〔巻頭言〕
コロナ禍 2 年目の研究・教育活動
社会福祉学科長

岡

知史

まさか、こんな状態が 2 年も続くとは思わなかった人は、専門家以外では多かったのでは
ないか。私も、またその一人だった。
研究活動でいえば、人と会って行う研究、たとえば、インタビューによる調査が難しくなった。
もちろん、オンラインでのインタビューも可能ではあるが、やはり対面であるものとは質が違っ
てくる。大事なときに音が聞こえなくなることもあるし、表情の細かいところは読み取りにく
い。声が小さいのか、大きいのか、スピーカーで補正されてしまって、よくわからない。身体
の動きに感情が表れることがあるが、それを見ることも難しい。画面の枠の外には誰か思いも
よらない人が立っているかもしれないし、秘密裏に録画・録音されている可能性を思えば、微
妙なことは、発言を避けるだろう。自宅で行えば、互いのプライバシーが思わぬ形で見えてし
まう、あるいは聞こえてしまうという不安も残る。そもそも私自身、オンラインのインタビュー
は慣れていないが、インタビューされる側にも落ち着かないものがあるだろう。
参与観察も難しくなった。感染対策として訪問者を受け入れない福祉施設が増えたし、人
の集まりそのものも少なくなった。オンラインの集会も観察できないことはないが、参加者
の重要なメッセージでもある座席の位置などは、見えてこない。研究者は目立たないように
観察するということができない。会場の隅に座りながら周りの人々が隣どうし小声で話し合っ
ている内容には、司会者が描いてみせる集会の表の顔とは異なる裏の顔が現れてくるものだ
が、オンラインでは、それを目にすることもない。集会の前後や、集会のなかほどの休憩時間は、
集う人々と個別に話すことができる貴重な機会なのだが、それもない。Zoom のブレークアウ
トセッションでは、無理矢理に小グループに分けられてしまって、誰と誰がいっしょに行動
しているか、一人でいる人はどこにいるかなど多くの情報が失われ、平面的で、いわば無表
情な集まりになってしまった感がある。
さらに研究活動の観点からいえば、交流の場としての学会の多くが、オンラインになって
しまったのも悔しいかぎりだ。交通費も宿泊費もかからず、全国あるいは全世界の研究者と
意見交換ができるのだから、これほど素晴らしいことはないという意見もあるようだが、も
ともとコロナ禍以前にもオンラインで学会を開くテクノロジーは、あったのである。それが、
それほど普及しなかった（と思われる）のは、やはり学会をオンラインで行うということに

多くの研究者が魅力を感じてこなかったということだろう。同じ福祉を研究する者どうしが、
日常を離れ、職場や家庭のルーティーンから自由になり、朝から夜までじっくりと考え、滅
多に会えない人々と長く、ゆったりと議論し、また語り合うという時間は、多額の出費があっ
たとしても貴重なのである。去年、博士前期課程に入った大学院生たちは、対面での研究発
表の素晴らしさ、研究者どうしの交流の楽しさを経験しないままに卒業してしまう人も多い
だろうと思うと、残念でならない。
教育についていえば、本学では、今年度は、新型コロナウイルスの感染状況によって一時
的に対面授業も行われたが、10 月末まではオンラインを中心とした授業形態となっていた。
キャンパスは、いつも閑散としていて若者の熱気を感じることは少なかったように思う。
11 月になれば、すっかり元に戻るかというと、そういうわけでは無かった。入学以来、い
ちども来日できないまま 3 年生になる留学生もいる。とにかく 1 年半にわたって交流できな
かったのだから、いまさら友達になるというのも難しいのかもしれない。学生たちは、きっ
と入学したばかりの興奮状態のなかで思い切った人間関係のなかに飛び込んでいき、あれこ
れと試みたすえに居心地のよいところをそれぞれ見つけるのだろうが、そういうプロセスが
なかったからか、どこか互いによそよそしいように見える。
自分自身の大学院生のころを振り返ると、教員と話すよりも圧倒的に大学院生どうしで話
すことが多かった。教員に指導上、何か厳しいことを言われても「私も同じように言われた」
とか、「いや、先生は、きっとそういう意味では言ったのではないと思うよ」とか、学生どう
しでフォローしあい、ときには先輩にあたる学生が、教員とその学生の間に入ってくれて、
教員と学生との関係が悪化する危険性を抑えてくれていたように思う。コロナ禍で、昨年度は、
オンラインの授業ばかりだったので、大学院生たちも学生間の人間関係をつくる機会を持ち
にくかったようだ。その結果、教員と学生との間もギクシャクしがちになってきたように思う。
今年度は、偶然かもしれないが、精神的に疲れてしまったという学生たちの話を学科長と
して例年よりもずっと多く聞いた。先に述べたように本学では 11 月からは、多くの授業は対
面授業に戻ったのだが、一部の学生たちはオンラインでの受講を希望し続けた。病院や高齢
者施設に勤める大学院生や、基礎疾患等で対面授業に不安を感じる学部学生たちだ。全員が
オンラインであるときと違って、一部の学生だけが Zoom のなかにいるというハイフレック
スの授業は、どうしても Zoom の学生たちは取り残されがちだった。一緒に議論しようとし
たが、人間の耳とは違ってマイクロフォンは全ての音を取り込むから、音がうるさいばかり
で、教室のなかの学生どうしの声は聞きとれないようだった。ずっとオンラインの学生たちは、
クラスに友人もできないから、いったい自分は学生生活を送っているのだろうか、ただ単に
自室に閉じこもり、コンピュータの画像を見たり音声を聞いたりしているだけではないかと
落ち込んでしまうそうだ。

来月からは、コロナ禍 3 年目が始まる。果たして状況は良くなるだろうか。たとえ状況は
良くなったとしても、これまで耐えに耐えてきた 2 年間は、もう失われてしまって取り返し
がきかないのだと、やり場のない怒りが出てきてしまうのではないかと心配になる。オンラ
インの授業や、メールによるコミュニケーションばかりで対面で話し合う時間が少なくなり、
脆弱になった人間関係が、その怒りに壊されてしまわないだろうか。長く耐える時間が終わ
りに近づいたとき、本当の危機が訪れるのかもしれない。教育と研究において、教職員と学
生との関係、教職員どうしの関係に一層の注意が求められるように思う。
以上、研究紀要の巻頭言としては異色の内容だが、今年度は、教育と研究にとって異例の
環境があった。その記録として、このような文を残しても許されるのではないかと考えている。
2022 年 3 月
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地域医療支援病院のネットワーク構築に影響を与える要因
―地域医療支援病院報告書分析から―
髙山

惠理子（社会福祉学科教授）

1．はじめに
日本における医療体系は，病院完結型医療から地域完結型医療に移行しつつある。このよ
うな変化は，病院に勤務するソーシャルワーカー（以下，MSW とする）の業務に影響を与え
ていることが予測される。髙山は，病院完結型医療から地域完結型医療への移行に伴い，退
院支援をめぐる医療ソーシャルワーカーの役割が，先駆的な実践において，退院支援から地
域ネットワーク構築へと移行してきていることを論じた（髙山 2020）。しかし，同文献におい
ては，どの程度の MSW が地域ネットワーク構築にかかわる実践に関与しているのか，また，
関与している MSW が何を行っているのかという，日本における MSW 全体を視野に入れた現
状の把握はなされていなかった。この点を明らかにすることは，ソーシャルワーク実践の社
会の状況に応じて変化する側面に関する検討の点で重要であるといえる。
地域完結型医療への移行に伴う地域ネットワーク構築に関する取組みについては，機能分
化した医療機関の中でも，とりわけ「地域医療支援病院」に期待される機能であると考えら
れる。後述するように，地域医療支援病院は，医療法によって「地域における医療の確保の
ために必要な支援を行う」（第 4 条）とされる病院である。同病院が地域医療支援機能を果た
すためには，医療機関間のネットワーク構築は不可欠であると仮定し，同病院に所属するソー
シャルワーカーが，この地域ネットワーク構築にどのように関与しているかを検討すること
が必要であると考えられる。
本論文では，このような地域医療支援病院のソーシャルワーク実践の分析に先立ち，所属
機関である地域医療支援病院が，地域の医療機関間のネットワーク構築にどのように関与し
ているのか，あるいは関与していないのか，また，ネットワーク構築はどのような要因の影
響を受けているのかをデータから明らかにすることを目的とする。

2．地域医療支援病院について
（1）地域医療支援病院とは
地域医療支援病院は，1997 年に第 3 次医療法改正によって新たに規定された種別の病院で
ある。同法第四条によって，「地域における医療の確保のために必要な支援を行う病院」とさ
れており，「医療施設機能の体系化の一環として，患者に身近な地域で医療が提供されること
が望ましいという観点から，紹介患者に対する医療提供，医療機器等の共同利用の実施等を
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通じて，第一線の地域医療を担うかかりつけ医，かかりつけ歯科医等を支援する能力を備え，
地域医療の確保を図る病院として相応しい構造設備等を有するものについて，都道府県知事
が個別に承認している」ものであり，国，都道府県，市町村，社会医療法人その他の開設す
る病院が都道府県の承認を得ることにより，同病院として称することができるとされている。
（厚生労働省 2012）
同病院が実施することとして規定されている事項は下記の通りである。
一

