂直に入射させた。点線源ではなく、平面線

源とした理由はできる限り幾何学的なボケの影響を抑

制するためである。１画像を作成するためのヒスト

リー数は1.0×109とし、この時の検出部表面での入射

Ｘ光子数は約1.0×105	個 /	mm2であった。Ｘ線検出

部は検出器内における散乱等による影響を除外するた

めに1.0	mm厚の空気の層とし、エネルギー依存性が

なく、0.1	mm×0.1	mmのサンプリングピッチで入

射 した 光 子 の 数 を 全 てカウントする photon-

counting 型の検出器として設定した。この検出器の

もつボケ因子は0.1	mm×0.1	mmのサンプリング

ピッチ（アパーチャ）のみであり、ノイズに関しては、

電気的なノイズやセンサ感度の不均一による構造的な

ノイズなどの量子モトル以外のノイズ因子を含まない

理想的な状態である。使用したシミュレーションジオ

メトリを図１に、各シミュレーションジオメトリから

取得できる画像を図２に示す。使用するシミュレー

ション画像については、入力信号の光子数と出力画像

のピクセル 値 について 線 形 性 が 保 たれており、

100	mm×100	mm（1000	pixel ×1000	pixel）の領域

にＸ線光子が入射したものである（図２で示す灰色の

領域）。

　⑵　解析用画像の作成

　図１（a）に示したジオメトリにて得られた画像（図

２（a））に対して、画像処理による画質の変化を想

定した付加的なボケ成分を与えるために、画像解析ソ

フトウェア Image	J22) を用いて３種類のGaussian

フィルタ（σ＝0.5、1.0、2.0）によって処理を行った。

Gaussian フィルタは以下の式に従うように重み付け

係数が配置されたフィルタであり23)、

G	 (x, y) 	は中心座標が	(0,0) 	である２次元ガウス関数、

σは分布の標準偏差、πは円周率、x と y はガウス分

布の座標を表し、σの値が大きいほど処理の効果が強

くなる。

　⑶　自己相関行列による解析

　Ⅱ―２（2）で作成した解析用画像に対して自己相

関行列による解析を行った。解析手順を図３に示す。

⑶

図１　シミュレーションジオメトリ

　　　（a）　自己相関行列による方法を適用するための画

像を取得するためのジオメトリ

　　　（b）　presampled	MTF算出のためのエッジ画像

を取得するためのジオメトリ

図２　シミュレーション画像。黒い領域はＸ線光子の入射

数が少ないことを表す。

　　　（a）　自己相関行列による方法を適用するための画

像

　　　（b）　presampled	MTF算出のためのエッジ画像
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ここで、解析範囲による影響も検証するために、図３

で示している region	of	 interest（ROI）サイズを16

×16、64×64、256×256、512×512の４種類とした。

このROI サイズが本手法における解析範囲を表して

おり、自己相関行列の次数を決定する。自己相関関数

の算出と自己相関行列の生成にはFortran による自

作プログラムを使用し、自己相関行列の固有値の算出

には数値解析ソフトウェアであるMatlab（Math	

works 社）を使用した。

　Ⅱ―１で述べたように自己相関行列解析によって求

められる値はパワースペクトルであり、生成された画

像のピクセル値を使用して解析するという導出過程か

ら考えると、ナイキスト周波数までの周波数成分を表

していると推測される。そこで、一般的に使用される

MTFとの比較を可能にするために、自己相関行列解

析によって得られた値の平方根を求め周波数スペクト

ルに変換し、得られたスペクトル値を周波数の関数と

するために、１/（ROI サイズ×ピクセルサイズ）で

得られる最も低い空間周波数からナイキスト周波数ま

でを均等な bin にわけ、大きいスペクトル値から各

周波数 bin に割り振った。そして、最も低い空間周

波数に割り振られた値で全ての値を正規化した。本研

究では上記の手法を新しく提案し、この手法によって

得られた評価値を周波数スペクトルと表すこととする。

この提案手法により、固有値から得られる評価値を空

間周波数と対応させることが可能となり、結果の解釈

が容易かつ従来の考え方をそのまま適用できると考え

られる。

　⑷　Presampled MTF の算出

　自己相関行列による解析結果との比較のために

presampled	MTFをエッジ法を用いて測定した14,20)。

エッジ画像（図２（b））を作成するために、図１（b）に

示すように１mm厚のＷエッジを検出器表面に配置

し、ピクセルアライメントに対して2.5°傾けた。この

ジオメトリで光子を入射させ得られたエッジ画像に対

して、Ⅱ―２（2）の手順と同様にGaussian フィルタ

によって処理を加え、処理画像を用いて presampled	

MTFを求めた。Presampled	MTFの算出過程を図

４に示す。本研究では、presampled	MTFの測定精

度に影響するとされる edge	spread	function（ESF）

のフィッティングや窓関数を利用したフーリエ変換、

LSFの裾野の外挿などの付加的な処理24) は行わな

かった。

Ⅲ．結　　　　　果

Ⅲ―１．シミュレーションの信頼性

　まず、本検証で使用するシミュレーションにおける

図３　提案手法による自己相関行列に基づく画質解析の手

順

図４　presampled	MTFの算出手順
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画像生成過程の信頼性を検証するために、シミュレー

ションにて作成したエッジ画像（Gaussian フィルタ

による処理なし）から求めた presampled	MTFの結

果を図５に示す。ここでは、ピクセルアパーチャが

0.1mmの場合における真値である sinc 関数と比較

した25)。この presampled	MTFは独立した３回のシ

ミュレーションから得られたMTFの平均によって算

出したものである。図５（b）に示したナイキスト周

波数５	cycles/mmまでの真値に対する偏差の平均

値は－0.0018と両者は非常によく一致していることか

ら、シミュレーション画像生成は適切に実行されてお

り、本シミュレーションの信頼性は担保されていると

判断した。

Ⅲ―２．自己相関行列による解析結果の検証

　自己相関行列による解析結果と presampled	MTF

を比較した結果を図６に示す。Gaussian フィルタに

よる処理が強くなるほどMTFと周波数スペクトルは

図５　（a）　真値（点線）とシミュレーション画像から算出した presampled	MTF（実線）の比較

　　　（b）　空間周波数の関数としての真値からの偏差

図６　画像処理を行った画像における presampled	MTFと自己相関行列による手法を用いて求めた周波数スペ

クトルの比較　　（a）　フィルタ処理なし　（b）　σ＝0.5（c）　σ＝1.0（d）σ＝2.0
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一致する傾向であった。この現象をより詳細に解析す

るために、presampled	MTFをアナログ成分（画像

処理に基因する成分）とアパーチャ成分に分解20) して

比較したものを図７に、各MTFと周波数スペクトル

それぞれのナイキスト周波数までの平均値を表１に示

す。ROI サイズによって周波数 bin の値が異なり、

各周波数での値を単純に比較できないため周波数全体

の平均値を求めている。自己相関行列を用いた提案手

法による解析結果は、フィルタ処理の影響を表すアナ

ログ成分のMTFと非常によく一致することがわかり、

表２に示した各MTFに対する誤差率からも明らかで

ある。さらに、提案手法におけるROI サイズによる

影響をみると、MTFに対する誤差率について、16×

16の条件では大きな誤差が見られたが、ROI サイズ

が大きくなると誤差が小さくなるという結果であっ

た。

Ⅳ．考　　　　　察

　本研究では、自己相関行列を用いた画質評価法の意

義を明らかにすることを目的として、新しい解析手法

を提案し、自己相関行列を用いる手法がどのような評

価結果を導き出すかシミュレーションを用いて検証し

た。画質因子が既知で真値を求めることができるシ

表１　各MTFと自己相関行列による手法を用いて求めた周波数スペクトルのナイキスト周波数５cycles/mmまでの平均

値

フィルタのパラメータ

（σ )

MTFの平均値 周波数スペクトルの平均値

Presampled アパーチャ アナログ
ROI サイズ

16×16 64×64 256×256 512×5l2

なし 0.872 0.873 0.998 0.885 0.929 0.953 0.965
0.5 0.703 0.873 0.787 0.796 0.773 0.766 0.769
1.0 0.387 0.873 0.403 0.513 0.412 0.393 0.394
2.0 0.204 0.873 0.206 0.448 0.240 0.207 0.204

図７　アパーチャMTF・アナログMTFと自己相関行列による手法を用いて求めた周波数スペクトルの比較

　　　（a）　フィルタ処理なし　（b）　σ＝0.5　（c）　σ＝1.0　（d）　σ＝2.0
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ミュレーション画像を使用し、確立された画像評価法

であるMTFと比較することで、自己相関行列による

評価の結果から得られた情報が画像のもつ空間周波数

特性をどのように表現しているのかを詳細に調べるこ

とができ、提案手法の妥当性を把握できると考えた。

　本研究の結果、自己相関行列を使用して算出される

周波数スペクトルは、Gaussian フィルタによる処理

の強度によらず、アナログ成分のMTFとよく一致し

た。本検証において、このアナログ成分のMTFは画

像処理による画質の変化、すなわち、空間周波数特性

の変化を表わしており、自己相関行列解析で得られる

周波数スペクトルによって画像処理の効果を評価でき

ることを意味している。したがって、この評価手法を

適用することによって画像処理前の画像に対する処理

後の画像の周波数スペクトルの変化を相対的にとらえ

ることができ、適用した処理がどのような空間周波数

特性を有しているかを定量的に把握することが可能で

あると考えられる。

　解析範囲（解析のためのROI サイズ）による影響

については、16×16ピクセルの小さな範囲において、

従来法であるMTFの評価結果との対比に基づくと正

確な評価が困難であると考えられ、真に任意の範囲で

の解析が可能であるとは言い難い結果であった。使用

した提案手法の解析手順の中にはMTFとの比較のた

めに最も低い空間周波数のスペクトル値で正規化する

という過程が含まれている。ROI サイズが小さいと

いうことは、低い空間周波数の値を求めることができ

ないということであるので、正規化する値が割り振ら

れる空間周波数にずれが生じた可能性があり、この過

程による影響は除外できない。また、小さなROI サ

イズでは使用できるデータ数が少なくなるため、周波

数スペクトルの分解能も低下してしまう。したがって、

本研究の結果も踏まえると、少なくとも64×64ピクセ

ル程度のROIサイズが必要であると推測する。ただし、

ROI サイズが小さくても、得られた周波数スペクト

ルの空間周波数軸に対する変化の傾向は他のROI サ

イズとおおむね一致していた。そのため、少ないデー

タ量で解析対象の特徴を表現し、スペクトルを推定す

るという観点からは、非常に小さな範囲のデータ解析

にも応用できる可能性はあると考えられる。このシ

ミュレーションでは均一な画像を作成して解析に使用

したが、臨床画像は不均一な領域を含む。そのため、

広い範囲を解析する場合その不均一性の影響を強く受

けることが推定されることから、解析のためのROI

サイズの決定については評価目的等に応じて適切に選

択する必要があり、その最適化については十分に検討

しなければならない。これについては今後詳細に検討

したい。

　今回検証した自己相関行列の固有値を求める手法は、

MTFを測定する際に使用するデバイスなどが不要で、

フーリエ変換の実行時に発生しうるトランケーション

エラーや窓関数の適用による誤差などが生じないとい

うメリットがあり、比較的自由度の高いROI サイズ

の設定が可能である。また、画像の有する特徴を

MTFのように空間周波数領域の情報として把握でき

ることから、MTFと同様な結果解釈が適用できると

表２　各MTFの平均値に対する自己相関行列による手法を用いて求めた周波数スペクトルの平均値の誤差率

フィルタのパラメータ

（σ）
MTF

各MTFに対する誤差率【％】

ROI サイズ

16×16 64×64 256×256 512×512

なし

Presampled 1.49 6.54 9.29 10.7
アパーチャ 1.37 6.41 9.16 10.5
ア ナ ロ グ －11.3 －6.91 －4.51 －3.31

0.5
Presampled 13.2 9.96 8.96 9.39
アパーチャ －8.82 －11.5 －12.3 －11.9
ア ナ ロ グ 1.14 －1.78 －2.67 －2.29

1.0
Presampled 32.6 6.46 1.55 1.81
アパーチャ －41.2 －52.8 －55.0 －54.9
ア ナ ロ グ 27.3 2.23 －2.48 －2.23

2.0
Presampled 120 17.6 1.47 0

アパーチャ －48.7 －72.5 －76.3 －76.6
ア ナ ロ グ 117 16.5 0.485 －0.971
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いう提案手法の妥当性についても検証できたのではな

いかと考える。本論文では、基礎的な検討としてシミュ

レーションを活用して様々な画質因子が既知であり、

入力と出力の線形性が成り立っている画像を用いた結

果を報告したが、次のステップでは非線形な特性を有

する画像の評価・解析を行い、その有用性や測定精度

について検討を進める予定である。

Ⅴ．結　　　　　論

　本研究では、自己相関行列を用いた画質解析の意義

を明らかにするために、解析手法を提案し、シミュレー

ションを用いてその評価結果について検証した。新し

く得られた知見を以下に要約する。

１．自己相関行列から得られる評価値はアナログ成分

のMTFとよく一致し、画像処理に起因する周波

数特性の変化を表現していることがわかった。

２．解析のためのROI サイズによる影響について調

べた結果、小さな範囲では真値からの誤差が大き

かった。

　今後さらなる検証の余地はあるが、従来の評価法の

ような制約が少なく、簡便に画質解析が行える点から、

有用な評価手法となる可能性がある。

利益相反

　本研究は、2019年度群馬パース大学特定研究費の助

成を受けて行った。
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Abstract

　　Recently,	several	image	processing	techniques,	including	non-linear	processes,	are	

applied	in	clinical	practices.	 	 It	has	been	reported	that	these	techniques	are	useful	for	

diagnosis,	and	they	possess	black-box	aspect	 for	users.	 	Although	it	 is	necessary	to	

accurately	determine	these	characteristics	to	identify	features	of	resulting	images,	it	is	

often	difficult	using	conventional	evaluation	methods.	 	To	address	 this	problem,	 this	

study	examines	 the	advantages	of	an	 image	quality	analysis	 technique	that	uses	an	

autocorrelation	matrix.	 In	 this	 study,	we	proposed	a	new	analysis	method,	 and	

simulation	was	used	to	verify	the	evaluation	results.	Simulation	 images	with	known	

unsharpness	components	and	noise	factors	were	created,	and	the	images	were	analyzed	

using	an	autocorrelation	matrix.		From	the	validation	using	simulation,	it	was	observed	

that	the	evaluation	value	from	our	method	depicts	the	unsharpness	due	to	the	analog	

component.		In	addition,	we	could	interpret	the	result	similar	to	conventional	techniques	

by	analyzing	the	relative	relationship	of	the	frequency	characteristics.	It	is	to	be	noted	

that	 the	new	analysis	method	using	the	autocorrelation	matrix	well	represented	the	

change	of	the	frequency	characteristic	caused	by	the	image	processing.	 	Additionally,	

the	proposed	method	 is	advantageous	because	 the	 image	quality	analysis	could	be	

performed	with	fewer	restrictions	compared	to	the	conventional	methods.

Key words: Image	quality	analysis,	Simulation,	MTF,	Digital	radiography
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１）群馬医療福祉大学　　２）群馬パース大学

原著論文

20─50歳代男性のメタボリックシンドロームに関わる 

認識、生活環境、保健行動の年代間比較

橋本いずみ1)・矢 島 正 榮2)

A Comparison of the Attitudes Regarding Metabolic Syndrome, 

Living Conditions, and Health Behaviors of Men 

in their 20s─50s by Age Group

Izumi HASHIMOTO1)・Masae YAJIMA2)

要　　旨

目　的 ： 20─50歳代男性のメタボリックシンドロームに関わる認識、生活環境、保健行動の年代別

の特徴を明らかにする。

方　法：メタボリックシンドロームに関わる生活習慣に関連すると予測される６要素33項目からな

る質問紙を独自に作成し、関東地方１県内の20─50歳代男性304名を対象に無記名自記式調査を実施

した。分析にはKruskal-Wallis 検定、多重比較を用いた。

結　果：有効回答184件、年代間の差は「罹患性と重大性の認識」８項目中４項目、「有益性と障害

の認識」７項目中２項目、「行動のきっかけ」８項目中３項目、「専門家の支援」２項目中２項目で

みられ、特に20歳代と各年代の間に差がみられた項目が多かった。「生活環境」４項目、「知識」４

項目はいずれも差はみられなかった。

考　察 ： 20─30歳代に対する、メタボリックシンドロームの重大性および健康の有益性の認識を高

める支援、および、専門家の支援を受ける機会の確保の必要性が示唆された。

キーワード：メタボリックシンドローム、生活習慣病、認識、保健行動、20─50歳男性

Ⅰ．緒　　　　　言

　我が国では、生活習慣病の有病者、予備群の減少を

目標に掲げ、メタボリックシンドロームの概念を導入

した特定健康診査・特定保健指導（以下、特定健診・

保健指導）が、2008年度から行われている1)。2011年

の健康日本21における最終評価によれば、「メタボリッ

クシンドローム」という言葉を認知している国民の割

合は、2006年の77.3％から92.7％に増加し、目標値の

80％を超えた。しかし「メタボリックシンドロームが

強く疑われる者」と「メタボリックシンドローム予備

群と考えられる者」の割合は、2004年と比して男女と

も有意な変化は見られず、認知・知識面だけでなく行

動を改善するための働きかけが必要とされた。同時に、

肥満者の割合が有位に増加しているのは30─59歳男性

であり、また、10年前の該当世代と比較すると20歳か

ら39歳にかけての増加割合は15.6％、30歳から49歳に

かけては6.2％、40歳から59歳にかけては1.9％、50歳
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から69歳にかけては0.6％と、現在の20─39歳男性にお

