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序 論 

 

1-1.研究の背景 

医療福祉の現場においては，常に変化する社会の中で個人の望む生き方ができるよう，

当人が抱える事情や背景を考慮した様々な情報発信が必要とされている．福祉の現場で

は，健常者も障害者も社会で等しく生活できることを理想として様々な支援が提供され

ているし，医療の現場においても患者中心の医療という理念に基づき，患者本人に対し

て病気や治療について説明して同意を得るインフォームド・コンセントが行われている．

さらに，理解力不足かつ親権者に付随する存在であるという理由により対応が疎かにな

っていた小児患者や，外国語を母語とする在住者など，対象者は多岐に渡る．同時に，

デザイン業界でも人間中心設計（human-centered design，HCD）という考えが広まって

おり，デザインの各段階でエンドユーザーのインターフェースや文書に関するニーズ・

要求・制限などに多大な注意を払って設計を行うことが重要視されている．特に，障害

者や子ども，患者など情報のバリアを持つユーザーに対する情報発信においては，伝わ

りやすさという観点から言葉のみに頼らない視覚的な伝達が強く望まれており，資料の

作成等においてデザインが重要であることは明らかである．しかしながら，提供される

資料はデザインの専門家ではない実務者が手探りで作成している場合が多く，現時点で

実在する手法を分析し，視覚的要件を明確化する研究は十分とは言い難い．さらに，対

象やケースごとに内容調整が要求される多様性は，これに対する分析と理解をより困難

なものとしている． 

しかし，要件が明確化され共有されれば資料作成の足掛かりになると共に，障害や病

気により情報のバリアを持つすべての人々にも応用できるものであると考えられる．さ

らに，資料の伝わりやすさを高めることで，健常者に対する情報伝達の質を向上させる

可能性までを有すると言えよう．そこで本研究の立場は，情報のバリアを持つユーザー

に用いる資料に対してデザイン学の視点から内容の把握や分析を試みるものであり，福

祉的情報伝達を行う際の示唆となり得ることを期待するものである． 

 

1-1.1 福祉および医療に関する情報伝達研究の領域 

 先に述べたように，福祉や医療の情報伝達における視覚的要件の現状把握はいまだ少

ないと考えるが，具体的にこの分野に関わる研究対象となる用語について概観する．ま

ず，日常的慣用法としての「福祉」「医療」について，広辞苑（第六版）では以下のよう

に定義されている． 
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【福祉】：幸福．公的扶助やサービスによる生活の安定，充足． 

 【医療】：医術で病気をなおすこと．療治．治療． 

 【医療福祉】：保険・医療・福祉の連携による総合的な社会福祉サービス 

 このように，福祉が生活という人が生きるすべての状況を包括するのに対して，医療

は病気という限定的な状況のみを示す．近年では，独立したジャンルとして捉えられる

傾向があった医療と福祉を統合して医療福祉という言葉が用いられることも多いが，平

成 27 年には厚生労働省において新たな福祉サービスのシステム等のあり方検討プロジ

ェクトによる資料文 1）をみると，福祉サービスへのニーズを持つ対象として「高齢者，障

害者，児童，生活困窮者等，すべての人」と記載されている．この記述には，傷病者と

いう言葉はなく，医療を必要とする者はすべての人という記述に含まれることが伺える． 

一方，筆者が専門とするグラフィックデザインは以下のように定義されている． 

【デザイン】：①下絵．素描．図案 

②意匠計画．製品の在室・昨日および美的創造性などの諸要素と，技術・

生産・商品面からの各種の要求を検討・調整する総合的造形計画． 

【グラフィックデザイン】：印刷を媒体とした，視覚情報伝達のためのデザイン．本や

雑誌の装幀・新聞雑誌広告・ポスター・カタログの類． 

 グラフィックデザインは情報伝達をより効率的に行うための技術であるが，第 4 章に

て詳しく述べる，藤沢らによる屋外広告などを対象としたミニマム・エッセンシャルズ

文 2）くらいしか指針として定義されていない．デザインの専門誌を紐解いても，個々のデ

ザイナーによる作品発表に付随した計画意図や解説の観点には広告やポスターなど商業

的・啓発的効果を高めるための記述がほとんどである．これらの言述は，経験的解釈あ

るいは直感的な認識のもとに説明がなされることが多く，数理的な表現により論証の合

理性確保を重視する研究としての姿勢にはそぐわないといえよう．一方，プロダクトデ

ザイン分野においてはメイスが多様なバリアを持つユーザーへの対応としてユニバーサ

ルデザインの 7原則を提唱し，「年齢や能力，状況などにかかわらず，できるだけ多くの

人が使いやすいように，製品や建物・環境をデザインする」と定義して広く指針として

用いられている文 3）．グラフィックデザイン分野においても，医療福祉における情報伝達

に対する定義づけや考察は，その将来像を探るうえで十分に意義があると言えるし，よ

りよい医療福祉サービスの提供が求められるなか，バリアを持つユーザーに必要な情報

を届け社会を結びつける情報伝達に対しての実学的な指針策定も望まれていると考えら

れる．本研究においては，情報を発信する際に多様性を持つユーザーの理解度に応じて

印刷媒体をデザインすることで，個別に分かりやすく伝えることを福祉的情報伝達と定

義することとする． 
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1-1.2 福祉的情報伝達における理解度レベルの関係 

 一般的な情報伝達においては理解に問題のない健常者を想定してレイアウトやコピー

等の意匠的計画がなされるが，福祉的情報伝達においてはユーザーの情報理解能力がど

の程度あるかが重要な検討課題となる．ここでは，2章で取り上げる，知的障害や発達障

害といった生まれついての障害による日常的情報の取得を妨げるバリア，3 章で取り上

げる，発達の途中段階である子どもの言語理解能力の乏しさによる治療に対する納得と

賛意を妨げるバリア，また 4 章で取り上げる一般的な健常者が患者となることで生じる

精神的苦痛による，生死に関わる治療方針の理解と自己決定による同意を妨げるバリア

を整理する．本研究では福祉的情報伝達におけるユーザーのバリアを図 1-1 に示すよう

な 3つに定義することとする． 

 

 

 

図 1 医療福祉の情報伝達におけるユーザーのバリア 
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1-1.3 福祉的情報伝達における具体的表現の理解 

 一般的なグラフィックデザインは，文字，図解，イラストレーション，レイアウト，

色彩といった，構成的要素を組み合わせ，ユーザーの好みに合わせて計画される．特に

広告媒体においては，ユーザーを設定する際にマーケティング調査による年齢，性別ご

との生活水準や好みのデータが重視され，若者向けにはポップなデザイン，高齢者向け

には落ち着いたデザイン，女性向けには暖色系デザイン，男性向けには寒色系デザイン，

などと表現されてきた．平均値のみを根拠とするデザイン要件の画一性は，しばしば議

論の対象としてあげられるものの，ユーザーの好みを端的に示す要件は業界の生産性を

高めるうえで確かに有用であると考えるし，本研究の視点においても参考となるのは間

違いない．一方で，福祉的情報伝達においては，デザイン時にユーザーの好み以外にも

理解能力が平均的とはいい難い状況にあるユーザーに適した分かりやすさを探る必要が

あり，服部らが定義した学習容易性と効用性を意識して資料を作成することが重要であ

ると言えよう文 4）． 

【学習容易性（ease of learning）】資料の内容をどれだけ容易に覚えられそうかを予

測的に判断すること． 

【効用性（utility）】主観的なうれしさのようなもので意思決定に重要な概念． 

この 2 点について，デザイナーだけでなく専門的な知識を持たない医療福祉職でも適

切な計画を行えるような要件の設定が期待されている． 

本研究では，多様で複雑なニーズを持つユーザーへの情報伝達に有効なデザイン要件

の設定を試みるが，全てのニーズに対する検討は不可能と言ってよく，これらの作業は

限定的な状況に対するアプローチであることは否めない．得られたデザイン要件を全て

のユーザーに有効であると設定することには問題点もある一方，先に述べたポップなデ

ザイン，などのような表現は，確かに簡単なデザイン理解に役立つものである．表現の

多様性をどのように理解すべきかについては別稿に譲るが，少なくともこのようなデザ

イン要件の有効性と限界を充分に意識したうえで，次章からの分析を進めることとする． 

 

1-2.研究の目的 

本論文は，現代日本の医療福祉現場で情報のバリアをもつユーザーに用いられる説明

資料に対して感性評価を行い，ユーザーの学習容易性と効用性を高める視覚的デザイン

要件を明らかにすることを目的とする． 

これまでにも，医療福祉現場における情報伝達においては，やさしい日本語の使用や

図解，キャラクターやアニメーションの使用，模型の使用等の，様々なアプローチがな

されているが，取組は個々の事例に留まっている場合が多く，本研究では，より一般的
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に流通しているグラフィックデザインの視点から，相対的な類型を行うことでその理解

に努める．障害や病気を抱えたユーザーは個別性が強く，それぞれの支援者から自由度

の高いデザインの資料が提供されることが，その相対化の作業を難しくする要因となっ

ている．グラフィックデザインを基軸として全般的な傾向を把握するため，基本的には

複数の医療福祉職が作成した説明資料をもとに実態分析を進める． 

具体的な研究の課題は以下に記す． 

（1）知的障害を持ち，言葉による理解が難しい思春期の自閉症女児用スケジュールを題  

  材として，ソーシャルワーカーとの協働により，視覚的資料を開発する． 

（2）発達の途中段階であり，重篤な疾患を抱える患児用の説明資料を題材として，専門

的内容を理解しやすくするために用いられている現状の資料を類型化する． 

（3）重篤な疾患を抱える成人患者が治療方針に対する自己決定を行う際に読む資料を題 

材として，資料に対する学習容易性と効用性を高めるデザイン要件を明らかにする． 

 

1-3.研究の方法と資料 

具体的な研究方法は，現状調査と説明資料に対する感性評価質問紙調査により構成し

た．現状調査では，日常的情報理解のバリアを持つ発達障害児支援に携わる研究者への

ヒアリングを行い，提供を受けた資料のデザイン的側面を分析して改善モデルを作成し

た．次に，専門的内容理解のバリアを持つ小児がん患者と関わる全国の小児がん拠点病

院の看護師を対象としたアンケート調査を行い，説明資料作成の現状を把握するととも

に，複数の施設から提供を受けた資料を類型化した．さらに，これを踏まえたうえで，

同じ内容でありながらも一般的な資料を模したデザインの資料と，デザイン的な要素を

加えた資料を作成してアンケート調査による感性評価を行い，方針自己決定のバリアを

持つ患者が説明資料に感じる効用性と学習容易性を改善するためのデザイン要件を抽出

するものとした．対象とする資料は，筆者の勤務する A 大学および附属病院，また複数

の病院から提供を受けた． 

 

1-4.関連の既往研究と本研究の位置づけ 

本研究の位置づけを明確にするため，関連する既往研究の内容と成果についての整理

を行う．日常的情報理解のバリア，専門的内容理解のバリア，自己決定に対する精神的

苦痛のバリアという 3 段階のユーザーを対象として，デザイン学視点と医学・看護学・

福祉学など他分野の視点から発表された，福祉的情報伝達のデザインやユーザーの心理

分析に主題を置く研究の足跡をたどる． 
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1-4.1.日常的情報理解のバリアに関する研究 

知的および発達障害によるバリアに対して，工藤他文 5，6）はユーザーの理解力の低さに

よる情報取得の困難さに焦点を当てた．知的障害者の教育施設におけるサイン用ピクト

グラムのデザイン条件として，当事者の「わかりやすさ」に着目した感性評価を行って

①動きや音を表す motion line，②場所を表すピクトグラムの場合はその場所を象徴す

る人物，③その場所で行う行動・もしくはその行動を表す人物，のいずれかを付加する

必要性を明らかにした．また，身体的障害によるバリアに対して，視覚障害者を対象と

した研究には上田他文 7）による点字の利用が困難である中途視覚障害者のための触知ピ

クトグラムの最適サイズの検討や，柴崎他文 8）による健常者と弱視者が共に使用できる

バリアフリー教材である拡大教科書の現況調査研究およびデザインの考察が挙げられる．

聴覚障害者を対象とした研究には，須藤他文 9）による透過型情報提示を用いた歩行時の

安全性の研究があり，屋外で情報を利用する場合は反応時間に個人差が見られるという

課題が明らかになった．また，中村他文 10）による災害時避難誘導ピクトグラムの開発で

は消防士が防護服を着用することにより聴覚障害者のみならず健常者にも声が届かない

バイオテロ災害時にも円滑に避難誘導を促すためのピクトグラムを開発し，有効性を確

認した研究が挙げられる．さらに，日本語を母語としない外国人が持つ言語的バリアに

対しては，梁他文 11，12）が日本に在住している外国人は災害について具体的な知識はもっ

ているものの実際の対策は不足していること，大部分の行政が印刷物やホームページを

利用して情報提供を行っているものの帰宅情報が不足しているという問題点を抽出した． 

一方，医学・看護学の視点からは，荒木他文 13）がコロナ禍の母子保健現場における在

住外国人への健康支援について，保健師のコミュニケーションスタイルに留意する必要

があることや，分かりやすい表現で話す「やさしい日本語」を使う際の難しさなどにつ

いて検討を行っている．また，武田他文 14，15）は医療機関への「やさしい日本語」の導入・

普及を図るため医療者に対する教育ツールを開発して YouTube やホームページで公開し，

外国人患者に限らず患者・家族の不安軽減や意思疎通の円滑化により受診しやすさが増

し，病気や治療に対する理解が進むことで安全な医療にもつながると指摘している． 

 

1-4.2.専門的内容理解のバリアに関する研究 

現代日本において小児科で行われる患児への説明であるプレパレーションを分析の対

象に，看護師との協働により図解やレイアウトを工夫したツールを用いて患児の恐怖心

を軽減するデザインの有効性を明らかにしたものに，岡崎ら文 16，17，18）の関連する一連の

研究が挙げられる．岡崎らは，恐怖心や不安感を軽減することを目的とするプレパレー

ション用ツールの開発プロセスを示すことで，子どもの心に配慮したデザイン展開が，
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保護者，看護師，患児自身のリテラシーのためのデザインへと拡張していく必要性を示

した．また，人の心を操作するインタフェースとして，看護師と子どもが操作する両面

を同時に表示する機能と，3D CGによる鳥瞰図のように全体を見る視点，子どもの視点，

看護師の視点の 3 つの視点を切り替えることができる機能を付与したツール"Smile"を

開発し，医療関係者向けに公開した．対象となる患児の発達段階に応じて本人および支

援する看護師や保護者に対して動作解析システムの使用や質問紙調査を行い，分析を加

えて定量化するという解析手法は，感性という非常に曖昧な一面を理解するに際しての，

科学的な一方法を提示し得た．また，デザインをその表層的な形態からではなく，当事

者の気持ちを中心として捉えようとする視点自体も評価されるものであり，本研究にお

いても参考とするところである．これらの研究は，デザインが『快のイメージの増幅』

に焦点を当てるばかりでなく，『負のイメージの軽減』に焦点を当てるべきだとしている．

このうち，患児への治療説明に関するものとしては，PCツールを用いて骨髄穿刺に臨む

患児の行動変化を捉えた伊藤他文 19，20）の研究があり，動作解析システムによるプレパレ

ーション実施後の患児の理解度・不安度・興味度の計測を行って有効性を明らかにした.