他の病院又は診療所から紹介された患者に対し医療を提供し，かつ，当該病院の建
物の全部若しくは一部，設備，器械又は器具を，当該病院に勤務しない医師，歯科
医師，薬剤師，看護師その他の医療従事者（以下，単に「医療従事者」という。）の
診療，研究又は研修のために利用させるための体制が整備されていること。

二

救急医療を提供する能力を有すること。

三

地域の医療従事者の資質の向上を図るための研修を行わせる能力を有すること。

四

厚生労働省令で定める数以上の患者を入院させるための施設を有すること。

五

(略)

六

(略)
（医療法

第四条）

このうち，四については，医療法施行規則によって，200 床，但し都道府県知事が必要であ
ると認めたときにはこの限りではないと規定されている（第六条の二）。また，第四条一に示
された「紹介された患者に医療提供をする」点については，一定以上の紹介率とともに，逆
紹介率が同病院承認の基準として定められている 1。
さらに，記録を体系的に管理し，同病院に患者を紹介しようとする医師等から閲覧を求め
られたときに閲覧する記録の公開・共有，当該病院に勤務しない学識経験者等を主たる構成
員とする委員会の院内への設置，患者からの相談に適切に応じる相談体制の確保，居宅等で
医療を提供する者の連携の緊密化のための支援，医療を受ける者や地域の医療提供施設に対
する医療提供施設等に関する情報提供や居宅等医療提供施設等による居宅等における医療提
供の推進に関する必要な支援を行うことが求められている。
上記の規定からは，地域医療支援病院は，①紹介や逆紹介による診療の実施，救急機能，
研修の実施等，地域のかかりつけ医が単独で行うことが困難な医療の，治療的な側面での補
完的機能をもつという側面と，②相談体制の確保，連携の緊密化等，機関間の患者のスムー
ズな移行や連携の推進等，機関間のネットワーク構築に関する機能の側面を併せ持つことが
読み取れる。
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（2）地域医療支援病院の概要
地域医療支援病院については，厚生労働省医療施設調査 ( 令和元年 ) によると，病院数は
618 施設である。同年，日本における病院は 8300 施設であるので，地域医療支援病院が占め
る割合は，7.4％である。開設者は，公的医療機関（都道府県・市町村・日赤等）が 317 施設
で 51.3％を占め，国立（独立行政法人等）が 148 施設，24.0％でこれに続く。この 2 カテゴリー
で，地域医療支援病院全体の 3/4 を占めている。
地域医療支援病院に所属する MSW は，総数で 3445.5 名である。同病院静態調査によれば，
病院所属 SW は，27563.5 人（社会福祉士 12966.6，精神保健福祉士 9822.4，医療社会事業従
事者 4774.5）であるので，全 MSW の 12.5％が，全病院の 7.4％である地域医療支援病院に配
置されているといえる。

3．地域医療支援病院報告書分析
（1）分析の目的と対象
地域医療支援病院は，先述の通り，紹介による診療，病院機能の開放による治療的側面で
の補完的機能と機関間ネットワーク構築に関する機能を併せ持っていると考えられる。本分
析では，このような機能を持つ地域医療支援病院において，ネットワーク構築がなされてい
る程度とそこに影響を与えている要因について，仮説を構築するための探索的な調査と位置
づけ，データ分析を行うことを目的とする。
同病院は，毎年定められた項目について，都道府県・政令指定都市に報告書を提出するこ
とが求められており，都道府県・政令指定都市は，同報告内容をホームページにて公開する
こととされている。本論文では，この報告書を分析対象とし，平成 2 年 10 月に報告書を提出
した地域医療支援病院 620 施設の悉皆調査とする。
地域医療支援病院を対象とした研究としてはソーシャルワーク分野では，自験例に基づく
3 件の報告がある。斉川は，「良質な信頼関係を保ち，医療連携におけるマネジメント機能を
発揮できる」ために，医療連携において「『広報誌を媒体とした情報発信』と『face to face の
コミュニケーション活動』」の重要性を指摘した ( 斉川 2008:116)。郡・服部・林は，退院患者
らの在宅療養患者の退院後の緊急入院受入れ体制を構築し，地域医療の後方支援機能を病院
に加えた取組みのプロセスを論じた ( 郡・服部・林 2017)。また，篠原は，「『病院ができるこ
とをする』といったサービス指向型から，『地域に必要な事をする』といったニーズ指向型の
アプローチへと展開」することが，地域医療支援・連携センターに求められることとした ( 篠
原 2017:466)。一方，医療分野においては，伏見が，地域医療支援病院報告書に加え，DPC デー
タ等に基づく分析を行い，「地域医療支援病院は医療提供体制の観点から，一定の役割を担っ
ている」と結論づけた（伏見 2017）。
本論文は，地域医療支援病院におけるソーシャルワーク課題と，地域医療支援病院の役割・
機能であるネットワーク構築に関する課題の関連性を明らかにすることを最終的な目標とし
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つつ，まずは , 地域医療支援病院のネットワーク構築の状況を明らかにすることを意図する。

（2）分析の視点：ネットワーク概念
本論においてテーマとするネットワークについては，論者によってさまざまな定義がされ
ている。松岡は，これらの議論を概観し，ソーシャルワークにおいてネットワークを論じる
際には，望ましいネットワーク概念が織り込まれているとし，ネットワーク概念に包含され
る要素を整理した上で，一次ネットワーク概念と二次ネットワーク概念を示した（表 1）。松
岡によれば，一次ネットワーク概念は，ネットワークの実体的側面であり，相互作用性（関
係性）と相互交換性が位置づけられるものであるとする。一方，二次ネットワーク概念は，
イメージ的側面であり，多様性，自律性，対等性等という期待値やあるべき姿が付加された
概念であるとする。（松岡 2016:242）
表1
名称

一次ネットワーク概念と二次ネットワーク概念
性格

一次ネットワーク概念

実体的側面

二次ネットワーク概念

イメージ的側面

属性
相互作用，相互交換性
（上記に加え）多様性，自立性，対等性
出典：松岡 (2016) より筆者が作成

ネットワーク理論においても，構成要素間に相互作用があり，相互に資源を交換する関係
として「ネットワーク」という用語が使用される一方で，構成要素相互の関係性や価値的な
側面に焦点を当て，ネットワークの特徴とするものもある 2。機関が相互に自立しており，多
様なものであることを基盤とし，対等な関係であることをネットワークの特性に位置づける
論者の言説は，多様性，自立性，対等性が備わった二次ネットワーク概念に言及しているも
のであるといえる。
本論では松岡のこの分類を採用し，2 つの異なった次元のネットワークを区別することにす
る。その上で，特に，本論においては，ネットワークと呼称する場合は，一次ネットワーク
概念を意味するものとする。二次ネットワークについては，別稿を記す。
また，本論では，ネットワーク構築の状況，すなわち資源の相互交換・相互作用の効果を端
的に示しているものとして「紹介率」
「逆紹介率」を取り上げる。すでに示したとおり，紹介率・
逆紹介率は，地域医療支援病院承認の際に指標とされるものであるが，これは，地域医療支援
病院が「他の病院又は診療所から紹介された患者に対し医療を提供」する，いわゆるかかりつ
け医支援を目的とした医療機関であるところから，重視されているものであるといえる。この
紹介率・逆紹介率は，他院からの紹介により治療を行うという相互作用を持つ点で，地域にお
ける病院−診療所間，および病院間の一次ネットワークと関連するものであると考えられる。
一方で，紹介率については，他院を経由することなく直接，当該病院を受診する場合にみ
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られるように，ネットワーク構築とは別の，患者自身の受診行動に起因する要因の影響を受
けていることが考えられる。逆紹介率については，「他機関での診療の必要性等を認め，患者
に説明し同意を得て，当該機関に対して診療状況を示す文書を添えて紹介を行った患者」と
するところであるが，これは，当該病院内のネットワーク構築の取り組みの影響を直接的に
受けやすいものであると考えられる。このような特性を持つものであることを確認した上で，
紹介率，逆紹介率を一次ネットワーク概念にもとづき，ネットワークの指標とし，この紹介率 ,
逆紹介率に影響を与える要因を報告書のデータより明らかにする。

（3）方法
分析は，全病院データを対象とした分析と，紹介率・逆紹介率が標準から外れた数値を示
す病院を対象とした分析のトライアンギュレーションとした。

（4）全対象病院データ分析
1)

