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 第４回 テクニカルコミュニケーション・リデザイン 

 学術研究会 開催によせて 
 

テクニカルコミュニケーション・リデザイン学術研究会運営代表 

一般財団法人テクニカルコミュニケーター協会 理事 

東京学芸大学   名誉教授 

岸   学 

 

 一般財団法人テクニカルコミュニケーター協会では、テクニカルコミュニケーションに関する学術的研究

を推進すべく、2019 年度からテクニカルコミュニケーション・リデザイン学術研究会を開催しております。 

 近年、情報機器の普及と情報技術のめざましい進展に伴い、これからの社会では、取扱説明や使用説明に

関する情報は、紙印刷メディアによる文書（Documentation）型からWebを基盤としたメディアへの移行が加

速しております。さらに、我が国の人口動態推移を見ますと、保健・健康（・医療）分野の機器とサービス

に関する使用情報を、本協会が対象とする範囲に取り込んでいく必要があります。 

 こうした背景を踏まえ、協会では、保健・健康領域、認知科学領域、工学領域、情報科学領域の研究者・

学術団体・医療技士会など、これまであまり接点がなかった多彩な方々と学術交流を行い、学術研究の発表

の場を通じて新たな関心分野を拡げていくことを目指しております。 

 おかげ様で、これまでの研究会では、多様な研究領域の発表者とテクニカルコミュニケーションを専門と

する皆様との間で活発なやりとりが行われ、共通の問題をさまざまな視点から眺める、あるいはさまざまな

問題に対しての共通のアプローチを探るなど、新鮮な対話を実感する機会となりました。 

 「使用説明の品質向上が私たちの生活・仕事の質を高めてより幸せな社会の実現に貢献できる」という本

協会の理念に多方面からアプローチすべく、ぜひ、今回もご参加のほど宜しくお願い申し上げます。 
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テクニカルコミュニケーション・リデザイン学術研究会について 

 

 

運営代表： 岸 学 東京学芸大学名誉教授 

   テクニカルコミュニケーター（以下TC）協会理事 

 

事務局： 島田 能里子 TC協会学術研究産学協同委員会委員長 

     岡本 浩 同上委員 

     村田 珠美 同上委員 

 

運営委員会：綿井 雅康 十文字学園女子大学副学長、TC協会会長 

      黒田 聡 大阪大学COデザインセンター招聘准教授、TC協会評議員 
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プログラム 

時刻 内容 発表者 所属 論文タイトル 

13:30~13:35 挨拶 綿井 雅康 TC協会会長  

13:35~13:50 発表 中村 光伴 熊本学園大学 

社会福祉学部 

説明活動における非連続型テキストの利用に

ついて 

13:50~14:05 発表 島田 英昭 信州大学 

教育学部 

動画教材におけるアバター映像に対する印象

評価 

14:05~14:20 発表 安藤 昌也 千葉工業大学 

先進工学部  

知能メディア工学科 

日本語会話体ライティングの受容性の検討 

14:20~14:25 休 憩 

14:25~14:40 
 

発表 有馬 多久充 広島大学大学院 

人間社会科学研究科 

音声情報の同時提示が文章読解に与える影響 

14:40~14:55 発表 柚木 靖史 広島女学院大学 

人文学部日本文化学科 

角筆文献調査マニュアルの作成に向けて ―

角筆文字の見つけ方― 

14:55~15:10 発表 姜 琳琳 会津大学 

情報システム学部門 

女性の就寝時における快適性の評価と有用な

情報をコミュニケーションに利活用するため

の文献調査 

15:10~15:15 休 憩 

15:15~15:30 発表 藤井 清孝 北里大学 

医療衛生学部 

医療工学科 

臨床工学専攻 

医療機器添付文書の臨床現場活用における障

壁に関する考察 

15:30~15:45 発表 吉川 典子 NPO医工連携推進機構 人口減の時代に、医療と向き合う要点の調査

研究４ 〜改正オンライン服薬指導の課題に

関する考察〜 

15:45~16:00 発表 黒田 聡 京都大学大学院 
医学研究科 

在宅医療介護におけるコンシューマーユーズ

医療機器等に関する提供情報の作成技法に関

する考察 

16:00~16:45 質疑応答 自由討議 

~17:00 終了 
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変数間の関係についての予測

解釈過程

統合過程

パターン認知過程

Carpenter & Shah(1998)
②ボトムアップ処理

①トップダウン処理

比較検討

読み取り結果

読解結果

予測結果

③

高・・・促進
低・・・抑制

高・・・促進
低・・・抑制

表示知識

大・・・促進*
小・・・抑制*

視空間WM

内容知識

*効果は表示知識高の場合のみ

説明活動における非連続型テキストの利用について 

 

 

中村光伴 

熊本学園大学 社会福祉学部 

 

発表要旨 私たちは説明活動（プレゼンテーション）にて，図表やグラフ（非連続型テキスト）を用いる。これま

でに，非連続型テキストを含む文書の読解研究では，読解方法の個人差が大きいことやワーキングメモリがその理

解に大きな影響を与えることがわかっている（テクニカルコミュニケーション・リデザイン学術研究会 2019岸，

2019中村，2020中村など）。そこで，本研究では，説明者は説明活動を行う際に用いるグラフ（非連続型テキスト）

をどのように読み取り，利用しているのかについて検討する。 

 

 

１．はじめに 

私たちは，説明活動（プレゼンテーション）にて，

図表やグラフ（非連続型テキスト）を用いる。これま

で，教育・認知心理学では，文章理解における図表な

どの非連続型テキストの効果について，図表を付する

ことにより，その内容理解が促進することが明らかと

なっている（Mayer,1989; Verdi,1997; 岩槻,2003な

ど）。その促進理由について，Larkin & Simon(1987)

は図表などの文章ではない空間的に配置された情報は

検索効率が良いことを指摘している。また，非連続型

テキストを含む文書（混成型テキスト）の読解に関す

る研究では，読解方法の個人差が大きいことやワーキ

ングメモリがその理解に大きな影響を与えることがわ

かっている（テクニカルコミュニケーション・リデザ

イン学術研究会 2019岸,中村、2020中村など）。 

２．非連続型テキスト単体の読みについて 

説明活動においては非連続型テキストを用いている

にもかかわらず，その非連続型テキストの内容が適切

に利用されているのかを検討した研究は少ない。 

非連続型テキストの読解に関わる要素について，

Shah, Freedman, & Vekiri(2005)は，視空間的情報処

理に関わる「視空間ワーキングメモリ」，テキスト内

容に関する「内容領域知識」，読み方に関する「表示

慣習知識」が必要であると述べている。 

白井ら(2009)は，これらの3要因に注目し，大学生

に，内容領域知識と表示慣習知識を操作したグラフを

読解させ，その内容について口頭説明を行わせた。そ

の結果，視空間ワーキングメモリの影響は限定的であ

ったが，グラフ読解時の眼球運動の結果から，グラフ

に関する知識が高い者は，グラフの読解時に，タイト

ル，X軸ラベル，Y軸ラベルへの注視が多く，X軸ラ

ベルを初めに見る傾向がみられることを明らかにして

いる。そして，表示慣習知識が低いと先行知識とのず

れから説明に先行知識とグラフ内容両方の情報を加え

たり，誤読することを明らかにし，3要因の関係を図

1のようにまとめている。 

また，中村ら(2009)は，白井ら(2009)で用いたグラ

フについての説明文を産出させたところ，グラフに関

する先行知識を有することにより，内容に直接影響し

ない補足的な情報が追加され，冗長な説明を行ってし

まうことを指摘している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図1 グラフ読解のモデルにおける３要因間の関係 
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３．非連続型テキストを用いた説明活動への影響 

中村(2019)は，自らが講師として呈示されたグラフ

を解説するというカバーストーリーを設定し，非連続

型テキストを用いてプレゼンテーションを行う場合

に，説明者は説明活動を行う際に用いるグラフ（非連

続型テキスト）をどのように読み取り，利用している

のかについて検討した。呈示したグラフは，“飲酒量

と睡眠時間が交通事故発生件数に与える影響”に関す

るグラフ（棒グラフ）であった（図２）。協力者は61

名の大学生であり，カバーストーリーに従い，呈示さ

れたグラフを読解し，その内容に関するプレゼンテー

ション内容について筆記による説明文を産出した。産

出した説明文については，産出文字数，内容説明得点

を集計した。なお，内容説明得点は４つの評価観点に

より得点化した（12点満点）。評価観点は①XとYと

の関係，②ZとYとの関係，③そのグラフにおいて特

徴的な点（XとZを要因とする交互作用など），④グ

ラフの内容から導き出される結論，であった。 

その結果，内容説明得点において，ワーキングメモ

リが高い群(29名)の平均点が低い群(32名)よりも有

意に高かった。さらに，産出された説明文の得点を評

価観点別に検討したところ，ワーキングメモリが低い

群において，②ZとYとの関係との関係ならびに，④

グラフの内容から導き出される結論 について説明文

で表現できていない者が多くみられた。グラフ内容理

解が出来ている/いないに関わらず，グラフを使って

説明する際には，そのグラフ内の基本的な関係やグラ

フから導かれる最終的な結論をうまく表現できない可

能性が指摘できる。 

 

