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VTRを 用 い た食 行 動 の分 析
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は じめ に
食事指導場面では過食や消化吸収 の問題 か ら,「 早
1)。しか
し,

食 い」 の修正 が しば しば取 り上 げ られます

「
早食 い」行動をアセスメ ン トす るためには,通 常用
い られる主観的感覚や食事摂取所要 時間では十分 とは

対象 は都内企業 に働 く成人男子 ボ ラ ンテ ィア166名
(427±93歳 )と し,職 員食堂内の 3テ ー プル, 6席
で同一 の食事 (757Kcal,重量580g,飲 み物 200 ml)
を摂取 してい る場面をホーム ビデォ レコー ダーで録画

いえず,修 正すべ き点を明確 にで きないまま,一 般的

しま した (図 1)。なお, ビデオカメラの位置 は口唇,

な指導を行 っているのが現状 です。

下顎 オ トガイ結部,お よび下顎角が撮影 で きるよ う,

私 は日常気軽 に手 に して い る ビデ オ レコー ダーを
「テクノロ ジー」 とし,人 の基本的欲求 で あ る食 行動

前方 と両側 の 3方 向 と床上 120cmに
準備 し,撮 影 によ

をいかに観察,評 価 で きるかについて考えてみました。

観葉植物を設置 しま した。 また, この環境 は慣れ の効

る心理 的影響 を避 けるために,着 席位置から4m離 し,
果 を期待 して,実 験以外 の時 に も同様 と しま した。

VTRで

食 行 動 の 何 を記 録 で き るか

食行動 には単 に栄養を摂取す るための咀疇,熙 下 の
視点 のみな らず,そ れを捕獲す ることや,摂 取 しよう
とす る心理的 。身体的準備, さ らにそれを摂取 し,満

摂取行動 は,(1)総摂取量,唸 )摂取時間,ほ )口に運ん
だ回数,14)咀疇回数,G)休 止時間,(6)摂取量 の推移 を
ビデオ記録 し,再 生 したデー タは 2名 の観察者が同時
に分析 しま した。

足す るというさまざまな要因が含 まれ ます。し か し,
VTRに

よって これ らすべてを記録す ることは不可能

であ り,何 をどのように記録で きるかを,ま ず考えて
おかなければな りません。今回 は摂取行動 にのみポイ
ン トをお き,定 量的に観察できるものは何かについて
考 えてみました。
摂取 しようとしている食物 の硬 さ,味 食べ る早 さ,
ロヘ運 ぶ量,噛 む力 などを確認 した り,予 知 した りす
る段階 は VTRに

よって正確 に記録す ることはで きま

せん。 また,食 塊 が口腔か ら咽頭へ移送 され,咽 頭を
経 て食道 へ入 る段階 も記録す ることはで きません。
しか し,食 べ物を口腔内に取 り込み,咀 疇 によって

● :被験者 2名 □ :擬装対象者 4名
図 1 ビ デオカメラ設置位置

細 か く粉砕,自 磨 し,一 回 で飲み込めるかたまり (食
塊)に す るまでの動作 は,回 数や量 によって客観的に
記録す ることが可能 です。
以下 に, これ らの観察 ポイ ン トによって早食 い行動

結果 および考察
25分 であ り, 食
対象者の平均食事摂取時間は7.3±

を評価 し,ア セスメ ン ト方法 について考察 した研究結
2)3)4)6)を
果
紹介 します。

79回 口に運び,382.5±683回 咀疇 しま し
事を28.2±
た (表1)。さらにこれを最大摂取率,摂 取 ピー クの
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用 いた食行動 の分析

VTRを

時期 (前半,中 盤,後 半), ピー クの数 の 3つ の点 か

る 「凹字型」(15名,90%), さ らに10%を 越 えな い
ピー クが 3つ 以上 あ り,か つ15秒以上 の休止時間が複

ら分析 し,異 な った特徴を もつ 6つ の食事摂取 ス タイ
ルを分類 しま した (図2,表 2)。

数 ある 「
不定型」 (1名 ,06%)が
分類 され ま した。
ー
6つ 目は明 らかな ピ クを持 たず,ほ ぼ一定 の摂取量

表 1 観 察項 目の平均値
食事摂取 ス タイル
被検者名

名

総摂取重量

(g)

mean±

で推移す る 「
均等型」 であ り16名 (96%)が

SD

166

なお, この 6つ のスタイル間 には平均年齢,食 前 の
空腹感 ・口渇感, 自覚症状,睡 眠時間,嗜 好,通 常 の

5590=L322

摂取所要時間 (min)

73± 25

運 び回数

(回

)

28̲2±79

咀嚇回数

(回

)

3825=L683

休止時間

(min)

該当 し

ま した。

食事量 には差 はあ りませんで した。 この うち 「
早食い」
を代表する食 べ方 は 「
前半型」 であ り,同 じ時間で も
最 も身体 へ の負荷 が大 きい事 が明 らかで した。

09±06

研 究 成 果 の 臨 床 へ の応 用
このよ うに してみると, VTRに よ って 「早食 い」
の原因が咀喘にあるのか,日 へ の運 びにあるのか, 1
口量なのか,な ど修正すべ きポイン トを具体的に掲示
することが可能 とな ります。前半型では食 べ初めの 3
分間だ け 「ゆ っ くり」食べ ることを意識 させることで,
よ り負荷 の少 ないスタイルに変化 させ ることも可能 で
した。 また, ビデオ観察法 によ って得 られた食事摂取
スタイルの分類 は,食 行動 の定量的な分析のみな らす
̀な
食 べ るス ピー ドに影響 を及ぼす外的要因 (食物温度
図 2 食 事摂取率 の推移 と食事摂取 スタイル分類