また，病院ごとにカスタマイズできるしかけ絵本を開発し，データをダウンロードでき

るシステムを用いて利用方法の多様化への対応を検討した原田他文 21）の研究，看護師に

よる患児の行動や言動の観察に頼るところの大きかった子どもの心理的変化に着目し，

遊びでなじみのある球体と立方体を用いて不安感を表現させ，心理変化量を定量的に置

き換えるツールを開発した田崎他文 22）の研究，痛みのイメージを視覚化するアプリケー

ションを開発し，とげの大きさや伸縮するスピードを変化させることで感覚を定量的に

評価するツールの有効性を明らかにした大姶良他文 23，24）の研究などがある． 

 また，柿山文 25）はプレパレーションにおいて恐怖感を軽減するために用いるグラフィ

ックエレメントの表現に着目し，写真から生成したイラストレーションの色数，彩度，

輪郭線の強弱のリアリティを段階的に調整し，大人の感じる適切なバランスを明らかに

している．  

 一方，医学・看護学の視点からは，坪川文 26）が，デザイナーとの協働によりてんかん

の手術を受ける患児に対するプレパレーション絵本を開発し，親と患児の心理的準備に

対する有効性を検討している．芥川他文 27）は，小児科医による患児への説明において患

児と両親の意向が異なる場合の対応に着目し，小児がんを扱う常勤医師への調査を行っ

て患児・両親・医療者の誰を意思決定者とするかによって配慮が異なる実態を明らかに

した．住吉他文 28）は小児がんやてんかんの患児のために作成されたツールを挙げ，病気

の患児達の理解と勇気に資するデザインの必要性とデザイナーとの協働の重要性を報告

している．岩淵他文 29）は，小児卵巣組織凍結保存に対する情報提供の方法が各医療機関

や医療者個人に委ねられている現状が，患児に対する説明不足を引き起こす問題点を指
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摘し，説明資材の提供や情報提供のトレーニングの必要性について述べている．後藤他

文 30）は，患児に直接的な医療行為を行わないホスピタル・プレイ士と他職種の連携によ

る，恐怖を軽減しモチベーションを上げるプレパレーションの意義について考察を行っ

ている． 

 

1-4.3.自己決定に対する精神的苦痛のバリアに関する研究 

医学・看護学の視点からは，小池他文 31）らが薬剤師の立場から治験の説明文書におけ

る薬効や副作用，プラセボ等の表現について協議した上で利用状況の調査を行い，説明

文書がコミュニケーションを図るための情報源として倫理性・安全性・科学性・信頼性

の確保に有用であることを明らかにしている．また，野呂他文 32）は，医師の立場から一

般市民を対象として説明文書の理解度,わかりやすさ・安心感などの評価を行い，患者は

説明文書に求める情報が十分に書かれているとわかりやすいと感じ,わかりやすいと感

じることで理解度や安心感が高くなるという関係があることを明らかにしている．また，

永井他文 33）は，大学病院の医療の質・安全管理部としての立場から，患者に対する術前

の説明同意取得の不十分さに着目し，必要事項を含めた院内統一書式の説明同意文書を

開発している． 

 

 以上，本研究の近傍に位置すると考えるものについて概観した．福祉的情報伝達にお

いて，筆者の専門であるデザイン学の立場からは，障害者がもつ日常的情報理解のバリ

アと患児がもつ専門的内容理解のバリアに関する研究が多く行われており，グラフィッ

クエレメンツを活用した視覚的なアプローチが患者の理解促進やモチベーションの向上

に有効であることが明らかにされている．しかし，どのようなグラフィックエレメンツ

を用いるかについては研究者の感性や経験により決定されており，具体的なデザイン要

件が示された研究はみられなかった．また，患者がもつ自己決定に対する精神的バリア

に関する研究は直接ユーザーと関わる医療福祉職によるものが多く，説明内容や言葉づ

かいの検討により患者の安心感や理解度を高めることが明らかにされている．しかし，

文書に挿入されるグラフィックエレメンツについては分かりやすい図表を挿入する，な

どの記述にとどまっていた．本研究がデザインのみならず医療や福祉など多くの分野の

研究領域にまたがっていることは明らかであり，概念的に近いものや対象とするユーザ

ーや手法・アプローチが近い研究は多々あるものの，説明資料のエビデンスや情報量の

過不足といった内容に関する要素はいったん捨象したうえで，質的指標によるデザイン

指標を明らかにする研究はみられない．以上が，本研究の研究としての新規性の主張で

ある． 
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 具体的に対象とする資料は，第 2 章，第 3 章，第 4 章ともに医療福祉職により作成さ

れた説明資料である． 

 

1-5.本論文の構成 

本論文は，以下の 5章から構成されている．その全体の構成は，図 1-2に示す． 

 

第 1章 序論 

 研究の背景・目的・方法を説明するとともに，本論における主たる着眼点である“福

祉的情報伝達”の概念および対象となるユーザーの抱えるバリアを 3 段階で定義してい

る．また，本研究と関わりある既往研究や文献の整理を行い，本研究の位置付けを行っ

ている． 

 

第 2章 特性によるバリアを持つユーザーに対する情報伝達 

 知的障害や発達障害といった生まれついての障害による日常的情報理解の難しさに着

目し，思春期の自閉症女児用スケジュールを研究対象としている．TEACCH（（Treatment 

and Education of Autistic and related Communication handicapped CHildren）プロ

グラムを実践する支援の専門家と共に現状用いられているツールの問題点を把握し，視

覚情報の導入と優先的情報の明確化を意識して「ユーザー本人にとっての伝わりやすさ」

を考慮したデザインフォーマットを開発し，有効性を検討している．そのデザイン課程

において，視覚情報の使用，情報の集約，理解度レベルに応じた情報の調整，読みやす

さの確保，理解しやすい言葉づかいという制作上の配慮について考察している． 

 

第 3章 発達段階によるバリアを持つユーザーに対する情報伝達 

 発達の途中段階である子どもの言語理解能力の乏しさによる専門的内容理解の難しさ

に着目し，小児がん患者に治療に対する納得と賛意を求めるインフォームド・アセント

用説明資料を研究対象としている．小児がん拠点病院の看護師を対象としてアンケート

調査を行って資料作成の実態および資料作成を行う看護師のデザインに対する意識と実

施度を把握し，普及に向けた課題を考察している．さらに院内で作成されている資料の

類型化を行い，導入率の高い資料の利点と欠点を明らかにしている． 

 

第 4章 精神的苦痛によるバリアを持つユーザーに対する情報伝達 

 一定の理解力を有する健常者が患者となり，生死に関わる治療方針を理解し自己決定

を必要とする際に感じる心理的負担に着目し，治療に理解と同意を求める治験のインフ
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ォームド・コンセント用説明文書を研究対象としている．同じ内容で一般的に用いられ

るデザインに比べてデザイン要素を取り入れた文書の 2 種類を作成し，評価平均値の比

較，内容理解と印象の関連，評価を決定づける因子の抽出を行って文書の見た目がユー

ザーに与える印象の違いを比較している．分析によりデザイン要素を取り入れた文書の

評価は高く，2つのモデルで評価を決定づける因子が異なることを把握している．また，

学習容易性と効用性の改善に有用な視覚的デザイン要件要件として「楽観性・親近性・

明朗性」などの情動的な心因因子を抽出し，患者の心を慰撫するビジュアルデザイン要

素による心理的支援の有効性を明らかにしている． 

 

第 5章 結論 

 最後に，これまでに得られた結果を総括した本論文の結論として情報バリアを持つ対

象に対する福祉的情報伝達におけるデザイン要件をを述べ，残された研究課題を示して

いる． 

図 2 論文の構成 
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情報伝達に配慮した思春期の自閉症女児向けスケジュール開発の試み 

 

2-1.研究の背景 

日本自閉症協会の調査によると，現在，日本国内には推定 120 万人の自閉症スペクト

ラム文 1）が居るとされている．平成 25年から施行された障害者統合支援法では，日常生

活および社会生活を総合的に支援する必要がある対象として，精神障害者（発達障害者

を含む）と記載されている．障害福祉サービス，自立支援医療など様々な支援が整備さ

れているものの（図 1），先天性の脳機能障害である自閉症の特性として，知的障害に加

え，時間の概念形成の未発達，社会性や他者とのコミュニケーション能力の困難等が見

られ，情報取得には支援者の相談が欠かせない．また，社会で生きる上で基本となる日

常生活における不自由さから精神的な二次障害を発症する危険性も指摘されている文 2）． 

図 1：厚生労働省が定める障害児・障害者に対する支援 

引用：図説 国民衛生の動向 2020/2021（一般財団法人厚生労働統計協会） 



17 
 

原因が完全に究明されていない現在，根本的な治療は不可能とされており「TEACCH

（Treatment and Education of Autistic and related Communication handicapped 

CHildren）」文 3）や「ソーシャルスキルトレーニング」などの各種プログラムによって，

本人の社会生活における困難を軽減させるという手法が取られている． 

 

2-2.既往研究と研究目的 

 自閉症児が時系列的なプログラムを理解するための必要不可欠なツールとしてスケジ

ュールが使用されており，多くの場合で文字よりも視覚優位で情報を認識するという彼

らの特性を活かした「絵カード」を使用するという手法が広く用いられている文 4,5）． 

本研究では，思春期の自閉症女児限定の活動サークルで使用されているスケジュール

に着目し，TEACCHプログラムを実践する指導者の作成したツールにデザイン学の観点か

らアプローチを加える事で「よりユーザーにとって分かりやすいスケジュール」の開発

を試みる．スケジュールを見ながら活動するということは，思春期を迎え身体におきる

変化や異性を含めた他者との関わりを学び，自立の道を模索するユーザーにとって重要

なスキルとされている文 6）．しかし，用いられるツールが彼女たちにとって認識しづらい

物であった場合，それを見るよう要求される状況自体がストレスとなる可能性が大きい．

結果としてトレーニングに遅れが生じた場合，支援者の負担増にもつながる．今回は，

ユーザー本人に対するアンケートや使用感のインタビューが困難なため，指導者や支援

者との意見交換によりフォーマットを制作した文 7）．また，継続的な展開を考慮し，デザ

イナーから指導者へ，そして将来的には一番身近な支援者である保護者が自作できるよ

う，一般に広く普及したソフトである Word 2007を使用し，ベーシックなフォントを使

用するという条件での制作を目指した．なお，以下の文中に図示するスケジュールに登

場する人物の画像および人名は，プライバシーへの配慮からすべて仮のものである． 

 

2-3.現状用いられているツールの問題点の把握 

 ベースとしたスケジュールは，川崎医療福祉大学で月に 1 度，指導者，思春期の自閉

症女児，保護者が集まり，TEACCH プログラムによって成人となる上で望まれる作業の進

め方や他者との関わりを実践的に学ぶ催しである「ジェンヌの会」で使用されているも

のである．ユーザーは中学 2 年生から高校 1 年生の女児であり，軽もしくは中程度の知

的障害を伴う．支援者は，TTAP（TEACCH Transition Assessment Profile)と呼ばれる自

閉症児者の移行支援のためのアセスメントツールを用いる．思春期のユーザーの卒業後

の進路や就労移行支援を進めるため，現時点でどのようなスキルを持っているか，何を

目指し，何を重要課題と設定しつつトレーニングを進めるべきかを明確にするためのフ
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ォーマル・インフォーマルの一連の評価を行う．フォーマルセクションでは，検査用具

を用いて各個人の得意不得意，構造化のための配慮など支援の手がかりを得る（表 1）． 

 

  

 

参加
女児

年齢
広汎性発達障害

に該当する
診断名

知的
障害

特徴

TTAPのフォーマルセクションを
実施して得た各女児に必要な

支援の手掛かり
（実施者：小田桐）

参加
保護者

A 17 診断有 中度

簡単な会話なら言語でのやり取りも
可能だが，複雑な内容などは視覚的
に提示した方が理解しやすい．文書
による提示で理解できる．

実施により，左記の配慮点を確認．
母親

（40代）

B 17 診断有 中度

簡単な会話なら言語でのやり取りも
可能だが，複雑な内容などは視覚的
に提示した方が理解しやすい．文書
による提示で理解できる．

実施により，左記の配慮点を確認．
母親

（40代）

C 17 診断有 中度

簡単な会話なら言語でのやり取りも
可能だが，複雑な内容などは視覚的
に提示した方が理解しやすい．文字
およびイラストなどイメージを助けるも
のがあると理解しやすい．

実施により，左記の配慮点を確認．
母親

（40代）

D 13 診断有 中度

簡単な会話なら言語でのやり取りも
可能だが，複雑な内容などは視覚的
に提示した方が理解しやすい．文字
およびイラストなどイメージを助けるも
のがあると理解しやすい．特に数字
などで順序性を示すことで優先順位
の理解の助けとなる．

未実施．（小田桐による直接観察に
より左記の情報を確認）→実施して
いない理由は，本会への参加が最
近であり，研究期間に実施する機会
がなかったため．

母親
（40代）

G 15 診断有 中度

簡単な会話なら言語でのやり取りも
可能だが，複雑な内容などは視覚的
に提示した方が理解しやすい．情報
の伝達においては，単語およびイラ
ストなどイメージを助けるものが必
要．情報は少なく注目すべき点を視
覚的に強調した方が注目しやすい．

実施により，左記の配慮点を確認．
母親

（40代）

F 14 診断有 軽度

会話などの理解力も高く，常に視覚
的な提示が必要なわけではないが，
スケジュール提示があることで，見
通しを持ち安心して会に参加すること
ができる．文書での理解が可能．

未実施．（小田桐による直接観察に
より左記の情報を確認）→実施して
いない理由は，本会への参加が最
近であり，研究期間に実施する機会
がなかったため．

母親
（40代）

H 14 無 軽度
事前にスケジュールの内容を確認
し，会に参加することで，安心して参
加することができている．

未実施．（小田桐による直接観察に
より左記の情報を確認）→実施して
いない理由は，本会への参加が最
近であり，研究期間に実施する機会
がなかったため．

母親
（40代）

※指導教員は，自閉症支援を専門とする大学教員一名および保護者への対応等を中心に行う大学教員一名

表 1：会に参加するユーザーに必要な支援 
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ジェンヌの会で使用される 1 回のプログラムは指導者と保護者の事前協議によって決