図２ 説明課題で呈示したグラフ 

４．まとめ 

非連続型テキスト（グラフ単体）の読解には，「視空

間ワーキングメモリ」，「内容領域知識」，「表示慣習知

識」が影響している。しかし，グラフから情報を読み

取ることができても，内容説明として表現できるとは

限らないことが考えられる。 

今後，非連続型テキスト（単体）の読解状況（各情

報の読み取り方法，各要素の関係の理解）を踏まえた，

説明活動に与える影響について，さらに検討する必要

があるだろう。 
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動画教材におけるアバター映像に対する印象評価 

 

 

島田英昭・新谷莉子・原洋平・近藤英剛・永田寛尚・原潤 

信州大学 

 

発表要旨 本研究は、動画教材におけるアバター映像に対する印象評価を行うことを目的とした。学校防災を題材

として、ナレーションと連動するアバターを画面右下に挿入した動画を作成した。大学生（N=28）を対象に、アバ

ターがある動画とない動画を視聴後、印象評価を求めた。その結果、わかりやすさ、理解しやすさ、動機づけにつ

いては平均的にはアバターがある方に肯定的であったが、一定の否定的評価もあった。また、興味はほぼ肯定的評

価で占められていた。加えて、視聴中にアバターを見ていたと評価した参加者が多かった。これらの結果から、動

画教材におけるアバター映像には平均的には肯定的であるが、一定の否定的印象もあることが明らかになった。 

 

１．問題と目的 

 新型コロナウイルス感染症対策のために大学等にお

いてオンライン授業が増加し、動画教材の利用が増加

している。Shimada(2018)、島田(2019)は、動画教材に

おける教授者映像に着目し、教授者映像を含む動画教

材を用いたeラーニングを受講した大学生にアンケー

トを行い、主観的理解度、主観的動機づけ、好意度、

必要性の側面で、教授者映像が含まれている動画教材

へ概ね肯定的な評価が得られることを示した。 

島田他(2022)は、この結果が教授者映像からアバタ

ー映像に一般化できるかどうか検討した。アバターと

は、人間の分身を表現するキャラクターと定義される。

近年では、VTuberやメタバース等で一般に浸透してき

ている。この研究では、学校防災マニュアルを題材と

して、教授者のモデルとしてアバター映像を含む約 4

分間の動画を作成し、当該学校の保護者に印象評価を

求めた。その結果、主観的わかりやすさ、アバター映

像の必要性について概ね肯定的な評価が得られること

と、必要性については教授者映像と同様に一定の否定

的評価が存在することを示した。 

本研究は、島田他(2022)と手続きを変更し、上記の

傾向を確認することを目的とする。 

 

２．方法 

 ＜材料＞ 島田他(2022)で作成した動画教材を用い

た。これは、A 特別支援学校を対象として、引き渡し

（災害時に児童・生徒を迎える）の手順を、保護者を

対象に説明したものである。この中では、女性のナレ

ーションを使い、それに合わせて女性のアバターの上

半身が画面右下で連動するようにした。 

 ＜研究参加者＞ 大学生等 28 名（男性 8 名、女性

18 名、不明 2名、18-49 歳、平均 21.4 歳）が参加し

た。 

 ＜手続き＞ インターネット上で回答を求めた。ア

バターがある動画、ない動画を見た後、質問項目に回

答することを求めた。動画の提示順序はランダムとで

あった。質問項目は、わかりやすさ（どちらの動画が

わかりやすいと思いましたか）、理解しやすさ（どちら

の動画が理解しやすそうだと思いましたか）、動機づけ

（どちらの動画をもっと見てみたいと思いましたか）、

興味（どちらの動画がおもしろそうだと思いましたか）、

アバターへの注意（アバターがある動画を見ていると

き、アバターを見ていましたか）の5項目であった。

はじめの4項目は,4.アバターがある方、3.どちらかと

言えば、アバターがある方、2.どちらかと言えば、ア

バターがない方、1.アバターがない方、の4段階で回

答を求めた。アバターへの注意は、4.よく見ていた、

3.少し見ていた、2.あまり見ていなかった、1.全く見

ていなかった、の4段階で回答を求めた。 

 

３．結果と考察 

 項目ごとの度数分布を表1に示した。ここから、ア
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バターに対する肯定的評価が多いことが明らかになっ

た。一方で、否定的評価も一定数みられた。わかりや

すさ、理解しやすさでは否定的評価が約 40%であり、

Shimada(2018)、島田(2019)の教授者映像の評価や島田

(2022)のアバター映像の評価に比較して大きい。その

理由として、先行研究では5段階評価で、本研究では

中間点を除いたことにある可能性がある。 

また、Shimada(2019)では、教授者映像がある動画と

ない動画を大学授業でアップロードし、そのログを分

析したところ、教授者映像がある動画を見る受講者が

約30%、ない動画を見る受講者が約60%、残りは両方選

択することが明らかになっている。なお、中間点の2.5

を基準にすると、これらの項目では、サンプルサイズ

が小さいこともあり統計的に有意ではなかったが、一

定の効果量はあった。ここから、教授者とアバター共

通で、理解度、わかりやすさ、動機づけについては、

平均的にはアバターに対して肯定的ではあるが、一定

の否定的評価が存在するという、教授者映像の結果と

同様の傾向が示唆された。 

興味についてはほぼ否定的評価がなく、平均的にも

有意であり、効果量も大きかった。これは、アバター

が現代では珍しいことによる結果であると考えられ、

今後変化する可能性はあるが、現段階では興味を引く

方法としては利用できるかもしれない。 

最後に、アバターへの注意は動機づけとほぼ同じ傾

向であった。おそらく、動く対象であるために一定の

注意は向けられるのではないかと考えられる。これは、

動画教材の教授者映像で視線計測を行った Kishimoto 

& Shimada(2017)とも一貫している。 

 

文献 

Kishimoto, D. & Shimada, H. (2017). Do learners 

watch teachers' motion images included in 

online video materials? An eye-tracking study. 

ICCS2017; 11th International Conference on 

Cognitive Science Program, 63. 

Shimada, H. (2018). Learners' need for including 

teachers’ moving images in online learning 

video materials. ICCE2018; 26th international 

conference on computers in education: work-

in-progress poster proceedings, 40-42. 

Shimada, H. (2019). Learners’ preference of 

video materials with or without motion images 

of a teacher. ICCS2019; 12th International 

Conference on Cognitive Science Program, 36. 

島田英昭 (2019). 大学授業におけるeラーニングビ

デオに対する視聴行動と信念 日本デジタル教科

書学会第8回年次大会発表予稿集, 89-90. 

島田英昭 (2022). 動画による学習教材におけるアバ

ター映像に対する好意度 ―学校防災を事例とし

て― 日本デジタル教科書学会第11回年次大会発

表予稿集, 印刷中. 