同席者 の属性

4、

3)など)を
音楽,皿 の数
検討 す る尺

度 として応用す ることが可能 です。 たとえば皿 の数で
30秒間 の最大摂取率が10%を越えたものの うち,ピ ー

は,「 前半型」 を修正するためには 5皿 が最 も有効 と

ク時間が開始直後 にあるものは43名 (259%),後 半
にあるものは25名 (15.1%)あ り,明 らかな ピー クを

い う結果を得たが, これを活用すれば同 じ食事で も5
つに小分 けす ることだけ実行す るよ う指導す ることに

持つ ことか ら,そ れぞれ 「
前半型」「後半型」 と命名

よって,無 理な く 「
早食 い」 の修正を期待 で きます。
また, vTRで 自分 の食 べ る姿をみることで, 自己

しま した。
また,最 大摂取率 が10%を 越 えない型 は 3ス タイル
あ り, ピー クが中央 に 1つ ある 「凸型」 (66名,39.8

の客観視を促す こともできます。食 べ方 の善 し悪 しで

%)と 開始直後 と終了直前 の 2つ の時期 に ピー クがあ

食事 がで きて いるのかを評価す るのです。

はな く,自 分 が どれだけ余裕 を持 って,楽 しみなが ら

表 2 食 事摂取行動を構成す る要 因の比較 (分類別)
食事摂取 スタイル

前半型

頻度

43(259)

名

総摂取重量

(%)
(g)

摂取所要時間 (min)
運 び回数

(回

)

咀疇回数

(回

)

休止時間 (min)

後半型

凹 型

凸 型

25(151) 66(398)

15(90)

560.0=L205

5628=L186

5544=L28.8

70± 24

68=L 08

73=L 1 2

226± 40**
411 5=L663**
2 2± 0 6…

253±

22

314±

3855± 416 3701±
1.0± 03

07±

5683=L156
75± 13

不定型
1(06)
5800
74

均等型
16(96)
571 1=L 95
77± 07

292± 53

23

285=L 13

226

3385=L59 1

359

4062=L179

03

13± 06

5.2

28

*p 〈005
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06± 0.2

**p く 001
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これは食事介助者 について も同様であ り,介 助者 の

致 したことを確認 しま した。

スピァ ドが速 いために起 こる高齢者 の誤喋 も指摘 され

そ して 2つ 目は情報 の信頼性 の問題 です。 その場 に

ていますが,「 患者 にあったペースで」というファジー
で難 しい表現 より,画 面をみなが ら自分がどんなスピー

同席 しない画面 をみるわけですか ら,観 察者 によって

ドで介助 しているのかを知 ることは,患 者 の食 への満

評価基準 が異 なることもあ ります。 そのために観察者
間の一致率,お よび観察者内での再現率を見ておきま
す。一般 には80%以 上 に高 めてお くことが望 ま しいと

足 を高 めるために重要です。

されてい ますが,今 回は練習用 ビデオによる訓練によっ
VttR観 察 を す る た め の 条 件
さて, こ こで改 めて VTR観

て観察者間847%,観
察法 について考えてみ

察者内927%ま で高 め る ことが

で きま した。
身近 にあるホームビデオ も限界を知 り,観 察 ポイ ン

ます。
人 の行動 を意図的 な操作 を加えな い 自然観察法 は,
直接観察法 と問接観察法 に分類 されます。 この うち直

トを明確 に し,事 前 の調整を行 うことで看護場 面 の行
動観察 に大 いに活用 できると思 います。

接観察法 は,観 察者 と被観察者 の間 になん ら計画的装
置がな く,観 察 に続 いて記録 される方法です。 ここで

お わ りに

は人間 の五感が測定尺度 とな り,そ の精度 の質 の保証
と統一 が観察 の質を左右 します。 また,人 の 目に見 つ

かに優れています。 しか し,見 るべ き対象 は私 たちの

私 たちの五感 は実態 をみることでは VTRよ

りはる

め られた時 の,心 理的影響 も無視で きません。 さらに

情報処理能力を こえて膨大 な情報 を放ち続けています。

再生で きないことは最大 の欠点 です。

VTRの 限界を認識 しなが ら活用す ることは,情 報量

これに対 して間接観察法 の VTR観

察法 は,計 画的

を確保 し,看 護 アセスメン トの質を向上 させ るばか り

装置を介 し, まず記録 し,の ちにそれを観察,分 析す

でな く,実 施 した看護 の評価 に も活用できます。また,

る方法 です。再生 で きるメ リットはあ りますが,場 の

VTRに 記録で きない私 たちの五感 による観察 の確か

雰囲気を記録で きず,画 面 の精度や範囲 の制限 のため

さを証明することに もつなが るで しょう。今後 も VT

に微妙 な表情 の変化 や相互関係を写 し出す ことは困難

Rの 活用法 について検討 して い きたいと思 います。

です。 したが って, VTRで

は観察すべ きポイ ン トを

明確 にす ることが重要であ り,人 の五感 のすべてを代
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圧力測定 を用 いた タ ッチの熟達性 の評価
東京女子医科大学看護短期大学

澤
1.は

井

映 美

プ レスケールの超低圧用を使用 した。 プレスケールは,

じめ に

東京女子医科大学看護短期大学基礎看護学で は,人

圧力が加わ り発色剤層が壊れると顕色剤層 に赤い発色

間工学 の視点 で看護 をみてい くとい うことを積極的に

点 となって出現す るもので,発 色点 の大 きさを圧力値

行 っている。現在,勉 強会 と看護技術 に関す る研究の

に換算 で きるものである。

主 に 2つ の活動 を行 っている。本 シンポジウムの座長
である愛知みず ほ大学人間科学部斎藤真先生 は じめ,

被検者 は,熟 練看護者 9名 と初学者 (看護学生 1̀→
10名の 2群 である。被検者 はベ ッ ドの右サイ ドに立ち,

工学 系 の先生方や他 の看護系大学 の方 々との交流 と支

臥床 した患者役の右下肢を挙上す る動作 を行 う。左手

援 を戴 きなが ら長年 これ らの活動をすすめてい る。勉

は患者役 の膝関節後面付近,右 手 はアキ レス腱付近 に

強会 の方 は 「
看護 と人間工学研究会」 と称 し, この領
域 に関心 のある方々とオー プ ンな形 で毎年学習 を重ね

真横 か ら差 し込み,両 手 で25cmの高 さ迄挙上 し5秒 間

ている。 また,研 究活動 としては,現 在 「
血圧測定技

素手 で 2回 ,圧 力測定用具を装着 して 2回 行 い,素 手

看護者 による機能的で快適 な タッチ」 の 2つ
術」 と 「
を研究テーマ としてすすめている。

の時 には患者役 の主観 によるタッチの感触を記録 した。

水平位 を保持 した後,降 下す る (図 1)。 この動 作 を

本 シンポジウムで は,足 掛 け 4年 取 り組 んで い る
「
看護者 による機能的で快適 な タッチ」 の研究 の方 を
紹介 し,看 護実践 にいかすテクノロジーの話題提供 と
したい。
本研究 は,「看護行為 を行 う際の機能的で快適なタッ
チ」 に着 目し,看 護行為を達成 しつつ,や さしく快適
な タッチの解明を最終的な 目的 としたものである。看
護実践では,「 手」 で患者 の身体 に触れ ることが非常

