
No. ご職業など 質問内容 回答
1 看護師・大学院生,

他
下肢の血流促進のための振動療法について、振
動の強さや時間に関する検証結果はありますか。
普通のマッサージ機を使って振動を与えてもよいで
しょうか。また、振動を不快に感じた対象者はいま
すか。

振動の強さは、マウスを用いた実験で1,000mVpp、800mVpp、
600mVpp、0mVpp（振動なし）を比較した結果、600mVppで
最も血流が増加することがわかりました（文献1）。強い振動
（800mVpp, 1,000mVppでは0mVppに比べ有意な血流増加を
認めなかったことから、単に振動を与えればよいというわけではありませ
ん。褥瘡用振動器は、1日3回、1回15分の使用で1度褥瘡の治癒が
促進されたという研究結果を報告しています（文献2）。対象者から
不快感の訴えは、これまで聞かれたことはありません。
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2 褥瘡に関わる医師と看護師で、注目点や関心度
の違いはあるのでしょうか?

医師は治療の視点に、看護師は生活をベースとした予防の視点に重み
をおくと思いますが、お互いに共通した理解は必要だと思います。

3 患者さんにどのくらいのニーズがある場合、研究を
進めていく必要がありますか。

たとえ1人の患者であっても、先行研究や経験的な知見では対応でき
ずケアに難渋するのであれば、研究を行う必要があると考えています。症
例研究により新たな仮説を導きだすことで、他の患者にも役立つ知見に
なると考えます。

4 訪問看護師 振動器を下肢に巻きつけるのではなく、ベッドとマッ
トレスの間に差し込むような形にしたのはなぜです
か。振動器以外にも下肢のマッサージや足浴で
も、血管拡張を促し褥瘡改善につながるのでしょ
うか。

振動器をベッドとマットレスの間に差し込む形状にしたのは、より広い場
面で使用できるという点もありますが、何よりも対象者への侵襲性がな
いという点が最も重要と考えたからです。下肢への装着は、対象者の動
きが阻害される、皮膚損傷の可能性がありますので、非接触である意
義は大きいと考えます。
　褥瘡のない下肢へのマッサージや足浴については、足浴により直接湯
に浸していない部位の褥瘡部および周囲皮膚の温度が上昇するという
実験結果が得られており（文献3）、足浴によって褥瘡部の血流を促
進できる可能性があります。下肢のマッサージによる褥瘡部への血流促
進については、残念ながらデータをもっていません。ご存知のように、褥瘡
部へのマッサージは行いません（文献4）。
3．真田弘美, 紺家千津子, 北川敦子, 平山郁, 永田仁美, 西弥
生, 山本あゆみ．褥瘡保有者における足浴の有効性の検討．日本
褥瘡学会誌．2002;4(3):358-363.
4．日本褥瘡学会．褥瘡予防・管理ガイドライン（第4版）．日本
褥瘡学会誌．2015;17(4):487-557.

9/5 まだ間に合う看護理工学入門　（講師　真田弘美）



No. ご職業など 質問内容 回答
1 看護師 画像ではなく、写真をスケッチして使用する理由

を詳しく教えていただけると幸いです。
ここで仰っている「写真」は印刷したものをイメージされていますでしょう
か。スケッチの際には印刷したもの、パソコンなどで表示した画像、どちら
を用いてスケッチしてもよいと考えております。
ただし、いずれの際にも写真を撮影する際に、画像補正用カラーチャー
トを含めておくことが必要です。臨床ではさまざな露光の状態で写真撮
影をせざるを得ないことが多いと思います。画像を被写体に近い色調に
補正をした後の画像（写真）を用いてスケッチを行うことが、起きてい
る現象を正しく理解する上で重要と考えております。

2 可視化するためのソフトとしてimageJを活用して
いますが、解析分析にこちらのソフトはあまりおす
すめできないものでしょうか。研究の分野で使用
されているものなのかおしえていただきたいです。

質的スケッチ技法においても、画像（写真）を補正するために
ImageJを使用しております。ImageJは、研究分野でも使用されて
おります。

3 工学系研究者 写真撮影に対して患者や家族への留意点はあ
りますか?担当する看護師の記録に追加してい
くことは実現可能でしょうか。

写真撮影の際には、「人を対象とする生命科学・医学系研究に関す
る倫理指針」等に沿って、十分なプライバシーの配慮を行っております。
まずは写真を撮影すること、その必要性、必要な部分にのみ限定して
撮影させていただくこと、学会等での公表の際にも個人が特定されない
よう配慮することを、ご本人およびご家族へ説明をさせていただきます。
そのうえで同意された場合に限り、写真を撮影するようにしております。
特定の個人を識別できるような情報（顔や身体的特徴など）を含ま
ないように、なるべく部分的な写真を撮るように気を付けております。
加えまして、写真撮影の際にも必要最小限の露出に留めるように注
意して実施しております。
担当する看護師の記録に追加することに関しましては、外部からのデー
タを電子カルテ等に取り込むことは病院内のセキュリティの問題もあるた
め、各病院で要相談になると思っております。