ける肥満者割合の増大が最も大きいことから、20─39

歳にかけての年代に対する「体重を増やさないアプ

ローチ」が課題とされた2)。

　特定健診・保健指導の対象である40歳以上男性につ

いては、生活習慣病予防に関する研究は多数行われて

おり、労働者の生活習慣と行動変容の意識3)、生活習

慣改善行動の促進要因、抑制要因4,5) 等に関する報告

がされている。30─39歳男性については、30歳時点で

の体格指数（Body	Mass	Index	、以下、「BMI」と

する）と40歳以降のメタボリックシンドローム発症の

関連6)、30─39歳の生活習慣とメタボリックシンドロー

ムに関わるリスクの保有との関連7) 等の研究により30

歳代以前からの保健指導の必要性が指摘されている。

全国健康保険協会加入事業所を対象とした30─39歳常

用労働者に対する保健指導の実施状況及びその阻害要

因に関する研究では、保健指導を組織として実施して

いたのは25事業所中１事業所のみであったことが報告

された8)。しかし、30─39歳男性のメタボリックシンド

ロームに関わる認識、行動、生活環境等の要因につい

ては明らかにされていない。さらに20─29歳男性を含

めた年代に対する生活習慣病予防に関する調査研究は

見当たらない。

　生活習慣病予防が必要とされる成人期は期間が長く、

その間に結婚、子育て、親の介護、仕事上の役割や責

任の拡大等、様々なライフイベントを迎えることとな

るため、年代により意識、生活環境、保健行動におい

ても変化が生じている可能性がある。従って、40歳以

上男性の生活習慣病予防に関する先行研究の結果を、

20─29歳男性、30─39歳男性にそのまま適用する事には

慎重である必要がある。20─29歳では大人予備軍とし

てのアイデンティティを形成し、その後半にかけて大

人の生活の可能性を模索・探索し、一応の安定した生

活構造を作り上げるとされている。30─39歳は自分に

とっての最も重要な要素（仕事・家族・友人・余暇等）

に全力を注ぎ、若い時の野心や目標を実現しようとす

る時期を含んでいるといわれる。40─59歳は叡智、分別、

寛容、感情に左右されない同情心、思慮深さ、ものの

あわれといったその他の資質が円熟する時期である。

また親に対して自分が保護者としての責任を負うよう

になる9)。また、40歳以上ではメタボリックシンドロー

ムに着眼した特定健診・保健指導が制度化されており、

健康を支援する環境の面においても20─29歳、30─39歳

との明確な違いがある。このような年代による特徴を

ふまえ、20─29歳、30─39歳、そして特定健診・保健指

導を境とする40歳以上の年代ごとのメタボリックシン

ドロームに関わる生活習慣や保健行動の特徴を明確に

することにより、効果的な生活習慣病予防が可能とな

ると考えられる。　

　そこで本研究では、生活習慣病有病者・予備群の発

生を予測、予防する観点から肥満の増加が著明である

20─50歳代男性を対象とし、メタボリックシンドロー

ムに関わる認識、生活環境、保健行動の特徴を年代間

の比較から明らかにし、生活習慣病予防の支援に資す

る示唆を得ることを目的とする。

Ⅱ．研　究　方　法

１．研究デザイン

　本研究は量的記述的研究である。

２．研究対象

　便宜的標本抽出法にて関東地方１県内の事業所８か

所（従業員規模５─50名）、経済団体１か所、認定こど

も園１か所を選定した。これらの施設へ研究の趣旨を

記載した協力機関宛依頼状を持参し、文書及び口頭で

説明を行い、文書により同意を得た。研究実施許可が

得られた施設（以下、「協力機関」という）の従業員、

保護者のうち、20─50歳代男性を対象とし、対象者の

選定は協力機関に一任し、合計304名が選定された。

協力機関別内訳は、事業所従業員124名、経済団体従

業員50名、認定子ども園男性保護者130名であった。

３．調査方法

　研究対象者に対し、対象者宛依頼状、研究に関する

説明文書、独自に作成した無記名自記式質問紙、返信

用封筒を１名分ずつセットにして各協力機関を通じて

配布した。回収は郵便又は回収ボックスを用いた。回

収ボックスは未開封の状態で研究者が直接回収した。

調査期間は2016年８月から10月であった。

４．調査項目

　１）研究対象者の特性

　年齢、身長・体重値、婚姻状況、家族員数、仕事の

活動量、介護・育児・看病の有無、過去１年以内の健

康診断受診の有無、高血圧・糖尿病・脂質異常症の薬

物治療の有無、脳卒中・心臓病・慢性腎不全の既往の

有無、行動変容ステージ、生活習慣改善に関する専門
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家からの助言希望の有無の11項目をたずねた。行動変

容ステージは、特定健診・特定保健指導に用いられて

いる基準1) に従い、最近１年以内の運動・食事に関す

る行動変容の有無をたずねた。

　２）メタボリックシンドロームに関わる生活習慣に

関連すると予測される項目（33項目）

　40歳以上を対象とした先行研究3-5,10)、および20─39

歳の発達課題9) を参考に、メタボリックシンドローム

に関わる生活習慣に関連すると考えられる事項を可能

な限り抽出した。それらを、保健行動をとる可能性は

「脅威の認識」と「有益性と障害性のバランス」の影

響を受けるとするヘルス・ビリーフモデル11) の枠組み

を参考に、「生活環境」「知識」「罹患性と重大性の認識」

「有益性と障害の認識」「行動のきっかけ」に「専門家

の支援」を加えた６要素に分類・整理した（図１）。

更に、公衆衛生看護学研究者３名のスーパービジョン

を受け、分類した事項の比較、精選、統合、表現の整

理を繰り返し、内容と構成概念妥当性の検討を行いメ

タボリックシンドロームに関わる生活習慣に関連する

と予測される33項目とその要素ごとの内訳を生成した。

33項目の要素毎の内訳は、「生活環境」４項目、「知識」

４項目、「罹患性と重大性の認識」８項目、「有益性と

障害の認識」７項目、「行動のきっかけ」８項目、「専

門家の支援」２項目である。これを設問としそれぞれ

について「とてもそうだ」から「まったくそうでない」

の５件法でたずねた。

５．分析方法

　硏究対象者を20─29歳、30─39歳、40─59歳の３グルー

プに分類し、各質問項目の記述統計を算出した。３グ

ループに分類した根拠は、「特定健診・保健指導」の

制度と発達課題、先行研究からの知見の有無である。

身長・体重値についてはBMI を算出し、18未満を「や

せ」、18以上25未満を「適正」、25以上を「肥満」とし

た。年齢以外の研究対象者の特性にはχ2検定及びN

の値が期待度数に満たない（５以下）の場合は

Fisher の正確確率検定を用いた。BMI およびメタボ

リックシンドロームに関わる生活習慣に関連すると予

測される項目の年代間の比較には、正規性を仮定でき

ない３群以上の比較となるためKruskal-Wallis 検定

を用い、有意差が認められた場合に、Bonferroni の

補正による多重比較を行った。また、メタボリックシ

ンドロームに関わる生活習慣に関連すると予測される

項目と年齢グループ間の傾向性の確認にCochran-

Armitage検定を用いた。検定は５件法の回答を「まっ

たくそうでない」「あまりそうでない」と「どちらか

といえばそうだ」から「とてもそうだ」の２段階に集

約し、これに年齢グループを組み合わせて行った。統

図１　メタボリックシンドロームに関わる生活習慣に関連する６要素の概念図

―ヘルス・ビリーフ・モデルを参考に―
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計解析は、Cochran-Armitage 検定はWindows 版

エクセル統計Ver.3.21を、それ以外はWindows 版

SPSS	Statistics	ver.21を用いた。

６．倫理的配慮

　研究対象者に対し、調査依頼状及び研究の主旨、自

由意思の保障、個人情報の保護を明記した研究に関す

る説明文書を配布し、自由意思により調査に回答、返

送した者を同意者とみなした。また、対象者の個人情

報保護のため、質問紙は無記名式とした。なお本研究

は、群馬パース大学研究倫理審査委員会の承認を受け

て実施した（承認番号：PAZ16─32）。

Ⅲ．研　究　結　果

　質問紙の回収数は185件（回収率60.8％）であった。

このうち、年齢の欠損があった１件を除く184件（有

効回収率60.5％）を分析対象とした。

１．回答者の特性（表１）

　回答者は20─29歳35人（19.0％）、30─39歳73人（39.7％）、

40─59歳76人（41.3％）であった。

表１　対象者の基本属性と年代別の比較	 （N＝184）

項　　目

調査対象者

全体
N＝184
（100％）

20-29歳
N＝35

（19.0％）

30-39歳
N＝73

（39.7％）

40-59歳
N＝76

（41.3％）
P

年齢 Mean±SD（range）
37.6±10.8 25.6±2.8 34.9±2.7 45.7±5.2

n ％ n ％ n ％ n ％

BMI　やせ ＜18.5 4 2.2 1 2.9 4 5.5 0 0.0 　0.02c
　　　適正 18.5≦～＜25 137 74.5 31 88.6 53 72.6 52 68.4 ＜0.01d
　　　肥満 25≦ 43 23.4 3 8.6 16 21.9 24 31.6 （20-29と40-59歳）

婚姻状況

未婚 41 22.3 26 74.3 11 15.1 4 5.3
＜0.01b既婚 142 77.2 9 25.7 61 83.6 72 94.7

その他 1 0.5 0 0.0 1 1.4 0 0.0

家族員数

１人 10 5.4 2 5.7 6 8.2 2 2.6

──

２人 15 8.2 4 11.4 6 8.2 5 6.6
３人 43 23.4 8 22.9 18 24.7 17 22.4
４人 71 38.6 2 28.6 27 37.0 34 44.7
５人 36 19.6 9 25.7 15 20.5 12 15.8
６人 8 4.3 2 5.7 1 1.4 5 6.6
７人 1 0.5 0 0.0 0 0.0 1 1.3

仕事の活動量

軽労作 120 65.2 16 45.7 46 63.0 58 76.3
0.01b普通の労作 41 22.3 14 40.0 12 16.4 15 19.7

重い労作 23 12.5 5 14.3 15 20.5 3 3.9

家族に対する役割 e

ある 88 48.1 7 20.0 49 67.1 32 42.7 ──

　内訳（複数回答）
　介護をしている 2 1.1 1 2.9 0 0.0 1 1.3 0.51b
　育児をしている 82 44.8 6 17.1 48 65.8 28 37.3 ＜0.01b
　看病をしている 4 2.2 0 0.0 1 1.4 3 4.0 0.46b
　何もしていない 95 51.9 28 80.0 24 32.9 43 57.3 ＜0.01a

過去１年以内の健康
診断受診の有無 f

受診した 176 96.7 34 97.1 70 95.9 72 97.3
0.53b受診していない 6 3.3 1 2.9 3 4.1 2 2.7

現在使用している薬

血圧を下げる薬 5 2.7 0 0.0 2 2.7 3 3.9 0.49b
糖尿病の注射又は薬 3 1.6 1 2.9 0 0.0 2 2.6 0.37b
コレステロールを下げる薬 6 3.3 0 0.0 2 2.7 4 5.3 0.33b
なし 170 92.4 34 97.1 69 94.5 67 88.2 ──

既往症

脳卒中 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 ──
心臓病 2 1.1 0 0.0 0 0.0 2 2.6 0.23b
慢性腎不全・人工透析 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 ──
なし 182 98.9 35 100.0 73 100.0 74 97.4 ──

行動変容ステージ

無関心期 39 21.2 8 22.9 19 26.0 12 15.8

0.62b
関心期 40 21.7 6 17.1 18 24.7 16 21.1
準備期 34 18.5 5 14.3 14 19.2 15 19.7
実行期 37 20.1 10 28.6 11 15.1 16 21.1
維持期 34 18.5 6 17.1 11 15.1 17 22.4

生活習慣改善について
の専門家からの助言

受けたい 121 65.8 26 74.3 45 61.6 50 65.8
0.43a受けたくない 63 34.2 9 25.7 28 38.4 26 34.2

a：χ2検定　　b：Fisher の正確確率検定　　c：Kruskal-Wallis 検定　P＜0.05には Bonferroni の補正による多重比較を実施

d：Bonferroni の補正による多重比較（有意差ありの年齢比較のみ表記）　　e：N は未回答を除く183名　　f：N は未回答を除く182名
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　「BMI」からみる肥満は20─29歳で8.6％、30─39歳で

21.9％、40─59歳で31.6％であり、BMI の分布は20─

29歳と40─59歳に有意差を認めた（P＜.01）。
　「婚姻状況」は、既婚が20─29歳で25.7％、30─39歳

で83.6％、40─59歳で94.7％であり、20─29歳は他の年

代と比して既婚が少なかった（P＜.01）。「家族に対

する役割」は育児をしている人が、20─29歳で17.1％、

30─39歳で65.8％、40─59歳で37.3％と、30─39歳の割

合が最も高く（P＜.01）、何もしていない人は、20─

29歳で80.0％、30─39歳で32.9％、40─59歳で57.3％と、

20─29歳の割合が最も高かった（P＜.01）。「過去１年

以内の健康診断受診の有無」は、受診した人が20─29

歳で97.1％、30─39歳で95.9％、40─59歳で97.3％であ

り、年代間の有意差は見られなかった。「行動変容ス

テージ」は20─29歳で実行期28.6％、30─39歳で無関心

期26.0％、40─59歳で維持期21.1％を最も多く認めた。

「生活習慣改善に関する専門家からの助言」を希望す

る者は20─29歳で74.3％、30─39歳で61.6％、40─59歳

で65.8％であった。

２．メタボリックシンドロームに関わる生活習慣に関

連すると予測される項目の年代間の比較

　１）生活環境（表２）

　「同居家族や親しい人が糖尿病等で治療しながら暮

らしていた体験がある」ではいずれの年代も「まった

くそうでない」が最も多く、52.6─60.0％であった。「職

場は従業員の健康の保持・増進に対して積極的である」

に対しては、いずれの年代も「どちらかといえばそう

だ」と答えた者が最も多く、37.1─41.1％であった。「人

間関係はそこそこやれていると思う」では、いずれの

年代も「まあまあそうだ」と答えた者が最も多く、

48.7─51.4％であった。「家族はメタボリックシンド

ロームに対し関心が高い」に対しては、20─29歳、30─

39歳では「あまりそうでない」と答えた者が32.4％、

40.3％と最も多く、40─59歳では「どちらかといえば

そうだ」、「あまりそうでない」がいずれも32.4％と最

も多かった。

　いずれの項目も、年代間に有意差は認められなかっ

た。

表２　メタボリックシンドロームに関わる生活習慣に関連すると予測される項目の年代別比較【生活環境】	 （N＝184）

生活環境

全体 20-29歳 30-39歳 40-59歳

P P a P b（N＝184） （N＝35） （N＝73） （N＝76）

n ％ n ％ n ％ n ％

同居家族や近しい人が糖尿病等で治療しながら暮らしていた体験がある

　まったくそうでない 100 54.3 21 60.0 39 53.4 40 52.6

0.71
　あまりそうでない 19 10.3 2 5.7 5 6.8 12 15.8
　どちらかといえばそうだ 8 4.3 3 8.6 3 4.1 2 2.6
　まあまあそうだ 31 16.8 6 17.1 16 21.9 9 11.8
　とてもそうだ 26 14.1 3 8.6 10 13.7 13 17.1

職場は従業員の健康の保持・増進に対して積極的である

　まったくそうでない 15 8.2 3 8.6 8 11.0 4 5.3

0.90
　あまりそうでない 33 17.9 6 17.1 11 15.1 16 21.1
　どちらかといえばそうだ 72 39.1 13 37.1 30 41.1 29 38.2
　まあまあそうだ 43 23.4 11 31.4 16 21.9 16 21.1
　とてもそうだ 21 11.4 2 5.7 8 11.0 11 14.5

人間関係はそこそこやれていると思う b

　まったくそうでない 3 1.6 0 0.0 2 2.8 1 1.3

0.96
　あまりそうでない 10 5.5 0 0.0 4 5.6 6 7.9
　どちらかといえばそうだ 60 32.8 15 42.9 22 30.6 23 30.3
　まあまあそうだ 92 50.3 18 51.4 37 51.4 37 48.7
　とてもそうだ 18 9.8 2 5.7 7 9.7 9 11.8

家族はメタボリックシンドロームに対し関心が高い c

　まったくそうでない 21 11.7 7 20.6 9 12.5 5 6.8

0.12
　あまりそうでない 64 35.6 11 32.4 29 40.3 24 32.4
　どちらかといえばそうだ 51 28.3 6 17.6 21 29.2 24 32.4
　まあまあそうだ 30 16.7 8 23.5 10 13.9 12 16.2
　とてもそうだ 14 7.8 2 5.9 3 4.2 9 12.2

　注）検定方法　Kruskal-Wallis 検定　P ＜0.05には Bonferroni の補正による多重比較を実施

　　　Pa：Bonferroni の補正による多重比較（有意差ありの年代比較のみ表記）b：N＝183　cN＝180

　　　Pb：Cochran-Armitage 検定
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　２）知識（表３）

　「メタボリックシンドロームという言葉を知ってい

る」の項目で、「とてもそうだ」と答えた者が、20─29

歳で71.4％、30─39歳で69.9％、40─59歳で73.7％と最

も多かった。

　「メタボリックシンドロームは腹囲が基準になって

いる」の項目では、20─29歳で「まあまあそうだ」と

答えた者が最も多く（28.6％）、30─39歳、40─59歳で「ど

ちらかといえばそうだ」と答えた者が最も多かった

（39.7％、35.5％）。一方、「まったくそうでない」と

答えた者が30─39歳で11.0％、40─59歳で7.9％おり、「あ

まりそうでない」と答えた者は20─29歳で22.9％、30─

39歳で6.8％、40─59歳で11.8％であった。

　「健康診断結果内容は読んで理解できる」の項目では、

20─29歳で「まあまあそうだ」と答えた者が最も多く

（37.1％）、30─39歳、40─59歳では「とてもそうだ」と

答えた者が最も多かった（37.0％、46.1％）。「健康診

断結果内容から体に起こる変化を想像できる」の項目

では、20─29歳で「あまりそうでない」と答えた者が

最も多く（34.3％）、30─39歳、40─59歳では「どちら

かといえばそうだ」と答えた者が最も多かった（28.8％、

38.2％）。

　いずれの項目も、年代間に有意差は認められなかっ

た。

　３）罹患性と重大性の認識（表４）

　「自分の健康状態に自信がある」の項目では、20─29

歳、40─59歳で「どちらかといえばそうだ」と答えた

者が最も多く（34.3％、50.0％）、30─39歳では「あま

りそうでない」と答えた者が最も多かった（41.1％）。

年代間に有意差は認められなかった。

　「メタボリックシンドロームになるのは嫌だと思う」

の項目ではいずれの年代も「とてもそうだ」と答えた

者が最も多く、20─29歳で68.6％、30─39歳で82.2％、

40─59歳で61.8％であったが、40─59歳に「全くそうで

ない」「あまりそうでない」と答えた者が各0.5％おり、

20─29歳と40─59歳、30─39歳と40─59歳の間に有意差を

認めた（各P＜.05）。
　「今のうちにメタボリックシンドロームを予防改善

しておきたいと思う」の項目では、「とてもそうだ」

と答えた者が20─29歳、30─39歳で最も多く（45.7％、

表３　メタボリックシンドロームに関わる生活習慣に関連すると予測される項目の年代別比較【知識】	 （N＝184）

知　　識

全体 20-29歳 30-39歳 40-59歳

P Pa Pb（N＝184） （N＝35） （N＝73） （N＝76）

n ％ n ％ n ％ n ％

メタボリックシンドロームという言葉を知っている

　まったくそうでない 1 0.5 0 0.0 0 0.0 1 1.3

0.71
　あまりそうでない 1 0.5 1 2.9 0 0.0 0 0.0
　どちらかといえばそうだ 13 7.1 4 11.4 8 11.0 1 1.3
　まあまあそうだ 37 20.1 5 14.3 14 19.2 18 23.7
　とてもそうだ 132 71.7 25 71.4 51 69.9 56 73.7

メタボリックシンドロームは腹囲が基準になっている

　まったくそうでない 14 7.6 0 0.0 8 11.0 6 7.9

0.49
　あまりそうでない 22 12.0 8 22.9 5 6.8 9 11.8
　どちらかといえばそうだ 64 34.8 8 22.9 29 39.7 27 35.5
　まあまあそうだ 55 29.9 10 28.6 21 28.8 24 31.6
　とてもそうだ 29 15.8 9 25.7 10 13.7 10 13.2

健康診断結果内容は読んで理解できる

　まったくそうでない 2 1.1 1 2.9 1 1.4 0 0.0

0.10
　あまりそうでない 10 5.4 2 5.7 5 6.8 3 3.9
　どちらかといえばそうだ 41 22.3 9 25.7 19 26.0 13 17.1
　まあまあそうだ 59 32.1 13 37.1 24 32.9 25 32.9
　とてもそうだ 72 39.1 10 28.6 27 37.0 35 46.1

健康診断結果内容から身体に起こる変化を想像できる

　まったくそうでない 12 6.5 1 2.9 9 12.3 2 2.6

0.06
　あまりそうでない 43 23.4 12 34.3 18 24.7 13 17.1
　どちらかといえばそうだ 61 33.2 11 31.4 21 28.8 29 38.2
　まあまあそうだ 38 20.7 10 28.6 12 16.4 16 21.1
　とてもそうだ 30 16.3 1 2.9 13 17.8 16 21.1

　注）検定方法　Kruskal-Wallis 検定　P ＜0.05には Bonferroni の補正による多重比較を実施

　　　Pa：Bonferroni の補正による多重比較（有意差ありの年代比較のみ表記）　　　Pb：Cochran-Armitage 検定
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32.9％）、40─59歳では「まあまあそうだ」と答えた者