 

付記 

本研究は、JSPS科研費 17K18620、21K03023の助成

を受けました。本研究は第2著者の卒業論文の一部を

加筆修正したものであり、第2著者から発表の許諾を

得ています。 

表1 各項目への回答の度数分布と統計量 

1 2 3 4 M SD t p d
わかりやすさ 1 10 14 3 2.68 0.71 1.31 .20 0.25
理解しやすさ 1 10 13 4 2.71 0.75 1.49 .15 0.29
動機づけ 1 4 16 7 3.04 0.73 3.81 <.01 0.73
興味 0 1 15 12 3.39 0.56 8.33 <.01 1.60
アバターへの注意 0 5 16 6 3.04 0.64 4.38 <.01 0.84

度数分布表 統計量

※t、dの算出では2.5を基準とした差を用いている。 
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日本語会話体ライティングの受容性の検討 

 

安藤 昌也 *1, 杭 凱 *2 

千葉工業大学先進工学部, 元千葉工業大学大学院先進工学研究科 

 

発表要旨 昨今、ユーザーの利用体験を助け、体験価値を高めるような文章技術である「UX ライティング」が注

目されている。その主たる手法の一つに「会話体ライティング」が挙げられる。しかし、UX ライティングのノウ

ハウは、主に欧米言語によるものであり日本語環境でそのまま適用できるかは疑問である。そこで日本語での会話

体ライティングの手法を検討した上で、3つのスマホ向けサービス（ショッピング、クレジットカード、漫画）の

画面での表現を、ビジネス・ライティング（書面体）と比較するサンプルを作成した。これを用い、300サンプル

のWebアンケートにより会話体の受容性を検討した。その結果、全体的に言えば会話体の受容性は高くないことが

示された。だが、クレジットアプリを除き20〜40代の人では会話体ライティングを受け入れやすい傾向があった。 

 

１．はじめに 

 昨今，UXデザインの分野ではユーザーの利用体験を

助け，体験価値を高めるような文章技術に関する関心

が高まっている。これらは「UXライティング」と呼ば

れている。UXライティングに関する海外の文献 [1]では，

良いUXライティングの原則の一つに「会話体ライティ

ング」が挙げられている。その理由は，ユーザーにポ

ジティブな印象を与え，信頼感を得てサービスへのエ

ンゲージメントを向上できるというものである。しか

し，日本語環境では砕けた印象の会話体がUXライティ

ングに用いられることは少なく，同様の効果があるの

かは不明である。このことについて著者らは、大学生

を対象とした実験によりその効果の検討を進めてきた
[2]。その結果、娯楽や買い物系、SNSなど日常に使うサ

ービスの場合にポジティブな印象を与える可能性が示

された。しかし、幅広い世代での受容性については検

討されていない。 

 

２．目的 

 本研究では、スマートフォンアプリのテキストを題

材に、日本語による会話体ライティングの印象を幅広

い世代へのアンケートによって把握する。印象を把握

する際には、ビジネス文書のような文体（本研究では、

会話体に対して書面体と呼ぶ）との比較により検討す

る。 

 

３．方法 

＜手法・サンプル＞ Webアンケートにより把握する。

300 件の調査対象者を、後述の 3 つの提示サンプルご

とに100名ずつ割り当てる。各割り当てで、性別×20

〜60代の10歳代ごとに10名ずつ割付けた。調査対象

者は、それぞれの提示サンプルについて、会話体と書

面体のサンプルの印象を評価した。加えて、3 つの提

示サンプルの相互比較による印象評価も併せて行った。 

＜提示サンプル＞ スマホアプリの目的による違いが

あると仮定し、①ショッピングアプリ、②金融アプリ

（クレジットカード）、③漫画アプリを題材とした。そ

れぞれ実在のアプリを定め、主にユーザーに何らかの

操作をさせる部分、1画面分を対象とした。 

＜会話体の検討と変更＞ 日本語の会話体ライティン

グの手法は確立していない。そこで、文献[1]を参考に、

「敬語の 5 段階理論」[3]及び「日本語の語種」[4]に着

目して、以下のように会話体ライティングを定義した。 

 敬語の5段階理論の第4段階を基に、語尾は「〜し

よう」「〜ね」「〜よ」「〜ましょう」が付くもの。「お

お」「さあ」「やった」など感動詞で始まるもの。疑問

を表すもの。但し、ユーザーに迷惑をかけた際のお詫

びの文章などでは敬語の段階2・3を用いる。日常会話

で口にしない漢語は和語に書き換える。認知度の低い

外来語は使わない。音節の長い外来語は日本語でよく

使われる拍の長さ（2〜4拍）に合わせる。混合語は各

要素を分ける。 
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＜提示サンプルの例＞  

  
書面体サンプル画像 会話体サンプル画像 

図1 金融アプリのサンプル画像 

＜評価尺度＞ 「対人認知尺度」[5]（20項目，5件法）

を用いた。また個人特性として利用促進などの姿勢が

影響すると考え、焦点制御理論尺度も同時測定した[6]。 

 

４．結果 

＜対人印象尺度による印象＞ 3 つの提示サンプルを

併せて因子分析（最尤法・プロマックス回転）を行い、

因子得点を比較した（図2）。因子は「控えめで落ち着

いた印象」と「意欲的で明るくユーモアのある印象」

の2因子だった。 

ショッピングアプリでは、会話体の方が意欲的な印

象が高いが、書面体も2つの印象が共に高い。金融ア

プリでは会話体は「控えめ」がマイナス（でしゃばり・

ふまじめ）、「意欲的」もマイナス（無気力・暗い）と

なっており、ネガティブな印象と言えるが、書面体の

「控えめ」のみが高い。漫画アプリでは会話体、書面

体とも「控えめ」が高い傾向があった。 

 

図2 印象の違い（因子得点） 

＜会話体への違和感＞ 会話体への違和感を尋ねたと

ころ、ショッピングアプリでは 40%以上、漫画アプリ

では34%、金融アプリは22%があまり違和感を感じない

との解答だった。 

 

図3 会話体サンプルへの違和感の度合い 

＜受容度と制御焦点＞ 3つの提示サンプルの利用意

欲を尋ねた。制御焦点理論の分散分析では予防焦点度

が10%有意傾向だった。 

図4 性・年代別提示物の受容度の数 

 

５．結論 

 会話体ライティングの表現は、サービスとの組み合

わせにより受容度は変わるが、ショッピングアプリで

は違和感が比較的低い傾向がある。また、受容度が高

い人ほど予防焦点度が高い傾向があった。これは会話

体ライティングが、失敗回避の支援になるとの理解に

よるのではないかと考えられる。これらのことから、

日本語では会話体ライティングがいつでも良い体験に

寄与できるわけではないが、若年層を中心に受容され

る傾向はあり、予防焦点の人には体験の支援になる可

能性が示唆された。 

 

文献 

[1]キネレット・イフラ（2021）第2章 会話体ライティング,『UX

ライティングの教科書』, 50-58, 翔泳社. 

[2]杭凱, 安藤昌也（2021）説明文の文体の違いによるサービス

の印象について-会話体と書面体による比較,第3回テクニカ

ルコミュニケーション・リデザイン学術研究会, p.16-17. 

[3] 野元菊雄 (1978)敬語の段階,日本語教育,35. 

[4] 茂木ら（2005）語種辞書『かたりぐさ』, 利用マニュアル. 

[5] 林文俊 (1978) 対人認知構造の基本次元についての一考察, 

名古屋大學教育學部紀要, 25, 233-247. 

[6] 石井裕明,消費者行動研究における制御焦点理論研究の展開,

商学研究科紀要, 68, pp147-161,2009. 
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音声情報の同時提示が文章読解に与える影響 