定および準備がなされる．約 2 時間分の内容は，固定メニューと様々なワークにより，

概ね①はじまりの会，②ワーク 1，③休憩，④ワーク 2，⑤おやつ，⑥おわりの会・次回

の連絡，⑦帰宅，という 7つのプログラムで構成されている． 

現在使用されているスケジュールは，A4 サイズの用紙 2 枚で構成されており，1 枚目

には日時・場所・テーマと共に，時間・すること（作業）・ポイント（作業に対する補足）

の 3 要素から成り立つスケジュールが，すべて文字で記されている．2 枚目には参加者

とスタッフの顔写真と名前および約束事が記されている（図 2）． 

制作に先立ち，保護者と指導者へのヒアリングを行うと共に活動に参加して観察を行

った結果，ユーザーが作業時にほとんどスケジュールを見ていない，という問題点が挙

げられた（図 3）．本来であればスケジュールと共にペンを持ち歩き，達成した作業に線

を引きながら自力でプログラムをこなしていくはずであるが，ユーザーの注意はすぐに

スケジュールから逸れ，行動には支援者の声かけを必要とする状態であった．会の目的

である「一人で作業できるようになる」という点を達成するには，支援ツールであるス

ケジュールを常に携帯するという行為が不可欠であることから，これは早急に改善すべ

き点である．現在使用されているスケジュールは指導者により専門的に作られた内容だ

が，視覚優位の特性をもつ自閉症児にとっては文字のみの情報は注意をひかないもので

あり，理解も困難であるために携帯する習慣が付きにくいと思われる． 

開発したデザイン案ではこの点に配慮し，情報の見せ方，並べ方を改善してユーザー

の理解性を高めるよう心がけた．まず現スケジュールを元にビジュアルデザインの視点

から 3つの問題点を指摘した． 

1）時間の流れや作業内容を示す際に，自閉症スペクトラム女児が情報理解をするために   

 有効とされるイラストや写真などの視覚情報が不足している． 

2）使用されているフォントの種類や大きさが均一なため，各情報の差別化に乏しく，文 

 章の羅列となっている． 

3）色付けはその情報を目立たせ，ユーザーの目線を誘導するためになされるものである

が註 9），現状では，必要な情報をピックアップするのが難しい自閉症女児が，たくさ

んの情報の中で補足まで取りこぼさずきちんと認識できるように，との狙いで色付け

が用いられており，伝達するべき優先順位までは配慮を示せていない． 

以上の点をふまえ，保護者間より要望として挙がっていた「持ち運びやすさの改善」

および「持ち物欄の追加」を加味しながら具体的な改善提案を行った． 
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図 2-1：現状のスケジュール（1 枚目） 
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図 2-2：現状のスケジュール（2 枚目） 
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2-4.視覚情報の導入と優先的情報の明確化によるスケジュール改善の課程 

今回は，デザイナー間の協議により段階的な試案を作成し，最終試案を TEACCH プロ

グラムの指導者を交え検討・修正してスケジュールツールのフォーマットとして完成さ

せる，という流れで進行した．ユーザーが思春期の女児であり，保護者を含めたヒアリ

ングからも一般と相違ない嗜好の傾向が捉えられていたため，彼女たちが関心を持ちや

すい配色を意識してピンクをメインとした明るい色で構成し，イラストにも女児を用い

た．なお，Word は文章作成ツールとして使用されている場合が多く，指導者や保護者が

レイアウトや文字の大きさ，種類の調整に慣れる為には若干のトレーニングを要するし，

イラストを各所に配置することで作成時における作業量の増加も懸念されるが，今回は

あくまでユーザーの使いやすさを念頭においたフォーマット開発であることから，一定

のツール制作作業量の増加は許容範囲と判断して試案作成を進めた． 

図 3：「ジェンヌの会」の活動の様子 
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2-4-1．段階 1：情報の差別化及び携帯性の向上 

まず，現スケジュールの構成はそのままに，配色やフォントの種類，強弱およびアイ

コンを用いてビジュアル的な要素を変化させて視認性を上げることを試みた（図 4）．そ

の際，要望のあった持ち物欄を追加した．また，スケジュールはユーザーに常に携帯し

てほしいツールであることから，持ち運びのストレスを軽減させる構成を考察した． 

・A4用紙 2枚という構成では現スケジュールの情報量とフォントの大きさを保ちなが

ら，複数枚にわたることで生じていた持ち歩きにくさ註 10）を軽減するため， A4 両

面印刷とすることで 1 枚にまとめ，さらにタテ 2 つ折りの形状にしてコンパクト化

した（図 5）． 

・現スケジュールでは「時間」「すること」「ポイント」というスケジュール内の縦軸

が全て同じ色合いであるため，情報を認識するためには文字を判別するしかないが，

項目ごととに配色を変え，自閉症女児が各情報の違いを認識しやすくなるようにし

た． 

・現スケジュールで使用されていたフォントは「HGP創英角ポップ体」（10.5pt～14pt）

1 種類だったが，太さのあるフォントであるため細かい漢字やルビなどの視認性に

欠けていたため，ウインドウズに標準的に搭載されており，視認性に優れたウエイ

トを持つゴシック体 3 種類を使い分けることで読みやすさを高めた註 11）．なお，ル

ビは全て 6pt で統一した． 

「HG 創英角ｺﾞｼｯｸ UB」（16pt） 

会のテーマや各項目のタイトルなど，ポイントとなる箇所に使用した． 

「HG 丸ｺﾞｼｯｸ M-PRO」（14pt） 

  時間，各作業のタイトルに使用した． 

「MSゴシック」（10～12pt） 

  上記以外の全ての箇所に使用した． 

・視覚優位であるユーザーの理解を助けるため，「時間」に時計，「すること」に人，

「ポイント」に注意を意味するエクスクラメーションマークのアイコンを配置した．

「すること」は，自分を基準に考える自閉症スペクトラムには「あなたは○○して

ください」ではなく「私は○○します」という言い方で情報を伝える必要があるこ

とから，「自分」を意味する人のアイコンとした．また，各作業で役割のある人に注

目させるため，顔写真を配置した． 

・保護者がユーザーに持ち物を示す際に，現状では別紙を用意していたが，情報の集

約と手間を軽減するため，個別な道具を各自で追加できるように空白スペースを設

けた持ち物欄を追加した． 
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図 4-1：段階 1 のスケジュール（表面） 
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図 4-2：段階 1 のスケジュール（裏面） 
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2-4-2．段階 2：絵カードを参考にしたアイコンの導入 

視覚優位である自閉症スペクトラムが，理解しやすいとされている絵カード形式のツ

ールとして，視覚支援シンボル集「ドロップス(Drops: The Dynamic and Resizable Open 

Picture Symbols) 」註 12）の手法を導入した（図 6）．ドロップスはインターネット上で

一部を除いて無料配布されているだけでなく，データを収録した書籍の販売や関連した

アプリケーション，ツールの開発などが随時進められており，一般的な評価を受けて広

範囲に使用されている．ジェンヌの会で行われる作業内容をイラスト化して順番に並べ

ることで，視覚優位なユーザーの目線がまずイラストへと誘導されて各作業の内容を理

解し，それから時間や場所などの文字情報へと流れるようにした（図 7）．また，各情報

を左から右へと配置し，必要な情報を判別する際のストレスを軽減することを狙いとし

た註 13）． 

・新規に作成した作業内容のイラストを色帯の上に配置し順番に文字を読むという構

成だったスケジュールを，絵カードと文字による補足情報という 2 つのブロックに

分けた． 

・プログラムの中で「はじまりの会」「ワーク」などの，毎回担当者や内容が変化し重

要だと思われる作業を，イラストと文字を組み合わせて示すことで，ユーザーの注

目を促しやすくした． 

・人が情報を認識する際の目線の流れを考慮し，左から右へ重要な順に「イラスト（作

業）」→「アイコン（時間）」→「文字（場所・具体的な作業指示）」→「フキダシ（補

足）」と配置した． 

（現状）Ａ4 用紙 2 枚に片面ずつ印刷されて
いる 

 

（改善案）Ａ4 用紙両面に印刷し，2 つ折りに
して携帯性を高める 

 

図 5：形状の変化による持ち運びやすさの改善提案 
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図 6：視覚支援シンボル集「ドロップス」（一部抜粋） 
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図 7：段階 2 のスケジュール（中面） 



29 
 

2-4-3．段階 3：情報の差別化 

タテ 2 つ折りという形状を採用した点を活かし，スケジュールの内容について左右の

面で情報を差別化することとした．ユーザーの情報認識レベルに応じて，用紙を 2 つ折

りにすることで左面の簡易情報のみのスケジュールを使用するか，全面を使って詳細な

スケジュールを使用するのかを選べる構成とした（図 8，9)． 

・ユーザーが最初に目線をやる左の面に，情報認識レベルの低いユーザーでも理解で

きる基本的な内容を集約し，言葉は単語のみとして，極力シンプルにした． 

・「すること」と「ポイント」は詳細な指示情報として右の面に配置した． 

・各作業のイラストに番号を付け，全体の流れに対する始まりから終わりまでの見通

しを把握しやすくした． 

 

 

 

理解レベルが低いユーザーは 
左面のみ使用して最低限の情報を認識する 
 

理解レベルが高いユーザーは 
全面を使用して細かい補足情報も認識する 

図 8：ユーザーの情報理解レベルに応じた使用 
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図 9：段階 3 のスケジュール（中面） 
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2-4-4．段階 4：情報の更なる差別化と言葉づかいの修正 

各情報の優先順位について必ず認識してほしい内容が記載されている左面をカラフル

にし，イラストやアイコンと単語を組み合わせてユーザーが理解し易い構成とした．対

して，補足的な詳細内容が記載されている右面はモノクロにし，文章のみとすることで

色彩と文章量による更なる差別化を図った．また，段階 3 では全ての作業をイラスト化

したが，各情報が小さくなり，接近して見づらくなっていると考えたため，作業の重要

度を設定し，重要な作業のみにイラストを配置することで文字間を広く取り，視認性を

向上させた．また，場所を示すアイコンも必要であると考え追加作成した（図 10）． 

・プログラムの中で，毎回同じ内容のため特に詳細な指示の必要もないと思われる「休

憩」「帰宅」についてイラストとアイコンを省いた．結果生じた余白によって，内容

や担当者が会ごとに変わり，全体の流れのポイントとなるであろうその他の作業を

説明するスペースにゆとりを持たせ，認識性を高めた． 

・初期の作業タイトルは「はじまりの会」や「きゅうけい」など単語になっていたが，

実際にユーザーが現場で支援者から声掛けされる「はじまりの会をします」という

話し言葉に統一し，耳と目から入る情報を関連付けしやすくした． 

・「作業の通し番号」「作業のタイトル」「時間」「場所」というユーザーにまず認識し

てほしい情報を左面に配置し，カラーで目立たせ，イラストを用いて理解度を高め

た．対して「作業に対する補足」「役割を担う人の名前」「作業のポイント」といっ

た補足情報を右面にモノクロかつ文章で配置し，明度差を差別化することによって，

ユーザーが情報を読み取る際に目線がまず左面に誘導されるようにした． 

・時計のアイコンについては，針を表示したイラストが一般的に使用されるが，視覚

情報をそのまま受け取ってしまう自閉症児と，時間ごとに針の位置を変更した画像

を準備しなくてはいけなくなる支援者の負担に配慮し，文字盤のみとした． 

・左面構成について「場所」のアイコンが未だ作成されていなかったが，これは移動

という行程を一人で行うためには，重要な情報である．そこで，ユーザーにとって

見慣れたモチーフであり理解しやすいと考え，実際の教室にある長机とイスを描い

たアイコンを新たに作成した． 

 

 

 

 

 

 



32 
 

 

図 10：段階 4 のスケジュール（中面） 
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2-5. TEACCH 指導者を交えての有効性に対する検討 

4 つの段階を経た提案がユーザーの認識を向上させるため有効であるか，デザイナー

と TEACCHプログラムの指導者を交えた最終的な検証を行い，以下の意見を得た註 14）． 

・作業の重要度ではなく，全体の流れを把握できることが大切であるので，アイコン

は小さくても 1つ 1つの作業に対してあった方が良い． 

・ユーザーは“時間を見て見通しを立てる”タイプと“作業の数で見通しを立てる”

タイプに分かれる．また，ユーザーの認識できる順位は「数字」→「イラスト」→

「時間」→「場所」の順であるので作業の順番を示す数字は目立つように配置する． 

・タイトルが青字に白い文字となっているが，強烈な色彩コントラストから受ける刺

激が苦手なユーザーが多いため，柔らかい色に変更する． 

・白い文字そのものが見慣れないもので，認識しづらい可能性があるため，黒い文字

のみに統一する． 

・時計アイコンに針を入れないという提案については，自分で針を書き込めば時間の

概念をトレーニングできる点で有効である． 

・[すること]と[ポイント]というタイトルは構成上において認識する必要のない文言

であるので省く． 

・段階 4 の補足情報を囲むワク線が細く，作業内容と連動している事が認識しづらい

ので，同じ色の太い線をつなげる事で目線が促されるよう変更する． 

・参加者の顔写真があると認識の大きな助けとなるため，役割を与えられた子の顔写

真と名前を配置する． 

・重要な役割として「司会（はじまりの会・おわりの会）」「飲み物の用意」「おやつの

用意」「いただきますの挨拶」「次回の連絡」があるので，各役割をアイコンとして

スケジュールに入れ込む． 

・ワークのアイコンについては「机上での作業」「料理」「パーティ」「お出かけ」を表

す 4種に集約する． 

以上の提案をふまえ，作成したスケジュールツールフォーマットの最終案を図 11 に，

最終案に使用したアイコンを図 12に示す． 
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図 11-1：スケジュールフォーマットの最終案（表面） 
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図 11-2：スケジュールフォーマットの最終案（中面） 
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2-6.第二章の結論 

本研究では，情報伝達に着目した思春期の自閉症女児用スケジュールについて考察し，

「伝わりやすさ」を考慮したデザインフォーマットの開発を試みた．そのデザイン提案

の課程について以下に纏める． 

（1）見通しを立てることが苦手なユーザーに対し，自分は「全体の流れの何番目にいる

のか」「今（時間）」「どこで（場所）」「何をしているのか（作業）」という情報をよ

り明確に伝えるため，TEACCH プログラムで有効とされている絵カード「Drops」を参

考にユーザーが認識・理解しやすいイラストやアイコン，参加者の顔写真といった

視覚情報を使用した． 

（2）情報の集約と持ち運びの利便性を考慮し，A4両面 2つ折りの形態を提案した． 

（3）左面に簡易なスケジュールの内容を，右面に詳しい補足の情報を配置してユーザー

の理解レベルによって伝える情報量を調整できる機能を持たせた． 

（4）「作業の通し番号」「作業のタイトル」「時間」「場所」という重要な情報については

フォントの大きさや配色，アイコンの追加など，補足情報と比べてより目立つため

の要素を加えることで目線を誘導し，視覚優先の特性を持ち，文章を読む事が苦手

図 12：作成したアイコン 

ワーク（作業）        （パーティー）         （おでかけ）         （クッキング） 

時計          場所  司会
し か い

 
いただ
きます 

のみもの

の用意
よ う い

 

おやつ 

の用意
よ う い

 

次回
じ か い

の 

れんらく 

はじまりの会           休憩              おやつ           おわりの会            帰宅 
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なユーザーが必要な情報にたどり着くまでのストレス軽減を図った． 