が最も多かった（38.2％）。年代間の有意差は認めら

れなかった。

　「メタボリックシンドロームは40歳から気を付けれ

ばよい」の項目では、「あまりそうでない」と答えた者が

20─29歳と40─59歳で最も多かった（42.9％、36.8％）。

30─39歳では「まったくそうでない」と答えた者が45.2％
と最も多く、年代間では30─39歳と40─59歳の間に有意

差を認めた（P＜.05）。
　「メタボリックシンドロームは『自分に関係ない』

表４　メタボリックシンドロームに関わる生活習慣に関連すると予測される項目の年代別比較【罹患性と重大性の認識】

	 （N＝184）

罹患性と重大性の認識

全体 20-29歳 30-39歳 40-59歳

P P a P b（N＝184） （N＝35） （N＝73） （N＝76）

n ％ n ％ n ％ n ％

自分の健康状態に自信がある

　まったくそうでない 18 9.8 7 20.0 8 11.0 3 3.9
　あまりそうでない 62 33.7 7 20.0 30 41.1 25 32.9
　どちらかといえばそうだ 74 40.2 12 34.3 24 32.9 38 50.0 0.34
　まあまあそうだ 23 12.5 7 20.0 7 9.6 9 11.8
　とてもそうだ 7 3.8 2 5.7 4 5.5 1 1.3

メタボリックシンドロームになるのは嫌だと思う

　まったくそうでない 1 0.5 0 0.0 0 0.0 1 1.3
　0.01

（20-29歳と40-59歳）

（30-39歳と40-59歳）

　あまりそうでない 1 0.5 0 0.0 0 0.0 1 1.3
　どちらかといえばそうだ 12 6.5 2 5.7 2 2.7 8 10.5 0.01
　まあまあそうだ 39 21.2 9 25.7 11 15.1 19 25.0
　とてもそうだ 131 71.2 24 68.6 60 82.2 47 61.8

今のうちにメタボリックシンドロームを予防改善しておきたいと思う

　まったくそうでない 3 1.6 1 2.9 2 2.7 0 0.0
　あまりそうでない 9 4.9 3 8.6 4 5.5 2 2.6
　どちらかといえばそうだ 43 23.4 4 11.4 22 30.1 17 22.4 0.24
　まあまあそうだ 61 33.2 11 31.4 21 28.8 29 38.2
　とてもそうだ 68 37.0 16 45.7 24 32.9 28 36.8

メタボリックシンドロームは40歳から気を付ければよい

　まったくそうでない 63 34.2 10 28.6 33 45.2 20 26.3

　0.01
（30-39歳と40-59歳）

　あまりそうでない 70 38.0 15 42.9 27 37.0 28 36.8
　どちらかといえばそうだ 31 16.8 8 22.9 7 9.6 16 21.1 0.01
　まあまあそうだ 15 8.2 1 2.9 5 6.8 9 11.8
　とてもそうだ 5 2.7 1 2.9 1 1.4 3 3.9

メタボリックシンドロームは「自分に関係ない」と思う

　まったくそうでない 64 34.8 9 25.7 27 37.0 28 36.8
　あまりそうでない 71 38.6 13 37.1 26 35.6 32 42.1
　どちらかといえばそうだ 34 18.5 7 20.0 13 17.8 14 18.4 0.17
　まあまあそうだ 10 5.4 5 14.3 3 4.1 2 2.6
　とてもそうだ 5 2.7 1 2.9 4 5.5 0 0.0

メタボリックシンドロームに対して世間は騒ぎすぎだと思う

　まったくそうでない 27 14.7 3 8.6 12 16.4 12 15.8
　あまりそうでない 72 39.1 14 40.0 26 35.6 32 42.1
　どちらかといえばそうだ 55 29.9 9 25.7 20 27.4 26 34.2 0.22
　まあまあそうだ 21 11.4 6 17.1 10 13.7 5 6.6
　とてもそうだ 9 4.9 3 8.6 5 6.8 1 1.3

メタボリックシンドロームになると自分の生活がどうなるか考えたことがある

　まったくそうでない 35 19.0 11 31.4 17 23.3 7 9.2

　0.01
（20-29歳と40-59歳）

　あまりそうでない 56 30.4 11 31.4 22 30.1 23 30.3
　どちらかといえばそうだ 44 23.9 7 20.0 17 23.3 20 26.3 0.01 　0.01
　まあまあそうだ 33 17.9 6 17.1 8 11.0 19 25.0
　とてもそうだ 16 8.7 0 0.0 9 12.3 7 9.2

メタボリックシンドロームの人が増えると社会はどうなるか考えたことがある

　まったくそうでない 41 22.3 11 31.4 21 28.8 9 11.8
　あまりそうでない 69 37.5 15 42.9 26 35.6 28 36.8 ＜0.01

（20-29歳と40-59歳）

　0.02
（30-39歳と40-59歳）

　どちらかといえばそうだ 41 22.3 6 17.1 16 21.9 19 25.0 ＜0.01 ＜0.01
　まあまあそうだ 25 13.6 3 8.6 7 9.6 15 19.7
　とてもそうだ 8 4.3 0 0.0 3 4.1 5 6.6

　注）検定方法　Kruskal-Wallis 検定　P ＜0.05には Bonferroni の補正による多重比較を実施

　　　Pa：Bonferroni の補正による多重比較（有意差ありの年代比較のみ表記）　　　Pb：Cochran-Armitage 検定
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と思う」の項目では、「あまりそうでない」と答えた者が

20─29歳と40─59歳で最も多かった（37.1％、42.1％）。

30─39歳では「まったくそうでない」と答えた者が最

も多かった（45.2％）。「メタボリックシンドロームに

対して世間は騒ぎすぎだと思う」の項目では、「あま

りそうでない」と答えた者が、20─29歳で40.0％、30─

39歳で35.6％、40─59歳で42.1％と最も多かった。こ

れら２項目では年代間に有意差は認められなかった。

　「メタボリックシンドロームになると自分の生活が

どうなるか考えたことがある」の項目では、20─29歳

で「まったくそうでない」「あまりそうでない」と答

えた者は最も多かった各31.4％。30─39歳、40─59歳で

は「あまりそうでない」が最も多く（30.3％）、20─29

歳と40─59歳の間に有意差を認めた（P＜.05）。年齢

間の傾向検定にも有意差がみられた（P＜.01）。
　「メタボリックシンドロームの人が増えると社会は

どうなるか考えたことがある」の項目では、「あまり

そうでない」と答えた者が20─29歳で42.9％、30─39歳

で35.6％、40─59歳で36.8％と最も多かった。一方、

20─29歳で「とてもそうだ」と答えた者はなく（０％）、

40─59歳では6.6％であり、20─29歳と40─59歳の間に有

意差を認めた（P＜.01）。また30─39歳で「まったく

そうでない」と答えた者が28.8％、40─59歳は「どち

らかといえばそうだ」と答えた者が25％であり、30─

39歳と40─59歳の間に有意差を認めた（P＜.05）。年

齢間の傾向検定にも有意差がみられた（P＜.01）。
　４）有益性と障害の認識（表５）

　「健康は自分にとって大切である」の項目では、「と

てもそうだ」と答えた者が20─29歳で62.9％、30─39歳

で61.6％、40─59歳で65.8％と最も多かった。「今の自

分は精神的に余裕がある状態である」の項目では、20

─29歳、30─39歳で「どちらかといえばそうだ」と答え

た者が最も多かった（42.9％、38.4％）40─59歳では「あ

まりそうでない」と答えた者が最も多かった（40.8％）。

「今の自分は経済的に余裕がある状態である」の項目

では、20─29歳と40─59歳で「あまりそうでない」と答

えた者が最も多かった（42.9％、53.9％）。30─39歳で

は「どちらかといえばそうだ」と答えた者が最も多かっ

た（32.9％）。これら３項目では年代間に有意差は認

められなかった。

　「今の自分は時間の余裕がある状態である」の項目で

は、「あまりそうでない」と答えた者が20─29歳で45.7％、

30─39歳で40.3％、40─59歳で50％と最も多かった。年

代間では「まったくそうでない」と答えた者は20─29歳

ではおらず（０％）、40─59歳では17.1％であった。「まあ

まあそうだ」と答えた者が20─29歳では20.0％あり、20─

29歳と40─59歳の年代間に有意差を認めた（P＜.05）。
年齢間の傾向検定にも有意差がみられた（P＜.05）。
　「健康は自分や家族の生活の維持に大切なことだと

思う」の項目では、「とてもそうだ」と答えた者は20─

29歳で57.1％、30─39歳で69.9％、40─59歳で67.1％と最

も多かった。「仕事よりも健康は大切だと思う」の項

目では、20─29歳と40─59歳で「まあまあそうだ」と答

えた者が最も多かった（37.1％、38.2％）。30─39歳で

は「とてもそうだ」と答えた者が最も多かった（43.8％）。

この２項目では年代間に有意差は認められなかった。

　「趣味よりも健康は大切だと思う」の項目では20─29

歳と40─59歳で「まあまあそうだ」と答えた者が最も多

かった（40.0％、36.8％）。30─39歳では「とてもそうだ」

が37.0％と最も多かった。年代間では、20─29歳には

「まったくそうでない」と答えた者が5.7％、「あまり

そうでない」が11.4％で、30─39歳では「まったくそ

うでない」は1.4％、「あまりそうでない」が5.5％であっ

た。20─29歳と30─39歳の間に有意差を認めた（P＜.05）。
年齢間の傾向検定にも有意差がみられた（P＜.01）。
　５）行動のきっかけ（表６）

　「１年以内に家族に大きな変化があった」の項目では、

「まったくそうでない」と答えた者が20─29歳で54.3％、

30─39歳で47.9％、40─59歳で65.8％と最も多かった

（P＜.05）。年代間では30─39歳で「とてもそうだ」が

26.0％、40─59歳で14.5％であり、30─39歳と40─59歳

の間に有意差を認めた（P＜.05）。
　「健診結果が手元に届いたら内容を確認する」の項目

では、「とてもそうだ」と答えた者が20─29歳で62.9％、

30─39歳で61.6％、40─59歳で67.1％と最も多く、「健

康診断結果で分からないことは調べる」の項目では、

20─29歳で「まあまあそうだ」と答えた者が最も多く

（40.0％）、30─39歳で「どちらかといえばそうだ」が

最も多かった（35.6％）。これら２項目に年代間の有

意差は認められなかった。

　「健康診断を毎年受けている」の項目では、20─29歳

で60.0％、30─39歳で86.3％、40─59歳で80.3％が「と

てもそうだ」と答え最も多かった（P＜.05）。年代間

では20─29歳で「とてもそうだ」が60.0％、「まあまあ

そうだ」が22.9％、「どちらかといえばそうだ」が

11.4％に 対 して、30─39 歳 の「とてもそうだ」が

87.7％、「まあまあそうだ」が4.1％、「どちらかとい

えばそうだ」が1.4％であり20─29歳と30─39歳の間に
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有意差がみとめられた（P＜.05）。
　「健康診断結果は毎年書面でもらっている」の項目で

は、20─29歳で57.1％、30─39歳で87.7％、40─59歳で

80.3％が「とてもそうだ」と答え最も多かった（P＜

0.01）。年代間では20─29歳では「とてもそうだ」が

57.1％、「まあまあそうだ」が22.9％、「どちらかとい

えばそうだ」が8.6％に対して、30─39歳、40─59歳で「と

てもそうだ」が87.7％、80.3％、「まあまあそうだ」

が4.1％、10.5％、「どちらかといえばそうだ」が2.7％、

6.6％であり、20─29歳と30─39歳の間と20─29歳と40─

59歳の間に有意差を認めた（P＜.05、P＜.01）。
　「ここ１年くらいの間に身近な人が入院するくらい

の病気になった」の項目では、20─29歳で48.6％、30─

39歳で49.3％、40─59歳で44.7％が「まったくそうで

ない」と答え最も多かった。「最近、新聞やテレビ・

ラジオニュースから有名人の健康に関するニュースが

あった」の項目では、20─29歳で37.1％、30─39歳で

49.3％、40─59歳で36.8％が「とてもそうだ」と答え

表５　メタボリックシンドロームに関わる生活習慣に関連すると予測される項目の年代別比較【有益性と障害の認識】

	 （N＝184）

有益性と障害の認識

全体 20-29歳 30-39歳 40-59歳

P P a P b（N＝184） （N＝35） （N＝73） （N＝76）

n ％ n ％ n ％ n ％

健康は自分にとって大切である

　まったくそうでない 2 1.1 1 2.9 1 1.4 0 0.0
　あまりそうでない 2 1.1 1 2.9 1 1.4 0 0.0
　どちらかといえばそうだ 18 9.8 0 0.0 11 15.1 7 9.2 0.69
　まあまあそうだ 45 24.5 11 31.4 15 20.5 19 25.0
　とてもそうだ 117 63.6 22 62.9 45 61.6 50 65.8

今の自分は精神的に余裕がある状態である

　まったくそうでない 13 7.1 1 2.9 8 11.0 4 5.3
　あまりそうでない 62 33.7 9 25.7 22 30.1 31 40.8
　どちらかといえばそうだ 68 37.0 15 42.9 28 38.4 25 32.9 0.25
　まあまあそうだ 31 16.8 8 22.9 9 12.3 14 18.4
　とてもそうだ 10 5.4 2 5.7 6 8.2 2 2.6

今の自分は経済的に余裕がある状態である

　まったくそうでない 31 16.8 6 17.1 16 21.9 9 11.8
　あまりそうでない 79 42.9 15 42.9 23 31.5 41 53.9
　どちらかといえばそうだ 57 31.0 11 31.4 24 32.9 22 28.9 0.76
　まあまあそうだ 11 6.0 2 5.7 6 8.2 3 3.9
　とてもそうだ 6 3.3 1 2.9 4 5.5 1 1.3

今の自分は時間の余裕がある状態であるb

　まったくそうでない 24 13.1 0 0.0 11 15.3 13 17.1

0.02
（20-29歳と40-59歳）

　あまりそうでない 83 45.4 16 45.7 29 40.3 38 50.0
　どちらかといえばそうだ 53 29.0 11 31.4 25 34.7 17 22.4 0.02 　0.03
　まあまあそうだ 15 8.2 7 20.0 2 2.8 6 7.9
　とてもそうだ 8 4.4 1 2.9 5 6.9 2 2.6

健康は自分や家族の生活の維持に大切なことだと思う

　まったくそうでない 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
　あまりそうでない 4 2.2 2 5.7 1 1.4 1 1.3
　どちらかといえばそうだ 14 7.6 2 5.7 3 4.1 9 11.8 0.38
　まあまあそうだ 44 23.9 11 31.4 18 24.7 15 19.7
　とてもそうだ 122 66.3 20 57.1 51 69.9 51 67.1

仕事よりも健康は大切だと思う

　まったくそうでない 1 0.5 0 0.0 1 1.4 0 0.0
　あまりそうでない 7 3.8 3 8.6 1 1.4 3 3.9
　どちらかといえばそうだ 50 27.2 8 22.9 22 30.1 20 26.3 0.62
　まあまあそうだ 59 32.1 13 37.1 17 23.3 29 38.2
　とてもそうだ 67 36.4 11 31.4 32 43.8 24 31.6

趣味よりも健康は大切だと思う

　まったくそうでない 3 1.6 2 5.7 1 1.4 0 0.0

0.03
（20-29歳と30-39歳）

　あまりそうでない 10 5.4 4 11.4 4 5.5 2 2.6
　どちらかといえばそうだ 62 33.7 12 34.3 24 32.9 26 34.2 0.03 ＜0.01
　まあまあそうだ 59 32.1 14 40.0 17 23.3 28 36.8
　とてもそうだ 50 27.2 3 8.6 27 37.0 20 26.3

　注）検定方法　Kruskal-Wallis 検定　P＜0.05には Bonferroni の補正による多重比較を実施

　　　P a：Bonferroni の補正による多重比較（有意差ありの年代比較のみ表記）b：N＝183　　　P b：Cochran-Armitage 検定
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最も多かった。「身近な人から勧められ健康行動をと

ることがある」の項目では、20─29歳で「まあまあそ

うだ」と答えた者が最も多く（37.1％）、30─39歳、40─

59歳で「どちらかといえばそうだ」と答えた者が最も

多く（28.8％、32.9％）、これら３項目では年代間の

有意差は見られなかった。

　６）専門家の支援（表７）

　「専門家から健康診断結果の説明を受ける機会があ

る」の項目では、20─29歳、30─39歳では「まったくそ

うでない」と答えた者が最も多く（40.0％、37.0％）、

40─59歳では「あまりそうでない」と答えた者が最も

多かった（31.6％）（P＜.01）。年代間では「とても

表６　メタボリックシンドロームに関わる生活習慣に関連すると予測される項目の年代別比較【行動のきっかけ】	（N＝184）

行動のきっかけ

全体 20-29歳 30-39歳 40-59歳

P P a P b（N＝184） （N＝35） （N＝73） （N＝76）

n ％ n ％ n ％ n ％

１年以内に家族に大きな変化があった

　まったくそうでない 104 56.5 19 54.3 35 47.9 50 65.8

　0.04
（30-39歳と40-59歳）

　あまりそうでない 22 12.0 6 17.1 6 8.2 10 13.2
　どちらかといえばそうだ 7 3.8 1 2.9 4 5.5 2 2.6 　0.04
　まあまあそうだ 14 7.6 2 5.7 9 12.3 3 3.9
　とてもそうだ 37 20.1 7 20.0 19 26.0 11 14.5

健診結果が手元に届いたら内容を確認する

　まったくそうでない 2 1.1 1 2.9 1 1.4 0 0.0
　あまりそうでない 3 1.6 1 2.9 0 0.0 2 2.6
　どちらかといえばそうだ 14 7.6 3 8.6 7 9.6 4 5.3 　0.71
　まあまあそうだ 47 25.5 8 22.9 20 27.4 19 25.0
　とてもそうだ 118 64.1 22 62.9 45 61.6 51 67.1

健康診断結果で分からないことは調べる

　まったくそうでない 8 4.3 2 5.7 6 8.2 0 0.0
　あまりそうでない 33 17.9 8 22.9 10 13.7 15 19.7
　どちらかといえばそうだ 50 27.2 6 17.1 26 35.6 18 23.7 　0.33
　まあまあそうだ 47 25.5 14 40.0 12 16.4 21 27.6
　とてもそうだ 46 25.0 5 14.3 19 26.0 22 28.9

健康診断を毎年受けている

　まったくそうでない 6 3.3 2 5.7 3 4.1 1 1.3

　0.01
（20-29歳と30-39歳）

　あまりそうでない 4 2.2 0 0.0 3 4.1 1 1.3
　どちらかといえばそうだ 11 6.0 4 11.4 1 1.4 6 7.9 　0.01
　まあまあそうだ 18 9.8 8 22.9 3 4.1 7 9.2
　とてもそうだ 145 79.2 21 60.0 63 86.3 61 80.3

健康診断結果は毎年書面でもらっている

　まったくそうでない 6 3.3 2 5.7 3 4.1 1 1.3
　0.02

（20-29と30-39）

＜0.01
（20-29と40-59歳）

　あまりそうでない 4 2.2 2 5.7 1 1.4 1 1.3 ＜0.01
　どちらかといえばそうだ 10 5.4 3 8.6 2 2.7 5 6.6
　まあまあそうだ 19 10.3 8 22.9 3 4.1 8 10.5
　とてもそうだ 145 78.8 20 57.1 64 87.7 61 80.3

ここ１年くらいの間に身近な人が入院するくらいの病気になった

　まったくそうでない 87 47.3 17 48.6 36 49.3 34 44.7
　あまりそうでない 19 10.3 6 17.1 3 4.1 10 13.2
　どちらかといえばそうだ 12 6.5 3 8.6 5 6.8 4 5.3 　0.79
　まあまあそうだ 20 10.9 2 5.7 8 11.0 10 13.2
　とてもそうだ 46 25.0 7 20.0 21 28.8 18 23.7