変数
本分析で変数として取り扱うのは，①地域医療支援病院承認時期，②病床数，③救急患者数，

④ 100 床あたり救急患者数，⑤研修回数，⑥研修参加者数，⑦相談援助件数，⑧医療圏の型，
⑨同一医療圏内複数地域医療連携病院の有無，⑩退院支援部門導入有無，⑪地域連携クリティ
カルパス導入有無 ( 以下，「地域連携 CP 導入有無」とする )，⑫紹介率，⑬逆紹介率の 13 項
目である。
このうち，⑧医療圏の型，⑨同一医療圏内複数地域医療支援病院の有無については，報告
書にないが個別に調査し追加した。⑧医療圏の型は，日医総研の定義に従い，当該病院が所
属する二次医療圏を，大都市型・地方都市型・過疎型の 3 つに分類した 3。⑨同一医療圏内複
数地域医療支援病院は，2 次医療圏に地域医療支援病院が 1 機関か，2 機関以上存在するかを
示した。また，①承認時期，⑩退院支援部門導入有無，⑪地域連携 CP 導入有無については，
報告書に関する規定では報告は任意とされている事項であるため，地域により報告フォーマッ
ト自体に項目が設定されていない。④ 100 床あたり救急患者数は，③救急患者数と②病床数
の変数より生成した変数である。
2)

結果

①各変数の概要
各変数の概要は，表 2 の通りであった。②病床数については，規定では 200 床以上であるが，
200 床未満の病院は 22 病院存在した。平均すると 439.3 床であった。⑤研修回数は，規定で
は病院所属以外の者が参加する研修の回数とされており，年 12 回の実施が求められているも
のであるが，平均 35.24 回の開催であった。⑥研修参加者数については，全都道府県で記載が
ある項目であることを優先し，当該病院所属者を含めた研修参加者数とした。
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表2

変数の概要
平均値

標準偏差

①承認年

2010.4

4.99

②病床数

439.3

168.78

3999.1

2309.7

927.5

643.39

③救急患者数
④ 100 床あたり救急患者数
⑤研修回数
⑥研修参加者
⑦相談援助件数
⑫紹介率
⑬逆紹介率

35.2

88.38

1356.7

1388.63

12375.2

14364.16

75.1

11.02

92.3
度数

⑧医療圏の型

大都市型

223

36.00%

地方都市型

333

53.70%

64

10.30%

あり

518

83.5

なし

102

16.5

あり

390

99.2%

なし

3

0.8%

あり

378

96.2%

なし

15

3.8%

過疎型
⑨同一医療圏内複数地域医療支援病院有無
⑩退院支援部門導入有無（N=393）
⑪地域連携ＣＰ導入有無（N=393）

25.96
(%)

⑬紹介率・⑭逆紹介率の概要は表 3 の通りである。⑬逆紹介率については最大値が 100%
を越える数値を示しているが，これは「逆紹介者の数」を「初診患者の数」で除することと
されているが，「初診患者の数」からは救急搬送患者が除外されている一方，「逆紹介者の数」
には，同患者が含まれるためである。
表3

変数の概要：紹介率，逆紹介率

最小値

最大値

平均値

標準偏差

⑫紹介率

44.6

103.0

75.1

11.02

⑬逆紹介率

19.7

255.6

92.3

25.96

変数間の相関をみたものが，表 4 である。病床数，救急患者数，相談援助件数には相互に .2
以上の相関があった。承認年は，紹介率と相関が見られた。相関係数が .2 に満たないものの
紹介率と有意差が見られた変数には，救急患者数，医療圏 1 病院，病床数，逆紹介率があった。
逆紹介率との相関は，相関係数が .2 に満たないもののみであり，病床数，救急患者数，研修
参加者数，地域連携 CP，紹介率に見られた。紹介率と逆紹介率では，異なった傾向で見られた。
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表4
承認
年

承認年

医療
圏1
病院

変数間の相関：有意差のあるもの

病床
数

救急
患者
数

研修
回数

研修
参加
者数

相談
援助
件数

退院
支援
部門

地域
連携
CP

1

.137** .108**

.137** .624**

100 床 当 救 急
患者数

.108**

1 .501**
.501**

研修回数

逆紹
介率

.113**

1 .624**

救急患者数

紹介
率

-.354** -.099*

-.091*

病床数

研修参加者数

100 床
当救
急患
者数

1

医療圏 1 病院

2022. 3

.182** .349**

.107*

.115**

.124** .300**

.164**

.100* .120**

1
1 .579**

-.091*

相談援助件数

.182** .124**

.579**

.349** .300**

1

.092*

.092*

1

退院支援部門
有無

.155**

1 .288**

地 域 連 携 CP
参画

.107* .164**

紹介率

-.354** .113**

逆紹介率

-.099*

.288**

.100*
.115** .120**

1
-.107*

.155**

-.107
*

.104*

1 .111**

.104* .111**

1

**. 相関係数は 1% 水準で有意 ( 両側 )
*.

相関係数は 5% 水準で有意 ( 両側 )

②重回帰分析
独立変数として，承認年，病床数，救急患者数，100 床あたり救急患者数，研修参加者，相
談援助件数，退院支援部門導入有無，地域連携 CP 導入有無，医療圏をとりあげ，紹介率，逆
紹介率を従属変数として，重回帰分析を行った。尚，医療圏については，大都市型，地方都市型，
過疎型の 3 分類であったため，大都市型医療圏ダミー（大都市型とそれ以外に区分）および
医療圏過疎型医療圏ダミー（過疎型とそれ以外に区分）を新たな変数として作り，分析を行っ
た ( 表 5)。変数の投入はステップワイズ法によった。
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表5

医療圏に関する変数（大都市型ダミー・過疎型ダミー）

大都市型医療圏ダミー

大都市型 (=1)

223

36.0%

地方都市型 (=0)

397

64.0%

556

89.7%

64

10.3%

過疎型 (=0)
過疎型医療圏ダミー

大都市型 (=0)
地方都市型 (=0)
過疎型 (=1)

表 6 は，紹介率・逆紹介率を従属変数とし，大都市型ダミー・過疎型ダミーによる分析の
結果を示したものである。図 1 〜図 4 は，それぞれ図示したものである。
表6
従属変数

重回帰分析の結果

紹介率

独立変数

逆紹介率

大都市型ダミー

過疎型ダミー

大都市型ダミー

過疎型ダミー

標準化係数β

標準化係数β

標準化係数β

標準化係数β

-0.338 ***

-0.335 ***

-0.085 *

-0.085 *

承認年
救急患者数

0.095 *

0.080 *

研修参加者
地域連携ＣＰ

0.123 **

0.123 **

0.079 *

過疎型医療圏ダミー

-0.110 **

調整済み R2
**p<.01

0.108 **

-0.077 *

大都市型医療圏ダミー

***p<.001

0.108 **

0.130***

0.130***

0.034***

0.034***

*p<.05

紹介率を従属変数とした分析結果は，図 1，図 2 のとおりである。大都市型医療圏ダミーを
投入した分析では，承認年が .338** であり，その他，救急患者数，地域連携クリティカルパ
ス，大都市型医療圏ダミーとの関連を示した。一方，過疎型ダミーにおいては，承認年が .335**
であり，その他，救急患者数，過疎型医療圏ダミーが関連を示した。大都市型医療圏ダミー
においては，地域連携 CP 参画有無は，負の相関を示していた。このことは，大都市において
は，紹介率が高くないことと地域連携 CP 参画有無の間に相関があるといえた。紹介率におい
ては，承認年との関連が大きく，また，地域の性格との関連があることが示された。
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承認年
救急患者数

.295 ***
.126 ***

地域連携CP

大都市型医療圏ダミー

図1

2022. 3

-.338 ***
.095*

R2 =.130***

紹介率

-.077*
.079 *

紹介率を従属変数とした分析（大都市型ダミー）

承認年

-.335 ***

救急患者数 .080 *

-.260 ***

R2 =.130 ***

紹介率

過疎型医療圏ダミー

図2

紹介率を従属変数とした分析（過疎型ダミー）

逆紹介率を従属変数とした分析結果は，図 3，図 4 のとおりである。逆紹介率では，大都市
型医療圏ダミー，過疎型ダミーのいずれを投入した場合も，関連する独立変数，標準化係数
βに同じ傾向が示された。研修参加者との関連が .123** で値は小さいものの最も高く，
その他，
承認年，救急患者数との関連が示された。

承認年
-.084 *
.118 **

救急患者数
研修参加者

図3

R2 =.034 ***

逆紹介率

.123**

逆紹介率を従属変数とした分析（大都市型ダミー）

-.084 *
.118

承認年

-.085 *
.108 **
** 救急患者数

研修参加者
図4

-.085*
.108 **

R2 =.034***

逆紹介率

.123 **

逆紹介率を従属変数とした分析（過疎型ダミー）

（5）紹介率・逆紹介率の高低群による分析
紹介率・逆紹介率の影響要因についてさらに検討するために，紹介率・逆紹介率が標準か
ら極端に外れた数値を示す病院を対象に，その特性について，個々の病院毎に分析した。極
端な数値を示す機関には，端的に影響要因を示す兆候があると考えたためである。
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1）分析対象の決定
分析対象を決定することを目的に，紹介率・逆紹介率によって，散布図を作成した（図 5）。
縦軸に逆紹介率をとり，横軸に紹介率をとった。紹介率・逆紹介率の平均の値を軸として示
した。その上で，図上に示したとおり，標準から極端に外れる数値を示す病院について①低
紹介率・低紹介率群，②高紹介率・低逆紹介率群，③低紹介率・高逆紹介率群，④高紹介率・
高逆紹介率群の 4 つの群を作り，その特性について，検討した。