図 1 下 肢挙上時 の手 の位置

に多 いが,機 能的で,や さしく,快 適 に触 れる熟練看
護者 の技 を,科 学的 に解明できないかと考えた。熟練

最 も効果的で効率 よ く働かせ る手 のポイ ン トを推定

看護者 の持つ技 が科学的 に解明 され,教 育 にも活用 さ

することと,測 定用具 自体 の適用 の限界 か ら,部 位月」

れれば,初 学者 で も熟練看護者 の技 に早 く近 づ くこと

の順位を算出 し分析 に用 いた。解析方法 は, フイル ム
に出現 したプ レスケールの発色点 の大 きさを圧力値 に

がで き,臨 床看護 の質 の向上 に役立つ。 まず,そ の第
一段階 として,熟 練看護者 の手 の圧力測定 の実験を行

換算 し,部 位別 に合計す る。被験者毎に,圧 力値の合

い, タ ッチの熟達性 の評価を行 った。

計が大きかった順 に部位 に順位を付け,被 験者全員 の
順位から部位別 に平均値を算出する。 この方法で算出

2.研 究 の 方 法

した数値を 「
平均順位」 と称す ることにした。順位で

実験で取 り上げた動作 は,看 護者 が患者 の下腿を挙
上→保持 →降下す る動作 とした。圧力測定用具 は,安

値が大きいほど 「
平均順位が低 い」 ということになる。

あるから,数 値 が小 さいほど 「
平均順位 が高 い」, 数

価 で簡便 なことか ら富士 フイルムの圧力測定 システム
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3.研

次 に手掌部 の区域内,第 2〜 5指 の区域内 は図 4の

究 の結 果 及 び 考 察

手全体 を 8つ の部位 に分 け,平 均順位 をみた。 8つ
の部位 の分 け方 は図 2の ごと くである。第 2〜 5指 の
分 け方 については,指 骨別 の横 の区切 りで見 た。左手

ように区分 した。各区域内の結果 は図 5に 示す。
手掌部 は,熟 練者 は平均順位 が 1番 高か った部位 は
左右同一 であったが,初 学者 では異 な った (図 5)。

は熟練者 は手掌に)が1番 平均順位 が高 く,初 学者で は
末節骨 の部位 であった。初学者 は,左 手 も右手 も平均
順位 の 2‑3番

目は指掌面で,手 掌 ではなか った (図

3)。

￨.手掌 部

第2〜5指の
]末

節骨の部位

] 中 節骨の部位
] 基 節骨の部位

‖.第2〜 5指 の
す
旨馨
肇男J

.第2〜 51旨別
￨‖

(事
)8区
分
量
薔:臣
雰
図 2 手 全体 の区分

図 4 部 分で の手 の区分

初

位
位

手掌の部位別

■ 1位
難 2位

熟練者

幣剛Ｗ 鰤剛

熟練者

::13位

指骨の部位別
3位
i位

2〜 5指の部位別

初 学者
図 3 平 均順位 1〜 3位 の結果

図 5 平 均順位 1位 の部位
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圧力測定 を用 いたタ ッチの熟達性 の評価
第 2〜 5指 を指骨 の別 でみると,熟 練者 は基節骨 の
部位で同一部位 であるのに対 し,初 学者では左手 は末

として大事 にされてい く部分 である。人 が人 に触れて
い く, このようなデ リケー トな部分 を解明 しようとす

節骨 の部位,右 手 が基節骨 の部位 と異 な っていた。

ることは容易 な ことではない。 「
看護者 による機能的

第 2〜 5指 を指別 でみると,熟 練者 はいずれ も第 2
指 で同一部位であるのに対 し,初 学者 は,左 手 は第 4

で快適 なタッチ」 の研究 について も多種多様な要因が
絡 んでいる。患者 一 看護者 の人 間関係 の側面,看 護

指,右 手 は第 2指 で左右異な った部位であ った。
以上 の結果 か らひとつ考え られることは,特 に左手

者 の看護観 の側面,患 者 の心理的側面,ケ アを提供す
る場 の問題等 があげ られ多角的 なアプローチが必要 で

の場合,熟 練者 の左手 は指の付 け根 をよ く使 い,初 学

あり,当 然 テクノロジーのみで解明で きるもので はな

者 は指先 をよ く使 っていた。我 々は経験上,看 護学生

い 。

は指先 に力を込 めて,体 位交換 などを行 っていること

現状では大所高所か らの看護技術論 は多 いが,科 学

を感 じて いるが,左 手 に関 して はこれを裏付 ける形 と
な った。指先 に力 を入れ る支 え方 は,対 象物を掴 んで

的な看護技術 の解明 は端緒 についたばか りであ る。筆
者 らはテクノロジーを使 っての,具 体的,系 統的な分

挙上す る形 にな り,指 の付 け根で支えて挙上す るのと
で は,手 のみな らず姿勢や筋肉の使 い方,身 体 のバ ラ

析 も必要であ り,意 義あ ることと考え,研 究 をすすめ
ている。 このようなテーマは,一 見 テクノロジーか ら

ンスの取 り方 も異な って くるところである。 また掴 ん

は遠 い部分 のよ うに見えるが,そ れを使 って解明 され

で持 つ支 え方 は,患 者 にとって心地 よ くないタ ッチで

る部分 があるのではないか と考 えている。
当初 は実験方法一 つ考えるのに も,全 く手探 りの状

あるともいえる。
熟練者では,左 右の手で平均順位 1位 の一致 が多かっ
たが,初 学者 は,左 右で 1位 が一致 しない。 また熟練
者 と初学者 の右手同士 では違 いが少 な く,左 手同士 は