最近、新聞やテレビ・ラジオニュースから有名人の健康に関するニュースがあった

　まったくそうでない 3 1.6 1 2.9 1 1.4 1 1.3
　あまりそうでない 15 8.2 0 0.0 6 8.2 9 11.8
　どちらかといえばそうだ 40 21.7 9 25.7 16 21.9 15 19.7 　0.52
　まあまあそうだ 49 26.6 12 34.3 14 19.2 23 30.3
　とてもそうだ 77 41.8 13 37.1 36 49.3 28 36.8

身近な人から勧められ健康行動をとることがある

　まったくそうでない 15 8.2 5 14.3 7 9.6 3 3.9
　あまりそうでない 45 24.5 4 11.4 20 27.4 21 27.6
　どちらかといえばそうだ 55 29.9 9 25.7 21 28.8 25 32.9 　0.65
　まあまあそうだ 47 25.5 13 37.1 13 17.8 21 27.6
　とてもそうだ 22 12.0 4 11.4 12 16.4 6 7.9

　注）検定方法　Kruskal-Wallis 検定　P ＜0.05には Bonferroni の補正による多重比較を実施

　　　Pa：Bonferroni の補正による多重比較（有意差ありの年代比較のみ表記）　　　Pb：Cochran-Armitage 検定
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そうだ」とした者は、20─29歳で8.6％、30─39歳で

11.0％、40─59歳では25.0％と20─29歳と40─59歳、30─39

歳と40─59歳の間に有意差を認めた（P＜0.5、P＜0.5）。
年齢間の傾向検定にも有意差がみられた（P＜.05）。
　「専門家から健康診断結果の指導・助言を受ける機

会がある」の項目では、20─29歳、30─39歳では「まったく

そうでない」と答えた者が最も多く（42.9％、39.7％）、

40─59歳では「あまりそうでない」が最も多かった

（30.3％）（P＜.01）。年代間では「とてもそうだ」と

した者は、20─29歳で8.6％、30─39歳で11.0％、40─59

歳では15.8％と20─29歳と40─59歳、30─39歳と40─59歳

の間に有意差を認めた（P＜0.5、P＜0.5）。年齢間の

傾向検定にも有意差がみられた（P＜.05）。

Ⅳ．考　　　　　察

　「生活環境」の各項目では年代間の差はみられず、

身近な人の闘病体験、家族のメタボリックシンドロー

ムへの関心、職場のサポートのいずれも少ない傾向が

認められた。職場や家族といった環境要因の充足状況

は行動変容の促進と抑制の両因子となることが50─60

歳代勤労男性への研究で明らかになっている5)。50歳

未満の若い世代においても同様に因子として働く可能

性が考えられるため、職場や家族に働きかけることは

年代を問わず必要であると考えられる。

　「知識」の各項目では、同じく、年代による違いは

見られなかった。メタボリックシンドロームという言

葉の認知度は高く、「健康日本21最終評価」とも一致

した2)。しかし、腹囲がメタボリックシンドロームの

基準になることについての正しい知識の不足の傾向が

各年代に、健康診断結果内容から体の変化を想像する

能力の不足の傾向が20─29歳、30─39歳にそれぞれ認め

られ、健康に関する問題意識や自己管理につながる知

識の普及は十分でないことが示唆された。高木らは40─

60歳代勤労男性に対する研究で、健診の数値の意味が

分からないという医学的知識の不足が行動変容の抑制

要因であると報告し4)、鈴木らは30─39歳男性への研究

で、検査結果が示す体の状態を問題がないと捉える考

え方と生活の改善が必要なものと捉える考え方の相

反12) を報告している。また、高木らは40─60歳代勤労

男性への研究でメタボリックシンドロームの基準が腹

囲ということ自体への不信感があるともしている4)。

各年代において、メタボリックシンドロームに対する

正しい知識の充足のためのアプローチが必要であると

考える。

　「罹患性と重大性の認識」では、各年代でメタボリッ

クシンドロームは自分にも関係があると考えている傾

向が認められた。笹山らは「腹囲がメタボリックシン

ドローム基準に該当しショックを受ける気持ちやこの

ままでは危ないといった健康状態への危機感は行動変

容の契機となるとし、健康状態の認識不足や満足感は

動機の不足となり行動変容の抑制要因となる5) と報告

している。各年代に対しメタボリックシンドロームに

対する正しい知識を提供し、嫌だと思う気持ちを強化

することが罹患性の認識をより高めることになると考

える。

　一方、重大性の認識につながると考えられる「メタ

ボリックシンドロームになるのは嫌だ」という項目で

表７　メタボリックシンドロームに関わる生活習慣に関連すると予測される項目の年代別比較【専門家の支援】	 （N＝184）

専門家の支援

全体 20-29歳 30-39歳 40-59歳

P P a P b（N＝184） （N＝35） （N＝73） （N＝76）

n ％ n ％ n ％ n ％

専門家から健康診断結果の説明を受ける機会がある

　まったくそうでない 51 27.7 14 40.0 27 37.0 10 13.2
0.01

（20-29歳と40-59歳）

0.04
（30-39歳と40-59歳）

　あまりそうでない 45 24.5 9 25.7 12 16.4 24 31.6
　どちらかといえばそうだ 31 16.8 5 14.3 13 17.8 13 17.1 ＜0.01 0.04
　まあまあそうだ 27 14.7 4 11.4 13 17.8 10 13.2
　とてもそうだ 30 16.3 3 8.6 8 11.0 19 25.0

専門家から健康診断結果の指導・助言を受ける機会がある

　まったくそうでない 55 29.9 15 42.9 29 39.7 11 14.5
0.02

（20-29歳と40-59歳）

0.04
（30-39歳と40-59歳）

　あまりそうでない 43 23.4 8 22.9 12 16.4 23 30.3
　どちらかといえばそうだ 33 17.9 5 14.3 13 17.8 15 19.7 ＜0.01 0.03
　まあまあそうだ 30 16.3 4 11.4 11 15.1 15 19.7
　とてもそうだ 23 12.5 3 8.6 8 11.0 12 15.8

　注）検定方法　Kruskal-Wallis 検定　P ＜0.05には Bonferroni の補正による多重比較を実施

　　　Pa：Bonferroni の補正による多重比較（有意差ありの年代比較のみ表記）　　　Pb：Cochran-Armitage 検定
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は年代間の差が認められ、20─29歳・30─39歳全員が「嫌

だ」としたが40─59歳には「嫌ではない」とした者があっ

た。しかし、メタボリックシンドロームになると自分

の生活や社会がどうなるかを考えたことがある、とす

る者の割合は20─29歳・ 30─39歳よりも40─59歳の方が

高く、年代が上がるにつれ高い傾向が示された。この

理由として考えられることは、40歳以上を対象とする

特定健診・保健指導制度である。40─50歳はこの制度

の受診を通してメタボリックシンドロームについて知

識を得、それが自分の生活や社会に及ぼす影響につい

て考える機会になっていると推測される。生活習慣病

有病者・予備群減少の為に、20─29歳、30─39歳に対し

ては重大性の認識を高める支援が必要であると考え

る。

　「有益性と障害の認識」では、いずれの年代も精神

的余裕はどちらかといえばあり、経済的余裕はあまり

ないと認識していた。時間の余裕はどの年代もあまり

ないとする者が最も多かったが、20─29歳では全く余

裕がない者はおらず、この点で40─59歳との違いを認

めた。時間の余裕がない、あまりないとする者は20─

29歳から年齢グループが上がるにつれ増加する傾向が

見られた。高木らは精神的余裕や時間の余裕は行動変

容の促進・抑制要因として存在する4) としている。発

達段階や家庭、仕事などの環境要因と、精神や時間の

余裕を併せて考えながら、各年代に対して健康を有益

なものであるという認識を支援する関わりが必要であ

ると考えられる。また、健康は自分や家族の生活の維

持にとって大切だという認識を各年代が持っているこ

とが明らかになった。趣味と健康について、各年代の

９割以上が、健康あっての趣味と考えていたが、そう

思わない者が20─29歳に少数認められた。笹山らは50─

60歳代勤労男性を対象とした研究で、趣味を楽しみた

いという気持ちは生きがいに通じ、明確な動機として

行動変容の促進要因となる5) としている。健康でいる

と趣味が楽しめる、健康でいることは有益であるとい

うことを支持していけるような関わりが、各年代をと

おして必要であると考えられる。また本研究の20─29歳、

30─39歳には健康は自分にとって大切ではないとした

者が僅かではあるが認められた。そうした者の割合は

20─29歳で２割弱認められ、30─39歳、40─59歳の順に

減少する傾向が示された。高木らは、メタボリックシ

ンドロームについて考える時、心理社会的背景を考慮

にいれなければ対象の心に響かず継続的支援は困難に

なること4) を示唆している。このことを念頭に、本研

究としては20─29歳、30─39歳に対して健康を障害と捉

えるのではなく有益と捉えられるように対象の心理を

受け止める関わりを大切にすることが必要と考えられ

る。

　「行動のきっかけ」となる項目では、30─39歳で１年

以内に家族に大きな変化があった者が多い傾向がみら

れた。また、30─39歳は「家族に対する役割（育児）」を

担う者が最も多かった。鈴木らは30─39歳男性の健康

に対する価値観の構造として「健康を家族や仲間との

関係から意味づける」段階を示し、健康は家庭を持ち

家族への責任を感じることで重視される、という意味

づけが健康行動をとる過程で行われている12) と述べて

いる。一方で本研究における30─39歳には、時間的余

裕はあまりないとする者が多かった。家族の大きな変

化はメタボリックシンドロームの予防行動のきっかけ

にもなるが、自己の健康よりも家族の変化への対応が

優先されることにより、メタボリックシンドロームの

予防行動の抑制要因にもなりうると考えられる。また、

健康診断について、30─39歳、40─59歳は毎年必ず受診

する者が８割を超え、20─29歳の６割との差が認めら

れた。労働安全衛生法による定期健康診断は実施義務

である13) ものの、業種及び雇用形態によっては受診の

機会の保障や受診を勧奨する仕組みに差があり、本結

果となったことが推察される。また健康診断結果を毎

年書面でもらう者も20─29歳よりも30─39歳、40─59歳

に多く、年代間の差を認めた。これらより、20─29歳

には健康診断受診機会の保障、受診勧奨および健康診

断結果を確認する機会を提供する仕組みを整えること

が必要であると考えられる。

　「専門家の支援」では、特に、特定健診・保健指導

の対象年齢に達しない20─29歳、30─39歳で専門家から

健診結果の説明を受ける機会、専門家から健診結果の

指導・助言を受ける機会が全くない者の割合が多いこ

とが明らかになった。専門家からの健診結果の指導・

助言を受ける機会が全くない、あまりない者の割合は

20─29歳が最も多く、30─39歳、40─59歳と減少する傾

向が見られたが、30─39歳で５割以上がその機会が全

くない、あまりないという現状が示された。30─39歳

常用労働者への定期健診後の保健指導に関する研究で

は、国内の小規模事業所25か所の30─39歳有所見労働

者への保健指導の実施率は１か所（４％）と非常に低

く8)、本研究での「30─39歳は専門家から健診結果の説

明を受ける機会、健診結果の指導・助言を受ける機会

が全くない」という結果と一致していた。また、本研
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究の対象者の20─29歳で７割以上、30─39歳で６割以上

が生活習慣改善についての専門家からの助言を受けた

いと答えていた。曽我らは、30─39歳のメタボリック

シンドローム予備群以上の者で機会があれば保健指導

を希望する者の割合が54.8％であったと報告してお

り7)、本研究結果とも一致している。これらより、20─

29歳、30─39歳には専門家からの健診結果の説明や保

健指導・助言を受ける機会を構築する支援体制の充実

が望まれる。

Ⅴ．研 究 の 限 界

　本研究は、関東地方１県内における20歳─39歳の若

い世代を含む対象の生活習慣病予防に関わる現状を明

らかにした。しかし、地域が限定的であること、およ

び、勤労形態、業種、従業員規模等の対象の特性を考

慮していないことから、本研究結果を	20─50歳代男性

一般の結果として解釈するには限界がある。今後は今

回の研究結果をもとに集団の持つ条件を検討・考慮し

た調査が必要である。また、本研究では研究方法の通

り「メタボリックシンドロームに関わる生活習慣に関

連すると予測される項目（33項目）」を生成したが、

これらについて因子分析を行ったところ本研究の分類

とは異なる分類が得られた。併せて今後の研究課題と

したい。

Ⅵ．結　　　　　論

　本研究では、生活習慣病有病者・予備群の発生を予

測、予防する観点から肥満の増加が著明である20─50

歳代男性を対象とし、メタボリックシンドロームに関

わる認識、生活環境、保健行動の特徴を年代間の比較

から明らかにし、生活習慣病予防の支援に資する示唆

を得ることを目的とした。メタボリックシンドローム

予防の支援として、年代を問わず家族や職場に働きか

けること、正しい知識の充足は絶えず必要であること、

特に40歳前の年代に対してはメタボリックシンドロー

ムになれば自身の生活や社会に大きな変化をいずれ伴

うという認識を高めることが必要である。同時に、40

歳前の年代にはメタボリックシンドロームがいけない

という以前に、健康でいることは有益であると捉えら

れるような対象の心に響く支援的な関わりが必要であ

る。40歳前の年代への専門家の支援を受ける機会の確

保の必要性が示唆された。
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Abstract

Objective:	To	ascertain	the	features	of	attitudes	regarding	metabolic	syndrome,	living	

conditions,	and	health	behaviors	of	men	in	their	20s–50s	by	age	group.

Methods:	A	questionnaire	featuring	33	items	constituting	6	aspects	of	lifestyle	related	to	

metabolic	syndrome	was	devised,	and	304	men	in	their	20s–50s	 in	a	prefecture	 in	the	

Kanto	region	were	asked	to	complete	the	anonymous	questionnaire.　Responses	were	

analyzed	using	a	Kruskal-Wallis	test,	and	multiple	comparisons	were	performed.

Results:	One	hundred	and	eighty-four	valid	 responses	were	 received.　Differences	

between	 age	 groups	were	 noted	 in	 4	 of	 8	 items	 related	 to	“attitudes	 regarding	

susceptibility	and	seriousness,”	 in	2	of	7	 items	related	to	“attitudes	regarding	benefits	

and	harms,”	3	of	8	items	related	to	“the	impetus	for	one’s	behavior,”	and	2	of	2	items	

related	to	“support	from	an	expert.”　Responses	of	men	in	their	20s	in	particular	often	

differed	from	the	responses	of	men	in	other	age	groups.　There	were	no	differences	in	

any	of	the	4	items	related	to	“living	conditions”	or	the	4	items	related	to	“knowledge.”

Discussion:	Results	suggested	the	need	to	provide	support	to	increase	awareness	of	the	

seriousness	of	metabolic	syndrome	and	to	 improve	attitudes	regarding	health	benefits	

of	 individuals	 in	 their	20s–30s	and	 the	need	 to	provide	opportunities	where	one	can	

receive	support	from	an	expert.

Key words:	metabolic	syndrome,	 lifestyle-related	diseases,	attitudes,	health	behaviors,	

men	in	their	20s–50s
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１）群馬パース大学

原著論文

マタニティハラスメント被害の状況と妊婦の心身の自覚症状の変化

廣 瀬 文 乃1)・中島久美子1)・早 川 有 子1)

Details of Maternity Harassment Damage and Changes 

in the Subjective Symptoms of Pregnant Women Due 

to Maternity Harassment Damage

Ayano HIROSE1)・Kumiko NAKAJIMA1)・Yuko HAYAKAWA1)

要　　旨

【目　的】　本研究の目的は、妊娠中の就労女性が受けたマタニティハラスメント（以下、マタハラ）

被害の状況と、マタハラ被害に伴う妊婦の心身の自覚症状の変化を明らかにすることである。

【方　法】　妊娠中に就労しており、産後１か月健診に来院した女性172名を対象に無記名自記式質

問紙調査を実施し、統計学的に分析した。

【結　果】　妊娠中にマタハラ被害を受けた者は30名（17.4％）であった。マタハラ被害の状況は、

居心地の悪い職場環境等の内容であり、妊娠初期に男性の上司からの被害が多かった。マタハラ被

害前後の心身の自覚症状は、身体的症状では腹部の締めつけ感（p＝0.002）、食欲減退感（p＝0.005）、
動悸（p＝0.005）、易疲労感（p＝0.001）、全身倦怠感（p＝0.012）、心理的症状では抑うつ気分（p

＝0.002）、自己過少評価（p＝0.000）、不満足感（p＝0.000）、イライラ感（p＝0.000）、無気力（p

＝0.002）であり、被害後に症状が増強し有意差を認めた。

【結　論】　妊婦の心身の自覚症状は、重篤な合併症につながる恐れがあり、助産師はマタハラ被害

の状況や妊婦の心身の自覚症状の変化を捉え、妊婦自身が心身の健康をコントロールできるよう支

援することが求められる。

キーワード：マタニティハラスメント、妊婦、就労女性、被害、自覚症状

Ⅰ．緒　　　　　言

　日本では、就労女性の労働力総人口に占める割合が

増加傾向にある1)。この理由は、妊娠・出産・育児を

しながら働くことを望む女性が88％と年々上昇してき

ている事が要因の一つと考えられる2)。一方、妊娠や

出産を機に仕事を辞める女性が６割との報告もある3)。

その退職理由は、自主的なものや家族との調整が整わ

ず諦めて辞めたものの他、解雇や退職勧奨をされた等

幅広い3)。解雇や退職勧奨については、男女雇用均等

法や労働基準法により、妊娠・出産を理由とした解雇

の制限等で保障されているが、退職理由に挙がる背景

にはマタニティハラスメント（以下、マタハラ）の存

在が考えられる3)。

　マタハラとは、働く女性が妊娠・出産・育児を理由

として、解雇・雇い止めをされることや、職場で受け

る精神的・肉体的なハラスメントと定義されている4)。

マタハラに関する社会への周知や情報提供は、厚生労

働省が作成した明るい職場応援団5)のホームページや、

日本労働組合総連合会が作成したマタハラ手帳4) 等が

ありインターネット上で公表されている。

　厚生労働省の調査では、マタハラに関係する相談件
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数の推移が、年々増加傾向にあるとされている2)。また、