低紹介率･高逆紹介率群

高紹介率･高逆紹介率群

高紹介率･低逆紹介率群

低紹介率･低逆紹介率群

図5

紹介率 ･ 逆紹介率による散布図と各群の位置

14
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各群の分析対象施設の紹介率・逆紹介率の概要は表 7 の通りで，施設数は，低紹介率・低
逆紹介率群（以下，
「低−低群」と示す） 9 病院，高紹介率・低逆紹介率群（同「高−低群」）
16 病院，低紹介率・高逆紹介率群（同「低−高群」） 11 病院，高紹介率・高逆紹介率群（同「高
−高群」） 8 病院の合計 44 病院とした。
また，本分析においては，各病院に所属するソーシャルワーカー数（以下，
「SW 数」とする）
を個別に確認し，さらに，100 床あたり SW 数を算出した。
表7

4 群の対象施設の概要
施設数

紹介率

逆紹介率

低紹介率・低逆紹介率群（以下「低−低群」）

9

44-66%

44-68%

高紹介率・低逆紹介率群（以下「高−低群」
）

16

87-96%

43-66%

低紹介率・高逆紹介率群（以下「低−高群」）

11

51-71%

115-255%

高紹介率・高逆紹介率群（以下「高−高群」）

8

86-97%

153-255%
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2）結果
4 群に属する病院の特徴を示したものが表 8，4 群の各項目の平均および標準偏差を示したも
のが表 9 である。
表8
群
低︱低

施設
記号

医療圏
性格

AA

過疎

AB

過疎

AC
AD

設立主体大カテゴリー

4 群に属する病院の特徴
病床
数

研修
回数

研修
参加
者数

22 市町村

147

9

394

11 国立・独立行政法人

199

8

477

過疎

22 市町村

394

46

過疎

21 都道府県

316

救急
患者
数

100 床
当救急
患者

相談援
助件数

849

577.6

4934

2

1.36 過疎地域

733

368.3

1088

2

1.01 過疎地域

1266

2637

669.3

7553

10

2.54 過疎地域

12

849

1757

556.0

9372

3

0.95 過疎地域

SW
数

100
床当
SW

備考

AE

地方都市 22 市町村

200

14

762

2606

1303.0

12719

3

1.50

AF

地方都市 60 医師会

215

60

1756

911

423.7

5107

1

0.47

AG

地方都市 41 日本赤十字社・済生会

483

15

382

1648

341.2

7636

4

0.83

AH

地方都市 22 市町村

350

17

755

2690

768.6

5422

4

1.14

AI

地方都市 22 市町村

320

37

765

3297

1030.3

4492

4

1.25
1.66 こども病院

BA

大都市

21 都道府県

241

19

1165

951

394.6

5027

4

BB

大都市

21 都道府県

316

33

1598

2352

744.3

10861

8

2.53 こども病院

BC

大都市

21 都道府県

224

21

917

1043

465.6

8777

4

1.79 こども病院

BD

大都市

11 国立・独立行政法人

490

47

−

3290

671.4

17064

7

1.43 こども病院

BE

大都市

21 都道府県

430

47

2132

531

123.5

7715

9

2.09 こども病院

高︱低

BF

大都市

21 都道府県

290

40

641

1931

665.9

6202

3

1.03 こども病院

BG

大都市

22 市町村

239

56

1915

1534

641.8

10501

3

1.26 こども病院

BH

地方都市 21 都道府県

279

14

645

995

356.6

11864

4

1.43 こども病院

BI

地方都市 60 医師会

202

22

1645

1116

552.5

10743

7

3.47

BJ

地方都市 11 国立・独立行政法人

269

21

924

565

210.0

5139

3

1.12

BK

地方都市 22 市町村

328

8

141

3745

1141.8

2019

6

1.83

BL

地方都市 50 医療法人・社会医療法人

504

18

652

4857

963.7

14496

7

1.39

BM

地方都市 43 厚生農業協同組合連合会

531

12

686

3208

604.1

11329

7

1.32

低︱高

BN

大都市

50 医療法人・社会医療法人

329

16

650

6065

1843.5

3128

9

2.74

BO

大都市

70 学校

400

45

−

4588

1147.0

6261

2

0.50

BP

大都市

11 国立・独立行政法人

548

31

998

3568

651.1

19940

5

0.91

CA

過疎

41 日本赤十字社・済生会

400

105

6171

8666

2166.5

21705

17

CB

過疎

21 都道府県

175

18

448

606

346.3

3531

1

0.57 過疎地域

CC

過疎

70 学校

295

22

1478

2280

772.9

2151

1

0.34 過疎地域
0.91

4.25 過疎地域

CD

地方都市 21 都道府県

330

21

736

2527

765.8

43263

3

CE

地方都市 41 日本赤十字社・済生会

473

25

−

3975

840.4

16703

−

−

CF

地方都市 50 医療法人・社会医療法人

512

73

1824

5624

1098.4

14060

14

2.73

CG

地方都市 22 市町村

648

16

723

5669

874.8

5521

10

1.54

CH

大都市

22 市町村

388

62

335

6351

1636.9

4320

7

1.80

CI

大都市

11 国立・独立行政法人

316

25

844

1888

597.5

7205

3

0.95

CJ

大都市

80 その他

325

17

785

3859

1187.4

8230

5

1.54

CK

大都市

50 医療法人・社会医療法人

557

28

1629

3703

664.8

13778

8

1.44

3969

1683

678.6

7017

2

0.81

高︱高

DA

地方都市 60 医師会

248

191

DB

地方都市 21 都道府県

460

14

571

5420

1178.3

11215

7

1.52

DC

地方都市 21 都道府県

712

25

1767

5536

777.5

22900

10

1.40

DD

地方都市 50 医療法人・社会医療法人

1097

83

5671

10555

962.2

6893

24

2.19

DE

大都市

22 市町村

204

133

3763

3130

1534.3

17985

4

1.96

DF

大都市

51 公益財団法人

320

17

−

1277

399.1

167

6

1.88

DG

大都市

80 その他

409

28

780

4424

1081.7

14793

4

0.98

DH

大都市

80 その他

658

24

1198

4840

735.6

19117

5

0.76
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表 9 4 群における項目の平均値と標準偏差
低−低
平均値
②病床数
③救急患者数
④ 100 床あたり救急患者数