 
有馬多久充 森田愛子 

広島大学 
 
発表要旨 マルチメディア学習において，一般的には視覚情報に音声情報を追加することが学習のサポートにな

ることが示されている。一方で，同じ情報を複数の方法で同時に提示することにより負の影響が生じる場合も存在

する。本研究では，文章読解時に音声を同時提示することが文章理解にどのような影響を与えるか，読解力の違い

を考慮に入れて検討を行った。その結果，読解力の低い学習者では音声の同時提示が有効となる一方で，読解力の

高い学習者では音声が学習を阻害することが示された。このように，直感に反して，文章に音声を加えることは逆

効果となる可能性があるため，指導を行う際には学習者の能力を考慮する必要があると思われる。 
 
１．はじめに 
 マルチメディア学習において，単一の情報からの学

習よりも，文章や音声，絵図など，複数の情報を組み

合わせた学習のほうが，学習効果が高いことが示され

ている (Mayer, 2009)。一方，同じ情報を複数の方法で

同時に提示することで学習に対して負の影響が生じる

ことも示されている (redundancy効果；Mayer, Heiser & 
Lonn, 2001)。これまで，Redundancy効果については図

や動画を主とした学習材料を用いて検討されており，

文章を主とした学習材料に音声を追加することによる

redundancy効果については明らかになっていない。 
 
２．目的 
 本研究では，十分な読解力を備えていると想定でき

る大学生を対象として，文章に音声を追加することが

redundancy 効果をもたらしうるかを検討する。また，

学習者の能力によって追加した情報のもたらす効果が

変動することがKalyuga (2007) により示唆されている

ことから，読解力の違いによって音声を追加すること

の効果が異なるのかについても検討を行う。その際，

語彙は一貫して読解力を規定するという高橋 (2001) 
を根拠に，簡易に読解力を推定する指標として語彙数

を取り上げる。 
 
３．方法 
＜参加者＞ 日本語を母語とする大学生 40 名 (男性

10 名，女性 30 名，平均年齢 20.65 歳)。語彙数調査に

より，語彙数高群17名と低群23名に分けた。 
＜課題＞ コンピューター画面上に提示される文章を

読み，逐語記憶と内容理解に関する問題に解答する読

解課題であった。 
＜実験計画＞ 音声 (あり・なし) ×語彙数 (高群・低

群) の 2 要因計画。前者は参加者内，後者は参加者間

要因であった。 
＜刺激＞ 刺激文章としてセンター試験対策問題集か

ら抜粋した12の文章 (平均230字) を使用した。各文

章について逐語的な記憶を問う問題と内容理解を問う

問題を4 問ずつ設けた。いずれも，正誤判断問題であ

った。音声刺激として，朗読に習熟した男性が課題文

章を読み上げたものを使用した。 
＜語彙数調査＞ 参加者の語彙数推定のため，NTTデ

ータベースシリーズの「令和版語彙数推定テスト」を

用いた。50個の単語を1つずつ提示し，提示された単

語について知っている単語かどうかを判断してもらう

ことで回答を収集した。 
＜手続き＞ 読解課題の1試行は課題文章の読み，逐

語記憶問題，内容理解問題から成っていた。まず，文

章全体をコンピューター画面上に提示した。音声あり

条件においては同時に課題文章の読み上げ音声を提示

し，音声に合わせて文章を目で追って読み進めること

を教示した。音声なし条件では読み返しをすることな

く文章を読み進めることを教示した。参加者が文章を

読み終えると，逐語記憶問題となる正誤判断文を1問
ずつ計4 問提示し，キー押しにより回答を求めた。そ
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の後，同様の手順で内容理解問題を行った。これを 1
試行とし，参加者1人あたり音声あり条件で6試行，

音声なし条件で6試行の計12試行を行った。また，両

条件の開始前に練習試行を1 試行ずつ設定した。以上

の読解課題の終了後に語彙数推定テストを行った。 
 
４．結果 
 語彙数の平均値 (75133.23 語) を基準として，参加

者を語彙数高群 (M = 88975.47) と語彙数低群 (M = 
64902.00) に分けて分析を行った。逐語記憶問題につ

いて，語彙数高群・低群の条件別正答率を Figure 1 に

示す。2 (音声) ×2 (語彙数) の2要因分散分析の結果，

音声の主効果および語彙数の主効果は有意ではなかっ

たが，交互作用が有意傾向であった (F (1, 238) = 3.37, 
p = .06, ηp

2= 0.014)。音声なし条件において語彙数低群の

正答率よりも高群の正答率が有意に高かった。また，

語彙数低群で，音声のない場合よりも音声がある場合

に正答率の高い傾向があった。 
内容理解問題について，語彙数高群・低群の条件別

正答率を Figure 2 に示す。2 要因分散分析を行った結

果，いずれの主効果も有意ではなかった。交互作用が

有意であり (F (1, 238) = 5.05, p = .02, ηp
2 = 0.031)，音声

なし条件において語彙数低群の正答率よりも高群の正

答率が高い傾向があった。また，語彙数高群で，音声

のある場合よりも音声のない場合に有意に正答率が高

かった。 
 
５．考察 
 本研究では，大学生を対象に，文章読解時に音声を

同時提示することが文章理解にどのような影響を与え

るか，読解力の違いを考慮に入れて検討を行った。 
 その結果，読解力の高い学習者では，文章に音声を

追加することが読解の妨げになるというredundancy効
果が示された。読解を十分に行うことのできる学習者

の場合，必要でない情報が追加されることで冗長な認

知処理が増えたため，音声を追加した場合に読解成績

が低下したと考えられる。一方で，読解力の低い学習

者では，文章に音声を追加することが効果的な支援と

なることが示された。マルチメディア学習の認知理論 
(Mayer, 2009) によれば，聴覚と視覚の両チャンネルに

は最大容量があり，両チャンネルを組み合わせること

でより多くの情報を処理できるとされている。本研究

においても，読解力の低い学習者に対して音声を追加

することでより多くの情報を処理できるようになり，

学習が促進されたと考えられる。 
 
６．結論 
 文章に音声を追加することは，読解力の低い学習者

には有効な支援となるが，読解力の高い学習者には逆

効果となることが示された。このように，直感的な予

想に反して，音声を加えることが支持されないマルチ

メディアの条件は存在する。そのため，指導を行う際

には学習者の能力を考慮し，どのような情報を提示す

るのかをより慎重に検討する必要がある。 
 

 
Figure 1 逐語記憶問題の正答率 

 

 
Figure 2 内容理解問題の正答率 

 
主要引用文献 

Mayer, R. E., Heiser, J., & Lonn, S. (2001). Cognitive  
Constraints on Multimedia Learning：When Presenting  
More Material Results in Less Understanding. Journal of  
Educational Psychology, 93, 187–198 
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角筆文献調査マニュアルの作成に向けてー角筆文字の見つけ方― 

 

柚木 靖史      近藤 友子           石田 泰子 

        広島女学院大学    ノートルダム清心女子大学     広島修道大学 

 

発表要旨 角筆文献とは、角筆という筆記具を使うことによって、凹み文字が書き入れられた本をいう。その存在

が未だ広く知られていないために、貴重な文字情報が失われつつある。この憂慮すべき事態を防ぐためには、様々

な機会やツールを利用して広報することも大事だが、まずは、角筆文字を見つけることが必要である。角筆文字の

調査は、文字の特殊性から、墨書や印刷による文字を対象とした一般的な古文献調査とは異なる方法を取らなけれ

ばならない。しかし、角筆文献調査マニュアル（以下マニュアルという）があれば、初心者でも角筆文献を発見す

ることができる。本発表では、現在作成中のマニュアルのうち、「角筆を見つけよう」（案）について発表する。 

 

１．はじめに 

 角筆とは、墨をつけて文字を書く筆とは違い、いわ

ゆる墨をつける穂の部分が無く、ただ箸の様な棒状の

筆記具である。その一方の先端を紙面に押し付けて紙

面を引っ掻くことによって文字を書く道具である。し

たがって、角筆文字には、筆で書いたような黒い色が

残らず、紙面にはただ凹み線が残っているだけである。

読み手は、白紙に見える紙面に影を作ることによって、

凹み線を文字として読み取るのである。 

角筆文字が伝える情報の価値は高い。角筆文献は、

近世の方言研究の重要資料である。角筆文字の調査に

よって、資料的価値を高めた例もある。近年では、諸

外国からも、角筆文字が見つかっている。なお、本発

表では、角筆とは筆記具を指し、角筆文字とは角筆と

いう筆記具を使って書き入れられた文字を指し、角筆

文献とは角筆文字が書き入れられた本を指す。 

 

２．マニュアル作成の目的 

角筆文字は、昭和36年に小林芳規博士によって発見

されたが、まだ広くは知られていない。 

各県の図書館や資料館、民家や古書店など、角筆文

献は身近なところに存在するが、角筆文字のことを知

らないために、未だ発見されずにある。まずは、角筆

文献を探すために、マニュアルが必要である。 

角筆文献の発掘および研究は、限られた研究者によ

り進められてきた。その成果は大きいが、一方で、角

筆文字の存在が広く知られていないために、多くの文

字情報が失われつつあるという事態も起きている。こ

れからは、より多くの人々が角筆文献の発掘調査およ

び広報活動に関わるような方向へと転換していく必要

がある。そのためにも、初心者でも角筆文献が発見で

き、大学の授業でも広く活用できるようなマニュアル

が必要であるが、現在のところ、そのようなマニュア

ルは存在しない。本発表では、マニュアルの中でも最

も重要である「角筆を見つけよう」の項目を紹介し、

皆様の御批正を仰ぎたい。 

 

３  マニュアル作成の方針 

 角筆文字を見たことがない読者にとって、実物をイ

メージすることが難しいので、図や写真を用いて分か

りやすく説明する。また、調査という実践行動へと読

者を導くことを目的とするので、調査の意義を示しつ

つ、さらに、分かりやすく正確な表現で作業手順を示

し、必要な事項は漏れなく記述する。 

 

４．マニュアル案―「角筆文字を見つけよう」―  

（１） 準備するもの 

（２） 調査する環境 

（３） 具体的な調査の流れ 

＜設定案＞ 

ア 調査内容 

１日で30冊をすべて調査する内容で設定。 
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（調査分量・時間は調査経験に基づき算出） 