（5）文字情報については，スケジュールで使用されている「はじまりの会」などの言葉

を，現場で指導者が発する「はじまりの会をします」といった話し言葉に統一し，

スケジュールが行動のための指示ツールであるという認識を持ちやすくした． 

なお本研究は，開発の手始めとして既存デザインの分析からフォーマット開発までの

プロセスを報告したものであり，実際のユーザーや支援者よる評価までは至っておらず，

これについては今後の課題として検討を進める必要がある．また，TEACCHプログラムの

指導者のヒアリングからは，知的障害を持ち，積極的に情報を得ようとしないユーザー

に対する情報伝達の工夫として，視覚的要素を取り入れたスケジュールを作成したいと

思ってはいるものの，デザインスキルの不足から実施に至っていない現状が語られた．

しかし，あくまで限定的な事例に関する言及であり，一般的なニーズとして捉えること

は困難である．そのため，情報伝達にバリアを持つユーザーに対して作成される資料に

関する全国的な実態調査を行い，導入の現状を明らかにする必要があると考えた．その

上で，すでに作成を行っている支援者の意識と実際の資料に用いられるデザイン的要素

を明らかにすることとした． 
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【第二章 註および参考文献】 

註 1）自閉症は障害の程度や捉え方に個人差があり，他の発達障害を併発しているケ

ースが多く，他の広汎性発達障害との境界が曖昧であるため，近年では「連続

体」という意味をもつ自閉症スペクトラムと称される事が多い． 

註 2）必ずしも絵カードと決まっているわけではなく，物や絵カード，写真，文字カー    

ドを使用する．また，教育上の意味からも文字情報を割愛するというのではな

く，現場では双方の表現を共有しながら，汎用性を持たせレベルに応じた使い

分けがなされている． 

註 3）本来，自閉症児に対する支援ツールは特性に応じて個別に作成されるものであ

るが，現状では指導者，保護者ともに作業量に限界があるため，多くのユーザ

ーが一緒に使用するための汎用性を持たせて制作を行った． 

註 4）観察およびヒアリングにより，カバンに入れにくい作業机の上で広げると邪魔

になる，などの理由からユーザーが手に取ろうとしない傾向が見られた． 

註 5）今回使用した文字は，タテ線とヨコ線に強弱が少ないため視認性が高く，サイン   

計画などにも多く用いられるゴシック体の中から，情報の差別化を意図して 3

種類のウェイトの異なるフォントを選別した．なお，フォントと視認との直接

的な評価までは本稿の主旨から飛躍するので，別の論に譲りたい． 

註 6）ドロップレット・プロジェクトが開発，デザインした．感情や道具，動作など

様々なカテゴリに分かれた画像 1,250 セットが一般公開されており，ユーザー

登録の後，一部を除き無料でダウンロードして必要に応じた絵カードやコミュ

ニケーションボードの作成に利用することが出来る． 

（http://droplet.ddo.jp/）． 

註 7）左から右へと目線を誘導する点について，自閉症児に対する特定のルールはな

く，これまでのスケジュールはごく一般的な印刷物のレイアウトとして横書き

2 段組のものを使用していた．これを元にして，スケジュールの順序だてた理

解が出来るよう指導が行なわれてきたことから，提案するスケジュールも教育

的配慮を含め，既存のレイアウトに倣うこととした．結果として，ユーザーが

これまでの習慣のままスケジュールを読み取れる構成が意図されている． 

註 8）本稿では，現行のツールにデザインを取り入れ，ユーザーのトレーニングに役立   

てたいというニーズに対しての回答として，指導者および保護者の要望に沿う

形で制作および修正を行った． 
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小児がん患者向けインフォームド・アセント資料の利用実態とデザインについての考察 

 

3-1.研究の背景 

近年，医療行為は医師側の判断で一方的に行われるのではなく，患者の理解と同意を

得なければならないという考えによる「患者中心の医療」という言葉が広く使われてい

る．中でも，16 歳未満の未成年への説明の在り方に対して，厚生労働省は研究対象者が

研究を実施されることについて自らの意向を表することができると判断されるときには，

インフォームド・アセントを得るよう努めなければならないと明記している文 1）．また，

インフォームド・アセント（Informed Assent：以下 IA）の在り方について，小児看護協

会は患児が選択決定について了解する過程においては，患児が治療内容を具体的にイメ

ージできるように理解力に応じたわかりやすい言葉や，挿絵や図表入りの書面を用いる

こと，理解に要する時間について配慮していくことを推奨している註 1）． 

 

図 1：大人へのインフォームド・コンセントと子どもへのインフォームド・アセントの違い 



43 
 

本稿では，重篤な疾患である小児がんにおいて，本人への説明と決定選択が重要であ

ると考え，看護師が IA 時に患児の理解を深めるために用いる説明資料（以下 IAシート）

に焦点を当てる．対象となる患児は身体的負担と精神的不安を強く抱えるため，本人が

納得して治療に臨めるよう説明がなされることは彼らのストレス軽減に貢献できる．す

べての患児が，看護師と一緒に IAシートを見ながら言語と視覚の両方で理解できる分か

りやすい説明を受けられることが理想であるが，患児は発達段階によって理解力が著し

く異なるため，作成の際は言葉づかいや内容の調整が必要であり，分かりやすいイラス

トや図解などデザイン的スキルも求められる．一方，作成を担う医療従事者は多忙な業

務と並行して IA シートを準備する必要があり，個々の努力を求めるには限界がある． 

 

3-2.既往研究と研究目的 

 小児がん患者に対する IAについては，医学・看護学の視点から様々な研究がなされて

いる．芥川らは，小児科医による患児への説明において，誰を意思決定者とするかによ

って配慮が異なる傾向をとらえた文 2）．住吉らは，看護師の立場から疾患例を挙げ，病気

の患児達の理解と勇気に資するデザインの必要性を報告している文 3）．岩淵らは，医師の

立場から情報提供の方法が各医療機関や医療者個人に委ねられている現状が，小児がん

患者に対する説明不足を引き起こすことを指摘し，説明資材の提供や情報提供のトレー

ニングの必要性について述べている文 4）．後藤らは，プレパレーション註 2）により患児が

処置や治療，検査にスムーズに臨めた事例を基に，患児への説明の意義について考察を

行っている文 5）．これらの先行研究からは，医療従事者が IA において患児の意思を尊重

し，病気や治療に対する理解を促すコミュニケーション方法を探求してきた姿勢と，説

明資料へのニーズがみてとれる．一方，デザイン学の視点からも，小児がん患者に対す

る IAを円滑に行うための研究が行われている．伊藤らは看護師との協働によりノートパ

ソコンを用いたプレパレーション用ツールの開発を行い，対話能力によって左右される

絵本よりも有効であることを明らかにした文 6）．また，筆者らは小児がん患者への IA に

キャラクターを用いた事例において，患児の治療に対する主体性やスタッフのモチベー

ションが向上することを示した文 7）．これらの先行研究からは，デザイナーがメディアや

キャラクターを有効に用い，医療従事者との協働により IAに資する説明資料開発を探求

してきた経緯がみてとれる．しかし，その取組は個々の病院単位に留まっており，説明

資料をデザインするための具体的な要件についても明確化されていない． 

本稿では，重篤な疾患である小児がんと闘う患児への説明に用いる IA シートに着目

し，病院の看護師への横断的調査により IAシートの導入実態およびデザインについて概

要を検討して，現状および普及に向けた課題を明らかにすることを目的とした． 



44 
 

3-3.アンケート調査の概要と分析方法 

 IA シート作成の現状を把握するため，2018 年 5月から 2019 年 1 月にかけて郵送によ

るアンケート調査を行った．調査対象は，日本小児がん研究グループ（JCCG）に属する

197 病院の看護師とし，69 件の回答を得た註 3）．個別欠損はあるものの，全て有効回答と

して分析と考察を行った． 

 質問紙作成においては，患児に対する配慮として先述の小児看護協会が推奨する “挿

絵や図表入りの書面作成”を念頭においた．各病院における IAシート作成の現状を把握

するため，IAシート作成の実施状況に関する質問（表１）と，IAシートのデザイン性に

対する意識を把握するため，IAシートに求めるデザインテクニックに関する質問（表２） 

①作成開始時期

②対象となる症例

③IAシート作成のタイミング

④IAシート内容の決定者

⑤作成に使用するソフト

⑥出来栄えについて、満足のいく

　ものが出来た

⑦出来栄えについて、子どもの

　理解に役立ったと思う

①実施に至らない理由

②今後作成を希望する症例

③IAシートが必要だと思う理由

［3］必要性を感じない ①必要性を感じない理由

［1］実施経験あり

［2］必要性は感じるが

　　 実施経験なし

表 1 IA シート作成の実施状況に関する質問 

表 2 IA シートに求めるデザインテクニックに関する質問 

①イラスト・マンガを用いる

➁専門的内容の図解

③見やすい大きさの文字を用いる

④ページ内の文字数を適切にする

➄適度な余白を設ける

➅文字や図の配置を揃える

⑦文字の太さ・大きさを変える

⑧重要なポイントに色をつける

⑨カラー印刷を行う

⑩流行のデザインを用いる

⑪流行のキャラクターを用いる

⑫流行の言葉や言い回しを用いる

理解しやすさを高める

項目

関心を高める項目

伝わりやすさを高める

項目
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を設定した．IAシート作成の実施状況に関する質問では，実施経験の有無に対して回答

を求め，実施経験のある病院には作成状況の詳細について，実施経験のない病院には理

由と今後必要と感じる IA シートについて回答を求めた．IA シートに求めるデザインテ

クニックに関する質問では，IAシートに視覚的な要素である挿絵や図表を挿入し，患児

の理解しやすさを高める項目を設定した（①～③）．また，デザインの専門書文 8-11）を参

考に，患児への伝わりやすさを高める項目を設定した（④～⑨）．これに加えて，デザイ

ナー経験をもつ筆者らにより，一般的なデザイナーが子どもの興味をひくために行うデ

ザインを検討し，患児の関心を高める項目（⑩～⑫）を設定した．以上のデザインに関

する 12項目に対して，看護師が重視しているかと，実際に行っているかについて回答を

求めた．また，導入した IA シートの提供を依頼し，IA シートのデザイン概要について

検討した． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 3 有効回答を寄せた病院の実施経験および概要 

n=69

500床以上 71% （49/69） 18% （9/49）

100～499床 28% （19/69） 32% （6/19）

不明（病院名未記入） 1% （1/69） 0% （0/1）

病床数 IAシート作成実施
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3-4.小児がん拠点病院における資料作成の実態 

 IAシート作成の実施状況および作成に対する看護師の意識について，概要を以下に示

す． 

3-4-1.IA シート作成の実施状況 

回答した 69 病院の規模は，病床数 500 床以上の大病院が 71％（49/69），100～499 床の

中病院が 28％（19/69）という結果であった．規模ごとの IA シート作成の実施状況は，

大病院において 18％（9/49），中病院において 32％（6/19）であった（表３）． 

3-4-2. IA シート作成を実施している病院の現状 

 「IAシートの作成実績あり」と回答した 15病院における実施体制を把握した（表４）．

①作成開始時期は，2015 年以前からの作成が 67％（10/15），2015 年以降の作成が 33％

（5/15）であり，文部科学省が「生命倫理・安全に対する取組」に IAについて明記する

以前から IA シートを作成していた病院が半数を超えた．②対象となる症例は，「白血病」

が 87％（13/15）,「リンパ腫」が 47％（7/15），「脳腫瘍」と「神経芽腫」が 40％，「ウ

ィルムス腫瘍」が 33％（5/15）であり，患児の罹患率が最も高い文 12）白血病に対する IA

シートの作成率が高かった．③IA シート作成のタイミングは，「治療」が 67％（10/15），

「入退院」が 40％（6/15），「告知」と「検査」が 33％（5/15）であり，長期に渡る小児

がんの治療に対する IAシート作成が最も多かった．④IAシート内容の決定者は，「看護

師」が 87％（12/15），「医師」が 80％（13/15）であり，看護師と医師が説明する内容を

決定していた．⑤作成に使用するソフトは，「Word」が 93％（14/15）であり，多くの病

院で使用されていた．⑥出来栄えの満足度は，「そう思う」が 60％（8/15）であり，概ね

満足に思うレベルの資料が作成できていた．⑦小児の理解に対する効果は，「そう思う」

が 93％（14/15）であり，IAシートが患児の理解に役立つと実感していた． 
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表 4「IA シート作成の実施経験あり」病院の回答 

n＝15

2015以前 67% （10/15）

2015以降 33% （5/15）

白血病 87% （13/15）

リンパ腫 47% （7/15）

脳腫瘍 40% （6/15）

神経芽腫 40% （6/15）

ウィルムス腫瘍（腎芽腫） 33% （5/15）

(その他)

化学療法・感染予防・化学療

法の副作用・移植・突発性血

小板減少性紫斑病・化学療法

を必要とする疾患すべて

治療 67% （10/15）

入退院 40% （6/15）

告知 33% （5/15）

検査 33% （5/15）

手術 20% （3/15）

診断 13% （2/15）

経過観察 13% （2/15）

終末期 7% （1/15）

看護師 87% （13/15）

医師 80% （12/15）

保育士 7% （1/15）

ホスピタルプレイ

スペシャリスト
7% （1/15）

Word 93% （14/15）

PowerPoint 13% （2/15）

(その他)

ペイントツールSAI
33% （5/15）

そう思う 60% （9/15）

どちらでもない 33% （5/15）

そう思わない 0% （0/15）

そう思う 93% （14/15）

どちらでもない 0% （0/15）

そう思わない 0% （0/15）

回答数

［実施経験あり］の病院に対する質問

質問項目

40% （6/15）

① 作成開始時期

②
対象となる症例

※複数回答可

⑥

出来栄えについて

満足のいくものが

出来た

⑦

出来栄えについて

子どもの理解に

役立ったと思う

③

IAシート作成の

タイミング

※複数回答可

④

IAシート内容の

決定者

※複数回答可

⑤

作成に使用する

ソフト

※複数回答可
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3-4-3. IA シート作成を実施していない病院の現状 

「IAシート作成の実施経験がない」と回答した 54病院のうち，「必要性を感じる」と回

答したのは 49病院であった（表５）．①実施に至らない理由は，「作成するスキル・ノウ

ハウがない」が 53％（26/49），「専任の職員がいない」が 45％（22/49），「時間がない」

が 43％（21/49），作成用のコンピュータ・ソフトウエアがない」が 31％（15/49）であ

り，IAシート作成にはスキル・ノウハウや時間の不足，専門職員の不在が障害になって

いることが明らかになった．②IAシートが必要だと思う症例は，「白血病」が 88％（43/49），

「神経芽腫」が 65％（32/49），「リンパ腫」が 65％（32/49）脳腫瘍が 49％（24/49），「ウ

ィルムス腫瘍」が 43％（21/49）で，先述した IAシートの作成実績ありの病院と同じく，

患児の罹患率が最も高い白血病に対するニーズが高かった．③IAシートが必要だと思う

理由は，「患児に与える痛みやストレス・恐怖が大きいため」が 80％（39/49），「治療が

長期に及ぶため」が 78％（38/49），「患児の精神を安定させることが治療に効果的なた

め」が 71％（35/49），「治療に伴う身体的リスクが大きいため」が 53％（26/49），「治療

内容が難解なため」が 41％（20/49）であり，患児の精神的苦痛を和らげることの重要性

が意識されていた． 

 