標準
偏差

平均値

低−高

標準
偏差

平均値

高−高

標準
偏差

平均値

標準
偏差

291.56

109.36

351.25

116.45

401.73

135.41

513.50

297.19

1903.11

945.11

2521.19

1713.40

4104.36

2319.88

4608.13

2898.54

670.89

320.45

698.59

420.41

995.60

515.77

918.40

349.68

24.22

18.72

28.13

14.80

37.45

29.32

64.38

65.87

570.51

1497.30

1717.01

2531.29

1945.66

4933.67 12769.73 11838.33 12510.88

7583.28

⑤研修回数
⑥研修参加者

高−低

822.89

444.04

1050.64

6480.33

3320.33

9441.63

⑫紹介率

60.50

8.67

90.99

2.79

61.71

5.91

91.69

4.45

⑬逆紹介率

62.02

7.86

50.63

11.02

154.97

43.49

188.46

32.28

SW 数

3.67

2.60

5.50

2.28

6.90

5.45

7.75

6.98

100 床あたり SW 数

1.22

0.58

1.65

0.75

1.60

1.15

1.43

0.55

⑦相談援助件数

度数
⑧医療圏の型

度数

度数

度数

大都市型

0

10

4

4

地方都市型

5

6

4

4

過疎型

4

0

3

0

44 病院の検討からは以下のことが見い出された。
① 低−低群（9 施設）においては，過疎型医療圏の病院が 9 病院中 4 病院であり，大都市圏
に属する病院は 0 であった。また，病床数は全て 500 床以下で，200 床以下の病院が 3 病
院存在した。さらに，これらの病院では，研修参加者数が少ない傾向にあった。
② 高−高群（8 施設）においては，大都市型医療圏に所属する病院が 9 施設中 4 施設であり，
過疎型医療圏に所属する病院は 0 であった。研修参加者数は，1000 人を超える施設が 5 施
設を占め，そのうち 3 施設は 3000 人を超えていた。
病床数が 300 床以下である病院が 2 施設存在した。しかし，この 2 施設は，ともに研修回
数が 100 回を超え，研修参加者数は，1000 人を超えていた。
③ 高−低群（16 施設）においては，こども病院が 8 病院存在した。こども病院は，研修会回数・
参加者人数は多かった。
④ こども病院を除く高−低群（8 施設）および低−高群（11 施設）においては，顕著な傾向は
見出すことが困難であった。その中でも，傾向としてみられたことは，高−低群においては
研修回数が 15 回未満の病院が 2 施設存在し，おしなべて回数および研修参加者数は低い傾
向があったこと，低−高群においては過疎型医療圏が 3 施設含まれていたことであった。
⑤ SW 数については，各群の平均値をみると低−低群では低く，次いで高−低群，低−高群が続き，
高−高では高かった。ただし，高−高は，SW 数が 24 名と突出した施設が存在するため，平
均値はひきあがったが，同病院を除外すると 6.12 となり，高−低群，低−高群とほぼ同じで
あるといえた。100 床あたり SW 数が 1.5 人以上と高い数値を示す病院は，高−低群，低−高
群には，それぞれ多くみられたが，低−低群，高−高群は，それぞれ 1 件のみの存在であった。
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4．考察
本論文では，地域医療支援病院におけるネットワーク構築に影響を与える要因を明らかに
することを目的として分析を行った。分析にあたり，紹介率・逆紹介率を一次ネットワーク
概念における相互作用・相互交換性の指標とした。
紹介率・逆紹介率は，異なった項目と関連があることを示した。紹介率については，重回
帰分析において，承認年との間に -.335***，-.338*** の関連が認められた。早期に承認された
病院において紹介率がより高い事が考えられた。このことは , 後述する逆紹介率が , 直接当該
病院の取り組みの影響を直接的に受けるのとは異なり , 地域の患者の行動に影響を及ぼすのに
は時間がかかることが考えられる。
また，重回帰分析では，関連が見られた項目に「過疎型医療圏ダミー」，「大都市型医療圏
ダミー」があった。
「過疎型医療圏ダミー」の投入，「大都市型医療圏ダミー」の投入のいず
れの分析においても，両項目と紹介率との間に関連が見られた。また，紹介率・逆紹介率の
高低群による分析においては，低−低群，低−高群には，過疎型医療圏の病院がそれぞれ 4
施設，3 施設が含まれていた。
これらのことから，紹介率については，病院が置かれている地域との関連が強いことが考
えられた。このことは，十分な医療資源がない場合には地域における病院の機能分化を十分
にすすめることが困難となる，すなわち，地域に病院が少ない場合には，直接地域医療支援
病院を受診することが余儀なくされ，このことが紹介率に影響していることが考えられた。
一方，逆紹介率については，重回帰分析において，承認年の影響は -.085* と低かった。また，
医療圏の型による影響は認められなかった。その一方で，紹介率には見られなかった研修参
加者が .123** で関連が認められた。
逆紹介率については，逆紹介率の算定において，母集団においては救急入院患者を外す一
方で，除する数値には救急入院患者の逆紹介数が組み込まれている。この算出式によって，
救急患者が多い場合に逆紹介率を押し上げ，両者に関連が現れていることが考えられた。重
回帰分析における救急患者数と逆紹介率との関連はこの影響であると考えれらた。
また , 逆紹介率は，重回帰分析では，地域に関わる項目との関連は見られず，「過疎型医療
圏ダミー」の投入，「大都市型医療圏ダミー」の投入のいずれの分析においても，項目・係数
に違いがなかった。そして，「研修参加者」との間に関連がみられた。
紹介率・逆紹介率の高−低群による分析においては，低逆紹介率の 2 群において，病床数
の少なさが研修回数・研修参加人数の少なさに繋がっていること，高逆紹介率の 2 群において，
病床数の多さが研修回数・研修参加人数の多さに繋がっている一方，病床数が少ないにもか
かわらず，研修回数・研修参加人数が多い病院が 2 施設存在した。
病院の場合，施設基準が存在するため，病床数は，病院が有する人員などの資源の多寡を
示すこととなると考えられる。一般的に , この病院が有する資源の多寡が研修回数そして研修
参加者数に影響し，これが逆紹介率との関連につながったことが考えられた。同時に , 資源が
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少なくとも , 研修を多く開催することは逆紹介率に繋がっていることも示していると考えられ
た。逆紹介率は，行為の主体が当該病院であるため，病院の取り組みによって率を高めるこ
とが可能な数値であるといえるが，本分析結果からは，病院の取り組みには，それを担当で
きる人員を確保できる一定の病床数が必要であることを示していると考えられた。
今回の分析結果において，逆紹介率の高さは研修参加人数と関連があることが認められた
が，その要因として，研修の持つ特性があると考えられる。すなわち，研修には，地域の病
院スタッフが①研修の場に一堂に会すること，②知識を共有することを可能とすると考えら
れる。このことがネットワーク構築に影響を与えたことが考えられる。
また，紹介率・逆紹介率の高−低群による分析において，特徴的な事例として，子ども病
院が見られた。子ども病院である地域医療支援病院は全国に 10 施設存在したが，そのうち，
8 施設が，高−低群に位置していた。これらの病院は，比較的研修回数・研修参加人数は多い
傾向にあった。それにもかかわらず，低逆紹介率の群に存在したことについては，こどもを
対象とする病院が持つ特性があると考えられた。こども病院の場合，地域連携 CP を導入して
いない病院が 5 施設存在した。このことを合わせて考えると，子どもを地域で継続して治療
を行うのに適切な資源―すなわち連携先が，現状では少ないことが考えられる。地域に退院
後の受け皿としての資源が十分にない場合，逆紹介が行えないことにつながる。地域におけ
る医療資源の問題が，逆紹介率に繋がっていることが考えられた。
以上の考察結果を示したものが図 6 である。

地域ネットワーク
構築

定着
紹

地域資源

介
率
地域医
療支援
病院と
しての
年数

逆
紹
介
率

研修

参加者数

病院資源

他要因

図6

地域医療支援病院におけるネットワーク構築に影響を与える要素

ネットワーク構築に寄与する項目として，研修参加者数が挙げられた。研修は，研修の持
つ特性によりネットワーク構築に有効であり，直接的に逆紹介に影響を与えていると考えら
れた。そして，地域医療支援病院としての年月を重ね，これらの取り組みを積み重ねるなかで，
地域全体としてのネットワーク構築が進み，また，定着し，紹介率に影響を与えると考えら
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れた。一方，これらの取組みに影響を与える要因として，地域資源と病院資源があると考え
られた。地域資源については，病院間の機能分化を進められる十分な医療資源が地域に存在
しない場合は紹介率に，また，地域に受け皿となる資源がない場合には，逆紹介率に影響を
与えると考えられた。病院資源については，病院規模が小さく，研修を十分に開催できる人
員がない場合には , ネットワーク構築の阻害要因となることが考えられた。
このような中での SW 数について , 最後に触れたい。SW 数については , 紹介率・逆紹介率
の高−低群による分析において，低―低群から，低−高群，高−低群の順で，平均値が高く
なっていた。一方，100 床あたり SW 数は，高−高群において少なくなっているといえた。こ
のことがどのような要因によるのかを明らかにすることは，地域医療支援病院における MSW
の役割と機能を考察する点で重要であると考える。また，報告書にあげられた項目を変数と
した今回の分析では，地域ネットワーク構築に関連する項目として，研修があることが認め
られたが，報告書の自由記載欄からは，多様な取組みがされていることが理解できた。これ
らの取組みの内容，そして，それらへの MSW の関与についてを明らかにすることは，今後
の課題であると考える。

おわりに
本論文では，地域医療支援病院におけるネットワーク構築への MSW の関与に関する調査
を行うのに先立ち，地域医療支援病院による地域の医療機関間のネットワーク構築への関与
と影響を与える要因について探索することを目的に，紹介率・逆紹介率をネットワーク構築
の指標として分析をおこなった。その結果，地域医療支援病院として承認されてからの年数
と紹介率の数値には関連があり，同病院のネットワーク構築への取り組みは前向きにすすめ
られていると考えられた。また，本分析からは，研修がネットワーク構築と関連があると考
えられた一方で，これらの取組みに影響を与える要因として，地域資源の多寡，そして，逆
紹介率に関しては，病院資源の多寡があると考えられた。今後，地域医療支援病院における
SW 実践を検討する際には，この点をふまえることが不可欠であると考える。
さらに，地域医療支援病院の研修以外のネットワーク構築と関連する取組み，そして，そ
れらへの，退院支援部門として位置づけられているソーシャルワーカーの関与についても，
明らかにすることが課題であるといえる。
本分析は，地域医療支援病院より都道府県・政令指定都市に提出され，ホームページに公開
された報告書のデータを対象とした。このことは，全地域医療支援病院のデータを使用して分
析が行えた点に意義があった｡ 反面，あらかじめ存在するデータを使用したため，項目設定に
は限界があった。この点については，今後の調査において補っていくことが必要であると考え
る。