2015年に行われた妊娠中から産後５年以内の就労女性

を対象としたマタハラに関する調査では、28.6％がマ

タハラ被害を受けている3) と報告されている。マタハ

ラが発生する職場の原因は、社員側の妊娠・出産への

理解不足、職場の不変的な業務過多・人員不足等があ

ると言われている3)。そのため、マタハラ被害予防の

ために被害の状況を明らかにし、妊婦自身や社会がで

きる対応を明らかにする必要があると考える。

　池田ら6) は、妊娠中にマタハラ被害を受けることで

胎児への否定的感情や抑うつ症状が出現すると報告し

ている。また、マタハラ手帳4) ではマタハラ被害を受

けることで心身に影響が起こるとされている。しかし、

マタハラ被害前後における具体的な心身の自覚症状の

変化は明らかにされていない。よって、マタハラ被害

の状況と妊娠中のマタハラ被害による就労妊婦の心身

に及ぼす影響を検討することにより、妊婦に多く接し

支援や指導を行う助産師の支援の一助になると考え

る。

　本研究の目的は、妊娠中のマタハラ被害の状況、マ

タハラ被害による妊婦の心身の自覚症状の変化を明ら

かにすることである。

１．用語の操作的定義

　１）心身の自覚症状の変化

　　　妊婦自身が、マタハラ被害の前後に自覚した心

身の症状の変化を示す。

　２）マタハラ被害者

　　　妊娠中の就労女性の中で、自身がマタハラを受

けたと自覚している者を示す。

　３）マタハラ加害者

　　　マタハラ被害者が、マタハラ被害を受けたと考

えている相手を示す。

Ⅱ．研究方法

１．研究デザイン

　本研究は、横断的記述的観察研究である。

２．研究対象と調査期間

　研究対象者は、今回の妊娠の初診時に就労をしてい

た女性で産後１か月検診に来院した者とした。除外条

件としては、妊娠経過に影響を及ぼす現病歴があった

者、妊娠中に母体と胎児のどちらかに異常の診断を受

け、産後に母子分離となるような重篤な異常があった

者とした。

　研究協力施設は、Ａ県内で研究協力が得られた正常

分娩を年間1,000～1,500件程度取り扱う産科医療施設

２カ所で行なった。この２施設では、就労と妊娠の両

立に関わる通勤緩和処置や出産手当金について等の説

明は行っているものの、マタハラについての保健指導

は行っていない。

　調査期間は、平成29年８月８日～平成30年３月31日

である。

３．調査方法

　無記名自記式質問紙で調査を実施した。

　マタハラ被害の出来事を鮮明に捉えるため、今回の

妊娠中のマタハラ被害を想起する方法を取った。なお、

本調査を妊娠中に行うことで、実際にマタハラ被害を

受けている妊婦に心理的な苦痛が生じる可能性を考慮

し、妊娠期の内容を産後１か月検診で想起する調査方

法とした。

　質問紙の配布方法は、あらかじめ研究協力施設の担

当者から正常な妊娠経過であったことの情報を確認し、

対象者に外来の待ち時間等に１人ずつ妊娠中の就労の

有無について尋ね、承諾が得られた女性にのみ配布し

た。配布は、研究者もしくは研究協力施設の担当者が

行った。質問紙の回収方法は、施設に設置した回収箱

もしくは郵送での回収とした。

４．調査内容

　１）対象の基本的属性

　　　今回の妊娠の初回診察時点での年齢、婚姻状況、

雇用状況、職場の従業員数を尋ねた。

　２）最も印象に残ったマタハラ被害の内容と状況

　　　マタハラ被害による自覚症状をとらえる為に、

エピソードの一つとして最も印象に残ったマタハ

ラ被害の状況を尋ねた。マタハラ被害の内容は、

山中ら7) の就労女性のマタハラに関する新聞記事

調査を参考に、居心地の悪い職場環境（陰口、職

場の人の態度や行動）、過剰な労働による流産の

恐れ等７項目を選択肢として提示した。また、そ

の最も印象深いマタハラ被害について、受けた時

期・加害者との関係・加害者の性別を提示し状況

に関する回答を得た。

　３）マタハラ被害前後での心身の自覚症状

　　　マタハラ被害で生じた心身の自覚症状の変化を
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とらえるため、妊娠中に職場で受けたマタハラの

中で最も印象に残っている体験について、マタハ

ラ被害を受ける前とその被害後に変化を感じた時

点の心身の自覚症状を尋ねた。身体的症状は、新

川8) の妊娠中に頻発しやすいマイナートラブル症

状と、長川9) の妊産褥婦の精神身体症状を参考に

10項目、心理的症状は、長川9) の妊産褥期の精神

身体症状及び、佐野10) らのセクシャルハラスメン

トを受けて出現する症状を参考に５項目を選定し

合計15項目とした。心身の自覚症状の評価は、

VASスケールを用い左端を０とし「全く症状が

ない」、右端を10とし「これ以上無いくらい強い

症状」から回答を求めた。

５．分析方法

　統計学的分析は、SPSS	Statistics	Ver.24を用いた。

対象の基本的属性は、単純集計とマタハラ被害の有無

との比較をみるためFisherの正確確立検定を行った。

マタハラ被害の内容は、最も印象に残った被害の状況

を明らかにするため被害内容と被害時期・加害者との

関係・加害者の性別を単純集計した。マタハラ被害前

後の心身の自覚症状は、被害を受ける事でどのような

自覚症状の変化が起きているのかを明らかにするため

Wilcoxon の符号付順位検定を用いた。

６．倫理的配慮

　研究対象者に対し、研究目的、個人情報の保護、研

究協力は自由意志であること、辞退をしても不利益が

ないこと等を説明し、自由意志により調査に回答、提

出した者を研究に対して同意が得られた者とみなした。

また、質問用紙の配布時に、自身が受けたマタハラを

想起する事で心身の自覚症状に変化が生じる可能性が

あることを説明し、そのような場合には回答を中断、

中止する等の対応をとることを依頼した。さらに、研

究依頼文書には研究者の連絡先を記載し、アンケート

終了後にマタハラ被害についての問い合わせがあった

場合は、マタハラ手帳の紹介や厚生労働省の相談窓口

についての情報提供を行い対応することとした。なお、

本研究は群馬パース大学研究倫理審査委員会の承認を

得た後に調査を実施した（承認番号17-９、2018.5.10）。

Ⅲ．結　　　　　果

　質問紙は264部配布し、回収数は174部（65.9％）、

そのうち有効回答数は172部（98.9％）であった。

１．対象の基本的属性とマタハラ被害の有無

　対象の基本的属性とマタハラ被害の有無を、表１に

示す。妊娠中の就労女性172名中、マタハラ被害を受

けた者は30名（17.4％）、マタハラ被害を受けなかっ

た者は142名（82.6％）であった。基本的属性とマタ

ハラの有無間には、関連は見られなかった。

２．最も印象に残ったマタハラ被害の内容とその状況

　マタハラ被害の状況は、マタハラ被害を受けたと回

答した30名を対象に分析した。その結果を表２に示す。

　最も印象に残ったマタハラ被害の内容で、一番選択

した者が多かったのは「居心地の悪い職場環境」12名

（40.0％）であり、被害時期は妊娠期を通して発生して

いた。次に多かったのは、「過剰な労働による流産の

恐れ」９名（30.0％）であり、妊娠初期から中期にか

けて被害を受けていた。「女性の尊厳が傷つけられる

　表１　基本的属性とマタハラ被害の有無の比較	 （N＝172）

基本的属性
全体 マタハラ被害有 マタハラ被害無

p値
172 30（17.4％） 142（82.6％）

年齢
20～34歳 133（77.3％） 26（86.7％） 107（75.4％）

0.13335～44歳 39（23.7％） 4（13.3％） 35（24.6％）

婚姻状況
既婚 154（89.5％） 26（86.7％） 128（90.1％）

0.386未婚 18（10.5％） 4（13.3％） 14（ 9.9％）

出産回数
初産 103（59.9％） 17（56.7％） 86（60.6％）

0.145経産 69（40.1％） 13（43.3％） 56（39.4％）

雇用形態
正規雇用者 121（70.3％） 24（80.0％） 97（68.3％）

0.145非正規雇用者 51（29.7％） 6（20.0％） 45（31.7％）

従業員数 300人未満 86（50.0％） 11（36.7％） 75（52.8％）
0.079300人以上 86（50.0％） 19（63.3％） 67（47.2％）

　Fisher の正確確立検定
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心ない言葉」４名（13.3％）は、妊娠初期に被害を受け

ていた。「女性役割・母親役割の押しつけ」３名（10.0％）

は、妊娠中期から末期にかけて被害を受けていた。マ

タハラ被害が生じた内容の多くが、マタハラ加害者を

男性の上司であると回答した。一方、マタハラ被害の

内容の中で法律に反する内容の「労働条件の変更を余

儀なくされる」は、２名（6.7％）が被害を受け、被

害時期はそれぞれ妊娠初期と妊娠中期であった。また、

「退職の強要と不当な解雇」「権利が保障されない」は、

マタハラ被害を訴える者はいなかった。

３．最も印象に残ったマタハラ被害前後での心身の自

覚症状の変化

　最も印象に残ったマタハラ被害前後での心身の自覚

症状の変化を、表３に示す。マタハラ被害前の全症状

の平均値は2.00（最小値０、最大値10）、マタハラ被

害後の全症状の平均値は3.48（最小値０、最大値10）

であった。

　身体的症状では、消化器系症状の「腹部の締めつけ

感」（p＝0.002）、「食欲減退感」（p＝0.005）、循環器・

血管運動神経系症状の「動悸」（p＝0.005）、全身性・

　表２　最も印象に残ったマタハラ被害の内容とその状況	 （n＝30）

マタハラの

被害内容

被害者
マタハラ被害時期 加害者との関係 加害者の性別

妊娠初期 妊娠中期 妊娠末期 上司 同僚 その他※1 男性 女性

30

（100.0％）

16

（53.3％）

8

（26.7％）

6

（20.0％）

23

（76.7％）

3

（10.0％）

4

（13.3％）

19

（63.3％）

11

（36.7％）

居心地の悪い職場環

境

12

（40.0％）
5 3 4 10 2 0 7 5

過剰な労働による流

産の恐れ

9

（30.0％）
6 3 0 7 0 2 6 3

女性の尊厳が傷つけ

られる心ない言葉

4

（13.3％）
4 0 0 3 1 0 2 2

女性役割・母親役割

の押しつけ

3

（10.0％）
0 1 2 2 0 1 3 0

労働条件の変更を余

儀なくされる

2

（6.7％）
1 1 0 1 0 1 1 1

退職の強要と不当な

解雇
0 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

権利が保障されない 0 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

　※１　その他の内容：他部署、人事担当、職場全体

　表３　最も印象に残ったマタハラ被害前後での自覚症状の変化	 （n＝30）

妊娠中の症状
マタハラ被害前 マタハラ被害後

p値
mean±SD mean±SD

身
体
的
症
状

消化器系症状

腹部の締め付け感 1.00±1.60 2.77±3.26 0.002 **
食欲減退感 1.77±2.37 2.70±3.31 0.005 **
排便困難感 1.30±2.35 1.40±2.57 0.317

泌尿器・生殖器系症状
帯下の増加 1.27±2.00 1.53±2.33 0.157
性欲減退感 0.93±2.00 1.10±2.50 0.317

循環器・血管運動神経系症状 動悸 1.40±1.96 2.83±3.40 0.005 **
皮膚・口腔・感覚器系症状 皮膚の乾燥 2.40±3.00 2.67±3.48 0.440

全身性・精神神経系症状

易疲労感 3.07±3.03 4.77±3.65 0.001 **
全身倦怠感 3.07±2.86 4.33±3.47 0.012 *
眠気 3.77±3.10 4.30±3.38 0.071

心
理
的
症
状

精神神経系症状

抑うつ気分 1.33±1.92 3.10±3.60 0.002 **
自己過少評価 1.50±2.21 4.23±3.92 0.000 **
不満足感 2.33±2.66 5.40±4.09 0.000 **
イライラ感 2.87±2.65 6.90±2.86 0.000 **
無気力 2.03±2.54 4.13±3.85 0.002 **

　Wilcoxon の符号付順位検定	 *p＜0.05　　**p＜0.01　
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精神神経系症状の「易疲労感」（p＝0.001）、「全身倦

怠感」（p＝0.012）の５項目がマタハラ被害後に自覚

症状が強く認められた。

　心理的症状では、「抑うつ気分」（p＝0.002）「自己

過少評価」（p＝0.000）、「不満足感」（p＝0.000）、「イ

ライラ感」（p＝0.000）、「無気力」（p＝0.002）の全

５項目においてマタハラ被害後に自覚症状が強く認め

られた。

Ⅳ．考　　　　　察

１．マタハラ被害者の基本的属性

　本研究の対象者は、就労女性172名中、マタハラ被

害者は30名（17.4％）であり、池田ら6) の妊娠中のマ

タハラ被害者29.4％と比較し、やや少ない結果であっ

た。本研究では、想起法により、産後に妊娠中のマタ

ハラ被害の調査を行っており、妊娠中のマタハラ被害

の記憶が曖昧になった可能性が考えられる。また、基

本的属性とマタハラ被害の有無との関連は、初経産婦

別や雇用形態別等とマタハラ被害の有無との関連が指

摘されている3,6,11) が、先行研究では様々な結果が報

告されており、妊娠中にマタハラ被害を受けやすい対

象の要因を特定することは難しいと考えられる。本研

究においても、基本的属性とマタハラ被害の有無につ

いて関連はみられなかった。

２．最も印象に残ったマタハラ被害の内容とその状況

　最も印象に残ったマタハラ被害の内容とその状況に

ついては、表２に示した通り被害を受けたと回答の

あった「居心地の悪い職場環境（陰口、職場の人の態

度や行動）」「過剰な労働による流産の恐れ」「女性の

尊厳が傷つけられる心無い言葉」「女性役割・母親役

割の押し付け」は、概ね加害者が男性の上司であった。

この上記４項目は、マタハラが発生する職場の原因と

されている社員側の妊娠・出産への理解不足、職場の

普遍的な業務過多・人員不足等3) が背景にあると考え

られる。また、加害者は男性の上司が多いという結果

は、日本の管理職の男女比が男性９割12) であり男性が

職場の上司になることが多い事が関係していると考え

る。一方で、「労働条件の変更を余儀なくされる」と

いうマタハラ被害は、男女雇用機会均等法で制限され

ており加害者側の法律違反である。そのため、社会全

体が正しい知識を持ち、妊娠中の就労女性に理解を持

つことが求められる。

　また、本研究の結果においてマタハラ被害時期は、

妊娠初期にマタハラ被害を多く受けていた。妊娠初期

は、妊娠を上司に報告しつわり等の妊娠に伴うマイ

ナートラブルの変化に向き合いながら妊娠と就労を両

立していく時期である。しかし、妊娠初期の身体的変

化に伴い仕事に支障が生じた場合に、元々職場の業務

過多や人員不足がある中で柔軟な対応ができない状況

が予測される。一方で、中期以降に産前産後休暇や育

児休暇などの申請準備を進める事から、妊娠末期にな

るにつれてマタハラ被害を多く受けているとの報告も

ある6)。そのため、妊婦は妊娠期全体を通して被害を

受ける可能性があると理解し、制度の知識を持つなど

の被害予防に向けた対応が必要であると言える。

３．マタハラ被害による心身の自覚症状の変化が妊婦

に及ぼす影響

　本研究では、マタハラ被害を受けることで、身体的

症状や心理的症状の自覚症状が増強していることが明

らかになった。

　身体的症状の「腹部の締め付け感」は、筋緊張や子

宮収縮から感じる腹部の症状であり、妊娠中に腹部の

締め付け感を感じる事は、状況が持続すると切迫流早

産のリスクにつながる13)。また、「動悸」についても、

体温の変化や気温を含む環境因子、精神的ストレス等

が原因となり交感神経活性が亢進する状況下で増加し、

交感神経の亢進により安静が保たれず切迫流早産につ

ながる要因になると考える14)。働く女性の妊娠に関す

る調査15) では、心身に負担がかかる仕事をしていた人

は、順調な妊娠経過であった人に比べ流産や早産が高

い傾向であると報告されている。そのため、身体的症

状の中で切迫流早産につながる恐れのある「腹部の締

め付け感」や「動悸」の自覚症状をマタハラ被害後に

感じる場合は特に注意が必要であると考える。

　また、「易疲労感」と「全身倦怠感」は、元々妊娠

に伴うマイナートラブル症状の中でも上位３位を示す

発生頻度である8)。これらの症状は、腹部増大などの

妊娠に伴う身体的変化によって生じる事が予測される

が、業務過多等のマタハラ被害により自覚症状が増強

したと考える。マタハラ被害により「易疲労感」や「全

身倦怠感」の自覚症状が増強すると、妊娠中の活動量

の低下が予測され、分娩時や産後の体力不足につなが

る恐れがある。

　さらに、「食欲減退感」の自覚症状の増強により食

事摂取が困難な場合、母体の体重増加不良に至ると予
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測する。食欲減退感により食事摂取が十分に行えず、

母体の体重増加不良であった場合、small	for	gestational	

age（以下、SGA）児のリスク因子になる16)。SGA

児の新生児合併として、胎児機能不全または新生児仮

死や低血糖等があり、その後の予後に影響を及ぼす17)

と報告がある。そのため、「食欲減退感」の自覚症状

の増強では、子の発達への影響や、母子分離になる事

での産後の育児不安を招く可能性が考えられる。

　心理的症状については、妊娠によるホルモンバラン

スの変化により、マイナートラブル症状が根底にある

と予測されるが、「抑うつ気分」「自己過小評価」「不

満足感」「イライラ感」「無気力」の５項目でマタハラ

被害を受けることにより自覚症状がより強くなってい

た。周産期はメンタルヘルスのハイリスク期であるこ

とから、マタハラ被害を受けると精神的な不安等から

これらの自覚症状が強くなったと考える。

　妊娠中の心理的なストレスは、母体の膣内の pHが

上昇しやすく、切迫早産の原因の１つである絨毛膜羊

膜炎のリスクファクターになる13) と言われており、心

理面だけでなく身体面にまで影響を及ぼす恐れがある。

特に「抑うつ」については、就労妊婦のマタハラ被害

と抑うつ症状が関連しており、マタハラ被害を受けた

者はマタハラ被害を受けていない者に比べ、抑うつ傾

向を示す可能性があると報告されており6)、身体的症

状とともに心理的症状の変化にも注意が必要であると

いえる。

　以上のことから、就労妊婦がマタハラ被害を受けず

に妊娠生活を過ごすためには、マタハラ被害を受ける

ことで妊婦自身の身体的・心理的症状が変化する可能

性があることを理解することが重要である。また、マ

タハラ被害と考えられる出来事が生じ、妊婦がマイ

ナートラブル症状等の増強を自覚した場合には、その

状況から離れ休息をとる等の行動に移すことや、夫や

身近な相談できる相手に話をするなどし、普段から妊

婦自身が心身の自覚症状を察知できる力が重要と考え

る。

４．マタハラ被害予防に向けた助産支援

　１）マタハラ被害予防のための妊婦自身の対策を支

援

　　　本研究により、居心地の悪い職場環境等のマタ

ハラ被害を妊娠初期から受けている事が明らかに

なった。また、マタハラ被害を受ける事で心身の

自覚症状が増強した場合、妊娠中の母児に切迫流

早産や抑うつ症状等への影響が示唆された。その

ため、助産師は、妊娠中の就労女性に妊婦健康診

査や母親学級で接する際には、マタハラ被害を受

けることで生じる妊婦の心身の自覚症状について

理解できるよう情報提供し、さらに、妊婦個々の

就労環境やマタハラ被害に関する状況、妊婦の心

身の症状の変化を捉えることが必要といえる。そ

して、マタハラ被害による妊婦のマイナートラブ

ル症状が悪化する事を予防するために、妊婦自身

が心身の健康をセルフコントロールできるよう支

援が求められている。

　２）マタハラ被害の予防のための社会に対する啓発

　　　本研究では、社会がマタハラについてどの程度

理解しているかは明らかになっていない。しかし、

表２に示したマタハラの被害内容から、マタハラ

被害の予防には妊婦を取り巻く環境にいる労働者

全体が、妊娠中の就労女性がマタハラ被害を受け

る事で生じる心身の症状を理解する必要があると

考える。そのため、社会全体に対し厚生労働省が

作成した明るい職場応援団のホームページやマタ

ハラ手帳を周知し、マタハラ被害に関する社内研

修等の導入が必要である。これらを実現するため

に助産師は、妊婦健康診断に同席した家族等に対

し妊娠中にマタハラ被害を受けることで生じる問

題を理解してもらえるように働きかける事が大切

である。さらに、社会全体に対し正しい知識提供

を行えるよう支援を広げていく必要がある。

Ⅴ．本研究の限界と課題

　本研究は、妊娠中に女性が受けたマタハラ被害の中

で最も印象に残った体験を想起しているが、産後に妊

娠期を想起しているため記憶の曖昧さが生じた可能性

がある。本研究では、最も印象に残った体験の１つを

調査したが、マタハラ被害は複数の内容が重なり合い

心身の自覚症状の変化が生じた可能性があり本研究の

限界と考える。今後はマタハラ被害の詳細な状況や被

害者の想い等について質的調査を行う事が課題であ

る。

Ⅵ．結　　　　　語

１．妊娠中の就労女性の17.4％がマタハラ被害を受け

ていた。妊娠中のマタハラ被害の状況は、「居心地
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の悪い職場環境」や「過剰な労働による流産の恐れ」

等であり、妊娠初期に男性の上司からの被害が多

かった。

２．妊娠中にマタハラ被害を受ける事で、身体的症状

の腹部症状・食欲減退感・動悸・易疲労感・全身倦

怠感の５項目、心理的症状の抑うつ気分・自己過小

評価・不満足感・イライラ感・無気力の５項目、計

10項目に被害後の症状の増強が認められた。

　マタハラ被害により出現した心身の自覚症状は、切

迫流早産や抑うつ等への影響が懸念され、助産師はマ

タハラ被害の状況や妊婦の心身の自覚症状の変化を捉

え、妊婦自身が心身の健康をセルフコントロールでき

るよう支援することが求められる。
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Abstract

　　The	value	of	the	present	study	is	that	 it	provides	an	in-depth	analysis	of	specific	

physical	and	psychological	symptoms	which	are	adversely	affected	in	pregnant	women	

by	workplace	harassment.　An	anonymous	self-completed	questionnaire	survey	was	

conducted	involving	females	who	had	continued	to	work	during	pregnancy	and	visited	

hospitals	to	undergo	a	one-month	postnatal	examination,	and	data	acquired	from	172	

respondents	were	statistically	analyzed.　Although	there	was	no	relationship	between	

the	 backgrounds	 of	working	 females	 and	 harassment,	 30	 females	 (17.4%)	who	

complained	of	maternity	harassment	by	male	superiors	had	felt	uncomfortable	in	their	

work	 environments	during	 early	pregnancy.　After	 the	 females	were	harassed,		

subjective	symptoms	significantly	worsened:	“a	sense	of	uterine	constriction	”	(p＝0.002),	

“decreased	appetite”	 (p＝0.005),	“palpitations”	 (p＝0.005),	“fatigability”	 (p＝0.001),	and	

“general	malaise”	 (p＝0.012),	 (physical	 symptoms);	“depression”	 (p＝0.002),	“self-

underestimation”	 (p＝0.000),	“a	 sense	 of	 dissatisfaction”	 (p＝0.000),	“a	 sense	 of	

frustration”	 (p＝0.000),	 and	“apathy”	 (p＝0.002)	 (psychological	 symptoms).　Minor	

trouble	and	other	undesirable	subjective	symptoms	also	worsened	during	pregnancy	

due	to	maternity	harassment.　Changes	in	the	subjective	symptoms	of	pregnant	women	

can	 lead	 to	serious	complications.　Therefore,	midwives	need	 to	grasp	 the	damage	

situation	of	maternity	harassment	of	pregnant	women	and	changes	 in	 subjective	

symptoms	of	mind	and	body.　And,	 	midwives	are	 involved	so	that	pregnant	women	

can	control	their	physical	and	mental	health.