イ 作業工程の開始〜終了   

調査対象資料を準備→調査開始→角筆文字の確認調

査・発見→資料の書肆を記録→次資料へ 

ウ 対象資料の数および資料の内訳  

合計30冊20点 ※点：本を種類として数えた数 

（１冊だけから成る単独本・・16点 ２冊組・・１点 

３冊組・・１点 4冊組・・１点 5冊組・・1点） 

エ １冊の調査に要する時間 

約10分 ただし、組本の2冊目以後は約5分 

オ １日で調査可能な時間の想定 

 5時間30分（９時開館18時閉館 12時台昼休憩） 

＜作業を始める前に想定すること＞ 

ⅰ 全体の調査時間のマネジメント 

 30冊で上記の内訳だと、250分（約4時間）を要す

る見込みとなる。例えば、午前中におおよそ12冊、１

時間の昼休憩をはさみ午後15時までにおおよそ18冊

調査し、15時以後は、発見した角筆文献の角筆文字を

詳しく調査する時間に充てるという計画を立てる。 

ⅱ 角筆文献の発見点数を予想 

 ５点に１点は角筆文献だと予想する。20点であれば、 

およそ４点の角筆文献が発見できると予想できる。 

ⅲ 角筆文字が書かれている可能性が高い本を予想 

角筆が書かれている可能性の高い文献は、他に比べ

て長い調査時間を要することも予想しておく。 

＜具体的な作業に入ってからの手順＞ 

01 束の上から順番に組ごとに取り、自分の前に置く。 

02 抜き取った本と本の間に留守番紙を置く。 

03 本を１冊持って、窓際に行く。 

04 本を両手でしっかり持ち、本を目の高さぐらい 

まで挙げる。 

05 紙面に当たる太陽光の角度を変え、紙面に影がで 

きやすい状態にして紙面を見る。１丁目見開きを見終 

えたら、手の指先で紙面の左下隅をつまみ、頁をめく 

る。その見開きを見終えたら、また同じ動作で頁をめ 

くる。以下、この動作を繰り返す。 

06 本文の１丁目から10丁目ぐらいまでは、慎重に調

べて行き、その後、調べるペースを速める。時間がな

いときは、上欄の空白部だけを見て行く。 

07 数冊で１組の資料の場合、１冊に角筆文字が無か

ったら、２冊目以降もないことが多いが、念のため、

上欄外の空白部だけでよいから、調査する。少しでも

多くの文献を調査するため、１冊に時間をかけない。 

08 表紙や表紙見返し部分、後表紙や後表紙見返し部

分、巻末の空白部分も調べる。 

09 角筆文字らしき線を見つけたら、用例記入用調書

に丁数と行数を正確に記録しておく。該当する部分は、

線の近くにある印刷されている文字も含めて模写して

おく。ルーペでも確認する。懐中電灯を使う必要があ

る場合は、許可を得て使用する。 

10 角筆（筆記具）が本の間に挟まれていた場合は 

取り出さず、そのままの状態で写真を撮っておく。 

11 角筆文献だと確定できたら、書肆的事項記入調 

書を作成する。角筆文字記入用調書には、確実な例を 

３例ほど挙げておく。 

12 読めない墨書や、気になる角筆文字は、資料館 

の許可を得て写真に撮って帰り、後で調べる。 

13 書肆的事項記入調書と角筆文字記入用調書を書き

終えたら、留守番紙があるところに元どおりに戻し、

次の本を取り出し、留守番紙を置き、自分の調査机の

前に持ってくる。 

14 以下、上記の動作を繰り返す。 

15 予定していた資料を調査し終えたら、残った時間

で、角筆文献を再度持ち出してきて、時間のある限り

角筆文字を読み、角筆文字記入調書に書き入れる。 

 

５．検討課題 

 今回紹介したマニュアルには、まだ記述しきれてい

ない事柄もあり、引き続き正確で分かりやすい表現を

追求していかなければならない。また、今後、その他

の項目についても、内容を吟味する必要がある。文字

情報の消失は、今まさに進んでいるので、その解決策

としても、マニュアル作成を急ぐことが必要である。 

（写真や図、補足説明は発表資料に提示。） 

 

参考文献 

小林芳規（2004) 『角筆文獻研究導論』(汲古書院)  

柚木靖史（2021）「広島県立文書館の角筆文献に見られ

る音韻的特徴について ―2016年から2018年の調査に

基づいて――」（『広島女学院大学論集 (68)』） 
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女性の就寝時における快適性の評価と有用な情報をコミュニケーションに 

利活用するための文献調査 
 

姜琳琳・山内和昭・陳文西 

会津大学情報システム学部門 

 

発表要旨 ある条件下で人間が感じる快適性を定量化する基礎研究は多い。しかし，これらの基礎研究を応用研究

や開発研究に発展させていくにあたっては，環境制御などの自動化技術や，データの可視化技術といった方向性が

多く，対象者に対して様々な判断をサポートする有用な情報をコミュニケーションに利活用する技術の領域が未

発展である。そこで，「身体的属性としての女性」の「就寝時」という条件に限定し，快適性の変動と女性特有の

身体的特性との相関性を調べ，その特性を踏まえた身体とのコミュニケーション技術が確立可能かどうかを確認

し、検討するために文献調査を実施した。本論文で調査結果と将来の展望について述べる。 

 

１．はじめに 

 各種調査の結果から，「日本人の平均睡眠時間は世

界的にみても短い」と言われており，メディアなどで

は「睡眠負債」が話題となり，睡眠への関心が高まっ

ている。2018年のOECD（経済協力開発機構）加盟国の

睡眠時間の国際比較では，日本は睡眠時間の短さでは

第１位となった【１】。NHK国民生活時間調査（2010年）

によると，40歳代以降の女性では睡眠時間が有意に男

性よりも短い【２】。  

睡眠負債が交通事故を含むヒューマンエラーや心

身の健康に多大の影響を及ぼすと言われている【３】。

健康のためには十分な睡眠時間を確保することが必要

であるが，それと同時に睡眠の質を良くすることも大

切である。日々の睡眠の質をモニタリングすることは

大変重要だが，現在では，生理学的に妥当な指標は存

在しない。就寝時における快適性の変動を検出して，

人間の睡眠状態を分析し，その状態を正しく伝達でき

れば，快適睡眠の実現のサポートが可能となる。 

２．目的 

 本研究の目的は睡眠の質，就寝時におけるに快適性

についての研究の進展状況を把握するため，先行研究

を広く調査し，考察することである。 

３．方法 

＜検索ステージの設計＞ 

 今回の検索は日本語のみに限定し，文献キーワード

は“女性”，“就寝”，“快適”として，検索エンジンは

CiNii Research，J-Stage，医学中央雑WEB版（以下，

医中誌Web），Google Scholarを用いて，出版年数の制

限はせず，2021 年までに発表された文献を検索した。 

文献選定については，以下の６つのステージを踏ま

えて，文献レビューを行う。 

・Stage 0：Survey 4 databases using keywords“女

性 and 就寝 and 快適” 

・Stage 1 : Deletion of doubles 

・Stage 2 : Title scan 

・Stage 3 : Abstract scan 

・Stage 4 : Cursory full text scan 

・Stage 5 : Detail full text scan 

＜検索文献の管理＞ 

Mendeley は学術論文の管理とオンラインでの情報共

有を目的にした無料の文献管理ツールである。PCにイ

ンストールして使う「デスクトップ版」と「Web版」を

同期することができ，どこからでも利用できる。PCに

ダウンロードしてPDFファイルとRIS形式ファイルに

して，Mendeleyで読み込ませる。 

４．結果 

＜参考文献選定プロセスにおける各ステージの結果＞ 

 CiNii Research 6件，J-Stage 819件，医中誌Web 

10件 ，Google Scholar 1150件の合計1985件が検索

された。重複している 64 件の文献を除外した残りの

1669 件の文献より本研究の目的と異なるものを除外

して，36件の文献を最終的に採用した。いずれも日本

国内誌に掲載された文献である。選定過程と各ステー

ジの結果を以下の図に示す。 
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図１ 文献の選定過程と各ステージの結果 