上智大学社会福祉研究

20

2022. 3

（注）
1

要件とされる数値は，基本的に，紹介率（以下，
「紹介率」）
：80％以上，または，「紹介率」
65％以上かつ「逆紹介率」40％以上，「紹介率」50％以上かつ「逆紹介率」70％以上とさ
れている。
地域医療支援病院の「紹介率」「逆紹介率」の算定は以下の通りである。
「紹介率」：（紹介患者の数）／（初診患者の数）× 100
初診患者は，傷病について医学的に初診と言われる診療行為があった数。但し，救急自動
車により搬入された患者，救急医療事業によって休日又は夜間に受診した患者，健康診断
を目的に受診し疾患が発見され治療を開始した患者を除く。
「逆紹介率」：（逆紹介患者の数）／（初診患者の数）× 100
逆紹介患者とは，診療に基づき他機関での診療の必要性等を認め，患者に説明し同意を得
て，当該機関に対して診療状況を示す文書を添えて紹介を行った患者。但し，当該機関と
直接関係のある他の機関に紹介した場合を除く。（出典：医療法施行規則の一部を改正す
る省令の施行について（平成 26 年 3 月 31 日

医政発 0331 第 4 号・各都道府県知事・各

保健所設置市長・各特別区長あて厚生労働省医政局長通知））
2

例えば，リプナックとスタンプス（1984）
『ネットワーキングー横型情報社会への潮流』
は後者であるといえる。

3

日医総研では，二次医療圏を，人口と人口密度をベースに以下の通り分類している。
1) 大都市型（人口が 100 万人以上）または（人口密度が 2000 人／ km2）以上
2) 地方都市型（人口が 20 万人以上）または（人口 10―20 万人かつ人口密度 200 人／ km2
以上）
3) 過疎地域型 大都市型にも地方都市型にも属さない場合

引用文献
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「『知的障害って何だろう？』という思いが強くなりました」：
知的障害者と／が行うインクルーシブリサーチの成果普及による問いかけ
笠原

千絵（社会福祉学科准教授）

要旨：知的障害者と／が行うインクルーシブリサーチの付加価値は、インクルーシブ社会の
実現に向け、調査プロセスを通じた学びを広く社会で共有し、実行することにある。では、
知的障害のある共同研究者と行う成果普及のプロセスは、社会に対してどのような影響をも
たらしうるのか。本研究では、「しょうらいのくらし調査」の発表と成果物であるゲームの参
加者から得た自由記述による感想を分析した。その結果、(1) 発表、ゲームのいずれも受け手
が知的障害についての理解を書き換える機会となった。ゲームは人としての共通点と同時に、
一人ひとりの個別性にも注目する理解、発表は調査を通して困難に向かおうとする姿勢や当
事者性の理解につながった。(2) いずれの対象と方法でも、参加者が自らの内面や前提とする
考え、価値観に向き合う機会となった。(3) 発表は普段と違うやり方や支援者とのやりとりの
観察を通して、インクルーシブな場をつくる方法の理解につながった。これらの結果および
知的障害のある人の意見を取り入れ、「新・あなたの人生おしえてゲーム」を作成した。
ようし

要旨：わかりやすい版
・ 知的障害のある人と一緒にする調査「インクルーシブリサーチ」で大事なことは、一緒に
調査をすることでわかったこと、気づいたことを、いろいろな人に伝え、誰もがくらしや
すい社会につなげていくことです。
・「しょうらいのくらし調査」でわかったことを、知的障害のある人が発表しました。また、
調査をもとにつくったゲームを、学生や支援者と障害のある人でやってみました。参加し
た人の感想から、次のことがわかりました。
(1) 参加した人が、知的障害のとらえかたを変えるきっかけになりました。
(2) 参加した人が、自分について考えるきっかけになりました。
(3) 参加した人が、知的障害のある人が参加しやすい方法を知るきっかけになりました。
・ わかったことと、知 的障 害のある人 の意 見を参 考にして、「新・あなたの人 生おしえて
ゲーム」を作りました。
キーワード： インクルージョン、知的障害、障害理解、枠組みの見直し、協働、インクルー
シブリサーチ
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1

背景と先行研究
日本では、地域共生社会がこれからの社会福祉の方向性として政策的に位置づけられた。

分野ごとの「縦割り」や「支え手」「受け手」という関係を超えること、地域住民や地域の多
様な主体の参画、世代や分野を超えたつながり、住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域
をともに創る社会といったキーワードからわかるように、これまで地域で実践を積み重ね目
指してきた包括的な支援体制と方向性を同じくするものである。また、「誰もが役割を持てる
地域共生社会」が必要な社会的背景には、人口減少に伴う労働力不足や地域の衰退があり、
就労や社会参加の機会の提供を通して様々な社会・経済活動の担い手になることが期待され
ている。たしかに障害者福祉の領域でも、地域の活性化や人と人をつなぐ場の創出に向けた
実践者の努力が実り、地域におけるインクルーシブな場となった例が数多くあり、また法定
雇用率の引き上げもあいまって、雇用障害者数は増加している。
しかし、障害者の立場からはインクルージョンを目指すはずの地域共生社会政策に懸念の声
もあがっている。堀は、政策化されたインクルージョンは、意識的／無意識的に排除と周辺化
を生み出す構造的な課題への取り組みを避ける結果、排除を補完・強化し、労働参加を強調す
る政策の進展により、賃労働に従事できない、あるいは困難な障害者への排除や差別をますま
す強化すると危惧し、真の地域共生社会を実現する運動がいかに可能かを探求する、社会福祉・
ソーシャルワーク領域での研究が求められると指摘する ( 堀 2021)。また茨木は、地域共生社
会に向けた政策は地域で生きる障害者がおかれている位置づけや抑圧への考察に欠けるとし、
共生社会に向け縦割りの社会福祉サービスを繋ぐだけではなく、当事者やその運動との連携が
必要であり、地域社会でマイノリティとされる人が孤立する理由や、望む地域生活、実現する
ための地域社会や支援者の変化、それを推進する政策のあり方といった視点で考える必要性を
指摘する ( 茨木 2020)。肯定的な意味をもつインクルージョンは文脈によって異なる意味をも
つため、努力が意図せぬ形で取り込まれる恐れがある。社会的排除への抵抗概念としてのイン
クルージョン、あるいは共生 ( 堀 2021) に向け、まさに、構造的障壁や抑圧に目を向け、人々
とともに様々な構造に働きかけるソーシャルワーク実践が求められている。
協働にもとづきインクルージョンを目指す実践の手がかりとして「インクルーシブリサー
チ」がある。インクルーシブリサーチは、知的障害者が、自分たちの生活に影響を与える様々
な課題、制度・政策や実践に関する調査に積極的に参加し、協働を通した学びを広く共有す
ることで社会の変化を目指す研究のアプローチである。発展の経緯をみれば、ソーシャルロー
ルバロリゼーションの「社会的に価値ある役割」をもつという考えと、障害学の「障害者自
身が研究の原動力になる」という考えに大きな影響を受け (Walmsley 2001)、研究者は知的障
害者が学術的な調査スキルを獲得することへの関心を高めた ( 笠原 2019a)。しかし、調査が「で
きるようになる」ことを目指せば、本来の目的より離れ、調査スキルの獲得可否という観点
から序列化や選別につながる。また障害学や当事者研究が当事者主導の研究を指向するのに
対し、知的障害者が / と行う研究の場合、研究者や支援者による何らかの関わりが欠かせない。
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そこで、当事者主導、協働、研究者主導への助言という 3 つの類型化の中でも (Bigby,Frawley
and Ramcharan2014)、近年ではインクルージョンへの貢献という点から、協働による進め方が
より重視されるようになってきている。
インクルーシブリサーチの付加価値は、調査プロセスにおける協働から得た学びを社会で
共有し、インクルージョンの実現に寄与することにある。Walmsley, Strnadová, Johnson(2018)
は Walmsley and Johnson(2003) で提起したインクルーシブリサーチの定義以降の研究動向を鑑
み、新たな定義として (1) 排除される集団が帰属し、生活の質を高める社会に向けた変革に貢
献する、(2) 集団にとって重要な問題に基づいて行われ、研究プロセスと結果の公表に彼 / 彼
女たちの経験を活用する、(3) 知的障害者による貢献を理解し、促し、伝えることを目的とする、
(4) 知的障害者が変化を目指す運動に活用できる情報をもたらす、(5) 調査に関わる人が当事
者の側に立つ、という 5 点を提案している。インクルーシブリサーチがもたらす「従来の枠
組みを見直す」「社会関係を再構築する」という視点は、障害者や市民を含む非専門家との協
働によるソーシャルワークにも示唆をもたらす ( 森口 2020)。
加えて近年では、インクルーシブリサーチを「どのように行うか」ではなく「何を達成し
たか」、つまりインクルージョンに向けてもたらした成果という観点からの研究が散見される。
Frankena, Lantman-deValk,Cardol et al.(2019) は、インクルーシブリサーチの成果には (1) 調査
に関連する成果、(2) インクルージョンの成果、(3) 共同研究者の成長の 3 点があるとした。同
論文は 4 つの研究チームによるケーススタディの分析であるためか、ここでいうインクルー
ジョンは知的障害者により適したインタビューの工夫や、リサーチプロセスへの参加、協働
による理解や知識の深まり等、主に研究と研究者にとっての利益に焦点化している。一方、
Frankena, Naaldenberg,Cardol et al.(2019) は知的障害のある / ない研究者へのフォーカスグルー
プインタビューにより、ヘルスケア領域でインクルーシブリサーチを行う場合のガイドライ
ンを作成した。それによれば、インクルーシブリサーチを通して達成を目指す成果には、(1)( 知
的障害者 ) 個人、(2)( アカデミックな ) 研究者、(3) 調査方法、(4) ヘルスケア、(5) 社会という
5 つの領域がある。とりわけヘルスケアという専門領域の成果は、緊急性、格差、ニーズ、サー
ビスの質とアクセシビリティ、生活の質向上といった観点から、知的障害者本人の立場や生
活状況に即した改善に、社会的領域の成果は参加の促進や協働、意識向上など、知的障害者
ではなく社会の側の変化につなげるものであることがわかる ( 表 1)。
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表1
専門領域