3-5.資料作成を行う看護師のデザインに対する意識と実施度 

次に，IAシート作成を行う看護師がデザインに対して重要に思う意識とそれが現実的

な実施に結びついているかの関連について探った．IA シートに求めるデザイン 12 項目

に対して，重要に思うか否かの意識を重視度とし，「とてもそう思う」を 5，「そう思う」

を 4，「どちらでもない」を 3，「あまりそう思わない」を 2，「全くそう思わない」を 1と

した．また，実際に行っているか否かを実施度とし，「十分行っている」を 5，「まあまあ

行っている」を 4，「どちらでもない」を 3，「あまり行っていない」を 2，「全く行ってい

ない」を 1 として，重視度と実施度に対して 5 段階の重みづけによる平均値を求めると

ともに対応のあるｔ検定を行った（図 1）．「見やすい大きさの文字を揃える」と「カラー

印刷を行う」には有意差がみられなかった．また，「イラスト・マンガを用いる」「専門

的内容の図解」「ページ内の文字数を適切にする」「適度な余白を設ける」「文字・図の配

置を揃える」「文字の太さ・大きさを変える」「重要なポイントに色をつける」では有意

差がみられたものの，デザインの実施度の平均値もすべて 4以上と高かった．一方，「流

行のデザインを用いる」「流行のキャラクターを用いる」「流行の言葉や言い回しを用い

る」でも同様に有意差がみられたものの，重視度および実施度の平均値が 3.6～2.3と意

識の項目と比べて低かった． 
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表 5「IA シート作成の実施経験なし」病院の回答 

 n＝49

作成するスキル・ノウハウがない 53% （26/49）

専任の職員がいない 45% （22/49）

時間がない 43% （21/49）

作成用のコンピュータ・

ソフトウエアがない
31% （15/49）

手間がかかる 14% （7/49）

効果が分からない 14% （7/49）

患者からのニーズがない 4% （2/49）

トップの理解が得られない 2% （1/49）

予算がない 2% （1/49）

白血病 88% （43/49）

神経芽腫 65% （32/49）

リンパ腫 65% （32/49）

脳腫瘍 49% （24/49）

ウィルムス腫瘍（腎芽腫） 43% （21/49）

子どもに与える痛みやストレス、

恐怖が大きいため
80% （39/49）

治療が長期に及ぶため 78% （38/49）

子どもの精神を安定させることが

治療に効果的なため
71% （35/49）

治療に伴う身体的リスクが大きい

ため
53% （26/49）

治療内容が難解なため 41% （20/49）

症例数が多いため 29% （14/49）

保護者のニーズが高いため 4% （2/49）

医療従事者の満足度を上げるため 2% （1/49）

子どもをなだめる手間を短縮する

ため
0% （0/49）

その他

・本人のがんばりをひきだすため

　には本人への説明が必要不可欠

　なため

・子どもの意思決定支援に繋げる

　ため

・保護者にも知ってもらう為

・部署内で統一した内容の説明が

　行えるため

12% （6/49）

③

IAシートが

必要だと思う

理由

※複数回答可

［必要性は感じるが実施経験なし］の病院に対する質問

質問項目 回答数

①

実施に至らない

理由

※複数回答可

②

IAシートが

必要だと思う

症例

※複数回答可
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図 1 IA シート作成を行う看護師の 
デザインに対する重要に思う意識と実施度との比較 
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重要度 実施度（*:p≦0.05）

①イラスト・マンガ

を用いる

*

②専門的内容の図解
*

③見やすい大きさの

文字を用いる

④ページ内の文字数

を適切にする

*

⑤適度な余白を

設ける

*

⑥文字・図の配置を

揃える

*

⑦文字の太さ・

大きさを変える

*

⑧重要なポイントに

色をつける

*

⑨カラー印刷を行う

⑩流行のデザインを

用いる

*

⑪流行のキャラク

ターを用いる

*

⑫流行の言葉や

言い回しを用いる

*

重視度 実施度

理
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や
す
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高
め
る
項
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次に，「理解しやすさを高める」，「伝わりやすさを高める」，「関心を高める」3つのデ

ザイン項目群間の検定をおこなったところ，重視度と実施度ともに「理解しやすさを高

める」「伝わりやすさを高める」項目群が「関心を高める」項目群よりも有意に高い結果

が得られた（表６）． 

 

3-6.内部作成されている資料の特徴 

アンケート実施時に，現在使用している IAシートの提供を依頼し，協力を得た病院か

ら延べ 20 シートを入手した（図 2）．そのうち，専門家により作成された既製本とデジ

タルデバイスを用いたアプリケーションが各 1 例，患児への直接的な医療行為である検

査や治療の記載が十分でないものが 3 例みられたが，本稿ではあくまで院内で看護師に

より作成された IA シートに焦点を当てるため，これらの 5 例は後の分析からは除外し

た．得られた 15シートをサンプルとして形状により分類し，それぞれのデザインについ

て概要を把握した． 

表６ デザイン項目群間の平均値の有意差比較 
n=15 

理解しやすさ

を高める

（理解）

伝わりやすさ

を高める

（伝わり）

関心

を高める

（関心）

　理解＞関心

　伝わり>関心

　理解＞関心

　伝わり>関心

(**: p < 0.01)

2.6 21.0 **

有意

確率
下位検定

重視度 4.7 4.7 3.3 21.5 **

デザイン要素の平均値

評価項目
F値

（2,14）

実施度 4.2 4.3

図 2 収集した IA シート 
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3-6-1.病院で作成されている IA シートの形状の分類 

入手した IA シートの形状をみると，大きくは紙芝居とプリントの 2 タイプであった．

このうちプリントタイプは掲載される情報量および言葉づかいから，高学年向けと低学

年向けに分類できた． 

「紙芝居タイプ（低学年向け）」（5/15） 

病院内で作成されるボード形状の IA シートであり，収集したサンプルは A4 サイズ

のボード 4～10 枚で構成されていた．また，人形や模型を併用しており，患児の行動

を促す「参加型コンテンツの挿入」という利点を備えていた． 

「プリントタイプ」（10/15） 

病院内で作成される印刷紙形状の IA シートであり,収集したサンプルは A4 サイズ

の用紙 1～20枚で構成されていた．このうち，低学年向け（4/10）は絵本のような体   

裁で文章が短く，簡潔な説明が記載されていた．一方，高学年向け（6/10）は，パ

ンフレットのような体裁で比較的文章が長く詳細な説明が記載されており，個々の

患児の選択決定プロセスを補助する「患児の年齢に合せた内容変更が可能」という

利点を備えていた．  

どちらのタイプにも病気や治療の内容を全体的に網羅したものはみられず，看護師に

より作成された IAシートには，患児への個別対応に配慮がなされている反面，情報量に

限度があるという課題がみられた． 

3-6-2.タイプ別 IA シートにおけるデザイン概要の把握 

分類した 2タイプの IAシートについて，その形状や患児に対する情報伝達における特

徴など「シートの構成要素」に関する 3 項目と，小児看護協会が推奨する患児への

配慮を基に設定した「患児の選択決定プロセスへの配慮」に関する 5 項目から，概

要を検討した（表７）． 

➀シートの形状 

「紙芝居タイプ」は複数枚のボード，「プリントタイプ」は複数枚の印刷紙であり，ど

ちらもパソコンで一般的な資料作成ソフトを用いて作成されている．  

➁掲載される情報量 

「紙芝居タイプ」はボードの枚数が少ないため，検査の準備など一つの内容のみが説明

される場合が多く，子どもが見る 1 ページあたりの文字量はほぼ 20 字以内と掲載さ

れる情報量が少ない．「プリントタイプ」は印刷紙の枚数を自由に調整できるため，

検査の準備から予後など複数の内容に渡って説明されている．そのうち，低学年向け

は 1ページあたり 50～100字程度の短い文章で構成されており，シートに掲載される

情報量が少ない．高学年向けは 1 ページあたり概ね 400～700 字程度の比較的長めの
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文章で構成されており，シートに掲載される情報量は低学年向けに比べて多い．また，

長期にわたる小児がんの告知から治療をすべて網羅した内容の IA シートはみられな

かった． 

➂言葉による情報伝達の手段 

「紙芝居タイプ」は看護師が見る面のみに文章が書かれているため，説明を受ける患児

は，イラストを見つつ聴覚から言葉による情報を得る．一方，「プリントタイプ」は患

児と看護師が文章とイラストが配置された同じ誌面を見るため，説明を受ける患児は

イラストを見ながら視覚と聴覚から言葉による情報を得る． 

➃専門用語の使用 

「紙芝居タイプ」と低学年向けの「プリントタイプ」は医療機器などの名称に関する専

門用語がそのまま用いられている場合もあるものの，ほとんどが平易な言葉で言い換

えられ，ひらがなで表記されている．一方高学年向けの「プリントタイプ」では多く

の専門用語がそのまま用いられており，場合によっては振り仮名が付されている． 

➄説明に応じたイラストの使用 

「紙芝居タイプ」は 1ページ全体にイラストを使用しており，平易な説明に向けて病気

に対する直接的な図解のほとんどが手描きにより作成されたオリジナル素材である．

一方，「プリントタイプ」は 1ページに 2～4点程度のイラストを使用しており，大半

はインターネットからダウンロードできる汎用的なフリー素材が用いられており，病

気に対する直接的な図解は乏しい．また，一部に既存のアニメキャラクターが使用さ

れており，著作権への配慮も懸念された． 

➅患児が理解する時間の確保 

「紙芝居タイプ」は貸与が難しく看護師と共に見る形式のため，患児の閲覧時間は制限

される．「プリントタイプ」は院内で印刷できるため個人配布が容易であり，看護師が

居ない時でも，患児が好きなタイミングで必要なだけ閲覧することが可能である． 

➆年齢に応じた説明内容のカスタマイズ 

「紙芝居タイプ」は，個人名等の挿入は可能だが，患児の年齢に応じたシート全体のカ

スタマイズが難しいことから，小学校低学年向けの内容のみがみられる．「プリントタ

イプ」は，個人名等の挿入に加えて，言葉遣いやイラストの変更がしやすく，患児の

年齢に応じたシート全体のカスタマイズが可能であるため，幅広い年齢向けの内容が

みられる． 

➇患児との双方向的コミュニケーション 

「紙芝居タイプ」は，IAシートの内容を読み聞かせる際に，遊びの要素が加えられてい

る．例えば，収集した資料では人形や模型が利用されており，看護師が患児の行動を

観察して本人の意思が確認される．「プリントタイプ」は，一緒に IA シートを読みな
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がら看護師が患児の反応を観察し，言葉でのやりとりによって本人の意思が確認され

る． 

表 7 病院で使用されている IA シートの分類 
n＝15

低学年向け（4/15） 高学年向け（6/15）

①
シートの

形状
複数枚のボード 複数枚の印刷紙（4～10枚） 複数枚の印刷紙（1～20枚）

➁
掲載される

情報量

1ページあたりの文字数は20字程度で

情報量は少ない

1ページあたりの文字数は50～100字程度で

情報量は少ない

1ページあたりの文字数は概ね400～700字程度

と幅広く、情報量は低学年向けより多い

③

言葉による

情報伝達

の手段

患児は聴覚で言葉による情報を得る

多くみられる

多くの専門用語がそのまま

用いられている

直接的な図解がある

1ページ全体にイラストを使用している

大半は手描きによるオリジナル素材

一部にフリー素材が用いられている

制限あり

看護師と共に見る形式であり

配布は難しい

全体のカスタマイズは難しい

個人名等の挿入は可能

小学校低学年向けの内容のみがみられる

⑧

患児との

双方向的

コミュニ

ケーション

読み聞かせに遊びの要素を導入

言葉でのやりとりにより意思確認

シ
ー

ト

内

容

の

抜

粋

紙芝居タイプ：33％（5/15）
プリントタイプ：67％（10/15）

シ
ー

ト

の

構

成

要

素
患児は視覚と聴覚で言葉による情報を得る

⑤

説明に

応じた

イラストの

使用

直接的な図解が乏しい

1ページに2～4点程度のイラストを使用している

大半はインターネットからダウンロードできる汎用的なフリー素材

しばしば既存アニメキャラクターが用いられている

⑥

患児が

理解する

時間の

確保

制限なし

院内印刷でき配布が可能

⑦

年齢に

応じた

説明内容

のカスタ

マイズ

個人名の挿入に加えて言葉遣い・イラストの変更がしやすい

幅広い年齢向けの内容がみられる

一緒にシートを読む

言葉でのやりとりにより意思確認

全体のカスタマイズが可能

　

患

児

の

選

択

決

定

プ

ロ

セ

ス

へ

の

配

慮

④
専門用語

の使用

ほとんどみられない

ほとんどが平易な言葉で言い換えられ

ひらがなで表記されている

（表）

（裏）

（提供：自治医科大学とちぎ子ども

医療センター）
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3-7．第三章の結論 

本研究は，小児がん患者に対するインフォームド・アセント用説明資料に着目し，資

料の導入実態の把握とデザイン概要の検討から普及に向けた課題を明らかすることを

目的とした．日本小児がん研究グループに属する病院で患児と関わる看護師による資料

作成の現状とデザイン性に対する意識を調査し，実際に使われている資料の分類を行っ

た．得られた結果を，導入実態（1，2，3）と課題（4，5）として以下に纏める． 

（１）小児がん患者本人に対する説明資料作成が困難とされる理由としてスキル・ノウ

ハウや時間の不足，専門職員の不在という，看護師の業務負担増加に対する懸念

が多く挙げられた． 

（２）資料を作成している看護師は，資料の理解しやすさや伝わりやすさを高める視覚

的なデザイン性を重視していた． 

（３）看護師により作成された IAシートには，ボード形状の「紙芝居」と，印刷紙形状

の「プリント」の 2 タイプがみられ，一部手描きもあるが，多くは汎用的なパソ

コンソフトを用いてデザインされていた． 

（４）看護師により作成された資料は，患児の年齢に応じた説明内容のカスタマイズな

ど個別対応に配慮がなされている反面，掲載される情報量に限度がみられた． 

（５）説明を補助するための図解や，患児を意識したキャラクターなどを独自に作成す

るのは難しい状況がみられた． 

患児へのインフォームド・アセントは，これまで個々の病院における努力に委ねられ

てきたため，説明資料の利用実態には差がみられる．しかし，資料が説明を受ける感じ

にとってどのような効果をもたらすのかは考察の域に留まっている．そのため，本稿に

おいて示した，院内作成された資料が持つそれぞれのデザイン的利点を取り入れつつ説

明資料モデルを作成し，一般的に用いられるデザインの資料と比較してユーザーを対象

とした印象評価を行うことで，資料を利用する主体者の自発的な意思決定プロセスに対

するビジュアルデザイン要素の有効性について明らかにすることとした． 

 