＜就寝時の快適性の評価方法＞ 

 就寝時における快適性の評価に関わる重要な研究と

して，睡眠の質の評価と同様に，主観的データによる

ものと客観的のデータによるものとに分けることがで

きる。選定した36件の文献の中には，心電図や脳波な

どの測定機器を用いた客観評価文献が7件あり，評価

過程の中で生じる被験者個人の心理的に計測している

主観評価文献が1件あった。主観と客観の評価両者を

使用している文献は28件であった。この調査結果より

睡眠の質，快適性評価方法の研究動向を明らかにする。 

（１）客観的評価 
客観的データを睡眠の快適性評価に用いている研究

は 35 件あり，最多は睡眠ポリソムノグラフ

（Polysomnography：PSG）を使用して脳波，眼球運動，

筋電図などを計測し，睡眠・覚醒の判別の他に睡眠の

質（ステージ）を評価で11件あった。次に多かったの

が腕時計型活動量計（アクチグラフ）による評価で10

件存在した。また，上記の客観データと，睡眠に関連

する生理の指標である血圧，心拍データ，脈拍データ，

体温，血液生化学検査，皮膚水分量，血中酸素濃度を

併用して睡眠の評価している研究も複数あった。 

（２）主観的評価 
 睡眠障害の評価に用いられるOSA睡眠調査票を使用

して，睡眠質を評価ものが11件あった。一方，ピッツ

バーグ睡眠質問票（PSQI-J）を用いて，睡眠習慣，睡

眠に関する困難，昼間の眠気に関する質問により睡眠

質を評価するものは７件あった。他には，視覚的評価

スケール（VAS）を用いているものが6件，アテネ不眠

尺度（AIS），セントマリー病院睡眠質問票を用いてい

るものが1件ずつあった。 

（３）客観的評価と主観的の評価の組み合わせ 
本研究では客観的評価と主観的の評価の組み合わせ

ているもの28件あった。客観的評価に系統誤差がある

が，主観的評価には個人差がある。睡眠状態の総合的

な把握には，客観的・主観的に睡眠の質を評価できる

方法を併用することが求められる。 

５．考察 

 本研究調査は身体的属性としての女性を対象として

選定したものは36文献あり，その中で女性のみを対象

としたもの18件あった。女性の睡眠に影響を及ぼす要

因には多種多様のものがある。性ホルモン分泌の影響，

生理周期による変動，基礎体温による変化，睡眠不良

の生理的な要因，睡眠環境や社会環境及び心理的な要

因がある。また，加齢とともに徐波睡眠は減少し，レ

ム睡眠の分断が少ないなどの報告がある。この要因に

基づいて，睡眠にとって“好ましい条件”へと導くこ

とで，睡眠を改善できる可能性が高い。女性特有の身

体的特性を把握の上，身体が発するシグナルを人間が

理解できる情報に『翻訳』し、睡眠や環境を改善する

ための行動変容を促す知識を本人や周囲の関係者に提

供することができれば、身体の物理領域と知識の情報

領域を結ぶコミュニケーションの実現が期待できる。 

６．結論 

 本稿は女性の就寝時における快適性と睡眠評価する

方法について文献調査した。日本国内で出版された睡

眠評価に関する研究の 36 件のうちに主観と客観両方

のデータよる睡眠評価をする研究は28件あった。日本

では様々な種類の睡眠計測，評価の方法が開発され，

社会実装をされている。今後，就寝時の快適性評価の

エビデンスに基づき、身体と有用な情報をコミュニケ

ーションできれば，日々の睡眠の習慣長期的に把握し，

健常者の睡眠質の改善もちろん，睡眠の問題を持って

いる人達の健康増進に大きく貢献できると考えられる。 

文献 

[１]白川修一郎（2018）命を縮める「睡眠負債」を解

消する 祥伝社 

[２]NHK 国民生活時間調査（2010） 

[３]日本睡眠改善協議会編（2013）「応用講座 睡眠改

善学」堀忠雄，白川修一郎監修 ゆまに書房 
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医療機器添付文書の臨床現場活用における障壁に関する考察 

 

藤井清孝、古平聡、海老根智代 

北里大学 医療衛生学部 医療工学科 臨床工学専攻 

 

発表要旨 第5次医療法改正により、医療機器に関する安全情報の管理が義務付けられた。一方で、特に添付文書

については、収集に留まり臨床現場での活用には至っていない傾向にある。そこで今回、臨床現場での医療機器添

付文書活用の障壁となっている阻害因子を明らかにするため、「実装研究のための統合型フレームワーク -CFIR-」

のうち「内的セッティング」を用いて考察をおこなった。その結果、①医療機器、医療材料、医薬品の性質の違い、

②添付文書と取扱説明書、簡易取扱説明書の活用に関する棲み分け、③医療現場でのインフラに関する問題、など

が明らかとなった。法令要求に基づく添付文書の活用は、行政機関との連携とともに各現場にあった運用方法の検

討が示唆された。 

 

１．はじめに 

 第5次医療法改正により、医療機器に関する安全情

報の管理が義務付けられた。一方で、特に添付文書に

ついては、収集に留まり臨床現場での活用には至って

いない傾向にある。それは、医療機器において、使用

者の必要情報と添付文書の提供情報の不一致が生じて

いるからではないだろうか。医療機関における代表的

なドキュメントは、添付文書、取扱説明書、簡易取扱

説明書である。さらにドキュメントの意義は、その対

象物の種類、つまり、医薬品、医療材料、医療機器に

よって大きく異なっているのが実情である。医薬品で

は効能、用量・用法、禁忌事項などが中心となる一方

で、医療機器の場合は使用方法やトラブル対応方法な

どが中心となる。 

 

２．目的 

 そこで今回、臨床現場での医療機器添付文書活用の

障壁となっている阻害因子を明らかにすることを目的

とした。 

 

３．方法 

＜比較対象＞ 

ドキュメントを添付文書、取扱説明書、簡易取扱説

明書、ドキュメントが対象物とする種類を医薬品、医

療材料、医療機器とし、それぞれを比較・関連するこ

とで考察をおこなった。 

＜考察ツール＞ 

考察ツールには「実装研究のための統合型フレーム

ワーク -CFIR-」（以下、CFIR）を用いた。CFIRは、保

健・医療・福祉分野において実装研究（特定の組織や

集団、コミュニティにおいてエビデンスのある介入や

取り組みを効果的・効率的に取り入れ、維持していく

ことを目的とした研究）を推進するうえで考慮すべき

観点が網羅されている。特に実装の阻害要因・促進要

因を特定するためには強力なツールである。 

＜分析アプローチ＞ 

CFIRは、5つの領域に整理された構成概念の「メニ

ュー」を提供しており、様々な応用が可能である。今

回、考察対象である添付文書は法的側面が強く、医療

現場から介入することは難しい。そのため、5 つの領

域のうち、内的セッティングの追求とした。さらに、

項目を精査した上で、実装風土（①変化への切迫感、

②適合性、③相対的優先度、④組織のインセンティブ

や報奨、⑤目標とフィードバック、⑥学習風土）、実装

の準備性（①リーダーシップ・エンゲージメント、②

利用可能な資源、③知識や情報へのアクセス）を考察

項目として採用した。 

 

４．結果 

方法を踏まえた上で、各項目に対する考察結果を以

下に示す。 

＜実装風土：①変化への切迫感＞ 
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・医療機器は医薬品と異なり、使用時などに参照する

のは取扱説明書。［阻害要因］ 

＜実装風土：②適合性＞ 

・医療機器は医薬品と異なり、使用時などに参照する

のは取扱説明書。［阻害要因］ 

・医療法施行規則での医療機器に係る安全管理体制の

確保第4項目「情報収集」の記載がある。そのため、

活用はされず収集に留まっている。監査や機能評価で

も収集度合いの確認はあるが活用の評価はない。［阻害

要因］ 

＜実装風土：③相対的優先度に関する考察＞ 

・医療機器は医薬品と異なり、使用時などに参照する

のは取扱説明書。［阻害要因］ 

・活用していなくても監査や機能評価で指摘されるこ

とはない。収集のみしておけばよい。［阻害要因］ 

＜実装風土：④組織のインセンティブや報酬、⑤目標

とフィードバック、⑥学習風土＞と＜実装の準備性：

①リーダーシップ・エンゲージメント＞の項目を集約

して考察を実施した。 

・医療機器安全管理責任者を中心とした医療機器安全

管理委員会などの多職種委員会が必要。医師の時間外

労働等もあり、新規での委員会設置は困難。［阻害因子］ 

該当項目については、組織内ガバナンスに関連する項

目であるとともに、実装のためには医療機器安全管理

責任者の理解と強いリーダーシップが必要であると考

える。 

＜実装の準備性：②利用可能な資源、③知識や情報へ

のアクセス＞ 

・薬機法改正により「電子化された添付文書」が基本

に。インターネット環境があれば簡単に閲覧可能。［促

進因子］ 

・病院内はインターネット環境の制限がまだまだ多い。

［阻害因子］ 

・逆に見に行こうとしなければ見れない。［阻害因子］ 

 