4 認定看護師 動画を言語化する場合はどのようにしていくので
しょうか。また画像や動画を文字に起こしていく
時、先生が注意していることは何ですか?

私自身は動画を言語化したことがありません。ただ、考え方は同じだと
思っておりますので、例えばシーンごとに分けて、着目したいこと（動作
など）を経時的にかつ詳細に記述（言語化）してはどうかと考えま
す。
言語化する際に注意していることは、まず自分が何に着目しているの
か、その視点で”見よう”とすることを心がけています。うっかり目的を忘れ
ると、見ているものが散乱しがちで、結局見たいものが見えないことがあ
ります。また、スケッチは変化に”気づく”ために行うのであるため、きれい
に描くことには注力しないようにしております。

9/5 第1部 見る・観る・視える!質的スケッチ技法による現象の言語化（講師 玉井奈緒）



9/5 第１部 隠れたメッセージをみつけるテキストマイニング（講師 高橋聡明）
No. ご職業など 質問内容 回答

1 高橋先生のテキストマイニングはミックスメソッドと
なっていますが、こちらのデータを分析したものを
MGTAへ連動して活用することは可能ですか?

MGTAにつきましては私自身が明るい訳ではございませんので、連動し
て活用することについて明言することは差し控えさせて頂きたく存じます。
ただ、これまでの報告ではMTGAにおきましても文字データの計量化に
よって見えるものにより、理論的飽和の判断などへ寄与できるとされてお
ります。お答えになっていれば幸いです。

2 テキストマイニングでのテキストデータを分析した結
果についての意味付け、解釈の仕方についてご助
言よろしくおねがいいたします。

テキストデータを分析した結果の解釈についてはそれぞれのデータの設
計、そして研究デザインに依拠するところが多く、一定の解釈をつけること
は難しいとされております。特定の語句と語句の繋がりが、相対的に強
いかどうかは分かりますが、それがどういった意味を持つかは一意には決ま
りません。お答えにならず申し訳ありません。もしデータがあれば一緒に
ディスカッションできればと思います。お答えになっていれば幸いです。

3 日本語のような言葉や文章自体はコンテクストが
複雑で多くの意味をもつことはあり、場合によって
は、言葉の裏や真意を読まないと正しく解釈でき
ないことがあると思います。そのようなことも踏まえ
て、テキストマイニングを行う際の注意点、機械の
解釈の限界を乗り越えることができる工夫やTips
などありますでしょうか?　また現状CAQDASを使
うにあたって既知のバグやエラーなどありますでしょう
か?

ご指摘の通り、言語データのもつ情報には限りがあります。言葉のうらや
真意を汲み取るには言語以外の情報が不可欠になります。例えば対
象者の属性や聞き手との関係、データの取られた環境などによって同じ
文字データでも意味が異なることがあります。故に、機械的なマイニング
の限界をカバーしたい場合にはフィールドノートなどを丁寧にとり、データ
解釈の際にも十分に留意して解釈することが肝要と思われます。また十
分なデータ量があるのであれば、テキストマイニングの結果を対象の属性
ごとの層別で分析することで比較可能となり解釈に役立つこともありま
す。
現状のCAWDASのバグやエラーは製品やバージョンに依存するので指
摘はできませんが、私がよく失敗するのがファイルのバージョン管理になり
ます。今はないかもしれませんが、複数のテキストファイルを結合した状
態で使用しますので、元ファイルを移動した際に参照できないことなどが
ありました。いずれでも復元ができるように、原本ファイルの補完や研究
ノートの記載を推奨します。お答えになっていれば幸いです。

4 テキストマイニングソフトには用語の量的解析以
外、主語・述語・形容詞等の使い方の特徴など、
文法の使用法を分析する機能はありますか?ま
た、文脈でなく、単語のみの分析だとしても、日本
の記述研究において文法の使われ方の解析は必
要だと思われますか?