【附記】 

本研究は JSPS科研費 19K02634の助成を受けた． 

アンケート調査は川崎医療福祉大学倫理委員会の承認（17-076）を得て実施し，協力

病院から資料の論文掲載許可を得た． 
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【第三章 註および参考文献】 

註 1）IAの対象は，おおむね７歳以上 16歳未満であり，日本小児看護学会の定めた研究

に関する倫理指針では，患児が自分になされる行為について十分に説明され，その

選択決定について了解する過程は，①患児の発達に応じた気づき（awareness）を助

ける，②何が起こるのかを伝える，③患児の理解していることをアセスメントする，

④患児の反応に影響を与える要因をアセスメントする，⑤これらのことを吟味し，

最終的に患児が選択決定について了解する気持ちを引き出す，の５つのステップか

らなるとされている． 

日本小児看護学会：患児を対象とする看護研究に関する倫理指針，2015 年．

https://jschn.or.jp/care_manual/（参照日：2019 年 3月 19日） 

註 2）プレパレーションは，小児に対して心理的準備ができるように援助する行為であ

るが，インフォームド・アセントという言葉が普及する以前から患児への病気や治

療の説明を示す言葉として用いられていたことによる． 

註 3）本研究においては，JCCG に日本で小児がん治療・研究を専門とする大学病院，小

児病院（小児がん拠点病院，中央機関を含む），総合病院（小児血液・がん専門研修

施設）が 200 以上参加していることから，信頼できるデータの取得を意識して調査

対象を設定した．しかし，回収率が低かったことから結果の信頼性の面で限界があ

ると考えられる．また，看護師以外の作成・実施者もいることから，これらに対す

る調査の継続を今後の課題としたい． 

 

文 1）厚生労働省：人を対象とする医学系研究に関する倫理針,2014年 
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i-kenkyu/index.html（参照日：2019年 3月 19日） 

文 2）芥川麻衣子，他：小児医療における医師の患児への説明と治療の意思決定者に関す
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文 5）後藤真千子：小児がんの患児の治療に対するプレパレーション―他職種との連携

を取りながらのホスピタル・プレイ士の関わり―，日本小児血液・がん学会雑誌

53（5），413–418，2016 

文 6）伊藤弘樹，他：小児看護におけるプリパレーション・ツールの開発，デザイン学研
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(参照日：2019年 3月 19日) 
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患者向け治験説明文書の改善に向けたビジュアル的デザインの要件 

 

4-1.研究の背景 

近年，医療行為は医師側の判断や都合のみで行われるのではなく，患者の権利が守ら

れるべきものであるという考えによる「患者中心の医療」という言葉が広く使われてい

る．その中でもインフォームド・コンセント（Informed consent：以下，IC）の在り方

に対して，柳田ら（1996）は，患者・医療従事者間のより良いコミュニケーション成立

の努力が重要であると提言している文 1）．加えて医療従事者と患者のコミュニケーション

促進には，患者の自己決定による同意が得られるよう，図やイラストレーションを用い

た分かりやすい治験説明文書（以下，IC文書）を用いることが推奨されている文 2）．本稿

では，特に患者への説明が困難である例として，医療や新薬の開発に伴う臨床実験であ

る治験の説明文書に焦点をあてる．治験の対象者となる患者は，現状の治療方法では症

状改善が見込めないなど深刻な状態にあるうえ，ヒトに対する効果や副作用については

何が起こるか分からない，といった命に係わる不安を抱えている．自身の病状や治療に

ついて理解したいという意欲は高いものの,IC 文書は専門的かつ文字を中心に構成され

たものが多く，理解と同意を求められた上で読むことに対してはストレスを感じると推

察される．本研究の協力をうけた A病院でのヒアリングにおいては，医師が IC文書を用

いて説明をしようとすると，患者から「読んでも分からない」「先生に任せる」といった

受け身的な発言が多かったとの意見を得た． 

 

4-2.既往研究と研究目的 

 IC 文書については，医療従事者によって様々な研究がなされている．小池ら（2001）

は，薬剤師の立場から治験における ICのための被験者用説明文書の作成と医師を対象と

したアンケート調査を行い，IC 文書がコミュニケーションを図るための情報源として，

倫理性・安全性・科学性・信頼性の確保に有用であることを明らかにした文 3）．また，野

呂ら（2007）は，医師の立場から IC 文書のわかりやすさに着目し，実際の IC 文書を対

象に一般市民の理解度について質問紙調査を行い，IC文書に求める情報が十分に書かれ

ていると感じると，理解度や安心感が高くなることを明らかにした文 4）．永井ら（2019）

は，多職種連携により患者が求める内容を網羅した IC文書の統一書式を作成し，他院に

対しても提供した事例について報告を行っている文 5）．これらの既存研究からは，医療従

事者が IC文書を用いたコミュニケーションに配慮し，患者の求める十分な説明を担保す

ることで内容理解の向上を探求する姿勢が見てとれる． 
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一方，デザイン学の視点からは，各種メディアのデザインが情報伝達の効率化にどの

ように寄与するか，に主眼をおいた研究が行われている．坂巻ら（2009）は WEB デザイ

ンがユーザに与える印象と記憶される情報量との関係においてユーザのメンタルモデル

に即した「利便性」が重要であることを明らかにした文 6）．池田（2008）は，フォントが

読みやすさに与える影響を調べ，ストロークが均一であることが読みやすい印象を誘発

する造形的特徴であることを明らかにした文 7）．また，宮崎（1996）は新聞においてカラ

ー写真を使用した紙面は白黒写真を使用した紙面より明朗かつ個性的と判断されること，

カラー写真が紙面中央にレイアウトされると重厚で信頼感を与え，かつ明朗で親しみや

すい印象を与えることを明らかにした文 8）．さらに新聞離れを言われる大学生に対してイ

メージ調査を行い，「明朗感」「おうへい感」「信頼感」が印象を左右すること，写真，イ

ラストレーションを増やす，カラーを増やすなど，ビジュアル的な紙面づくりへの要望

が多いことを明らかにした文 9）．屋外広告などのメディアによる情報伝達については藤沢

ら（1975）が受け手の認知条件を左右し，効率よく伝達の目的を果たす指針として「可

視性・注視性・記憶性・的確性・造形性・時代性」のミニマム・エッセンシャルズ 6 項

目を明らかにした文 10）．これらの既存研究からは，デザイナーがメディアの見やすさやユ

ーザに与える印象に配慮し，ストレスを軽減させて情報伝達効率の向上を探求する姿勢

が見てとれる． 

このような研究を見ていくと，IC文書において，患者に対して文書を渡す有用性や内

容理解のしやすさが検討されてきたものの，ユーザに与える印象が情報伝達に及ぼす影

響についてはまだ明らかにされていない．一般に流通する読み物においては，内容の理

解を助け,読み進める意欲を高める様々な工夫が用いられており，中でもビジュアル的な

図解やイメージ画像は，有効なデザイン要素である．本稿では，治験の IC文書が患者に

与える印象に着目し，一般的に用いられる様式の文書とデザイン要素を取り入れた文書

がユーザに与える印象の違いを明らかにして，文書の改善に有効なビジュアルデザイン

の要件を抽出することを目的とした． 

 

4-3.印象評価のための説明文書モデルの作成 

 ICでは，厚生労働省の定めた臨床研究に関する倫理指針文 11）により，治験の具体的内

容と守られるべき患者の権利からなる下記 10項目について，文書を用いて分かりやすく

患者に伝え，理解と同意を得ることが求められている．  

① 治験の目的 

② 治験薬の使用方法 

③ 検査内容 
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④ 参加する期間 

⑤ 期待される効果と予想される副作用 

⑥ 治験への参加はいつでもやめられ，不利益は生じないこと 

⑦ 副作用が起きて被害を受けた場合，補償を請求できること 

⑧ カルテ，検査結果などの医療記録について治験を依頼した製薬会社，厚生労働省，治

験審査委員会の担当者が見ること 

⑨ 質問などの問合せ先，担当する医師の氏名，連絡先 

⑩ プライバシーは厳重に守られること 

上記内容を念頭に据えて，印象評価に用いる IC文書のモデルを作成した．なお，普段目

にしない専門用語は患者にとって読む際のストレスとなり得るが，本研究ではデザイン

に対するユーザの印象を比較するため，平易な言葉への言いかえや削除は行わないこと

とした． 

4-3-1.2 種類の調査用サンプルモデル作成 

 一般的なデザインの IC 文書（以下，一般モデル）とデザイン要素を取り入れた IC 文

書（以下，デザインモデル）の印象評価を行うにあたり，文書のサイズやページ数，印

刷設定，使用する素材やフォント，作成ソフトについて一般的な医療者とデザイナーそ

れぞれの作成条件を再現し，サンプル作成を行った（表 1）．まず，基準となる一般モデ

ルを作成した．実際に医療現場で用いられている治験説明文書を刺激として用いること

はできないため，東京大学・臨床研究支援センターのホームページで公開されている手

引き文 12）と，研究協力を受けた A病院で用いられているがんの免疫療法に関する IC文書

を基礎資料とした．次に，ビジュアルデザインおよび医療環境を専門とする協同研究者

 一般モデル デザインモデル 

サイズおよ

びページ数 
A4サイズ，8ページの冊子形式 A4サイズ，8ページの冊子形式 

印刷設定 モノクロ両面印刷 カラー両面印刷 

ビジュアル 

表現に 

用いる素材 

著作権フリーのイラストレーション

を使用し，該当するものがない場合は

Wordの［図形の作成］機能により描画

する 

内容に合わせたイラストレーションおよ

びアイコンを Illustrator で適宜作成し

て使用する 

 

使用する 

フォント 

見出しにゴシック体，本文には明朝体

とし，10pt以上で使用する．字間や行

間の調整は特に行わない．余白の調整

は初期設定に準ずる 

見出し・本文ともゴシック体とし，10pt以

上で使用する．重要な箇所はフォントの

太さおよび大きさや色を変えて目立たせ

る．字間や行間の調整を細かく行う．余白

を細かく調整する 

作成ソフト 
医療現場のパソコンに標準搭載され

ている Wordを用いる 

主にデザイン制作現場で用いられる

Illustratorを用いる 

表 1 一般モデルとデザインモデルの作成条件比較 
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3 名が，ミニマム・エッセンシャルズ 6 項目を基に一般モデルと読み物として流通する

解説書を比較して文書に用いられているデザイン要素について検討を行い，専門知識を

持たない患者が一般モデルを読むにあたり直感的にストレスを感じるであろう点を挙げ

た．次に，ビジュアルデザインの視点から改善に有効なデザイン要素を取り入れたサン

プルモデルを作成した．2種類のサンプルモデルの概要を，図 1に示す． 

【可視性】 

 一般モデルでは 1 行の幅が長いため文章量が多いと感じる原因になる点，また文字情

報のみで内容理解に時間がかかる点が問題として挙げられ，デザインモデルでは 1 行を

2 段組みにして一度に読む文字数を減らし，内容を視覚的に表すピクトグラムを加える

こととした． 

【注視性】 

 一般モデルで本文に用いられたフォントは，大きさや太さが均一なため視覚的メリハ

リが弱く，重要な情報が分かりづらい点が問題として挙げられ，デザインモデルでは重

要な内容を示すフォントの大きさや太さ，色を変えるなどメリハリをつけて目立たせる

ことで，目線を誘導することとした． 

【記憶性】 

一般モデルでは治療の仕組みの図解が幾何学的なモチーフのみで表現されており全体

の流れがイメージしづらい点が問題として挙げられ，デザインモデルではイラストレー

ションを用いた表現にして，全体の流れをイメージしやすくした． 

【的確性】 

 一般モデルでは病気や薬，治療の概要など専門的な内容について文章内に補足説明が

多く要点を掴み辛い点が問題として挙げられ，デザインモデルでは段落の最初に要点を

抜粋してまとめ，ポイントを理解してから本文に進む構成とした． 

【造形性】 

 一般モデルでは全体を通して，モノクロで構成されており，資料としての説得力は感

じるが，無機的かつ親しみづらい印象を受けるという点が問題として挙げられ，デザイ

ンモデルでは全体をカラー化し，文章中に医師と患者が対話するイラストレーションな

どを追加して，親しみやすさを演出した． 

【時代性】 

 一般モデルでは表紙に「臨床研究のしおり」という文字と医師のイラストレーション

が用いられており，主導権が医師にあるという印象を抱かせるため，患者中心の医療と

いう観点に反するのではないかという点が問題として挙げられ，デザインモデルでは「治

験のみかた（味方・見方）」という文字と患者のイラストレーションに変更し，患者が主

体的に自己決定する姿勢を演出することとした． 



64 
 

 

図 1 一般モデルとデザインモデルにおける各要素の比較 
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4-3-2. アンケート評価の方法 

イメージ調査には SD 法を用いた．一定の医療に関する知識や意識の高さを有する者と

して，被験者は医療福祉を学ぶ 18～22 歳の大学生 128 名とした註 1）．配表方式の調査を

2018年 11月から 2019年 4月にかけて行った．評定に用いた形容詞対は，印刷物の印象

評価を行った先行研究を参考に，文書の学習容易性と効用性からなる患者の内容理解に

関する 4尺度と，文書に対する好印象に関する 30尺度を設定した（表 2）註 2）．評定尺度

は 7 段階とした．一般モデルとデザインモデルを提示し，各文書から受ける印象に対し

て評価を行うよう指示した．回答は被験者が各自のペースで進めた．調査結果は単純集

計および両モデルに対する印象評価の平均値の比較を行った．次に相関分析を行い，内

容理解に関する印象の関連をみた．続いて，重回帰分析を行い，内容理解に対する影響

度の大きい印象尺度をみた．また，因子分析により評価意識の構造を探り，ユーザの心

理的評価に影響を与える因子を抽出したうえで，内容理解との相関をみた．分析ツール

として Excel 統計 2017（株式会社エスミ）を用いた． 

 

 