態で はじめたが,幸 いに も斎藤真先生のお力をお借 り
し,研 究 デザイ ンを形づ くることがで きた。我 々看護
系 の人間だけでは,研 究 テーマを実験 に持 って行 くま

重 さや形態 が影響 していると思われ る。 初学者 は,軽

でには,能 力的にも知識量で も限界 がある。 テクノロ
ジーを使 ってい くためには,人 的資源 も必要であるこ

く細 い足首 の部位は優 しく支 えることは熟練者 と同 じ

とを痛感 したが,工 学 の専門家 とい うだけでな く,看

よ うに挙上,保 持す ることが可能で も,重 く面積 が広
い膝下 の部位 は,患 者 の快適 さよりも自分 の持 ち易 さ

護を理解 して い る人的資源であることが重要である。
我 々の研究 テーマでは, タッチす る方 され る方,両

を優先 させ,支 持面 を掴 んで挙上す るや り方 になって
しまうと考 え られる。一方,熟 練者 は,支 持面 の重 さ

者 と も人間である。 それでは圧力測定 をす るには,双
方 とも実験条件 に不確実な要素 が多す ぎるので,第 一

や形態が異 な って も,手 の使 い方を調整 し,患 者 にとっ

段階 としては, どち らかを物体 に変 えて,片 方 の条件
を固定 した らどうか とア ドバ イスされた。工学 の専門

違 いが多 か った。 これ らの結果 について は,支 持面 の

て快適な持 ち方を工夫 しようとしたと考え られ る。
初学者 との比較 により, こ のような熟練者 の手 の使
い方があ きらかにな った。

立場か らみれば,人 が人 にタッチす ることを重要視 し,

この後,同 じ動作 を,右 下肢 でな く左下肢を挙上す
る実験 も行 っているが,今 回 の発表 では割愛す る。
4.看

家 か らみれば,実 験 の基本 であろうが,筆 者 ら看護 の

護 実 践 に生 かす テ ク ノ ロ ジー の観 点 か ら

たとえ実験 であ って もその前提 で行 うことに した。 し
か しなるべ く条件を固定す るように し,患 者役 を固定
した り,環 境 や場 の条件を一定 に したりの工夫を した。
本研究では,そ れまでの 「
看護 と人間工学」 の勉強

圧力測定か らみた看護評価 の話題 に戻 る。

会活動や研究を通 して,看 護 の側 も人間工学を理解 し,

機能的で,や さ しく,快 適 に触れる熟練看護者 の技

人間工学 の専門家であ られる先生 も看護 を理解 され,

を,科 学的 に解明 したい, とい うのが この研究 の最初
の動機 である。一方,そ のような 「
看護 の技」 とい う

とい うことがあ ったか らこそ,看 護 の側でや りたい研
究をかたちづ くることがで きたと思 っている。

べ きものは,従 来経験的 に体得す るものであ った。 ま

「
看護者 による機能的で快適 なタッチ」 も最初 の実

た,看 護者が素手 で患者 にお、
れ るとい うこと, これ は

験 か ら,第 二段階 の実験 へ進 めたいと考 えている。 そ
の一 番大 きな理 由は,測 定用具 であるプ レスケールを

看護が将来 どんなに機械化がすすんで も,看 護 の原点
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圧力測定を用 いたタ ッチの熟達性 の評価
このよ うな圧力測定 に用 い ることの限 界 か らで あ る。
プ レスケール は,安 価 で簡便 であることか ら, まず第

なタ ッチ」 の解明には,さ らに信頼性 の高 い測定用具

一段階の実験で用 いたが,本 来 は工 業分野 の接触圧,

で測定 しな くてはな らない。そのために現在測定用具

圧縮圧などを測定す るもので,双 方 とも柔 らか い生体

を考案 している。 このような器械器具 の開発や作成 に

の圧力を正確 に測定す るには不向 きな面がある。 プ レ
スケールによ る圧力測定で,熟 練者 の手 の使 い方 のお

も,工 学 の専門家 の支援 が必要 とされるところである。

おまかな傾向を知 ることがで きたが,「 機能 的で快適
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◆ ミニシンポジウムA ◆
看護実践 にいかす テク ノ ロ ジー

力 測 定 を用 い た看 護 動 作 の 分 析
―立位か ら座位介助時 の重心 の軌跡 ―

自治医科大学看護短期大学

大久保 祐

子

私 たち看護者 は,患 者 にさまざまな看護 を提供 して

どの分野で も,研 究 が進め られています。中で も理学

います。看護 を動作 とい う視点で と らえてみ ます と,

療法 は患者 の基本的運動能力 の回復 を 目的 としている

患者看護者 ともに身体の動 きを必要 としない精神的 な

ので,動 作分析 を盛んに行 っています。看護職 は,重

支 えや教育活動 もあ ります し, 目的 を果 たすためには

症度が高 く日常生活動作 の全面的介助が必要な対象か

必ず動 きが必要 となる清拭 のよ うな看護,体 の動 きそ

ら,退 院間近 の人や健康 な人 まで対象 とす る職種 です

の ものが 目的 となる体位変換や移乗 などに分 けて考え

か ら,動 作 の解明 を 目指す他 の職種 と共 に,患 者 の動

ることがで きます。動 きを伴 う看護行為 の中 には,大
きな力 を必要 とする動作や,不 自然 な姿勢であった り,
一定 の時間同 じ体位 を続 ける必要のある行為 も含まれ

作や援助者 の動作を考 えてい く必要 があると考えます。
また,測 定 。計測機器 の専門家 としての機械工学 ・計
測工学 。電子工学 など,さ らに動作 の明確 かによ り得