Key words: maternity	harassment,	pregnant	woman,	working	females,	damage,

　　　　　  subjective	symptoms
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１）群馬パース大学　　２）大東文化大学

研究ノート

親への移行期における高年初産婦の夫婦が認識する夫婦の関係性の変化

中島久美子1)・早 川 有 子1)・臼 井 淳 美2)

Changes in Marital Relationships Recognized 

by Older Primiparous Couples During the Transition to Parenthood

Kumiko NAKAJIMA1)・Yuko HAYAKAWA1)・Atsumi USUI2)

キーワード：夫婦関係、親への移行期、産後クライシス、高年初産婦、事例研究

Ⅰ．緒　　　　　言

　妊娠期から産後の時期は、親への移行期に位置付け

られ、親役割の課題を担う家族発達段階の新たなス

テージへの移行期であり発達的危機に直面しやすい。

Belsky1)は、初めて子どもを迎える夫婦の妊娠期から、

子どもが１歳になるまでの夫婦の関係性の変化につい

て調査し、子どもを持つと夫婦関係の満足度が低下す

ることを明らかにした。我が国においても、初めての

子どもの誕生により夫婦の関係性が低下する「産後ク

ライシス」が報道され2)、出産を機に妻に家事育児の

過重負担が生じ、夫の理解が得られないことから夫婦

関係が悪化することが問題視されている。さらに、産

後のパートナーへの満足度や夫婦関係の親密度は低下

し、その割合は夫よりも妻の低下の度合いが大きいこ

とが明らかである3)。これまでに、第１子出産前後の

夫婦関係の変化を明らかにした研究はあるが4,5)、こ

れらの研究結果は、妻もしくは夫の一方の認識から捉

えたものであり、夫婦の認識から捉え、夫婦の関わり

合いを検証したものではない。

　我が国では、35歳以上の高年初産婦が増加しており、

高年初産婦では、妊娠・出産の異常の発生率が高いこ

と、さらに、若年初産婦や経産婦に比べて、身体的・

精神的健康が脅かされ、育児不安や抑うつ状態に陥る

可能性が高い6,7)。Nakajima,	et	al.8) は、高年初産

婦の夫婦を対象に調査し、高年初産婦の身体的・精神

的負担に対応した夫の関わりの重要性を指摘している。

これらのことから、親への移行期にある高年初産婦の

夫婦において、どのような夫婦が産後に良好な夫婦の

関係性を構築し、どのような夫婦が産後クライシスを

招きやすいのか、夫婦の関係性を検討することは、親

への移行期における高年初産婦の夫婦の良好な関係性

への看護支援に繋がると考えた。

　本研究の目的は、高年初産婦の夫婦が認識する親へ

の移行期における夫婦の関係性の変化を事例研究に

よって明らかにすることである。

Ⅱ．用語の操作的定義

１．親への移行期：第１子出産前後に焦点を当て、妊

娠期から、産後の育児の不安感や疲労感の最も強い

時期を過ぎ、母児の生活リズムが安定する産後３カ

月の時期。

２．夫婦関係：夫婦で子どもを育てるという共同目標

を持ち、夫婦間の共感的なコミュニケーションの基

で精神的な安定が図られ、相互の親密性と連帯性を

強めていく関係性9)。

Ⅲ．研　究　方　法

１．研究デザイン

　事例研究では、「ある現象や母集団に対する理解を深

め、理論化を図る」際にmultiple-case	study	design

が適用される。本研究では、高年初産婦の夫婦が親へ
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の移行期の夫婦の関係性の変化をどのように捉えてい

るかの事象を明らかにするという特性からmultiple-

case	study	design の事例研究とした10)。

２．研究参加者

　本研究は、高年初産婦の夫婦を対象に、妻の心身の

健康状態と夫の関わりについて、妊娠期、産後１カ月、

産後３カ月の３つの時期に縦断的に調査した研究の一

部である。今回の調査は、産後３カ月の高年初産婦の

心身の健康状態と夫の関わりに関する調査研究のうち、

親への移行期における夫婦の関係性の変化の内容のみ

を研究データとして扱い、産後３カ月を調査の対象と

した。研究参加者は、Ａ市の出産準備クラスに参加し

た高年初産婦の妻とその夫であり、調査に同意が得ら

れた８組（計16名）を対象とした。研究参加者の選定

基準は、妻が35歳以上の初産婦であること、夫婦とも

に研究の趣旨に同意しインタビューに参加できること

とした。母児の健康状態に重篤な合併症等が生じ、妊

娠中の入院、及び産後の基準を超える期間の入院を要

する場合には、対象から除外した。

３．データ収集

　面接調査は、研究者と妻もしくは夫の１対１で面接

を実施した。場所は研究参加者の自宅もしくは研究者

の所属大学で実施した。面接時間は産後３カ月時の調

査の全体で妻平均43（32～50）分、夫平均32（18～46）分

であった。面接記録は、面接中にメモ及びICレコーダー

に録音をとり、終了後、インタビューの内容を逐語録

として文章化した。

４．調査内容および調査期間

　１）研究参加者の概要

　夫婦の年齢、妻の就労、妊娠の成立、妊娠経過、分

娩経過、産後の手伝いや里帰りの状況等とした。

　２）調査内容

　妻および夫に対して、「産後３カ月経った今、ご主

人（あるいは奥様）との関係が妊娠中と比べて変化し

たと感じますか？」「どのように変化したと思います

か？（あるいは、変化しないと思うのはどうしてです

か？）」と尋ねた。

　３）調査期間

　2016年９月～2017年５月であった。

５．データ分析

　データの分析は、妻と夫、各々の逐語録を何度も読

み返し、妊娠期から産後３カ月の夫婦の関係性の変化

と捉えられる部分に注目し、文脈単位で抽出し、抽象

度を上げて妻のコードと夫のコードを作成した。その

後、妻と夫のコードを統合し、事例ごとに夫婦の関係

性を検討した。最終的に８組全体で夫婦の関係性の様

相を分類し、これらの夫婦の関係性の様相から夫婦の

関係性タイプに分類した。

　分析の過程では、質的研究法を熟知した母性看護学

の研究者３名で分類や命名を繰り返し検討し、精度を

高め、結果の信頼性の確保に努めた。また、研究参加

者から得られた語りの内容については、調査後に逐語

録の段階において、研究参加者に確認をとりデータの

信頼性の確保に努めた。

６．倫理的配慮

　研究参加者からの研究参加協力に関する同意は、面

接開始前に、研究者が本研究への参加は自由であるこ

と、途中でいつでも中断できることなどを口頭及び文

書を用いて説明し、同意書に署名を得た。夫婦の関係

性について想起することにより精神的ストレスを伴う

可能性を考慮し、同意した後も研究協力を希望しない

場合は辞退できるよう、研究同意撤回書を研究説明書

や研究同意書と一緒に渡した。データを収集する時点

から、研究対象者の匿名化・番号化を行い、また、対

象者の連絡先とデータは別々の場所に保管し、個人が

特定できないようにした。なお、本研究は、群馬パー

ス大学研究倫理審査委員会の承認を得た後に実施した

（PAZ16-9）。

Ⅳ．結　　　　　果

１．研究参加者の概要

　研究参加者８組の概要は、表１の通りである。夫婦

の平均年齢は、妻38.8（35-47）歳、夫42.8（35─55）歳で

あった。

２．親への移行期における夫婦の関係性の認識

　産後３カ月時点で妊娠期からの親への移行期におけ

る夫婦の関係性の変化について、夫婦がどのように認

識しているかを明らかにした。これらは５つの様相を

示し、最終的に夫婦の関係性は、〈向上〉〈やや向上〉〈維

持〉〈やや低下〉〈低下〉のタイプに分類できた（表２）。
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なお、本研究では、夫婦の関係性の様相を【　】、妻

と夫の語りの内容を「　」、事例を（　）で示す。

　１）関係性〈向上〉タイプ

　【妊娠中よりもさらに発達する夫婦の親密な関係性】

　この夫婦の関係性は、事例Ａ、Ｃ、Ｆが該当した。

　Ａ夫婦は、夫が妻の家事育児の負担感に気づかい、

妻も夫の関わりを妊娠中よりも産後に頼もしく受け止

め、夫婦の距離感が深まり、夫婦の親密性が発達する

関係性を示した。

　「妊娠中からやれることは自分でもやって、産後は

家事育児も一緒にやって、妻の負担を少しでも軽く

したいし、今後もそうしていきたいですね。妻の里

帰り中は、頻繁に妻と子どもに会えなかったので。

その代わり、帰ってきてからは、私も（妻子に）関

わることができているので（妻も）良かったと思い

ます。（夫Ａ）」「（里帰りから自宅に帰って）主人の

方が頼れるな、実家はあまりよくなかったと思いま

した。妊娠中は、夫は女性特有のつわりとか理解で

きなくて、どこか遠い感じがしたけど、今は、目の

前の子どもの心配をして、一緒に考えてくれます。

子どもが生まれて、夫婦の距離感が空くかなと思っ

ていたけど、実際には、距離が近く深くなるのだな

と感じます。（妻Ａ）」

　Ｃ夫婦は、夫が産後の子どものいる慌ただしい生活

の中でも夫婦の絆を深める時間を作るための努力をし、

妻も夫の気持ちを好意的に受け止められており、夫婦

の親密性が発達する関係性を示した。

　「二人のプライベートの時間は無くなりましたが、

定期的に、子どもを実家に預けて、二人だけの時間

を作ろうかと相談しました。長時間は無理なので、

表１　研究参加者の概要

事例 妻年齢 夫年齢 妻就労 妊娠の成立 妊娠経過 分娩経過
里帰り期間・夫以外の

サポート状況

Ａ 40代前半 40代前半 主婦 不妊治療後妊娠 順調 弛緩出血と癒着胎盤のため輸血
２ヵ月里帰り・妻の実両親が高齢のため、
期待通りのサポートを得られない

Ｂ 30代後半 30代後半 常勤 自然妊娠 順調 数時間の早い分娩経過 １カ月里帰り・妻の実母のサポート

Ｃ 30代後半 30代後半 常勤 自然妊娠 妊娠糖尿病合併
無痛分娩、吸引分娩、分娩時尾てい骨損
傷

３カ月里帰り・妻の実母のサポート

Ｄ 40代後半 50代前半
妊娠・出産
を機に退職

自然妊娠 子宮筋腫合併 骨盤位のため予定帝王切開
里帰りなし・妻の実母が高齢のため、気
を休められない

Ｅ 30代後半 30代後半 パートタイム 不妊治療後妊娠 順調
微弱陣痛のため陣痛促進剤を使用し、長
時間かかり出産

里帰りなし・妻の実母のサポート

Ｆ 30代後半 40代前半 常勤 自然妊娠 順調
予定日超過のため陣痛促進剤を使用し、
３日間かかり出産

里帰りなし・夫以外のサポートなし

Ｇ 30代後半 40代前半 主婦 自然妊娠 順調
微弱陣痛のため陣痛促進剤を使用し、無
痛分娩に変更して出産

２カ月里帰り・妻の実母のサポート

Ｈ 40代前半 40代前半
妊娠・出産
を機に退職

自然妊娠 妊娠糖尿病合併
糖尿病合併により管理分娩、微弱陣痛の
ため陣痛促進剤を使用し、４日間かかり
出産

３カ月以上里帰り中・妻の実両親のサポー
ト

表２　親への移行期における夫婦の関係性の変化

夫婦の関係性タイプ 夫婦の関係性の変化の様相 夫婦の関係性の変化 夫のコード 妻のコード 事例

関係性〈向上〉
タイプ

妊娠中よりもさらに発達す
る夫婦の親密な関係性

妊娠中よりも夫の家事育児
の関わりを通して深まる夫
婦の親密な関係性

妊娠中から夫婦で一緒に家事育児を行いた
いという気持ちがあり妻の負担を軽減させ
たい

妊娠中よりも夫の頼りになる家事育児の関
わりを実感し夫婦の距離感の深まりを感じ
る

Ａ

子どもが生まれても産後の
夫婦の時間を大切にしたい
という夫婦の親密な関係性

産後の子どものいる生活の中でも夫婦の時
間を作りたいという気持ちがあり妻に喜ん
で欲しい

産後の夫婦の時間を大切にしたいという夫
の気持ちに対して喜びを感じる

Ｃ

妊娠中から想像通りの家事
育児ができる夫婦の連帯の
関係性

妊娠中から夫婦で一緒に家事育児を行いた
いという気持ちがあり妻の負担を軽減させ
たい

夫が一緒に育児をしてくれたので妊娠中に
想像した通りの夫婦のチームワークによる
育児ができていると感じる

Ｆ

関係性〈やや
向上〉タイプ

妊娠中の夫婦間摩擦の関係
から変化した夫婦の配慮し
合う関係性

妊娠中の夫婦間摩擦の関係
から子どもが生まれ変化し
た夫婦が互いに配慮し合え
る関係性

産後は妻に感謝の気持ちを伝え妊娠中に比
べて夫婦喧嘩にならないように互いに配慮
している

妊娠中に比べて夫の家事育児への期待をせ
ずに産後は子どもの前では夫婦喧嘩になら
ないよう気づかう

Ｄ

関係性〈維持〉
タイプ

子ども中心の生活となるが
妊娠中と変わらない夫婦対
等の関係性

子ども中心の生活となるが
妊娠中と変わらない夫婦対
等の関係性

妊娠中から家事育児を分担したいと思う気
持ちがあり夫婦の関係は変わらない

産後の生活は子ども中心となっても夫婦の
関係は変わらない

Ｅ、Ｇ

関係性〈やや
低下〉タイプ

夫婦の認識の違いから生じ
る夫婦間の摩擦と修復の関
係性

育児に対する考え方の違い
から生じる夫婦間の摩擦と
修復の関係性

妻をサポートしたいという気持ちがあるが
妊娠中に比べて産後は育児に関する夫婦喧
嘩が増えたと感じる

後で考えると些細なことでも、産後の疲れ
から育児に関する夫婦喧嘩が増えたと感じ
る

Ｂ

関係性〈低下〉
タイプ

夫婦の認識の違いから妻の
心理的葛藤が生じる夫婦の
希薄化の関係性

夫の親になる意識に対する
妻の満足度の低下からから
生じる夫婦の希薄化の関係
性

育児がもう少し楽になったら里帰りから自
宅に戻ればよいと考えており子どもが生ま
れても夫婦の関係性は変わらない

里帰り先から家族３人の生活を始めたいと
いう私の気持ちに夫は理解を示さず産後も
今まで通りの変わらない夫の態度に不満を
感じる

Ｈ
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半日位、食事に出かけたり、妻も喜んでくれていま

す。（夫Ｃ）」「主人は、夫婦の会話を増やしたい、

夫婦の時間を増やしたいと言ってくれます。主人の

実家の親に預けて、夫婦で出かけたいとか考えてく

れます。嬉しいですね。（妻Ｃ）」

　Ｆ夫婦は、産後の家事育児を夫婦のチームワークで

乗り切り、夫婦が互いに感謝の気持ちを抱いており、

夫婦の親密性が発達する関係性を示した。

　「昼間は妻がみてくれている分、私は仕事から帰っ

たら頑張ろうという感じです。子育ては、二人でや

ればきつくないし、一人で全部やろうと思ったら大

変です。二人だから、まだ頑張れる。（夫Ｆ）」「全部、

想定の範囲内で起こっているので、チームワークよ

く夫婦で出来ています。（夫が）年末年始の休みで

付きっ切りで２週間一緒にいてくれてラッキーでし

たね、ありがたかったですね。（妻Ｆ）」

　２）関係性〈やや向上〉タイプ

　【妊娠中の夫婦間摩擦の関係から変化した夫婦の配

慮し合う関係性】

　この夫婦の関係性は事例Ｄが該当した。妊娠中は互

いへの不満を抱き摩擦が生じていたが、産後は妻が夫

に対して期待を持たずに、夫も妻の負担感を気づかう

気持ちを伝えることで、子どもの前では互いに配慮し、

摩擦を回避するという夫婦の関わり合いの関係性を示

した。

　「私も主人をあてにしないようにして、美容室もこ

の子を連れていって、その後、灯油を買って帰りま

す。相手に期待してしまうと、不満も出てしまうか

ら。夫も仕事をしているので、やってくれたことに

感謝をするようにしたら、上手くいくから。産後、

子どもの前では、お互いにけんかをしないようにと

いう気持ちがあると思います。（妻Ｄ）」「この休み

２日間疲れて眠りっぱなしです。彼女に負担かけっ

ぱなしで、感謝の気持ちを伝えることしかしていま

せんね。妊娠中は結婚して半年しかないので、けん

かもするわけです。それが、お互いに落ち着きまし

たよ、信頼関係も出来てきたし。彼女の方が変わっ

たのでしょうね、母性がでてきたのか。今は、相手

が望むことができるようになっています。（夫Ｄ）」

　３）関係性〈維持〉タイプ

　【子ども中心の生活となるが夫婦対等の関係性】

　この夫婦の関係性は、事例Ｅ、Ｇが該当した。夫婦

は妊娠中から家事育児への夫婦の対等な考えがあり、

産後は子ども中心の生活になっても妊娠中からの夫婦

対等を維持する夫婦の関係性を示した。

　「夫婦の関係性は変わってないですね。産後は、夫

婦で家事も育児もやりたいと妊娠中から考えていま

したね。今の段階では、大体分担していますね。休

みの日はたまには料理も作ります。（夫Ｇ）」「産後

の夫婦関係は、子ども中心になっているというのは

あってもそれほど変わりませんね。（妻Ｇ）」

　「元々、結婚当初から、夫婦平等、家事も育児も夫

婦でしたいということは、今でも変わらないです。

お互い仕事をもって、もちろん、両親の助けを受け

ながらが、社会的には良いのかな、子どもの成長に

も良いのかなと思いますね。（夫Ｅ）」「生活の中心

が子ども中心になったということです。それ以外は

特に（変わらない）、今でもそうです。（妻Ｅ）」

　４）関係性〈やや低下〉タイプ

　【夫婦の認識の違いから生じる夫婦間の摩擦と修復

の関係性】

　この夫婦の関係性は事例Ｂが該当した。妻は産後の

育児の疲労感により心の余裕の無さから夫婦喧嘩が生

じていると感じており、夫は妻の負担感を軽減するよ

うに関わりたいと望んでおり、産後の夫婦の摩擦と修

復を繰り返す夫婦の関わり合いの関係性を示した。

　「妊娠中に比べて言い合いが増えました。赤ちゃん

への父親のコミュニケーションの取り方に対して私

が怒ることが増えて、後々考えてみるとくだらない

ことで、それは、疲れから来るのでしょうね。寝不

足で私の心の余裕がなくなり八つ当たりが増えたか

ら。（妻Ｂ）」「それほど夫婦関係が変わったとは感

じません。ごく最近、喧嘩をしましたが、思い返せ

ばこんなくだらないことで、何で喧嘩をしたのかと

思います。私も妻をサポートしたいし、子育てをし

たいという気持ちでいます。（夫Ｂ）」

　５）関係性〈低下〉タイプ

　【夫婦の認識の違いから妻の心理的葛藤が生じる夫

婦の希薄化の関係性】

　この夫婦の関係性は事例Ｈが該当した。妻は子ども

が生まれても変わらない夫の態度に憤りを感じており、

一方の夫は、育児がもう少し楽になったら里帰りから

自宅に戻ればよいと考え、子どもが生まれても夫婦の

関係性は変わらないと感じていた。夫の親になる意識

に対する妻の満足度の低下から生じる夫婦の希薄化の

関係性を示した。

　「１カ月を過ぎた頃から、いつ頃、里帰りから戻ろ

うかと何度も言っているのですが、『まだ、いいよ』
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と言われて、３か月もたってしまい、夫が今まで通