表 2 治験説明文書に対する調査尺度 

理解しにくい ― 理解しやすい 信頼できない ― 信頼できる

読みにくい ― 読みやすい 役にたたない ― 役に立つ

つまらない ― 楽しい 理知的な ― 情熱的な

乱れた ― 整った 古い ― 新しい

不快な ― 快い 束縛された ― 自由な

不親切な ― 親切な つかれる ― 楽な

単調な ― 変化のある 緊張した ― 緊張しない

醜い ― 美しい わくわくしない ― わくわくする

親しみにくい ― 親しみやすい 静かな ― にぎやかな

乱雑な ― 丁寧な 心配な ― 安心な

不安定な ― 安定した 複雑な ― 単純な

憂鬱な ― 陽気な 興味を引かない ― 興味を引く

つめたい ― 暖かい 面白くない ― 面白い

暗い ― 明るい 共感を覚えない ― 共感を覚える

地味な ― 派手な 印象に残らない ― 印象に残る

悲観的な ― 楽観的な 忘れやすい ― 忘れにくい

静的な ― 動的な 難しい ― 簡単

印象尺度

文書の学習容易性 文書の効用性

内容理解尺度
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4-4.両モデルの評価平均値の比較 

一般モデルとデザインモデルに対する印象評価について，形容詞対のうち一般的に肯

定的と思える側の尺度を 7，その対となる側の形容詞を 1 とする 7 段階の重み付けによ

り，参加者ごとの平均評定値を算出して比較を行った． 

4-4-1.内容理解に対する評価平均値比較 

内容理解に対する 4 尺度において，一般モデルとデザインモデルの印象評価平均値の

比較を図 2に示す註 3）．すべての尺度でデザインモデルの評価が一般モデルを上回り，特

に「理解しやすい・読みやすい」で差が 3.0 以上と大きく，ミニマム・エッセンシャル

ズに即したデザイン操作の有効性が示された．なお，「信頼できる」に有意差が見られな

かったが，これは医師が作成する IC文書に対して，ユーザが元々高い信頼感を抱いてい

るため，デザイン要素の影響を受けなかったものと推察される． 

4-4-2.印象に対する評価平均値比較 

一般モデルとデザインモデルの印象に対する 30 尺度のイメージプロフィールを図 3

に示す．対応のあるｔ検定を行った結果，すべての尺度において有意差が見られ（p値＜

0.01），デザインモデルの評価が一般モデルを上回った．特に「明るい・暖かい・興味を

引く・にぎやかな・面白い・変化のある・親しみやすい・楽しい・新しい」で差が 3.0以

上と大きかった．中でも「明るい・興味を引く」という誘因性の尺度，「暖かい・親しみ

やすい」という共感性の尺度，「にぎやかな・楽しい」という高揚性の尺度の上に効果が

認められた．一方「安定した・丁寧な・整った」で差が 1.0以下と小さかった． 

図 2 両モデルの内容理解に対する評価平均値比較 
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図 3 両モデルの印象尺度評価イメージプロフィール 
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4-5.内容理解と印象の関連 

一般モデルとデザインモデルの内容理解に対する印象の関連を探る重回帰分析（変数

増減法，Ｆ値＞2.00）の結果を表 3 に示す．ここでは，概観的な理解を意識して，決定

係数 0.5以上および F値 10以上を説明力の基準と設定して考察を行った註 4）． 

文書の学習容易性のうち「理解しやすい」に対しては，一般モデルで「親切な・簡単

な・親しみやすい」の関連が強く，デザインモデルでは関連の強い印象尺度が見られな

かった．「読みやすい」に対しては，一般モデルで「親しみやすい・簡単な」，デザイン

モデルで「親切な・暖かい」の関連が強かった．文書の効用性のうち「信頼できる・役

に立つ」に対しては，両モデルともに印象の関連が見られなかった．「役にたつ」に対し

ては，一般モデルで関連の強い印象尺度が見られず，デザインモデルでは「安定した・

安心な・親しみやすい」の関連が強かった．  

全体を通してみると，文書の学習容易性に対して「親切な・簡単な・親しみやすい・

暖かい」の関連が強く，必要な情報の得やすさに加えて共感性を高めるデザイン要素の

関連性が示された．これは専門的かつシリアスな内容を説明されるユーザが元々高いス

トレスを抱いていることに対しての精神的支援を欲したものと推察される．また，文書

の効用性のうち，「役に立つ」に対してデザインモデルで「安定した・安心した・親しみ

やすい」の関連が見られ，精神的な安定性を高めるデザイン要素の関連が示された．一

方，他ではあまり関連の強い印象尺度が見られなかったが．これは新たな治療の説明に

対してユーザが元々高い期待を抱いているため，デザイン要素の影響を受けにくかった

ものと推察される． 
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表 3 内容理解と印象の関連（重回帰分析） 

一般モデル 決定係数 0.71 デザインモデル 決定係数 0.52

標準偏回

帰係数
F値 p値

標準偏回

帰係数
F値 p値

親切な 0.25 17.46 0.00 明るい 0.21 5.87 0.02

簡単な 0.24 11.98 0.00 親切な 0.17 4.59 0.03

親しみやすい 0.22 10.15 0.00 快い 0.17 4.99 0.03

わくわくする 0.19 5.36 0.02

楽な 0.16 5.52 0.02

動的な 0.15 6.03 0.02

忘れにくい -0.13 4.52 0.04

にぎやかな -0.18 7.52 0.01

一般モデル 決定係数 0.67 デザインモデル 決定係数 0.64

標準偏回

帰係数
F値 p値

標準偏回

帰係数
F値 p値

親しみやすい 0.32 18.43 0.00 親切な 0.35 25.11 0.00

簡単な 0.29 17.68 0.00 暖かい 0.31 18.22 0.00

親切な 0.17 6.18 0.01 親しみやすい 0.21 8.17 0.01

安定した 0.13 4.45 0.04 興味を引く 0.18 7.30 0.01

忘れにくい -0.15 5.73 0.02 簡単な 0.16 5.07 0.03

派手な -0.22 10.57 0.00 にぎやかな -0.21 8.24 0.00

一般モデル 決定係数 0.20 デザインモデル 決定係数 0.40

標準偏回

帰係数
F値 p値

標準偏回

帰係数
F値 p値

安心な 0.28 8.09 0.01 安心な 0.32 13.08 0.00

明るい 0.26 4.94 0.03 丁寧な 0.31 12.59 0.00

丁寧な 0.24 7.62 0.01 忘れにくい 0.23 7.10 0.01

陽気な -0.33 7.72 0.01 面白い -0.20 5.11 0.03

一般モデル 決定係数 0.44 デザインモデル 決定係数 0.59

標準偏回

帰係数
F値 p値

標準偏回

帰係数
F値 p値

安心な 0.27 9.33 0.00 安定した 0.33 17.72 0.00

自由な 0.25 8.50 0.00 安心な 0.26 11.14 0.00

丁寧な 0.21 4.70 0.03 親しみやすい 0.25 10.30 0.00

親切な 0.19 4.64 0.03 共感を覚える 0.17 5.35 0.02

単純な -0.15 4.00 0.05 暖かい 0.16 5.76 0.02

興味を引く -0.19 4.11 0.04 美しい -0.18 4.84 0.03

情熱的な -0.23 7.51 0.01

信頼できる

役に立つ

文

書

の

効

用

性

文

書

の

学

習

容

易

性

理解しやすい

読みやすい
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4-6.評価を決定づける因子の抽出 

IC 文書に対する評価意識構造を探る因子分析（直交法・バリマックス回転）の結果を

表 4.5に示す．ここでは，固有値 1以上かつ累積寄与率が 60％を超える 2つ以上の尺度

からなる因子を解釈の対象とした．選別した 9因子註 5）に対して，先述のミニマム・エッ

センシャルズ 6項目を意識しながら因子の命名と解釈を行った． 

一般モデルの第 1 因子は「派手な・情熱的な・にぎやかな」など表示物へと目を誘う

尺度および，「新しい・興味を引く・面白い」など大多数の好みに合致したり洗練させる

尺度が合成された結果と考え，「注視性/時代性」とした．第 2 因子は「簡単な・親しみ

やすい・印象に残る・単純な」など情報を正確に印象づけ覚えこませる尺度の値が高く

「記憶性」とした．第 3 因子は「丁寧な・安定した」など視覚的な見やすさや判別しや

すさの尺度および，「整った・美しい」など表示の快さの尺度が合成された結果と考え，

「可視性/造形性」とした．第 4因子は「楽観的な・陽気な・緊張しない・安心な」など

先行きの不安を感じさせないような意味の尺度の値が高く，ミニマム・エッセンシャル

ズ以外の要素として「楽観性」とした．  

デザインモデルの第 1因子は，一般モデルの第 3因子と同様に「可視性/造形性」とし

た．第 2 因子は「興味を引く・自由な・面白い・新しい」という文書に対する好みや目

新しさに関する尺度の値が高く「時代性」とした．第 3因子は「親しみやすい・親切な・

楽しい・快い」など自分と身近な存在であると認識させるような意味の尺度の値が高く，

ミニマム・エッセンシャルズ以外の要素として「親近性」とした．第 4 因子は「情熱的

な・動的な・派手な・楽観的な」など表示物へと目を誘う尺度の値が高く，「注視性」と

した．第 5 因子は「明るい・暖かい・陽気な」という朗らかで感性に関係するような意

味の尺度の値が高く，ミニマム・エッセンシャルズ以外の要素として「明朗性」とした． 

抽出された因子を一般モデルとデザインモデルで比較すると，一般モデルのみで抽出

された因子は「記憶性」「楽観性」，デザインモデルのみで抽出された因子は「親近性」

「明朗性」であり，デザイン操作により，両モデルで抽出される因子が明確に異なって

いた． 
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表 4 治験説明文書（一般モデル）に対するユーザの評価意識構造（因子分析） 

一般モデル

 因子1  因子2  因子3  因子4  因子5      

派手な 0.78 -0.01 -0.04 0.25 0.10

情熱的な 0.69 0.07 0.02 0.20 -0.02

にぎやかな 0.67 0.02 -0.04 0.13 0.24

新しい 0.65 0.24 0.13 0.02 0.13

興味を引く 0.65 0.42 0.15 0.12 0.07

動的な 0.64 0.10 0.09 0.22 0.03

面白い 0.63 0.38 0.02 0.16 0.44

明るい 0.62 0.29 0.09 0.42 0.04

わくわくする 0.59 0.26 0.00 0.17 0.56

暖かい 0.58 0.29 0.12 0.54 -0.11

変化のある 0.51 0.25 0.08 0.10 0.12

自由な 0.50 0.19 -0.04 0.27 0.04

忘れにくい 0.35 0.21 0.03 0.13 0.25

簡単な 0.12 0.78 0.08 0.22 0.16

親しみやすい 0.31 0.57 0.24 0.16 0.18

印象に残る 0.39 0.54 0.14 0.03 -0.02

単純な 0.02 0.48 0.09 0.19 0.06

楽な 0.39 0.47 0.05 0.42 0.23

共感を覚える 0.33 0.36 0.18 0.09 0.06

丁寧な 0.05 -0.03 0.81 0.15 -0.14

安定した 0.01 0.17 0.76 0.06 -0.17

整った -0.09 0.08 0.72 -0.08 0.15

美しい 0.09 0.13 0.57 0.09 0.14

親切な 0.30 0.43 0.45 0.10 -0.01

快い 0.01 0.18 0.40 0.40 0.24

楽観的な 0.28 0.10 0.15 0.54 0.06

陽気な 0.43 0.28 0.20 0.53 0.11

緊張しない 0.27 0.21 -0.09 0.52 0.20

安心な 0.27 0.25 0.33 0.42 -0.01

楽しい 0.44 0.24 0.05 0.28 0.50

因子名
 注視性/

 時代性
記憶性

 可視性/

 造形性
楽観性

 

 

固有値 10.79 3.14 1.61 1.36 1.13

寄与率 36.0% 10.5% 5.4% 4.5% 3.8%

累積 36.0% 46.4% 51.8% 56.3% 60.1%
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表 5 治験説明文書（デザインモデル）に対するユーザの評価意識構造（因子分析） 

デザインモデル

      因子1  因子2  因子3  因子4  因子5

丁寧な 0.88 0.14 0.14 0.07 0.08

安定した 0.77 0.17 0.14 0.11 0.23

整った 0.60 0.09 0.38 -0.11 0.12

安心な 0.57 0.23 0.25 0.01 0.22

美しい 0.53 0.10 0.49 0.22 0.03

共感を覚える 0.47 0.17 0.30 0.10 0.11

楽な 0.43 0.28 0.21 0.28 0.33

興味を引く 0.14 0.81 0.23 0.14 0.12

自由な 0.14 0.80 0.15 0.18 0.11

面白い 0.30 0.77 0.18 0.14 0.20

新しい 0.18 0.77 0.10 0.22 0.14

親しみやすい 0.30 0.23 0.58 0.22 0.16

親切な 0.36 0.13 0.54 0.34 -0.04

楽しい 0.21 0.36 0.50 0.19 0.13

変化のある 0.12 0.05 0.48 0.29 0.15

快い 0.31 0.09 0.47 -0.04 0.23

簡単な 0.28 0.18 0.47 0.14 0.34

忘れにくい 0.15 0.21 0.45 0.40 0.20

緊張しない 0.23 0.25 0.39 0.09 0.36

わくわくする 0.34 0.28 0.36 0.34 0.30

単純な 0.24 0.18 0.36 0.09 0.32

情熱的な 0.12 0.01 0.09 0.74 0.08

動的な 0.04 0.13 0.25 0.69 0.13

派手な -0.06 0.23 0.02 0.61 0.21

楽観的な 0.03 0.21 0.14 0.54 0.39

にぎやかな 0.10 0.34 0.28 0.51 0.11

印象に残る 0.12 0.26 0.26 0.34 0.27

明るい 0.19 0.11 0.27 0.28 0.76

暖かい 0.19 0.12 0.29 0.29 0.73

陽気な 0.32 0.38 -0.07 0.39 0.60

 

 

 

 
因子名

 可視性/

 造形性
時代性 親近性 注視性 明朗性

固有値 11.52 2.64 1.93 1.41 1.21

寄与率 38.4% 8.8% 6.4% 4.7% 4.0%

累積 38.4% 47.2% 53.6% 58.3% 62.4%
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次に，抽出された因子をミニマム・エッセンシャルズと比較すると，一般モデルでは

「注視性/時代性・記憶性・可視性/造形性」が共通の因子として，「楽観性」が新たな因

子として抽出された．デザインモデルでは「可視性/造形性・時代性・注視性」が共通の

因子として，「親近性・明朗性」が新たな因子として抽出された．全体を通して「的確性」

は抽出されなかったが，先に述べたように IC文書は治療説明のために医師が作成するも

のであるという背景をユーザが予め理解していることから，内容に対する信頼がもとも

と充分に高かったことが理由と考えられる．一方，「楽観性・親近性・明朗性」といった

情動的な心因因子が新たに抽出されたことは，シリアスな内容に向き合い自己決定しな

ければならない患者が読む IC文書において，患者の心を慰撫するビジュアルデザイン要

素による心理的支援の必用性を示したものといえる． 

 

4-7.内容理解と評価因子の関連 

一般モデルとデザインモデルの内容理解に対する，ユーザの評価意識として抽出され

た因子の相関（ｐ値＜0.05）を図 4に示す． 

一般モデルをみると，文書の学習容易性の「理解しやすい」「読みやすい」に対しては

「記憶性」の関連が最も強く，続いて「理解しやすい」で「注視性/時代性」，「読みやす

い」で「可視性/造形性」であった．一方，効用性の「信頼できる」「役にたつ」に対して

は「可視性/造形性」のみに関連がみられた． 

デザインモデルをみると，文書の学習容易性の「理解しやすい」「読みやすい」に対し

ては「親近性」の関連が最も強く，続いて「可視性/造形性」であった．効用性の「信頼

できる」「役に立つ」に対しては「可視性・造形性」の関連が最も強く，続いて「親近性」

であった．また，「注視性」はすべての内容理解尺度に関連が見られなかった．  

一般モデルとデザインモデルで比較すると，学習容易性に対して一般モデルでは「記

憶性」，デザインモデルでは「親近性」の関連が強く，前者は情報を正確に印象づけ覚え

こませる機能に対して，後者は身近な存在であるという心因的な認識が評価の対象とさ

れていた．一方，効用性に対して両モデルとも「可視性/造形性」の関連が強く，もとも

と文書に対して高い信頼をよせるユーザが，心因的な付加価値として視覚的な判別のし

やすさや表示の心地よさを重視したことが理由と考えられる． 
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3-7．第四章の結論 