ています。援助者 に腰痛 などの身体問題を引 き起 こす

られた問題を反映 し解決 してい くために看護管理 ・病

危険 な看護動作 に対す る解決策 を見 いだす ことは,私

院管理 など様 々な分野 の専門家を も巻 き込んでい くこ

たちの課題 であるといえます。 しか し全ての身体問題

とが,必 要 にな って くると考えます。

を引 き起 こす看護動作 の分析 は容易 で はあ りません。
それぞれのケースの変数 は多大 で,要 因 が複雑 に絡 み

動作を分析 して い く上で近年 のテクノロジーの進九
特 に コンピュー タ技術の発達 は我 々に強 く味方 し,様 々

合 っていることは容易 に想像 で きます。変数 とな りう
る因子 は,患 者 の健康障害の種規 健康 の段階 身長 ・

な動作分析機器が開発 されています。

体重 などの身体 の特徴,動 作 へ の積極性 や協力を引 き
出す心理的因子 など。 また,看 護者側 のボディ ・メカ
ニ クスの活用,身 長 ・体重 ・筋肉の付 き方や力の強 さ

動作分析 の測定方法 には様 々な ものが あり,そ の分
類法 に もいろいろな ものが あ ります。一例を用 いて紹
介 します と, ビデオなどの画像 による時間 ・動作回数
因子 の分析 ・接触点 にかか る力を直接的に測定する力

などを含 めた身体 の特徴,動 作 に専念で きる状況であ
るか と関連 した心理的因子,持 病 の有無 ・持 ってい る

学的因子 の分析,変 位 。加速度 。角速度 など身体各部

力を十分 に活用 できる状況であるか と関連す る健康状
態,勤 務時間などの身体的 ・精神的疲労 の原因 となっ

筋電図などによる生理的因子 の分析,酸 素消費 などか
ら運動効率を判定する代謝学的因子のヽ 、力学的デー

た り,一 人で行為をするのか複数です るのかの制約条

タと運動学的 デー タを計算 しモデルの動 きをシ ミュレー

件 ともなった りする労働条件。動作 をす る周辺 の環境
や動作時 に使用で きる有効な器具 ・機械 の存在 な ど。

トす る数学 モデル解析, これ らの方法を連動 させた総
合的 な分析,が あ ります。

このよ うに多 くの因子が関連 しているので,そ の動作
一つ一つの測定を行 い,積 み上 げて い くことが必要 に

私 が東京電機大学 の小川教授 との共同研究で使用 し
ている力測定 の原理 は,ゆ がみゲー ジとい うセ ンサ ー

な ってい くと考え られます。

を用 いて,金 属 が押 されることによりごくわずかにた

患者の動作 への援助 は,看 護職以外 にも多 くの職種
がかかわ る分野 であ り,作 業療法 。理学療法 ・介護 な

わむのを,電 流 の変化 として計測 し,そ れを力 に換算

の位置 とそれ らの変化 を計測す る運動学的因子 の分析

する ことので きるものです。
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力測定を用 いた看護動作 の分析
力測定を利用 してさまざまな力を測定す ることがで

を降ろす という動作 が困難 である原因を,基 底面 と重

きます。 どのようなことが測 れ るのかわか りやす い例

心 の関係 にあると考 え,立 位 か らの座位の動作介助時

として,足 浴 の後片付 けで床 の上の15kgの水 の入 った
バ ケ ツを持 ち上 げ,降 ろす とい う動 きで紹 介 しま
lt(図 1)
す

に患者 の重心が基底面上 にあるように介助 した時,よ

急 いで床面 のバ ケツ (15kg)を起立
位置 まで持 ち上 げた場合 の床反力
60
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り安定 した動作 となるのではないか と考 え,力 測定を
用 いて重心 の動 きを分析 した。

<研 究 方 法>
対象 :模 擬患者 ・模擬看護者 6組 の被験者。
方法 :被 験者 はフォースシューズを着用する。 フォー
スシューズによ り左右 の足 で爪先 と踵の, 1人 4カ 所
の床反力 を測定す る。 フォースプ レー トを取 り付 けて
ある4脚 椅子 に模擬患者を着席 させ る。座位 へ の介助
は,A.動

きを指定せず介助す る方法,B.模

擬患者

が着席時 に前傾姿勢 をとり患者 自身 の基底面上 に重心

10

があるように意識 して着席 させ る方法 の 2通 りで行 っ

20

た。 それぞれの動作 は数回練習 した後で, 3回 計測 し

30

図 1 バ ケツ持 ち上 げ時 の床反力

た。ABの 動作 が指定通 り出来たか検証す るため,模

立位 の静止状態か らバ ケツを取 るために下 に動 き始

擬患者 の爪先 の真横か ら4mの 所 に ビデオを設置 し,

める時 に下向 きの加速が生 じます。丁度良 い位置に上
体 が止 まるためには減速 して停止 します。バケツの取 っ

全動作を録画 した。椅子 の患者背部側 中心点 を (0,
0)座 標 として,動 作時 の各 セ ンサーの設置点 を測定

手 を持つ と,次 にバ ケツを持 ち上げるために,今 度 は

し,加 重 と座標 か ら重心位置を算出 した。 (図 2)

上向 きに加速を付 け持 ち上げます。 また止 まるために
減速 します。15kgの物を持 って直立 して いれば,15kg
の床反力 が得 られます。降ろす ときも加速減速 を し,
元 の姿勢 に戻 るときも加速減速 を します。
このよ うに床反力 の測定 によ り動作が重力 に対 しど
のよ うに行われて いるのかを知 ることができます。 こ
の床反力に測定位置を合成 してい くと,測 定対象 の重
心位置がわか ります。
このよ うな,ゆ がみゲ ージによ る力測定機器 フォー
スシューズ, フ ォースプ レー ト (いずれ も東京電機大
学製)を 用 いて,東 京電機大学 の小川鉄一教授 と,共
同研究 を重ねています。今回 は,立 位 か ら座位介助 の
動作 のデー タを収集 し分析 したので,そ の一部分を紹
介 し,テ クノロジーを用 いた研究が看護実践 をより良
い ものとしてい く道筋が どのような ものになるのかを
考 えてみたいと思 います。