インクルーシブリサーチの成果

知的障害者にとって緊急性の高いヘルスケア上の課題の特定、知的障害者の健
康格差を減らすためのヘルスケアシステムの理解と協働、知的障害者のニーズ
により適したヘルスケアサービスと方針の展開、知的障害者のヘルスケアの質
とアクセシビリティの向上、知的障害者の生活の質の向上

社会的領域 知的障害者の参加とインクルージョンの促進、知的障害の有無による健康格差
の削減に向けた協働、知的障害者がおかれた現状への意識向上、調査結果と社
会的ニーズを適合させ調査の社会的関連性を高めること、社会的変化への貢献、
知的障害者の ( 無 ) 能力についてのスティグマと仮説への挑戦
Frankena, Naaldenberg, Cardol et al. (2019) より抜粋、筆者訳
筆者らは、2018 年 9 月から 1 年間、知的障害のある「本人リサーチャー」の発案から開始し、
本人活動グループメンバーである共同研究者 i とインクルーシブリサーチ「しょうらいのくら
し調査」に取り組んだ (2018 年度三菱財団社会福祉事業・研究助成 )。インタビューや研究会
を企画してデータを集め、話し合いを通して分析し、知的障害者が自分の暮らしを見つめ、様々
な暮らし方があることを知り、自分の考えを相手に伝えるためのツールである「くらし・た
すけあいフォーマット」を完成させた ( 笠原・中西・森口・浦野 2019)。この調査を基に筆者は、
調査プロセスに多くの人を巻き込むことがもたらす対話や相互理解 ( 笠原 2019)、調査におけ
る協働を手がかりとした本人中心の地域生活を支えるソーシャルワークとアセスメント ( 笠原
2020) という観点から考察した。本研究ではさらに、社会のありように変化をもたらすソーシャ
ルワーク実践に向けた手がかりを得るため、知的障害者によるインクルーシブリサーチの成
果報告は、受け手にとってどのような経験となるのか、とりわけ Frankena,Naaldenberg,Cardol
et al.(2019) のいう社会的領域の中でも社会の変化の前提となる障害の理解にどのような影響
をもたらしうるか検証する。

研究方法

2
2.1

データ収集

インクルーシブリサーチを用いた「しょうらいのくらし調査」の成果物「くらし・たすけ
あいフォーマット」のうち「あなたの人生おしえてゲーム」の普及、および共同研究者によ
る調査活動の発表の機会において、参加者からアンケート、メール、質問フォームによるフィー
ドバックを得るとともに、フィールドノートを記録した。2019 年〜 2021 年の 3 年間に発表を
6 回、ゲームを 3 回実施した ( 表 2)。そのうち、参加者からまとまったフィードバックの得ら
れた 3 回分を分析対象とし、その他の回のデータについては補足的に扱う。以下述べるよう
にいずれも主な対象者は社会学や社会福祉を専攻する学生であり、社会的領域における成果
の検証という研究目的からは、市民を対象とすべきである。しかし、新型コロナウィルス感
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染拡大の影響により企画自体が困難であったこと、また将来のインクルーシブ社会の担い手
として学生を対象とすることには意義があると考えられることから、制約はあるものの本研
究の対象とした。
表2

知的障害のある共同研究者との「しょうらいのくらし調査」普及のプロセス

2019 年 9 月

「しょうらいのくらし調査」報告会 ( 発表 + ゲーム )

2019 年 2 月

文部科学省主催「障害者の生涯学習推進に関する研修セミナー」登壇 ( 発表 )

2019 年 8 月

日本福祉のまちづくり学会全国大会

研究討論会「福祉のまちづくりとインクルー

ジョン：青年期の学びに着目して」登壇

( 発表 )

2020 年 8 月

文部科学省主催「超福祉の学校 2020 オンライン」ビデオ参加 ( 発表 )

2021 年 7 月

NPO 法人 X の自主活動グループ A ×上智大学笠原ゼミでのゲームの実施 ( ゲーム )

2021 年 7 月

B 大学「障害者福祉論」におけるゲストスピーカー zoom 参加 ( 発表 )

2021 年 9 月

余暇活動グループ C、D との合同企画「あなたの人生教えてゲームをやってみよ
う！」( ゲーム )

2021 年 11 月

第 4 回渋谷福祉学会でのオンライン報告 ( 発表 )

「あなたの人生おしえてゲーム」( 以下ゲーム ) は、引いたカードに書いてあることについて、
自分のことを話したり、他の人の話を聞いたりする機会をつくるカードゲームである。「将来
の暮らしについて考える」といっても、どんな選択肢があるか分からない、選びたい選択肢
がない、そもそも困りごとが何か分からないといった「しょうらいのくらし調査」の結果に
基づき、カードには住まい、家族、学校／仕事、パートナー、友人、暮らしの困りごとなど
に関するライフイベントが印刷してあり、その経験の有無や意味を、障害のある人、ない人
で話し合う。知的障害者にとっては経験することが少ないライフイベントや、「障害者」であ
ることに縛られない生き方の多様性、そして障害のない人も誰かの手助けを得ていることを
知る機会、また障害のない人にとっては、知的障害者の経験や考え、おかれた現状を理解す
る機会となることを意図したものである ( 図 1)。

図 1 「あなたの人生教えてゲーム」イメージ
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分析対象の第 1 は、NPO 法人 X の自主活動グループ A に所属する知的障害者 4 名 ( 以下メ
ンバー ) および支援者が、筆者が所属大学で開講するゼミにゲストスピーカーとして参加す
る形でゲームを実施した回である。参加者は、メンバー 4 名、支援者 1 名、学生 21 名である。
1 グループあたりメンバー 1 人、学生 4 〜 5 人の 4 グループに分かれ、各メンバーがあらかじ
め選んだ 8 枚のカードに書いてある話題について話し合った ( 表 3)。時間はメンバーが準備
と進行を担当したアイスブレイクを兼ねた自己紹介、
ゲームの説明を含めて 100 分間であった。
学生からは、自由記述形式による事前アンケート 20 件 ( 計 5176 字 )、事後アンケート 21 件
( 計 10,392 字 ) を回収した。また、メンバーはゲーム終了後に支援者とディスカッション形式
でふりかえりを行い、支援者がメンバーの意見や感想を記録にまとめた。
表3

知的障害のあるメンバーが選んだ「あなたの人生おしえてゲーム」のカード

O さん ずる休み、転職する、一人暮らしをはじめる、好きな人ができる、ペットを飼う、
上司におこられる、いい友達ができる、友達と約束して遊ぶ
P さん 生活費に困る、上司におこられる、転職する、いじめられる、病気になる、ひきこもる、
親が弱る、ペットを飼う
Q さん 企業する、結婚、交通事故にあう ( 軽傷 )、短大・大学入学、ひとり旅をする、海外
旅行、人の家に泊まる、海外移住
R さん 恋人と別れる、ホームレスになる、就職活動、受験に失敗する、短大・大学入学、
ひとり旅をする、夜遊びをする、チームリーダーになる
分析対象の第 2 は、知的障害者の余暇活動グループ C,D の企画としてゲームを実施した回
である。参加者はグループ C,D に所属する知的障害者 9 名 ( 以下メンバー )、グループが活動
する地域の障害者福祉関係者 8 名、共同研究者 2 名、ガイドヘルパー 1 名、および筆者を含
む研究者 2 名の計 22 名であり、保護者 9 名がオブザーバーとして参加した。メンバーには自
分の考えをはっきり言える方と、比較的難しい方がいた。そのため、同席した障害者福祉関
係者が引いたカードの項目について説明、自分の経験談を例示し、その後メンバーが話すと
いう進め方をとった。時間はゲームの説明や自己紹介、感想の発表を含め 150 分であり、保
護者を除く 22 名が 4 グループに分かれ、進行は調査員 2 名と研究者 2 名の計 4 名で担当した。
アンケートは研究者を除く参加者 20 名、オブザーバー参加 9 名の計 29 名のうち、21 名から
回収し、合計 1161 字だった。
分析対象の第 3 は、B 大学の授業に共同研究者がゲストスピーカーとして参加した際の調
査発表である。授業は障害者福祉に関する講義科目で、受講者は 183 名であり、社会福祉学
科と社会学科の学生が主な受講者である。授業時間は 90 分であり、担当教員との対話形式に
よって、フォトボイスによる「くらしをパチリ調査」の写真を使った共同研究者 2 名による
日常生活の紹介、「しょうらいのくらし調査」とインクルーシブリサーチの紹介、オンライン
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アンケートフォームを使った共同研究者から受講者への質問である「逆質問」、チャットを活
用した受講生から調査員への質問という流れで進めた。筆者はオブザーバーとして聴講した。
授業終了後回収した 166 件のリアクションペーパーのうち、
「リサーチ」
「調査」というキーワー
ドを含むのは 28 件であり、うち明らかに当該調査へのコメントではないと判断できる 6 件を
除く 22 件を抽出した。次に全てのコメントを読み直し、
「リサーチ」
「調査」は含まないものの、
内容として該当するものを 53 件抽出した。該当部分の計 75 件の合計文字数は 8616 字であった。