５．考察 

 今回、全体を通じて添付文書を臨床現場で活用する、

という観点から分析した結果、いくつかの促進要因も

認められたものの、阻害要因が大部分を占める結果と

なった。つまり、現時点では添付文書を十分に活用す

ることは難しいと解釈される。一方で、今回議論の中

心である添付文書については法的な側面が強く、添付

文書自体の変更を求めることは現実的ではない。 

あらためて結果の原因を考察すると、今回採用した

添付文書を他のドキュメント（取扱説明書、簡易取扱

説明書）と比較分析する、という方法に問題があった

と考える。添付文書は、ドキュメントを利用した残留

リスク低減のための、あくまで一つの方法である。全

てを解決する道具ではない。添付文書、簡易取扱説明

書、取扱説明書には、それぞれメリット、デメリット

が存在する。どれか一つのドキュメントが良いという

考えではなく、多様なドキュメントで相互補完的に運

用することが望ましいと考える。 

情報は使用者が活用しなければ、その意義を果たさ

ない。そのため、使用者である医療現場サイドでは、

提供された情報をそのまま使用するのではなく、いか

に使用者が情報を活用できるかを十分に検討する。そ

の上で、使用者が活用しやすいように提供情報を再加

工していくというフェーズへと移っていくタイミング

ではないだろうか。 

 

６．結論 

すでに一部の病院では、提供情報を再加工し、いわ

ゆる院内手順書やチェックシートなどを作成している。

一方で、情報の陳腐化や重要情報の欠落など不適切事

例も散見される。そのため、医療機関内で情報の再加

工に係る担当者は、テクニカル・コミュニケーション

における正しい知識・技術の習得が必要ではないかと

考える。 

 

文献 

厚生労働省（2007）医療機器に係る安全管理のための

体制確保に係る運用上の留意点について，医政指発第

0330001号，医政研発第0330018号 

保健医療福祉における普及と実装科学研究会（2021）

実装研究のための統合フレームワーク－CFIR－

Consolidated Framework for Implementation 

Research 
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人口減の時代に，医療と向き合う要点の調査研究４ 

〜改正オンライン服薬指導の課題に関する考察〜 

 

発表者 吉川 典子 

所属 特定非営利活動法人医工連携推進機構 

 

発表要旨 筆者は，人口減の時代に医療製品とユーザとの関係性が変化し，医療を行う場所は広くなることから，

医療と向き合う要点の調査研究を行っている。新型コロナウイルス感染症の拡大により，オンライン診療が本格化

し，オンライン服薬指導は２つの制度となった。令和４年３月に，時代に合わせるようにオンライン服薬指導制度

は１本化された。その実施のための環境整備において，コミュニケーションのあり方に目が向けられていた。医療

従事者の周辺で，コミュニケーションの強化などの動きが認められたが，今後，服薬にまつわるコミュニケーショ

ンは範囲が拡大し，基盤整備の必要性が示唆された。 

 