<研 究 のは じめ に>
看護動作の中で腰痛の発生 した場面を調査 した結果,
抱 き上げる 。立たせる等の持 ち上げる動作 に次 いで,
患者を座 らせるという動作があった2に車椅子 に患者
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図 2 測 定点 の一例
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力測定 を用いた看護動作 の分析
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図 3 方 法Aの 典型例

図 4 方 法 B 重 心の もどり
最大 とな ったデー タ

"が

<結

果 >
模擬患者 。模擬看護者 ・椅子 の全加重 の重心 で は,

Aで は左下 が り,Bで

は右下 が りであ った。動作開始

か ら着席完了 までの重心 の移動距離 はX軸 (左右)は
4 cm〜18cm,Y軸

(前後)は 15cm〜45cmで,AB間

う。 Bで ,重 心が動作始めの立 ち位置よりも18cm Y軸
のプラス方向 に移動 してか ら着席 したデー タを ビデオ

は,始 め素早

画像 と照合す ると,模 擬患者が脱力 し模擬患者 に明 ら
かによりかか っている状態 で得 られたデー タであるこ

く重心が移動 し患者 を しゃがませている時 と着席す る

とがわか った。 この ことか ら,Bの 着席介助動作 を自

時 に集積箇所があ った (図3)。 Bで は,患 者 の重心

力立位が十分取れな い全面介助が必要 な患者 に用 いる

位置を下 げている時 と着席す る時 に集積箇所 が あ り,

には,訓 練 が必要 であることが示唆 された。

その 2カ 所 の間 ではすみやかに移動 して いた。 また,
Bで は, 6組 18デー タ中 4組 7デ ー タで重心位 置 を下

<本 研究の問題点>

差 はなか った。 また時間を追 うと,Aで

に

前後移動が大 きいことが, この動作 の難 しさといえよ

げている時 にあたる集積箇所 に 5 cm以上 のプラス方向
へ の重心 の もどりがあり,最 大 18cmであった (図 4)。

<考

察 >

A・ Bの 結果 が左下が り 。右下 が りとなったことは,
模擬患者 ・模擬看護者 の立 ち位置が大 きな原因であっ
たと考え られるが,そ の変動 の大 きさは模擬患者 ・模
擬看護婦 の体重 のバ ラ ンス,ボ ディ ・メカニ クスの活
用状態などの影響 を受けていると考 え られ る。重心 の

このよ うに フォー スシューズを使用 した力測定 によ
り左右 の爪先 ・踵 にかかる力を測定す ることがで きま
す。 フォースシュー ズでは,工 学的手法 により動作を
客観的 に測定す ることので きる機械であり,測 定機械
は信頼性再現性 の高い ものです。一方で,フ ォースシュー
ズを履 いて実験的 に動作 を シ ミュレー トす るときに,
患者 の設定 ・ロールプ レイが結果 に大 きく影響 します。
今回紹介 した研究では,模 擬看護者 が 2種 類 の異 な っ
た動作で模擬患者を着席 させた時の重心 の軌跡 の違 い
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を明 らかにす ることによ り,患 者 の基底面上 に重心を
保 つよ うに行 う動作がよ り安定 していることを明 らか
にで きるのではないか と考 えてデー タ収集をしました。

は,細 かな規定 が必要 にな ります。今 回 の実験 で は,
患者 の状態,脚 力を含 めた リハ ビ リテー シ ョンの段階

重心位置が援助者の基底面か ら遠 い位置 に移動 して 2

を細 か く規定 せず,援 助者 の動 きによ リデー タを収集
したため,本 来同一 に扱 うことに違和感 のあるデー タ

段階 の動作を しているAの 方法 に比 べ, 1段 階 目で立

も同一 に処理 したことに考察過程で気付 くとい う結果

位 の時 と離れない位置 に重心があ り, 2段 階 目の時 に

にな りま した。私 たちは,知 りたい事実 を最 も的確 に

重心が離れて いるBの 方法 では,Aの 方 が援助者 の前
傾時間が多 いので,腰 背部問題を引 き起 こす可能性が

表わ して くれ る測定方法を選 び,そ れにより事実 を明
らかに してい くとき,デ ー タ収集の条件を細か く整理

大 きくなると考 え られます。 しか し,だ らりと脱力 し

し規定 した中で述 べていかなければ,そ こで得 られた

て援助者 に完全 によ りかか っている模擬患者 との関係
で得 られたデー タでは, 自分 で立ち座 りが問題な くで

結果 は真に看護実践 に活 かせ るものとはな らないこと
をこの研究 を通 して再確認 しま した。

きる健康な姿に近い模擬患者 との関係 で得 られたデー
タが, 1段 階 目の集積箇所 のデー タの示す意味が違 う
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看護実践 にいか す テク ノ ロ ジー

生 体 指 標 を 用 い た快 適 性 評 価
信州大学医療技術短期大学部看護学科

楊 箸

隆 哉

患者 の快適 な療養環境を確保することは看護者 にとっ
2ゝ
て最 も基本的でかつ重要な看護 ケアの 1つ であ り1｀

他人 の 「こころ」を外側 か ら直接捕 らえることは不可
能であるので,心 と生理反応や行動 との関連性を調 べ

長期臥床 を強い られている慢性期 の患渚 ばかりでなく,

ることによって,心 の見えない部分を理解 していこう

たとえ検査 目的で入 院を して い る短期の患者 に対 して

とい うわけである。 この分野 で使われ る主 な指標 とし
ては,脳 波 。事象関連電位 など中枢神経系 を表現す る

も,看 護者 は少 しで も快適 に生活で きるよ う常 に療養
環境 を整えなければな らない。 しか しなが ら,今 まで
患者がどの程度快適 な療養環境 にあるのか という点 に
関 しては,ア ンケー トなどによ り患者 の訴えを直接聞
くか,な い しは例 えば体圧 などの物理的性質を測定 し