りの、のんびりした生活を送っていることを腹ただ

しく思いました。このままだと主人に人見知りがは

じまってしまうかも。説得して動くより、自分から

動いてほしいです。（妻Ｈ）」「子どもができたから

妊娠中に比べて夫婦の関係が変わったことは、特に

ないですね。でも、一番（子どもに）なつかれてい

ないのは僕ですね。妻の家族は一緒にいる時間が長

いけど、私は平日夜と、土日だけ一緒に過ごすだけ

なので。もう少し手がかからなくなってから、自宅

に戻る感じでいいと思っています。（夫Ｈ）」

Ⅴ．考　　　　　察

　Belsky,	et	al.1)（1994/1995）は、親への移行期に

おける夫婦の関係性の変化を、「向上」「変化なし」「少

し悪化」「ひどく悪化」の４つに分類している。本研

究では、高年初産婦の夫婦の関係性の変化を〈向上〉〈や

や向上〉〈維持〉〈やや低下〉〈低下〉の５つに分類で

きた。

１．〈向上〉タイプの夫婦の関係性

　Belsky,	et	al.1) は、親への移行期において夫婦が

「苦労を共にできるか」が重要であると指摘している。

【妊娠中よりもさらに発達する夫婦の親密な関係性】

を示したＡ、Ｃ、Ｆ夫婦が、妊娠中の親密な関係性を

産後さらに発達させることができたのは、産後の妻の

心身の負担感に対し、妻をサポートするために夫が妻

の気持ちに寄り添う努力があり、その夫の関わりに対

する妻の満足感を通して、夫婦の心理的絆を深められ

たという夫婦の関わり合いによるものである。

２．〈やや向上〉タイプの夫婦の関係性

　諸井12) によると、妻の夫婦関係の満足度を高める要

因には、妻の就労状況や夫の家庭内労働状況は無関係

であり、妻の心配事や悩みを夫が聞くなどの夫の情緒

的な関わりや、妻の能力や努力を夫が高く評価するこ

とが妻の満足度を高める要因となる。よって、【妊娠

中の夫婦間摩擦の関係から変化した夫婦の配慮し合う

関係性】を示したＤ夫婦では、夫の家事育児の関わり

が得られなくても、夫からの情緒的な関わり、妻の母

親らしさを評価する気持ちが妻に理解され、妻の満足

度に繋がったと考えられる。しかし、妻が産後の全て

の家庭内役割を担うことは高年齢の妻の心身の負担感

を増強させ、精神的不健康な状態に陥る可能性も懸念

される。夫からの情緒的な関わりが継続して得られる

ように支持しながら、実際的サポートが受けられる産

後ケア等の公的サービスに関する情報提供が必要であ

る。

３．〈維持〉タイプの夫婦の関係性

　【子ども中心の生活となるが夫婦対等の関係性】を

示したＥ、Ｇ夫は、夫婦が対等な性別役割分業の考え

をもち、妊娠中から夫婦で家事育児を協同し、妻をサ

ポートすることを望んでいた。夫婦関係における対等

性に関しては、夫の家事参加が多いほど妻の分担や負

担感が少なくなり、夫婦の衡平性と夫婦関係の満足度

との関連が指摘されている11)。妻は産後に増大する家

事育児を夫婦で協力し合えていることに満足と感じ、

それが夫婦の衡平性と夫婦関係の満足感になっていた。

産後は子ども中心となっても、妊娠中と変わらない家

事育児を協同できる対等な夫婦関係であると互いに認

識していたと考える。

４．〈やや低下〉タイプの夫婦の関係性

　親への移行期の夫婦には、喧嘩を回避することを恐

れずに建設的な喧嘩を行うことが必要であり、この摩

擦管理が重要である1)。【夫婦の認識の違いから生じる

夫婦間の摩擦と修復の関係性】を示したＢ夫婦のよう

に、産後は心身の負担感、疲労感から口論となりやす

い。しかし、子どもを迎えて初めて夫婦の考え方の違

いを目の当たりにしたときに議論をすることで、夫婦

の互いの考え方の違いを理解でき、不平やフラスト

レーションを払拭することができる。建設的な喧嘩を

通して、自分の考えや気持ちを聞いてもらい、互いに

理解と尊重された実感が得られることにより、夫婦の

関わり合いが深まると考える。

５．〈低下〉タイプの夫婦の関係性

　Belsky,	et	al.1) は、夫婦が個人を統合してチーム

として働くことができるかどうかは、夫側の結婚に自

ら積極的に踏み込み、妻を精神的にも身体的にも支え

る能力に委ねられており、一方の妻側は、子どもが生

まれても夫に対して変わらぬ愛情と理解を示し続ける

能力を持ち得ているかであると指摘している。【夫婦

の認識の違いから妻の心理的葛藤が生じる夫婦の希薄

化の関係性】を示したＨ夫婦の場合、夫側の妻への身

体的精神的なサポート能力が十分とは言えず、産後３
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カ月においても親子３人家族の再構成がスタートでき

ずにいたことから、妻は夫の父親としての意識の低さ

に苛立ちを募らせていた。妊娠期の初産の夫婦を対象

にした質的研究13) では、産後の夫婦の関係性が良好に

移行するには、夫婦で子どもを育てるという意識の共

有化が促進されるように妊娠期から親になる意識に働

きかける支援の重要性を指摘している。本研究におい

ても同様に、妊娠期から産後の夫婦にはどのような努

力や夫の支えが重要となるかを伝え、夫婦が産後の困

難や試練を乗り越えられるように、夫婦の親になる意

識に働きかける支援が重要といえる。さらに、夫婦の

認識の違いを互いに理解できずに、希薄化した夫婦の

関係性から産後クライシスに陥ることを防ぐためには、

妊娠期および産後の夫婦参加型クラスにおいて、参加

した夫婦の思いを話し合い共有する場を設け、夫婦の

相互作用を促すコミュニケーション・スキルを高める

ことも必要な支援といえよう。

　最後に、夫婦の関係性のタイプの分類から親への移

行期における高年初産婦の夫婦の関係性を検討したが、

本研究では、Belsky,	et	al.1)が提示した「ひどく悪化」

の夫婦は認められなかった。この要因として一つは、

本研究の親への移行期の期間は、妊娠期から産後３カ

月までの期間であったのに対して、Belsky,	et	al．
の提示した親への移行期は、子どもが生まれて１年ま

での期間と長く、夫婦の関係性の悪化に移行したと推

測される。また、本研究の対象である高年初産婦は、

精神的な余裕を強みとして持ち備えており8)、さらに、

研究参加に協力的な夫婦であり妊娠期から関係性が良

好であったこと、これらも夫婦の関係性の悪化に移行

した事例がいなかった要因と考えられる。

６．研究の限界と今後の課題

　本研究は、対象夫婦が８組と少ないためすべての高

年初産婦の夫婦の一般化は控える必要がある。今後は、

対象者の数を増やし高年初産婦の夫婦と初産夫婦の関

係性の変化の違いについての検討が必要といえる。ま

た、本研究では親への移行期を妊娠期から産後３カ月

としたが、今後は産後の追跡調査を継続し、産後クラ

イシスを予防するための妊娠期からの夫婦の関係性へ

の支援を提示する必要がある。

Ⅵ．結　　　　　論

　研究参加者８組の親への移行期における高年初産婦

の夫婦の関係性の変化の様相は５つに分類された。関

係性〈向上〉タイプは【妊娠中よりもさらに発達する

夫婦の親密な関係性】、〈やや向上〉タイプは【妊娠中

の夫婦間摩擦の関係から変化した夫婦の配慮し合う関

係性】、〈維持〉タイプは【子ども中心の生活となるが

夫婦対等の関係性】、〈やや低下〉タイプは【夫婦の認

識の違いから生じる夫婦間の摩擦と修復の関係性】、

〈低下〉タイプは【夫婦の認識の違いから妻の心理的

葛藤が生じる夫婦の希薄化の関係性】であった。特に、

関係性〈低下〉タイプでは、妊娠期から妻に対する夫

のサポートの重要性を伝え、夫婦の親になる意識に働

きかける支援が重要である。産後クライシスを予防す

るためには、夫婦の相互作用を促すコミュニケーショ

ン・スキルを伝える必要があろう。
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１）群馬パース大学保健科学部　放射線学科

そ の 他

流星祭企画オープン・スクールにおける 

展示テーマのアンケート調査結果報告

徳重佑美子1)・小 池 正 行1)・丸 山 　 星1)

Questionnaire Survey Result of Exhibition Themes 

in the Open-School on Gunma Paz University-School Festival 

── School of Radiological Sciences ──

Yumiko TOKUSHIGE1)・Masayuki KOIKE1)・Sho MARUYAMA1)

キーワード：放射線学科、学生教育、アンケート調査

Ⅰ．緒　　　　　言

　流星祭の一企画であるオープン・スクールについて、

放射線学科では放射線実習エリア（４号館３階）にて、

Ｘ線・MR画像を用いた被写体当てクイズ、パネルを

用いたＸ線機器の展示説明、公開実験等を学生主体に

て実施している。本プログラムの目的は、実際の医療

機器を用いて様々な物体を画像化することや放射線の

可視化実験を行うことで、来場者に放射線や放射線学

科に興味を持ってもらうことである。なお、公開実験

に先立ち、スタッフとして参加する学生には、教員よ

り実験の内容・方法の講義および事前実験指導を実施

した。オープン・スクール当日は、テーマごとに担当

学生が作成したクイズ・機器説明および公開実験が行

われ、終了後には来場者を対象として無記名自記式質

問紙調査を実施した。

　本研究に先駆け、著者らは2017年度オープン・スクー

ルの実施内容に関するアンケート調査を実施し、その

結果を報告している。オープン・スクールは、毎年継

続して実施する企画であり、実施内容を検証するアン

ケート調査も継続して行うことで、過去の実績や今後

の展望について検討することが可能であると考えられ

る。

　よって、本報告は、アンケート調査の結果をもとに

来場者の意見や感想を整理し、実施内容の検証と今後

の課題について、オープン・スクール初回である第20

回（2017年度）から第22回（2019年度）までの３年間

分のアンケート調査結果との比較を行い、オープン・

スクールにおける展示の在り方を検討することを目的

とした。

Ⅱ．方　　　　　法

１．プログラムの内容

　第21回（2018年度）および第22回（2019年度）のプ

ログラムは、４つのテーマに分類して実施した。テー

マ１として、「身近な物の断層像クイズ」と題し、野菜・

果物・巻貝等を事前にＸ線CT装置・MRI 装置にて撮

影・撮像し、クイズ形式として来場者に提示した。テー

マ２として、「身近な物の透視像クイズ」と題して電

化製品・機械等を事前にＸ線TV装置にて撮影し、ク

イズ形式にて来場者に提示した。テーマ３および４で

は公開実験として、GM管サーベイメータによる放射

線測定および「実際の放射線を見よう」と題したウィ

ルソンの霧箱を用いた放射線の可視化実験を実施した。

サーベイメータとは主に環境放射線の測定器を指し、

GM管サーベイメータは、１個の放射線粒子が管内ガ

スで電離を起こすごとに１個のパルス信号を発生し、
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この電気パルスをCR積分回路で積算して表示させる

装置である1)。ウィルソンの霧箱は、過飽和状態の蒸

気に荷電粒子や放射線を入射させることで蒸気を凝縮

させ、その飛跡を検出する装置である2)。

　なお、これらのプログラムは、13時から15時の間に

それぞれ２時間ずつ実施した。

２．調査に使用した質問紙

　本調査に用いた質問紙は、オープン・スクール当日

に来場者を対象として会場出口にて配布・回収した、

既存の無記名のものを使用した（表１）。

　設問２について、その他は大学関係者等を示す。ま

た、設問４について、「CT・MRI」・「Ｘ線TV」・「GM

サーベイ」および「霧箱」はそれぞれテーマ１，２，３，

および４のことを示す。

３．分析方法

　各項目について、度数分布と割合を算出した。さら

に、自由記載の文章については、KH	Coder3) を用い

た計量テキスト分析にて頻出語の抽出を行った。計量

テキスト分析は、質的データ（文字データ）をコーディ

ングによって数値化し、計量的分析手法を適用して、

データを整理・分析・理解する方法である。頻出語は、

データ中から語を自動抽出して形態素解析を行うこと

で、文章中に多く出現した語を確認することが可能で

ある4)。

４．倫理的配慮

　本調査は、群馬パース大学研究倫理審査委員会

（PAZ	20-3）の承認を得て実施した。

Ⅲ．結　　　　　果

１．回収数・回収率

　第21回では質問紙は２日間で123名に配布し、68枚

を回収した（回収率55.3％）。また、第22回では質問

紙は２日間で136名に配布し、40枚を回収した（回収

率29.4％）。

２．来場者の基本属性

　２─１　来場者の性別

　来場者の性別を表２に示す。来場者の性別は、第21

回・第22回ともに男女比がほぼ半数であった。

　２─２　来場者の職業

　来場者の職業を表３に示す。第21回・第22回ともに

「一般」との回答が最も多く、全体の半数以上を占め

ていた。

３．放射線学科の展示説明会に関する意見・感想

　放射線学科の展示説明会に関する意見・感想につい

て、第20回との比較結果を図１に示す。第21回では、「大

変興味があった」・「興味があった」との回答割合が減

少し、「普通」との回答割合が増加したが、第22回で

は「大変興味があった」との回答割合が大幅に増加し

ていた。

４．特に興味があった展示（複数回答あり）

　特に興味のあった展示を図２に示す。第21回・第22

回ともに「Ｘ線CT・MRI 装置を用いた断層像クイズ」

と「霧箱による放射線の可視化実験」との回答が多く、

　表１　質問紙の設問

１．性別（男性／女性）

２．職業（高校生／大学生／一般／その他）

３．放射線学科の展示説明会に関する意見・感想

　　（大変興味があった／興味があった／普通／難し

かった）

４．特に興味があった展示を選んでください

　　（CT・MRI ／ X線 TV／GMサーベイ／霧箱）

５．学生の説明対応はどうでしたか

　　（大変理解できた／理解できた／普通／わからな

かった／全く理解できなかった）

６．自由記載（ご意見等）

　表２　来場者の性別

性別

第21回 第22回

割合［％］ 回答数
（n＝68） 割合［％］ 回答数

（n＝40）

男 51.5 35 45.0 18

女 48.5 33 47.5 19

不明  0.0  0  7.5  3

　表３　来場者の職業

性別

第21回 第22回

割合［％］ 回答数
（n＝68） 割合［％］ 回答数

（n＝40）

一般 55.9 38 55.0 22

高校生 19.1 13 22.5  9

大学生 14.7 10 20.0  8

その他 10.3  7  2.5  1
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両者合わせて７割以上の回答割合を占めた。

５．学生の説明対応について

　学生の説明対応の理解度について、第20回との比較

結果を図３に示す。「大変理解できた」との回答割合

が年々増加し、「理解できた」との回答割合は減少し

ていた。「普通」との回答は、各回で５％程度存在し

ていた。「全く分からなかった」との回答は、第20回

から第22回の全てで０％であった。

６．自由記載（意見等）

　自由記載で得られたテキストデータに対し、２回以
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図１　放射線学科の展示説明会に関する意見・感想

図２　特に興味のあったテーマ
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上出現した頻出語の結果を表４に示す。第20回・第21

回では最も出現回数が多い語は「説明」で、第22回は

「ありがとう」であった。また、「良い」・「分かる」な

どの肯定的な語が多く出現し、否定的な語は抽出され

なかった。

Ⅳ．考　　　　　察

　オープン・スクールの来場者数は、第20回の約60名

に対し、第21回は123名、第22回では136名と年々増加

傾向にあった。これは、第20回は放射線学科の開学年

度であり初回のオープン・スクールであったため、認

知度の低さから来場者数は少なかったことが想定され、

次年度に来場者数が倍増したことは放射線学科や放射

線に対する認知度向上が示唆された。

　放射線学科の展示説明会に関する意見・感想につい

ては、第21回では「大変興味があった」・「興味があっ

た」との回答割合が減少していることから、難易度が

高く理解しにくいプログラム内容であったことが想定

されるが、第22回では６割以上が「大変興味があった」

との回答であることから、内容の改善が適切になされ

ていたと推察される。

　特に興味のあった展示では、診療放射線技師が扱う

機器の中でも認知度の高い「Ｘ線CT・MRI 装置を使

用した展示」や、「目に見えない放射線を可視化する

実験」への関心が高かったことが窺える。これに対し

て、「Ｘ線画像を用いた透視像クイズ」や「GM管サー

ベイメータによる放射線測定」は２年連続で来場者の

興味・関心が低かったため、放射線の専門家ではない

来場者にも興味を持ってもらえるような工夫が必要で

あることが明らかとなった。

　学生の説明対応に関しては、「大変理解できた」との回

答割合が年々増加していることから、学生への指導が

適切に行われていること、学年を超えた学生同士の交

流による情報交換がなされていたことが示唆される。

　さらに、自由記載の文章に関しては、多く出現した

語の特徴から各回におけるオープン・スクール実施内

容への高い満足度が窺えた。

Ⅴ．結　　　　　語

　本研究は、過去３年間分のオープン・スクールのア

ンケート調査の結果を集約したものであり、今後も継

続して同様の調査をおこない、オープン・スクールの

満足度向上と放射線学科の認知度向上に貢献していき

たいと考えている。さらに、本調査で得た結果を、今
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図３　学生の説明対応はどうだったか
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後の放射線学科における教育研究に役立てていきたい