現在のテキストマイニングソフトにある機能はその多くが用語の量的解析
に基づいております。ただ品詞ごとの分析やヒートマップでの表示など品
詞に着目した分析も可能です。また情報工学の分野としてある自然言
語処理として文法の解釈についての研究もございます。今後、さらに進
んで行くことでソフトにも搭載されることもあるかもしれません。文法の使
われ方の解析は将来的に活用される必要なものではないかと感じており
ます。一方で、その解釈には所謂文字データ以外の状況、が大きく関
与している可能性が高く、テキストマイニングのみでそれを完全にクリアす
ることが難しいのではないかとも思います。今後、音声のデータ、表情や
仕草、多くの複合的な要素から分析ができるようになると看護研究の深
化に繋がると期待しています。お答えになっていれば幸いです。

5 教員 研究報告を聞く機会が増えています。細分化によ
る量的な把握は必然、文脈での質的分析との
セットで行うという理解で良いでしょうか?

聞いた研究報告をどのようにしたいかによって大きく違うかと思います。分
析したい場合には是非、量的に把握できるデータの分析、テキストデー
タなどの質的な分析に加え、従来は質的にしか分析されなかったテキス
トデータなどをテキストマイニングによって多角的に分析頂ければ幸いで
す。

6 修士課程学生 記述記録やカルテからの記録をテキストマイニング
する、ということになると、自分でコードの作成やシ
ステムを作らなければならないのでしょうか?

いえ、今回紹介したマイニングソフトはCUIではなくGUIで操作が可能で
すのでノーコードで分析可能です。Rはコードが必要ですが、すでに多く
がパッケージになっておりコピーペーストでほぼ完了することができます。ぜ
ひご機会があればトライしてみてください。お答えになっていれば幸いで
す。

7 KHコーダーのフリーソフトでテキストマイニングを
使ってます。ご紹介された支援ソフトとの相違につ
いておしえていただきたいです。

KHコーダーは無料にも関わらず大変素晴らしい機能が備えなれており
ますのでテキストマイニングについては十分に実施可能です。
質的データ分析支援ソフトにあるのは例えばデータへのラベルつけ、カテ
ゴリーサブカテゴリーでのグループ分け、関連のテキストへのリンクなど質的
分析の際に行う動作の支援になります。それに加えてテキストマイニング
も可能となっております。お答えになっていれば幸いです。



No. ご職業など 質問内容 回答
1 たとえば、SOAPの4各項目しか入力テンプレート

がなく、その項目の内容が文形式で入力されてい
るような場合でも、文形式の中に埋もれている評
価項目を抽出する手法はあるのでしょうか?

看護師によるテキストで入力されたデータの自動分析はまだまだ研究途
上で、解析手法が確立されていないのが現状です。特に看護師の記載
する内容は医師のカルテよりも内容が多岐に渡り、また、電子カルテは
日本語文法を無視して書かれる傾向もあり研究の進展が十分でない
解析対象となっています。自然言語処理の研究が看護の中でもっと広
まっていくことが重要と考えています。

2 データクリーニングが電子化できるという話について
具体的に教えて頂きたいです。

データクリーニングの自動化については、臨床的にあり得ない数字、論理
的矛盾の自動修正や、商品名の表記揺れを修正するルール適応によ
り実施致しました。

3 看護師 複数施設のデータ使用は個人でどのような手続き
をふめば活用できるか知りたいです。

下記の通り、MID-NETの利用は高額でありあまり現実的ではないと思
います。
https://answers.ten-navi.com/pharmanews/10633/
複数施設の統合したデータは、国立病院機構に該当する全140施設
のデータや、徳洲会の複数施設のデータがありますが、おそらくそれらの
病院関係者でなければアクセスは難しいと思います。
診療報酬データを用いて複数施設のデータを利用したいと言うことであ
れば、一番簡単なのはJMDCやMDVなど商用データベースを購入する
のが一番アクセスしやすいと思います。

9/5 第１部 医療ビッグデータが看護を変える!
リアルワールドデータからわかる看護のニーズ（講師 森田光治良）



 9/5 第１部 数値と言葉が織り成すプラグマティックな看護理論の創出（講師 永田みさ子）
No. ご職業など 質問内容 回答

1 永田先生の研究は、看護理工学の考え方に
無理に当てはめなくても良いように思うのです
が、当てはめて考えるメリットを教えてください。

臨床現場のニーズを把握するためのメソッドの１つとしてご紹介さ
せていただきました。特に今回の入門セミナーでは、「ニーズを把
握する記述研究からステップを踏んで現場に還す」という円環をま
わすことの重要性をお伝えするため、私の研究例を紹介いたしま
した。