指標,心 拍数 。血圧 ・皮膚電気活動 ・瞳孔反応 など自
律神経系 の指標,筋 電図 ・眼電図など運動系 の指標等
がある。 これまでの多 くの研究結果か ら,気 持 ちや感

て,そ の結果 か ら看護者 が主観的判断 を与 える しか方

情 が大 きく変化する時, これ ら各指標 の代表値 (平均
値 。中央値等)は ,確 かにその感情 と共 に変化する こ

法がなか った。 この方法 では,例 えば回数 が少 ないと

とが確かめ られて い るが,気 分 や軽度 な緊張感 な ど

か我慢強 いとい う患者 の性格 に大 き く左右 された り,
また看護者の感受性 の強 さや患者 ―看護婦関係 という

「こころ」 の変化 が微妙 で あ る時 には必 ず しもそ の
「こころ」を反映で きないでいた。変動解析 とい う解

2次 的要因によって大 きく影響 され,正 しい評価 がで

析方法 はこのような微妙 な情動変化 を捕 らえる ことが

きに くい。 このよ うに快適性を評価す る方法論 が限 ら

できる可能性 のある新 しい解析方法 として急速 に注 目

れている原因 の 1つ は,看 護学 の領域 において,快 適

されて いる。

性 というものがそもそも患者 の主観的感 じ方 に依存す

変動解析 とはその名前のとお り,現 象 (情報)の も

るものであるため,客 観的評価 がで きな くて もやむを

つ 「ば らつ き」を解析 して行 く方法 である。図 1に 示

えないものと理解 されて きたことによる と思 われ る。

すように,す べての現象 には確定的 な部分 と不確定 な

しか しなが ら,他 の周辺領域 における研究成果を振 り

部分 とがある。 これ は,「 代表値」 と 「ば らつ き」 の

返 ってみると,最 近 の特 に脳科学 の発展はめざましく,
脳波 ・心電図などの生理学的指標 を用 いて,大 きな情
動的変化 のみな らず,微 妙 な 「
快 ―不快」 の感情 も定

ような もので,情 報理論 的 に考 えれ ば,「 信号」 と
「ノイズ」 に相当す る8｀9)。今 まで の我 々の解析方 法

量で きるような解析方法 も開発 されつつ あ る3九4ヽ6)。

確定的な部分

ここでは, このよ うな看護学および周辺領域 の研究背
景を踏 まえ,脳 波 ・心電図 の新 しい解析方法 として注
目されている変動解析法 を応用 した快適性 の評価方
6)について べ る
法
述
。
心理学 と生理学 の学際的学問 として, D湘 型担璧判

ば らつ きを含めて考 える

とい う学問がある。 この学問は精神機能 と身体機能 と
の相互作用や生理的反応 と行動 との関連性を追求す る
ことを 目的 とし'),究極的 には我 々の 「こころ」 を理
解す ることに最終 目標があると考 え られ る。し か し,

図 1.変 動解析 の概念図
変動解析 とは,現 象 (情報)の 持 つ
ば らつ きを解析す るものである
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意味を認めてそれ以外 の不確定要素 は 「ノイズ」 とし

は確定的な部分である代表値 のみに 「
信号」 としての

さて,心 拍変動解析 の別 な解析方法 として周波数解
。 .0.い
析 を用いる方法 がある 滉②
。周波数解析 とい う

て切 り捨 てていわけであるが,変 動解析 ではその両方,

のは,時 々刻 々変化す る波形 をい くつ もの周波数成分

あるいはむ しろ 「ノイズ」 の方 に焦点を当て,大 きな

に分解 し,各 周波数 の大 きさを成分 ごとに計算する方
法である。一般的 に,横 軸 に各周波数成分 を ヘ ル ッ

意味を見 いだ して い るわけである。 そもそ も自然界 の
事象 はさまざまな 「ゆ らぎ」 (変動)を 持 って存在 し
ている。'D。 例えば大木 の年輪 にみ られ る微妙 な幅 の
違 いや,川 の流れ,海 の さざ波,そ よ風 の揺 らめき等

(Hz)で ,縦 軸 にその大 きさをパ ヮー (power)で 表
す ヒス トグラムを作成 して波 の性質を表現す る (これ
を 「
周波数 スペ ク トル」 という)。心拍変動 の 時系列

自然 に接す る時 にふ と心休 ま り,規 則的 な人工物 には

デー タは 1つ の波 として とらえ られるので, この心拍
変動 の周波数 スペ ク トルを表現す ると,通 常0.lHz付

ない安 らかな感覚 を覚 える。 このような ことが 「ゆ ら

近 と 0 25Hz付 近 にパ ワー値 の大 きい ピー クがみ られ

ぎ」 と快適感を結び付ける糸 口になっていると思われる。

る。前者 は low frequency(LF)componentと

がそれである。我 々はそのよ うな 「ゆ らぎ」 を持 った

さて,代 表 的 な変動解析 に心 拍変動解析 (Heart
Rate Variability,HRV)と

脳波 α波 の ゆ らぎ解

析 がある。 これ らはそれぞれ,心 拍数や脳波 の時間的

呼ば

れ,ま た後者 は high frequency(HF)component
と呼 ばれている。 これまでの研究結果 か ら,HFは

副

交感神経活動 の指標を,ま た LF/HFは

変化 の特徴を解析す るものである。心拍数 は通常 「1

交感神経活
。
｀い.い。 筆
の
いる
を反
していると
動 指標
映
言 われて

分間 にい くつ」 という値 で表 されて い るが,実 際のR―
R間 隔 は測定 してい る 1分 間一定 なわけではな く,常

者 の研究室 では脳波 と心拍数 の両方 の解析 を中心 に,
入浴 ・足浴 ・音楽鑑賞 ・軽運動 ・睡眠 ・精神作 業等,

に変動 している。 その変動 の方 に注 目したのが,心 拍

日常生活活動中の脳波 ・心電図 ・呼吸 ・筋電図 の解析

変動解析 である。

を行 っているが,心 拍変動解析 の結果 は筆者 らの原
著いを見て いただ くこととし,今 回 は脳波 のゆ らぎ解

心拍変動 解析法 の 1つ と して, 心 拍 の 変 動係 数
(Coefficient Variability;CV値 )を 求 め る方法
〉②'0。 これは,通 常,心 電図R― R間 隔100
がある。