１．はじめに 

 筆者は，人口減の時代に医療と向き合う要点の調査

研究を行っている。医療製品とユーザとの関係性が変

化し，医療を行う場所は広くなる。令和元年 12 月に

「医薬品，医療機器等の品質，有効性及び安全性の確

保等に関する法律」（以下「薬機法」）の改正では，人

口減社会に対応する医療の仕組みが企図され，オンラ

イン服薬指導のあり方について観察が必要と伝えた。 

新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い，接触を避

けつつ医療を実施するため，オンライン診療が本格化

した。令和２年４月１０日に厚生労働省事務連絡「新

型コロナウイルス感染症の拡大 に際しての電話や情

報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱い

について」（以下４１０事務連絡）が発出され，オンラ

イン服薬指導は２制度となったが，令和４年３月に「薬

機法施行規則の一部を改正する省令」（以下改正省令）

の施行により，１本化された。 

現在，医療資源の逼迫から，自宅療養を求められる

など，厳しい状況がある。服薬にまつわるコミュニケ

ーションの課題を引き続き検討する必要がある。 

２．目的 

 １つにまとめられたオンライン服薬指導制度を，こ

れまでの２制度と比較検討する。特に，コミュニケー

ションについて，どのような取組みがあるか注目する。

オンライン服薬指導が役に立つものとなる工夫を探し，

今後の医療環境の課題を考察する。 

３．方法 

＜調査対象＞ 令和４年の改正省令におけるオンライ

ン服薬指導の内容とこれまでの２制度を調査した。ま

た，現況と，コミュニケーションに関連する医薬関係

団体の活動を調査した。 

＜調査手法＞厚生労働省のホームページにある施策情

報と調査研究報告書を用いた。日本薬剤師会や日本フ

ァーマシューティカルコミュニケーション学会，研修

を提供している団体をネット上の情報から調査した。 

＜まとめ方＞まず制度比較を行い，コミュニケーショ

ンの課題認識を抽出し，現況と関連団体の取り組みを

観察し，分析検討を行なった。 

４．結果 

＜オンライン服薬指導制度の比較＞ 

 改正省令の制度は，４１０事務連絡の制度に近く，

通信方法の条件は，映像及び音声によるものを求める

ところが変更された。 

 R4改正省令後 改正前 410事務連絡 
実
施
方
法 

初回でも判断と
責任に基づき実
施可能 

初回は対面 初回でも判断
により可能 

通
信
方
法 

映像及び音声に
よる 

映像及び音
声による 

電話（音声の
み）でも可能 

服
薬
指
導
計
画 

服薬指導計画の
文書策定は求め
ない 
薬剤情報提供文
書の事前送付 

服薬指導計
画を策定し
た上で実施 

規定なし 
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＜薬剤師の研修の内容＞ 

デジタルトランスフォーメーションに対応する薬剤

師のトレーニングも必要とされ，策定にあたり厚生労

働科学研究が行われた。取りまとめ後，日本薬剤師会

のプラットフォームに整備，公開されていた。１法制

度と実務と２セキュリティの２部構成であった。日本

薬剤師会の研修スライドの内容の方がわかりやすい。

対面指導との違いなどメリットデメリットが記載され

ていた。ただし，現時点で実地訓練が用意されている

ものではなかった。 

メリット デメリット 

患者さんとの直接対話
の可能性やご自宅での
状況の確認 
画像付きであることが
有利である 
移動，待ち時間の軽減 

対人コミュニケーションの
取扱いの低下 
必ず別途，薬剤の授受が発
生する 
薬剤を共有せずに服薬指導
をする状況 
通信環境や操作能力の影響
を受ける 

通信用の専用システムと汎用システムに言及するなど，

実施環境の整備とリスクについても含まれ，医療分野

のDXに沿っていた。 

＜薬剤師が入手する情報＞ 

 対面服薬指導 音声等服薬指導 

初
回 

お薬手帳を活用 
＋患者から聴取 

患者から聴取 

２
回
目 

お薬手帳を活用 
＋薬歴や診療情報 
＋患者から聴取 

薬歴や診療情報 
＋患者から聴取 

410事務連絡による服薬指導の状況の調査では，「患

者さんからの情報」を得る主たる手段において，対面

とオンラインではお薬手帳の活用に大きく違っていた。 

５．考察 

 ２つあったオンライン服薬指導制度から，より良い

方向を選んで一本化した制度となったと思われる。前

回の考察で指摘したIT環境のハードルは，研修内容に

含まれ，セキュリティ等のリスクも解説して，環境正

義をしている。日本薬剤師会のサイトにある研修に利

用するものは親しみやすくわかりやすい。オンライン

服薬指導は，全処方箋の１％程度の実施率であり，経

験していない薬剤師にも配慮されていると思われた。 

省令改正前から有効なオンライン服薬指導を行うに

あたり，患者さんとの信頼関係の構築が求められてい

る。従来，薬剤師が対面で服薬指導をするにあたり，

患者間ラポールマネジメントなど，信頼構築に関し，

日本ファーマシューティカルコミュニケーション学会

も設立されている。初診でのオンライン服薬指導は信

頼関係の構築前であり，情報提供の仕方に工夫が必要

であり，オンライン服薬指導ができない場合への説明

責任も伴う。薬剤師自身のスキル向上が必要だが，現

時点の日薬研修資料では，メリットデメリットの提示

に止まっている。お薬手帳から得られる情報を薬剤師

は重視しているが，オンライン服薬指導においては，

まだその対応ができていないと思われた。 

一方，医療従事者のための対話型鑑賞など，問診力

と観察力強化のトレーニングなどの動きもある。 

急速な感染症拡大の局面では，自主療養が求められ，

調剤薬局以外に，一般用医薬品を扱う医薬品販売業も

必要である。リスクに応じ服薬指導を行うが，お薬手

帳を用いず，情報の連携はない。セルフメディケーシ

ョンの推進政策が実施されているが，オンライン服薬

指導も今後は必要となると思慮され，お薬手帳などの

ような情報基盤が必要であると考えられる。 

６．結論 

 薬機法改正を重ねて，オンライン服薬指導が時代に

合うように制度設計が行われた。研修を用意するなど，

薬剤師とオンライン服薬指導の環境整備に工夫が見ら

れたが，患者さんとのコミュニケーションそのものに

ついては，メリットデメリットの提示に止まっていた。

服薬指導全般のコミュニケーションの向上については，

学会による信頼性向上スキルの提供や対話型鑑賞の採

用などの動きもあり期待できるが，セルフメディケー

ションの推進以上に，自主療養と一般用医薬品の扱い

など，これまでになかった状況も存在し，服薬指導の

範囲が広がり，情報共有の基盤に工夫が必要である。 

文献 

令和２年度厚生労働化学特別研究事業「オンライン服

薬指導を実施する薬剤師に必要な研修プログラム

の作成」 

和田恵理（2008） ポライトネス理論に基づいた薬剤師

〜患者間のラポールマネジメント，日本ファーマシュ

ーティカルコミュニケーション学会 ６巻６号 

京都芸術大学アートコミュニケーションセンター

(2022)「対話型鑑賞のこれまでとこれから 」 
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在宅医療介護におけるコンシューマーユーズ医療機器等についての 

提供情報の作成技法に関する考察 

 

黒田 聡  *1，藤井清孝，吉川典子，山本典子，中西義人 

*1 京都大学大学院医学研究科 

 

発表要旨 在宅の医療と介護が増えると患者，被介護者自身やその家族が日常運用する医療機器や見守り機器な

どは増えていく。これらコンシューマーユーズ医療機器等の運用にあたっては，メーカー提供の添付文書や取扱説

明書を拠り所に医療関係者が手順書を作成して運用する。取扱説明書とその編集版としての手順書は，どちらも目

的に応じて情報を作り直してつたえる技法を用いて作成される。本稿では，開発仕様書に基づく情報の作成技法と

してのテクニカルコミュニケーション技法と，添付文書や取扱説明書に基づく情報の作成技法の共通点と差異を

考察し，メーカーと医療関係者と利用者の共創アプローチを考案する。 

 

１．はじめに 

 今後も医療と介護の需要の高まりが見込まれる中，

地域包括ケアシステムの構築のために厚生労働省はさ

まざまな施策を講じている。成否の鍵を握るのは在宅

医療と在宅介護の推進であるとされている。その結果，

従来は医療関係者が常駐する施設内で専門家が直接運

用してきた医療機器を，遠隔指導に基づいて患者また

は被介護者自身およびその家族が日常的に運用するこ

とが増えていく。見守り機器など新たな価値提供を意

図する製品も増え続けており，在宅医療と在宅介護の

現場では，医療関係者が積極的に関与する機器群，そ

うではない機器群が混在することも想定できる。 

 本稿ではこれらの機器群をコンシューマーユーズ医

療機器等と呼称し，その適切な運用を意図するメーカ

ーと医療関係者と利用者の共創アプローチを考案する。 

 

２．目的 

 コンシューマーユーズ医療機器等には，法令要求に

基づき添付文書と取扱説明書が添付されている。医療

施設または介護施設における医療機器等の運用にあた

っては，メーカー提供の添付文書や取扱説明書を拠り

所に医療関係者が作成した施設内手順書に基づく運用

を行っている。在宅医療と在宅介護の現場にも同様に

手順書を施設側が用意して患者または被介護者自身お

よびその家族に提供し，遠隔指導を行う。 

 メーカーが作成する添付文書と取扱説明書には，準

拠すべき法令要求とその要求を実装する技法が確立さ

れている。しかし，医療関係者には必要とされる技法

が行き渡っておらず，手順書は属人的な手法によって

作成され運用されていることは，テクニカルコミュニ

ケーション・リデザイン学術研究会でも言及されてい

る（文献参照）。本稿の目的はコンシューマーユーズ医

療機器等の運用に用いる手順書の質的向上を図ること

によって，在宅医療と在宅介護の円滑な推進に寄与す

ることにある。 

 

３．添付文書と取扱説明書の限界 

 コンシューマーユーズ医療機器等の添付文書と取扱

説明書ではなく，新たに作成した手順書が現場で用い

られる原因は，メーカー作成の添付文書と取扱説明書

には法令要求に起因する限界がふたつあるためだ。 

 ひとつは説明範囲である。添付文書と取扱説明書は

対象機器等に限定した記述であることが要求され，他

社製品はもちろん自社製品であっても他の製品に関す

る情報は掲載できない。複数の機器を連携して用いる

ことによって意図した目的を達成することが少なくな

い現場の要求には応えられない。 

 もうひとつは汎用性である。添付文書と取扱説明書

は開発と販売に際して想定したすべての利用者を対象

とする記述であることが要求され，特定の利用者だけ
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を想定した記述は困難である。丁寧に書き分けようと

すれば提供情報量が増え，かえって情報検索性を低下

させるジレンマに陥る。 

 このようなミスマッチを補うべく，医療や介護以外

の領域ではさまざまな２次加工情報が、いわゆる「ト

リセツ」として作られ運用され続けていることは、一

般財団法人テクニカルコミュニケーター協会の活動を

通じて一般に公開されている（表１）。企業内で用いら

れる業務マニュアルは院内業務手順書に役割が酷似し

ており、多数提供されているガイド本や実務書は、複

数の製品やサービスを連携させた用例を編纂した情報

に対する社会需要の存在を示唆する。 

 

表１：トリセツの分類 

作成者 該当例 

メーカー 

 取扱説明書（製品/産業機器のトリセツ） 

 組立説明書/施工説明書/取付説明書/施工マニュア

ル（工事のトリセツ） 

 サービスマニュアル/メンテナンスマニュアル 

 薬のトリセツ 

 添付文書 

 包装／パッケージ 

メーカー 

販売会社 

出版社 

利用者 

 手順説明のトリセツ 

 よくある質問/FAQ 

 食品のトリセツ 

 素材のトリセツ 

 事例本 

 攻略本（ゲームのトリセツ） 

 業務マニュアル 

 リマインダーカード 

 説明動画 

販売会社 

出版社 

利用者 

 活用ガイド 

 実務書 

 ガイド本 

 ××のマニュアル、××のトリセツなど 

 小道具としてのトリセツ 

 

４．考察 

 取扱説明書の作成において用いられるテクニカルコ

ミュニケーション技法は，製品開発部門から提供され

る仕様書，準拠すべき法令文書を拠り所として，工学

的工程の管理下で加工編纂して品質の平準化をもたら

す技法である。この技法の利用状況は，添付文書や取

扱説明書を拠り所に医療関係者が施設内手順書を編纂

する状況と類似性がある。 

 テクニカルコミュニケーション技法は産業組織では

業務マニュアルの作成に応用されている。説明対象と

利用者を限定するパーソナライズ化，異なる製品や仕

組みを包含し横断して編纂する点を除けば，必要とさ

れる技法は取扱説明書の作成と変わらないからだ。 

 上記から医療関係者が手順書の編纂にテクニカルコ

ミュニケーション技法を適用できることが想定できる。 

 

６．結論 

 メーカーはテクニカルコミュニケーション技法を用

いて添付文書と取扱説明書を提供し，医療関係者が同

じ技法を用いて２次著作物としての手順書を作成する

アプローチを社会実装すれば，企業組織が業務マニュ

アルで実装しているものと同等の品質と効率を獲得で

きるのではないだろうか。そのためにはメーカーは添

付文書と取扱説明書のデータを２次加工しやすいデジ

タルデータとして提供することが望ましい。また，情

報利用者が安心して用いることができるガイド本や実

務書を幅広い関係者が編纂して提供し，これを利用者

が選択利用するアプローチも欠かせない。医療や介護

に関する知見を，かつて特別な情報とされてきたIT情

報と同様に，積極的に広く波及させるアプローチを関

係各位が包括的に採用することを提言する。また，関

連業界団体はその啓発活動に積極的に関与することを

期待する。 
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