と考える。

Ⅵ．利益相反の有無

　本論文内容に関連する利益相反事項はない。

Ⅶ．謝　　　　　辞

　本研究を遂行するにあたり、多大なご協力・ご支援

を頂きました放射線学科教員の皆様、学生スタッフの

皆さんに深く御礼申し上げます。
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　表４　自由記載文章の頻出語抽出結果

第20回 第21回 第22回

抽出語 出現回数 抽出語 出現回数 抽出語 出現回数

説　明 6 説　明 8 ありがとう 4

勉　強 4 分かる 5 入　る 3

放射線 4 良　い 5 良　い 3

見　る 3 学　生 3 C　T 2

良　い 3 楽しい 3 画　像 2

安　全 2 思　う 3 説　明 2

一生懸命 2 大　変 3

機　械 2 勉　強 3

思　う 2 ありがとう 2

丁　寧 2 内　容 2

分かる 2 放射線 2

来　る 2

来　年 2



群馬パース大学 紀要投稿規程

（目　的）

第１条　本学教員の研究成果発表を推進し、大学等における研究活動の活性化と教育の向上に貢献することを目的

として、「群馬パース大学紀要」（以下、「紀要」という。）を発行する。

（資　格）

第２条　紀要に投稿することができる者は、次に掲げる者、及びこれらの者と共同研究を行っている者とする。

　　　　⑴　群馬パース大学、大学院の教員

　　　　⑵　群馬パース大学附属研究所研究員

　　　　⑶　群馬パース大学の卒業生、研究生、大学院生、大学院修了生

　　　　⑷　群馬パース大学関連教育機関・医療機関・施設の教職員

　２　　前項とは別に、委員会は、必要に応じて特別のテーマについて原稿を依頼することができる。この場合は、

原則として総説に準じた扱いとする。

（発　行）

第３条　紀要は年１回以上発行する。

（投稿原稿の種類）

第４条　投稿原稿の種類は、次のとおりとする。

　　　　⑴　投稿は、群馬パース大学の学術研究の発展に寄与する総説、原著論文、研究ノート、その他（書評、

資料紹介など）のいずれかとする。

　　　　⑵　総説とは、研究の動向、成果など当該分野の研究の全般について広く解説するものとし、図表・注等

一切を含め20,000字以内とする。

　　　　⑶　原著論文とは、原則的に未発表の価値ある理論・結論あるいは事実を含むと認められるものとし、

12,000字以内とする。

　　　　⑷　研究ノートとは、論文として十分な結論を得るに至らないが、事例報告、調査、統計、文献検索、実

験などの結果の報告で、新しい考案を持つ又は研究の資料として役に立つものとし、12,000字以内と

する。

　　　　⑸　その他とは、紹介、翻訳、書評、随筆などで、4,000字以内とする。

　　　　⑹　上記の原稿の区分は、投稿者が行うが、群馬パース大学紀要編集委員会（以下、「紀要編集委員会」

という。）が区分及びそれに伴う必要な変更を求めることがある。

（投稿の手続き）

第５条　投稿の手続きは、次のとおりとする。

　　　　⑴　投稿原稿は、群馬パース大学紀要投稿に関するガイドラインに従って作成したものでなければならな

い。群馬パース大学紀要投稿に関するガイドラインは別に定める。

　　　　⑵　投稿から掲載までにかけられる期間（編集等に要する期間）は、原則１年以内とする。

　　　　⑶　投稿原稿が決められた枚数を超える分については、原則投稿者の実費負担とする。

　　　　⑷　英文投稿、英文要旨については、査読後紀要編集委員会から指示があった場合、校閲を受けることと

する。その際、校閲を受けたことを証明できる書類（校閲証明書、領収書等のコピー）を提出する。



（倫理指針の遵守）

第６条　投稿論文は、関連する研究倫理指針等を遵守しており、人及び動物を対象とする研究にあたっては、倫理

的配慮が十分に行われているものとする。

　　　　⑴　第４条⑶⑷の原稿は所属機関等の倫理委員会の審査を通過したものとし、その承認書のコピーを提出

する。

　　　　⑵　倫理委員会において「審査不要」と認められたものは、それを証明する書類を提出する。

（利益相反）

第７条　投稿にあたっては、利益相反に関する自己申告書を提出する。

（審査及び採否）

第８条　原稿の審査及び採否は、査読を経て紀要編集委員会において決定する。

（校　正）

第９条　校正は、初校から校了まで投稿者の責任とする。また、校正時における内容の変更や追加は、認めない。

（別刷り）

第10条　別刷りは、30部とする。なお、30部を超える別刷りに要する費用は、投稿者の負担とする。

（著作権）

第11条　紀要に記載された論文等の著作権は、群馬パース大学に帰属する。

　２　　掲載された論文等は原則として電子化して公開する。

　３　　投稿者は採用が決定後、著作権移譲承諾書を提出する。

　４　　著作権が他に帰属する資料、図表や写真の使用については、著者の責任で必要な許可をとる。

（論文掲載証明書）

第12条　本紀要に採用が決定し、掲載予定の論文に対して、本人の求めに応じ、「論文掲載証明書」を発行する。

（改　廃）

第13条　この規程の改廃は、教授会の議を経て、学長がこれを行う。

附則　この規程は、平成10年12月２日から施行する。

　　　この規程は、平成12年９月11日から施行する。

　　　この規程は、平成17年４月１日から施行する。

　　　この規程は、平成17年10月19日から施行する。

　　　この規程は、平成23年４月１日から施行する。

　　　この規程は、平成24年１月18日から施行する。

　　　この規程は、平成24年４月１日から施行する。

　　　この規程は、2019年３月１日から施行する。



群馬パース大学紀要投稿に関するガイドライン

2019年３月改定

Ⅰ．執筆要項

　１．執筆の形式

　　１）投稿原稿は、横書きとし、パーソナルコンピューターを使用して作成する。

　　２）入稿時のファイル保存形式はWord、Excel、PDFで保存されたファイルに限る。

　　３）和文原稿はＡ４判用紙に40字×30行、英文原稿はＡ４判用紙に20行ダブルスペースで１枚におさめる。上

下左右に30mm程度の余白をとり、片面印刷する。

　　４）字句・叙述は完結・明確にして常用漢字・現代仮名遣い・算用数字を原則として用いるが、専門分野によっ

てはこの限りでない。

　　５）英数字は原則として半角を用いる。

　　６）文中に元号と西暦は混用せず、一方又は両方を記載する。

　２．提出書類

　　１）添付票

　　　　群馬パース大学学内グループウェア上の共有ファイル（Word 文書）に入力する、もしくは紀要の巻末ペー

ジをコピーして作成する。

　　　⑴　著者名は直接研究に携わった者のみに限定し、それ以外の関係者は謝辞として記載する。

　　２）論文

　　　　「本文」のフッターには連続のページ番号を、「要旨等」と「本文」の各ページには行番号を付与する。

　　　⑴　要旨等

　　　　【和文の総説及び原著論文の場合】

　　　　　・和文表題、400字程度の和文要旨、和文キーワード（５個以内）をつける。

　　　　　・英文表題、250ワード程度の英文要旨、英文キーワード（５個以内、固有名詞・略語等を除き小文字

とする）をつける。

　　　　例）



　　　　【和文：研究ノート、その他の場合】

　　　　　・和文表題、和文キーワード（５個以内）をつける。

　　　　　・英文表題、英文キーワード（５個以内、固有名詞・略語等を除き小文字とする）をつける。

　　　　例）

　　　　【英文論文の場合】

　　　　　・英文表題、250ワード程度の英文要旨、英文キーワード（５個以内、固有名詞・略語等を除き小文字

とする）をつける。

　　　　　・和文表題、400字程度の和文要旨、和文キーワード（５個以内）をつける。

　　　　　　＊和文要旨は印刷される。

　　　　例）

　　　⑵　本文

　　　　・「Ⅰ．はじめに」等から書き始め、表題、著者名等は記載しない。

　　　　・ヘルシンキ宣言ならびに臨床研究に関する倫理指針を遵守し、倫理的配慮について記載する。

　　　　・他人の著作を引用した場合には、参考文献 /出典を明記する。

　　　　・利益相反の有無について、掲載論文の末尾に「本論文内容に関連する利益相反事項はない。」又は「著

者○○は△▽との間に本論文内容に関連する利益相反を有する。」と記載する。

　　　　・章立て、見出し、註は各学問領域における慣行に従うこととし、統一された記載方法であれば特に問題

ない。

　　　　・本文、表、図の説明文における参考文献は、引用した箇所の右肩に片カッコを付けて引用順にアラビア

数字で連続の番号を付し、末尾に文献リストとして一括する。

　　　　・文献リストの記述形式は、国際医学雑誌編集者委員会（ICMJE）の策定した「生物医学雑誌への投稿



のための統一規定」（バンクーバー方式）に準拠する。

　　　　・文献リストの記載方法は、科学技術情報流通技術基準（SIST）の「参照文献の書き方」（SIST	02-

2007）を参照のこと。

　　　　　http://jipsti.jst.go.jp/sist/pdf/SIST02-2007.pdf
　　　　　http://jipsti.jst.go.jp/sist/pdf/SIST_booklet2011.pdf

　　　　参考文献の書き方

　　　　【学術雑誌論文】

　　　　　著者名．論文名．雑誌名．出版年（西暦），巻数（vol），号数（no），p.はじめのページ -おわりのページ．

　　　　　 １）Fujita	K,	Sato	H,	Kameko	F,	et	al.	An	 immunoglobulin	A1	 that	 inhibits	 lactate	

dehydrogenase	activity,	with	reversal	of	 inhibition	by	addition	of	NADH.	Ann	Clin	
Lab	Sci.	2006,	vol.36,	no.4,	p.461-468．

　　　　　　２）小林亜由美，矢島正榮，小林和成，他．群馬県東北部山村住民の腰痛に関連する日常生活要因．

群馬パース大学紀要．2007，no.5，p.11-22．

　　　　【電子ジャーナル中の論文】

　　　　　著者名．論文名．雑誌名．出版年（西暦），巻数（vol），号数（no），p．はじめのページ -おわりのページ．

　　　　　doi:．入手先，（入手日付）．

　　　　　　Yajima	M,	Kanda	K.	Empirical	analysis	of	content	of	support	 in	regional	 intractable	

disease	consultation.	Jpn	J	Nurs	Sci.	2013,	vol.10,	no.1,	p.109-120.	doi:	10.1111/j.1742-
7924.2012.00217.x.	

　　　　　　http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1742-7924.2012.00217.x/full,（参 照	2018-11-

18）．

　　　　【単行本】

　　　　　著者名．書名．版表示，出版地，出版者，出版年（西暦），総ページ数 p.，（シリーズ名，シリーズ番号），

ISBN．

　　　　　　藤田清貴．臨床検査で遭遇する異常蛋白質：基礎から発見・解析法まで．東京，医歯薬出版，2010，

168p.，ISBN978-4-263-22269-0．

　　　　《分担執筆の場合》

　　　　　著者名．“分担題目”．書名．編者名．出版地，出版者，出版年（西暦），p．はじめのページ -おわりのペー

ジ．

　　　　　　伊東元，高橋正明．“運動学とは”．標準理学療法学・作業療法学	専門基礎分野	運動学．伊東元，高

橋正明編．東京，医学書院，2012，p.3-5．

　　　　【ウェブサイトの引用（ウェブサイト中の記事）】

　　　　　著者名．“ウェブサイトの題名”．ウェブサイトの名称．更新日時．入手先，（入手日付）．

　　　　　　藤田清貴，亀子文子．“電気泳動法による異常蛋白の分析および判読の仕方”．更新日時2009-01-26．

　　　　　　http://zen.shinshu-u.ac.jp/modules/0096000000/，（参照	2018-11-18）．

　　　　　　（注１）著者が３名以上の場合は、「～他」、若しくは「et.	al」で略記する。

　　　　　　（注２）編者は、氏名の後に「編」、若しくは「ed．」をつける。

　　　　　　（注３）雑誌名は、慣用略称を用いる。医学系の場合は、医学中央雑誌収載誌目録および Index	

Medicus に従う。



　　　⑶　図表等

　　　　・図、表には「図１」、「表１」等の通し番号をつける。

　　　　・図表は一括して原稿末尾に添付し、Ａ４版用紙１枚につき１つ記載する。

　　　　・図表の枚数および大きさは、全原稿の制限内に納めることとする。

　　　　・印刷時の大きさの特定を希望する場合は、縦横の寸法も記入する。

　　　　・本文の欄外に、各図表の挿入希望位置を指定する。

　　　　例）

　　　　・他から引用した図表や写真は、その出典を明記する。

　　　　・著作権に帰属する図表や写真の使用について許可をとる必要がある場合は、著者の責任で行う。

　　　　・特殊印刷の場合の経費は、投稿者が負担する。

Ⅱ．投稿原稿の提出方法

　１．提出内容

　　　①　添付票　１部

　　　②　論　文…原本１部＋コピー２部。１部毎にダブルクリップで綴じる。

　　　③　臨床研究／疫学研究／遺伝子研究の場合は、研究倫理に関する承認書のコピー１部

　　　④　総説／原著論文／英文論文の場合は、第１回査読結果の報告を受けた後、編集委員会の判断により、英

文校閲を受けたことを証明できる書類（校閲証明書、領収書等）のコピー一部の提出を求める場合があ

る。

　　　⑤　利益相反に関する自己申告書　１部

　　　⑥　著作権移譲承諾書　１部

　２．提出先・問い合わせ先

　　　〒370-0006　群馬県高崎市問屋町1-7-1

　　　　　　　　　TEL：027-365-3366（代）

　　　　　　　　　群馬パース大学　紀要編集委員会



著作権移譲承諾書

年　　　月　　　日　

　群馬パース大学紀要編集委員会	委員長　殿

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　申請者名：　　　　　　　　　　　　　　印

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所　　属：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　職　　名：

論 文 名：

　上記の論文が群馬パース大学紀要に採用された場合、当該論文の著作権を群馬パース大学に移譲することを承諾

いたします。また著者全員が当該論文の内容に責任を持ち、論文の内容は過去に他誌に掲載されたり、現在も掲載

（投稿中のものを含む）が予定されていません。さらに、本論文の採否が決定されるまでは他誌には投稿しません。

以上、誓約いたします。

（下記に記名および自署してください）

筆頭著者：

　　　記名　　　　　　　　　　　　　自署　　　　　　　　　　　　　　　日付　　　　　年　　　月　　　日

著　　者：

　　　記名　　　　　　　　　　　　　自署　　　　　　　　　　　　　　　日付　　　　　年　　　月　　　日

　　　記名　　　　　　　　　　　　　自署　　　　　　　　　　　　　　　日付　　　　　年　　　月　　　日

　　　記名　　　　　　　　　　　　　自署　　　　　　　　　　　　　　　日付　　　　　年　　　月　　　日

　　　記名　　　　　　　　　　　　　自署　　　　　　　　　　　　　　　日付　　　　　年　　　月　　　日

　　　記名　　　　　　　　　　　　　自署　　　　　　　　　　　　　　　日付　　　　　年　　　月　　　日

　　　記名　　　　　　　　　　　　　自署　　　　　　　　　　　　　　　日付　　　　　年　　　月　　　日

　用紙が足りない場合や著者が異なる機関等に所属する揚合は、用紙をコピーして複数枚提出しても構いません。



利益相反に関する自己申告書

年　　　月　　　日　

　群馬パース大学紀要編集委員会	委員長　殿

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　申請者名：　　　　　　　　　　　　　　印

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所　　属：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　職　　名：

　私は著者全員について、投稿日から遡って１年間における本論文内容に関連する利益相反（COI）の状況を申告

します。

　　　論文題名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　著 者 名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

該　当　事　由

（本学以外の機関から以下のものを受け取っ
　ているかどうかを確認する。）

該当の有無

（受け取っている
 場合は有とする）

経済的利益関係の具体的内容・

金額等（有の場合に①該当者氏

名②企業・団体名を記載）

１．給与等 有 ・ 無

２．コンサルタント料や謝金等のサービスの対価

　　（国、地方公共団体、独立行政法人等の公的機

関から受け取る謝金等を除く）

有 ・ 無

３．受託研究費（研究員受け入れを含む）、研究助

成金、依頼試験料、実験器具等の物品
有 ・ 無

４．特許実施料収入等 有 ・ 無

５．株式等（未公開株も含む） 有 ・ 無

６．その他

　　（公正かつ客観的な研究を困難にするもの）
有 ・ 無



群馬パース大学紀要　添付票	

	 該当項目について記入し、□にチェックを入れてください。

□ 初回　 　□ 査読後提出 (　　回目 )　 　□ 査読後最終提出 　　□ 取り下げ希望　 　提出日　　　年　　月

⑴　論文の種類　　□	総説　　□	原著論文　　□	研究ノート　　□	その他（書評、資料紹介など）

⑵　表題（和文）　　	

⑶　表題（英文）　　	

⑷　所属機関および連絡先

　　著 者 名（和文）　　　　　　　　　　　　　　　　　　著 者 名（英文）　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　所属機関（和文）　　　　　　　　　　　　　　　　　　所属機関（英文）　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　連 絡 先（校正原稿送付先：	□	自宅　　□	所属機関）

　　　　〒　　　　　―　　　　　　

　　　　住　所：　	

　　　　ＴＥＬ：　　　　　　　　　　　E-mail：　	

　　　　共同著者名（和文）　　　　　　　　　　　　　　　　　共同著者名（英文）　	

　　　　所属機関　	

　　　　役割分担　	

　　　　共同著者名（和文）　　　　　　　　　　　　　　　　　共同著者名（英文）　	

　　　　所属機関　	

　　　　役割分担　	

　　　　共同著者名（和文）　　　　　　　　　　　　　　　　　共同著者名（英文）　	

　　　　所属機関　	

　　　　役割分担　	

　　　　共同著者名（和文）　　　　　　　　　　　　　　　　　共同著者名（英文）　	

　　　　所属機関　	

　　　　役割分担　	

　　　　共同著者名（和文）　　　　　　　　　　　　　　　　　共同著者名（英文）　	

　　　　所属機関　	

　　　　役割分担　	



投稿者用チェックリスト

□原稿スタイルは群馬パース大学紀要投稿に関するガイドラインに従っている。

　　　□用紙　Ａ４

　　　□１ページ字数　ワードプロセッサー：1,200字

　　　□全体字数　総説：20,000字以内、原著論文：12,000字以内、研究ノート：12,000字以内、その他：4,000

字以内

　　　□本文中の図表番号と図表の番号が正しく対応している。

　　　□本文原稿の欄外に各図表の挿入箇所を指定している。

　　　□本文中の注、脚注、引用文献の番号と注釈、文献の番号が合致している。

　　　□本文中の引用と文献のつづり、発行年が合致している。

　　　□句読点は、「、」「。」を使用している。

　　　□本文のフッターには連続のページ番号を、要旨等と本文の各ページには行番号を付与している。

□原稿の順序は①添付票、②要旨等（題目、キーワード含む）、③本文（文献含む）、④図表（資料、写真含む）の

順になっている。

□原稿を３部（①～④原本１部、②～④コピー２部）/査読後（最終）の場合は①～④１部（原本）と電子データ

（CD、USBのいずれか）を準備した。

□原著論文、研究ノートの場合は、研究倫理に関する承認書のコピー１部を添付した（初回のみ）。

□英文校閲を証明する書類を添付した（総説、原著論文、英文論文の場合、査読後指示があった時）。

□利益相反の有無について論文中に記載した。

□利益相反に関する自己申告書を提出した。

□著作権に帰属する資料、図表や写真の使用について必要な許可を得た。

□著作権移譲承諾書を提出した。

□共同研究者の役割分担を明確にした。
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