析を中心 に話 を進 めることにす る。

個分 の平均値 と標準偏差を求 め,標 準偏差を平均値で

脳波 のゆ らぎを解析す る方法 には, α波 の 1/fゆ
らぎ解析い.0や カオス解析0'20,"な どが あ るが, 筆

割 って100倍す るという計算 により算 出す る。 ご く簡

者 は主 として 1/fゆ らぎ解析 を用 いて い る。 この解

単 な統計計算 を行 うだけであるので簡便で使 いやす く,

析方法 はやや複雑 な処理 がい くつか含 まれるので ある

広 く用 い られている方法である。

が,簡 単 に説明す ると,図 2の ようになる。

D . 縦横変換

A.脳波の原波形

①② ③④

C . ピー ク検索
77777 7777 7777 777 7

hm中

① ② ③ ④⑤

⑤

⑥

E.7Eilli(i力

醐

￨ l i i i l i lη
iノ
ノ
￨

図 2.ゆ らぎ解析 の方法 (1)
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脳波成分 は一般的 に周波数 により, δ波 (4 Hz未

した コンピュー タと波形解析処理 ソフ トウェアが必要
である。筆者 は コ ンピュー タと して,PC̲9801パ ー

満), θ波 (4‑8 Hz),α波 (8‑13 Hz),β波 (13‑30
Hz)等 に分け られるが2),ま ず,脳 波 の原波形 を 8‑
13 Hz(α 波 に相当する)の デ ィジタル ・フ ィル ター

析処理 ソフ トウェアとして,BIMUTAS Ver E 215

に通 して α波 のみを抽出す る。次 に,抽 出された α波

(キッセイ コムテ ック社製)を 用 いている。

ソナル ・コンピュー タ (NEC社 製)を , ま た波形 解

を横軸 に平行 な 直線 で斬 って 山 (peak)を 検 出 し,

図 4は 入浴中における脳波を測定 した実験結果 か ら

1つ の山 と次 の山 との間隔 (peak to peak)を 測定

得 られたゆ らぎ勾配の 1例 を示 している。 この実験で

す る。 そ して,各 間隔値 を縦軸 にとり,時 系列上 に並

は,乾 電池 によって駆動す る携帯型脳波計 (NEC三
栄社製)を 用 いて脳波を計測 し,デ ィジタル ・オーディ

べ る。 これ らの点 を結 ぶとゆ らぎ波形が完成す るのだ
が, この ままで は時系列が不規則なため不等間隔デー
タになって しま うので,高 速 フー リエ変換 (FFT)
等を行 って周波数解析することができない。 そのため
この波形を何 らかの方法で20Hz間 隔 の等 間隔 デ ー タ
に近 似 して周波数解析を行 う。解析結果 は横軸 が周波
数,縦 軸 がパ ワー (波の大 きさを表す単位)の パ ヮー

オ ・テ ー プ ・レコー ダー (RT‑135E,TEAC社

製)

を用 いて結果を記録 した。脳波 は 10‑20法によ り F2,
Cz,Pz,Ozか

ら導出 した。脳波 の測定 にあわせ て主

観評価 も行 った。主観評価 は,10cnの Visual Analog
Scaleい.い.を用 い,覚 醒度 ・快適度 の 2つ に分 けた。
最 も眠 い」 を 0,「 最 も覚醒」 を10と し,
覚醒度 は 「

スペ ク トグラフに表示す るが, このスペ ク トル は一般

快適度 は 「
非常 に不快」を 0,「 非常 に快適」 を10と

的に ほぼ双曲線 に近 いグラフになるので, このままで

して,被 験者 自身 のその時 の主観を前後 と比較 せずに

は定量 しに くい。 そこで,両 軸 とも対数 目盛 りで表現

記入 して もらった。 入浴条 件 は左 か ら順 に空 風 呂

し,直 線 に近似 させ る (図 3)。 完全 な双曲線な らば,

(contr01),35℃ (Cool),44̲42℃

両対数変換 によ り直線 になるはずであるが,実 際 には

(実際 には被験者 の好 みの温度 に設定 した ら,結 果的

l Hz付 近で大 きく折 れ曲 が って い るので, l Hz以

に41‐
42℃であ った)で ある。 もちろん入浴順序 によ

下 の領域 で直線回帰 し,そ の回帰直線 の勾配を求 める

る偏 りを防 ぐため, 3条 件 の順序 は無作為化 した。

ことで定量化す る。 こうして求 めた直線 の勾配 を 「ゆ

結果 はこの図 のよ うに, Control,Cool条 件 に比
べて Hot条 件 の方が勾配 の大 き くな る例 が多 く, 8

らぎ勾配」 として快適性 の指標 にす るのである。 この
よ うな解析を行 うためには A/D変
換 ボ ー ドの付属

(HOt)の 入浴

例 の結果 では統計学 的 に有意差 が認 め られた。 また
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図 3.ゆ らぎ解析 の方法 (2
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図 4.入 浴時 の α波ゆ らぎ勾配

Visual Analog Staleを 用 いた主観評価 において も

(No 07672521)の助成 によるものであることを付記 す

Control条 件 に比 べて HOt条 件 で は有意 に快適感 が

る。最後 になったが,今 回発表 の機会を与えて くださっ

高 い ことが 明 らか にな った。こ の 研 究 の 詳 細 は原
著".の を読んでいただきたい。

た座長 の東京女子医科大学看護短期大学 村 本淳子女
史 と愛知みずほ大学 斉 藤 真 氏 に改 めて感謝す る。

以上 のよ うな研究結果か ら,ゆ らぎ解析 では,ゆ ら
ぎ勾配 は快適感 とある程度対応 してお り,脳 波 とい う
生理学的指標か ら快適性 のよ うな ヒトの主観を測定す
ることが可能 であるということが明 らかにな った。 こ
.2°と
れ らの結果 は,吉 田の研究結果2つ
矛盾 しない。
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