本稿は，治験のインフォームド・コンセント用説明文書が患者に与える印象に着目し，

文書の改善に有用なデザイン要件の抽出を目的に，一般的な様式の文書モデルと，「ミ

ニマム・エッセンシャルズ」に即したデザイン操作を行った文書モデルを作成してユー

ザの印象を比較した（図 5，6）．結果を以下に要約する． 

（1）一般的な様式の文書モデルとミニマム・エッセンシャルズに即した文書モデルに対

する印象の評価では，本研究で設定した一般的と考える印象尺度 30項目すべてで後

者の優位が示され，屋外広告などメディアの情報伝達における指針であるミニマム・

エッセンシャルズを治験説明文書作成に応用することの有用性を示すことができた． 

（2）文書に対する印象因子として，ミニマム・エッセンシャルズの情報伝達を効率化さ

せる造形的要素である「注視性・記憶性・可視性・造形性・時代性」のほかに「楽観

性・親近性・明朗性」という情動的な 3つの心因因子が新たに抽出された． 

(3）文書の学習容易性に対しては「親近性」つまり必要な情報の得やすさに加えて共感

性を高めるデザイン要素が重視された一方，文書の効用性に対しては「可視性/造形

性」つまり表示の見やすさや心地よさを高めるデザイン要素が重視される傾向が捉

えられた． 

以上の結果から，治験説明文書を改善するビジュアルデザインの要件として，表示の

見やすさや心地よさという造形的要素を意識することに加え，患者の心を慰撫する心理

的支援を行う有効性が明らかとなった． 

健康を害した状態で専門的な内容を理解する必要がある治験説明文書を作成する際

は，患者にストレスを与えないデザイン的配慮が特に必要だと考えられるが，導入開始

以来，専門的な人材も不足しているなかで個々の病院の努力に委ねられてきた．編集ソ

フトやフリー素材の発達により，一定の読みやすさを担保した資料は誰にでも作成可能

になっているが，本稿において効果が明らかになったカラー化やイラストレーションの

使用などのビジュアルデザイン要件が，文書に対して患者が感じるストレスを軽減し，

内容理解を促して積極的に自らの治療に参加する一助となることが期待できる．しかし，

本研究は開発の手始めとしてデザインモデルの作成をし，第三者の評価は経たものの，

実際の現場での使用や評価に至っていない．今後は，実際に使われている資料を本稿に

おいて明らかになった要件を基にリ・デザインし，研究協力をうけた医療者を通じて，

実際の患者への使用および印象評価を行って有効性を検証したい．さらに，デザイン要

素を取り入れた説明文書がより多くの患者に届くよう，個別性のある内容に応じて医療

者がオフィス系ソフトで加筆修正できるフォーマット素材を開発し，公開する方法も検

討すべきである． 
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図 5-1 一般版文書のサンプルモデル 

表紙 
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図 5-2 一般版文書のサンプルモデル 

もくじ 
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図 5-3 一般版文書のサンプルモデル 

1.はじめに：治験について 
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図 5-4 一般版文書のサンプルモデル 

2.対象となる患者さまのがんについての現状 
3.治験の目的 
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図 5-5 一般版文書のサンプルモデル 

4.この免疫療法のしくみ 
5.期待される効果と副作用 
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図 5-6 一般版文書のサンプルモデル 

6.治験の予定参加期間 
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図 5-7 一般版文書のサンプルモデル 

7.患者さまの権利と義務について 
8.プライバシーの遵守について 

9.治療費の負担 
10.自由意思で参加を取りやめることができます 
11.同意の撤回後について 
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図 5-8 一般版文書のサンプルモデル 

治験に関する問合わせ先 
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図 6-1 デザイン版改善文書のサンプルモデル 

表紙 
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図 6-2 デザイン版改善文書のサンプルモデル 

もくじ 
1.はじめに：治験について 
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図 6-3 デザイン版改善文書のサンプルモデル 

2.対象となる患者さまのがんについての現状 
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図 6-4 デザイン版改善文書のサンプルモデル 

3.治験の目的 

4.この免疫療法のしくみ 
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図 6-5 デザイン版改善文書のサンプルモデル 

5.期待される効果と副作用 
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図 6-6 デザイン版改善文書のサンプルモデル 

6.治験への予定参加期間 
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図 6-7 デザイン版改善文書のサンプルモデル 

7.患者さまの権利と義務について 
8.プライバシーの遵守について 
9.治療費の負担 

10.自由意思で参加を取りやめることができます 
11.同意の撤回後について 
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図 6-8 デザイン版改善文書のサンプルモデル 

治験に関する問合わせ先 
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【附記】 

本研究は JSPS科研費 19K02634の助成を受けた． 

本論における一般モデルとデザインモデル作成過程に関わる部分は東亜大学大学院修

士論文（2015年度）に加筆修正を加えたものである．また，アンケート調査は川崎医療

福祉大学倫理委員会の承認（14-044）を得て実施した．  
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【第三章 註および参考文献】 

註 1）本研究においては，まずは安定的に信頼できるデータの取得を意識して被験者を

設定した．一方，実際の文書利用者の属性は多岐に渡るものであるので，これらに

対する詳細な検討は，今後の課題としたい． 

註 2）服部雅史，他：基礎から学ぶ認知心理学，有斐閣，118-146，2015， 
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結 論 

 

5-1.研究のまとめ 

本論文は，現代日本の医療福祉現場における情報伝達のバリアとして，知的障害や発

達障害といった生まれついての障害による日常的情報の取得を妨げるバリア，発達の途

中段階である子どもの言語理解能力の乏しさによる治療に対する納得と賛意を妨げるバ

リア，一般的な健常者が患者となることで生じる精神的苦痛による，生死に関わる治療

方針の理解と自己決定による同意を妨げるバリアを 3つに定義した（図 1）．また，個別

のユーザーの理解度に応じた分かりやすい印刷媒体をデザインすることを福祉的情報伝

達と定義し，資料の効用性と学習容易性を高める視覚的デザイン要件を明らかにするこ

とを目的とした．第二章から第四章までは，それぞれに独立の研究課題を設定している

ため，各章ごとに結論として研究結果を示しているが，最後にそれらの要点や得られた

知見を総括して，研究全体の結論とする． 

図 1 医療福祉の情報伝達におけるユーザーのバリア 
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「第二章 情報伝達に配慮した思春期の自閉症女児向けスケジュール開発の試み」で

は，情報伝達に着目した思春期の自閉症女児用スケジュールについて考察し，「伝わりや

すさ」を考慮したデザインフォーマットの開発を試みた．既存デザインの分析を経て，

支援の専門家からの監修を受けながらデザインを行う課程において，（1）見通しを立て

ることが苦手なユーザーに対し，情報をより明確に伝えるためユーザーが認識・理解し

やすいイラストやアイコン，参加者の顔写真といった視覚情報を使用すること，（2）情

報の集約と持ち運びの利便性を考慮して形態を設定すること，（3）ユーザーの理解レベ

ルによって伝える情報量を調整できる機能を持たせること，（4）重要な情報については

フォントの大きさや配色，アイコンの追加など，補足情報と比べてより目立つための要

素を加えることで目線を誘導し，ユーザーの特性に配慮しながら必要な情報にたどり着

くまでのストレス軽減を図ること，（5）ユーザーにとって認識しやすい言葉で文字情報

を記すこと，のノウハウを得た． 

「第三章 小児がん患者向けインフォームド・アセント資料の導入実態とデザインに

関する一考察」では，小児がん患者に対するインフォームド・アセント用説明資料に着

目し，導入実態とデザイン概要を検討してその普及に向けた課題を明らかすることを目

的とした．日本小児がん研究グループに属する 197 病院における小児病棟勤務の看護師

を対象として，資料作成の実施状況および意識について郵送アンケート調査を実施した．

回答した 69 病院のうち説明資料を作成しているのは２割に留まり，作成スキルの不足や

業務負担増加等の理由から実施に至らない病院が多かった．一方で，資料を作成してい

る側の看護師は汎用的なパソコンソフトを用い，資料の視覚的なデザイン性を重視して

いる現状が捉えられた．既存の院内作成された資料には「紙芝居タイプ」と「プリント

タイプ」の２つが存在した．導入率が高い「プリントタイプ」は，患児の年齢に応じて

カスタマイズされるなど個別対応に配慮がなされている反面，病気や治療についての情

報量に限度がある，平易な説明を補助するための直接的な図解が乏しい，などといった

課題が認められた． 

「第四章 患者向け治験説明文書の改善に向けたビジュアルデザイン要件」では，治

験のインフォームド・コンセント用説明文書が患者に与える印象に着目し，文書の改善

に有用なビジュアルデザインの要件を抽出することを目的とした．先に，比較対象とし

て一般的に用いられる様式の文書（一般モデル）と，同じ内容で言語による情報の質や

量を保持しつつ，効率よい情報伝達の指針「ミニマム・エッセンシャルズ（可視性・注

視性・記憶性・的確性・造形性・時代性）」に即したデザイン操作を行った文書（デザイ

ンモデル）を作成した．両モデルに対する印象評価の比較では，デザインモデルの満足

度は高く，明るさ・暖かさ・にぎやかさなど精神を高揚させる印象尺度の評価に効果が

認められた．また，新たに文書の印象を構成する「楽観性・親近性・明朗性」などの情

動的な心因因子が把握され，患者の心を慰撫するビジュアルデザイン要素による心理的

支援を行うことの有効性が認められた． 
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5-2.福祉的情報伝達におけるデザイン要件 

情報伝達は人間同士の行為であり，そこには何らかの目的が存在するが，本研究では

病気や障害，発達の途中段階であることにより目的達成にバリアを持つユーザーを対象

として用いられる説明資料に着目し，見た目による印象からの理解に努めた．一般的な

情報伝達においては，用いられる資料はデザイナーの経験的な感覚で処理される場合が

多いが，福祉的情報伝達においては，ユーザーに直接かかわる医療福祉専門職とデザイ

ナーの協働による資料作成が重要であり，大多数に対する効率ではなく個別性への対応

が不可欠である．2 章から 4 章までを総括し，結論として資料の効用性と学習容易性を

高める視覚的デザイン要件として，以下の 4つを得た． 

①情報は平易な言葉で伝え，ユーザーが言葉だけでは理解しづらいと感じる情報に対し

ては，イラストレーションやピクトグラム等の視覚情報を用いること 

②ユーザーの目線の誘導を促す文字の配置や強弱により，情報にたどり着くストレスを

軽減すること 

③ユーザーの発達段階や理解度などの個別性に対応できるカスタマイズ性を備えること 

④「楽観性」「親近性」「明朗性」などの心を慰撫するビジュアルデザイン要素を用いて

ユーザーの心理的支援を行うこと 

参考までに，障害者や患児・患者などが持つバリアを軽減する福祉的情報伝達のアプ

ローチを整理し，図 2に示す． 
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図 2 情報伝達バリアを軽減する福祉的情報伝達のアプローチ 
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5-3.本研究の意義 

 本研究の意義は，福祉的情報伝達における資料作成の実態把握に関する意義，資料作

成に有効なデザイン要件に関する意義，の 2点にある． 

（1）資料作成の実態把握に関する本研究の意義 

 本研究結果から，医療福祉の現場において障害や病気をもつユーザーに関わる支援者

が，ビジュアルデザインに留意した視覚的に分かりやすい資料を用いて説明を行いたい

と考えているものの，スキルや時間の不足から実現に至っていないという実態を明らか

にした．更に，多くの支援者がビジュアルデザイン要素を加えることで資料がユーザー

に理解されやすくなると考えている一方，作成は個々の施設の担当者による努力に委ね

られ，専門的な人材が不足している現状が把握された． 

（2）資料作成に有効なデザイン要件に関する本研究の意義 

 ビジュアルデザイン要件を取り入れた資料はユーザーの満足度を高め，明るさ・暖か

さ・にぎやかさなど精神を高揚させる印象尺度の評価に効果が認められた．個々の感覚

に委ねられたいた資料作成において，どのようなデザイン要件が必要かを具体的に明ら

かにした．更に，新たに文書の印象を構成する「楽観性・親近性・明朗性」などの情動

的な心因因子が把握され，患者の心を慰撫するビジュアルデザイン要素による心理的支

援を行うことの有効性が認められた． 

 

5-4.今後の研究課題と展望 

本論文は，医療福祉現場において情報のバリアをもつユーザーに対して用いられる説

明資料をデザイン学の観点から分析し，有効な視覚的デザイン要件を考察したが，第二，

三，四章で先述のとおり，本研究で実施した調査はいずれも開発の手始めとしてデザイ

ンモデルの作成をし，第三者の評価は経たものの，実際の現場でのユーザーによる使用

や評価に至っていない．この点にも留意しながら，以下に今後の研究課題を整理する． 

（1）デザイン要件のより具体的な整理 

  ビジュアルデザイン要素による視覚的な資料は，ユーザーの平易な理解に寄与でき

たが，書体，文字の大きさ，色彩，各要素の構成など様々な要素の有効性を全て掌

握できたとは言い切れない．そのため，今後も理解されやすい資料に関する調査を

継続し，結果をデザインに反映させる必要がある． 

（2）実際のユーザーによる有効性の検証 

  本研究で作成した資料は支援者やユーザーを想定した対象による調査に留まってい
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る．まずは安定的に信頼できるデータの取得を意識して被験者を設定したが，実際

の文書利用者の属性は多岐に渡るものであるので，これらに対する詳細な検討は，

今後の課題とし，実際のユーザーによる印象評価を行って有効性を検証する必要が

ある． 

（3）資料の普及に向けた検討 

  資料作成者の感じる負担から実施に至らない現状が明らかになったものの，負担を

軽減する方法についての検証に至っていない．デザイン要素を取り入れた説明文書

がより多くのユーザーに届くよう，個別性のある内容に応じて支援者が一般的なス

キルで作成できる資料用の素材を開発し，公開する方法を検討する必要がある．  

今後は，実際に使われている資料を本稿において明らかになった要件を基にリ・デザ

インし，研究協力をうけた医療者を通じて，実際の患者への使用および印象評価を行っ

て有効性を検証したい．さらに，デザイン要素を取り入れた説明文書がより多くの患者

に届くよう，個別性のある内容に応じて医療者がオフィス系ソフトで加筆修正できるフ

ォーマット素材を開発し，公開する方法も検討していきたい． 
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