分析方法

2.2

佐藤（2008）を参考に定性的コーディングを行った。アンケートおよびリアクションペーパー
の記述内容から、参加者にとっての経験の意味や障害の理解に関連する文脈を抽出してその
意味を表すコードを付し、コード間の関連性を元の文脈に立ち返りながら検討し、抽象度を
上げたカテゴリーにまとめた。そしてカテゴリー間の関連性を検討し，研究テーマに沿う形
で統合した。抽象化の過程では先行研究、とりわけ Frankena,Naaldenberg,Cardol et al.(2019) に
よるインクルーシブリサーチの成果に関する分類を参照した。

倫理的配慮

2.3

日本社会福祉学会「一般社団法人日本社会福祉学会研究倫理規程」および「日本社会福祉
学会研究倫理規定にもとづく研究ガイドライン」、「上智大学『人を対象とする研究』に関す
るガイドライン」
に従った。筆者が担当するゼミでは説明会の時点で研究目的や方法を説明し、
任意の協力が得られるよう依頼した。またいずれの授業でもフィードバックを得る際、回答
は匿名のうえ任意であり、成績評価に一切関係がないことを事前および事後に丁寧に説明し
た。

結果

3

知的障害のある共同研究者による成果発表への参加者のコメントから、インクルーシブリ
サーチの成果物であるゲームへの参加は (1) 普段と違う経験の機会と、(2) 知的障害について
の理解の書き換えにつながったものの、(3) もやもやとした不全感が残る場合もあった。また
共同研究者による成果発表を聞くことは、(1) 調査結果の理解と (2) 調査活動の肯定的な理解、
そして (3) インクルーシブな方法の理解につながった。以下、【ゴシック】は上記 6 つのカテ
ゴリー、ゴシックはコード、
「

3.1

」はデータの引用 (【】内に例示 )、…は文中の一部省略を示す。

知的障害者とゲームを行った参加者の経験

インクルーシブリサーチの成果物であるカードゲームを知的障害者と行うことは、参加者
にとって【普段と違う経験の機会】になった。それは、知的障害者と気負わず交流する機会、
自分自身に向き合う機会、日常的な支援を見直す機会である。また、共通点の発見、意外性
の発見、個別性の発見、社会的障壁への関心という形で、それまでの【知的障害についての
理解の書き換え】につながったが、どこか【もやもやとした不全感】も残った ( 表 4)。

「『知的障害って何だろう？』という思いが強くなりました」：
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表4
カテゴ
リー名

コード名

知的障害者とゲームを行った参加者の経験
データの一部

無意識のうちに気を遣おうと緊張していた…友人のように楽しく話すことができたこ
とにより、変に身構える必要ないのだと実感 ( ゲーム学生 9) ／特に支障もなく楽しく
気負わず交流 ゲームを終えることができ、自分のイメージが偏ったものであったと認識…必要以上
する機会
に障害という言葉に身構える必要はないのでは ( ゲーム学生 17) ／コミュニケーショ
ンを取ることに困難があるというイメージ…が変わりました。純粋にお話ししていて
楽しかった ( ゲーム学生 15)

普段と
普段の自分とは違う切り口からの質問が多く、視点の違いを感じるとともに、自分の
違う経
自分自身に向 本質を見つめ直して考えるような質問が多かった ( ゲーム学生 6) ／受験をする選択肢
験の機
き合う機会
しか見えなかった高校生時代や就職活動などある意味自分たちも狭い世界で生きてい
会
る ( ゲーム学生 18) ／むしろやりたいことが出来ていないのは自分 ( ゲーム学生 3)
これから直面していく内容があり、考えたくないこともあると思います。あえて話を
してみるということをゲームにしていたのはとても良い ( ゲーム支援者 6) ／色々な人
日常的な支援
へ伝わるように説明しなければならないので、普段よりも考えながら説明することが
を見直す機会
多かった ( ゲーム支援者 7) ／自分自身、親の死というテーマには備切れていない面が
あり、自身の学びとしても貴重な場 ( ゲーム支援者 3)
自身の将来について悩むところがあったり、過去に経験してきたことに障がい関係な
く共通点が見つかり ( ゲーム学生 1) ／知的障害ということを意識することはなく、共
共通点の発見 通しているところもあれば異なる考え方も持っている、人生の先輩としてお話を聞か
せて頂き ( ゲーム学生 8) ／障害の有無に関わらず、何をしてみたい、どこに行ってみ
たいという希望を持っている ( ゲーム学生 15)
こんなに話が盛り上がり、異なる観点で考えさせられるとは ( ゲーム学生 2) ／想像し
ていなかった経験談を知的障害のある方から聞けた ( ゲーム学生 3) ／いろいろな人が
意外性の発見
いると思うが、「自分ひとりでしたかったのに…」などといった発言から「ひとりで
知的障
の活動≒自由」を感じた ( ゲーム学生 18)
害につ
いての
お題の内容以外にも、なぜこのお題を作ったのか、そこに至る人生経験等について話
理解の
し合う中で…「その人らしさ」のようなものが見えてきた ( ゲーム学生 19) ／関わっ
書き換
たことのない状況だと、 障害者 と聞いても具体的な人が思い浮かばず、どこか遠
個別性の発見
え
い世界の人という印象…具体的に顔を思い出せる当事者との関わりを持つことは、非
障害者が障害について当事者意識を持つきっかけとして重要 ( ゲーム学生 20) ／知的
障害と一口に言っても様々な人がいるということをより強く実感 ( ゲーム学生 7)

自分は生活している中で普段感じることのないような課題や不安がある ( ゲーム学生
15) ／ご本人の望む進路を実現する際に存在する障壁について深く掘り下げたい ( ゲー
社会的障壁へ
ム学生 9) ／「外に出られない」という共通点はあるものの、生活の中に「制限され
の関心
た」部分がある…外部からの制限を受けやすい状況にこのままでいいのか ( ゲーム学
生 18)
もやも
やとし
た不全
感

しかし、友達との普段の会話では「会話が盛り上がった」「笑顔にできた」と別段喜
ぶことはありません…どこか一線引いてしまっている自分が悔しい ( ゲーム学生 7) ／
一方で、私の班の方の悩みのように、知的障害というフィルターが欲しい時もあるだ
ろう…わかりやすい表現にしたり、わからないことは安心して聞けたり、というよう
な環境がその人らしさを発揮するのに必要な時もある ( ゲーム学生 4) ／知的障害のあ
る人と交流しているという感覚があまりなく「知的障害って何だろう？」という思い
が強くなりました ( ゲーム学生 18)
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普段と違う経験の機会

気負わず交流する機会は、知的障害者とうまくコミュニケーションがとれるか身構えてい
たものの、ゲームの使用により自然な交流の機会となったことである。参加者のうち、小中
高校を通して知的障害について学ぶ機会があったのは小学校と高校で各 1 名、中学校で 2 名
だった。直接関わる経験がないなか、間接的に得た情報からの影響を受け【例：「なんとなく
外側から見て ( ゲーム学生 6)、「本に描かれていた姿」( ゲーム学生 11)、「医学的な定義に当
てはめ」( ゲーム学生 10)】、知的障害者＝コミュニケーションが困難で理解しづらいという認
識で身構え、緊張を抱いていた。
自分自身に向き合う機会は、ゲームでの交流を通し、知的障害のある人の行動力、経験、
価値観に自分との違いを見いだし、相手を通して自分をふりかえる機会となったことである。
参加者は、無意識のうちに低い期待を抱いていた相手から自分にはない行動力や視点【例：
「自
分よりも、全然行動力がある」( ゲーム学生 17)、「所属や属性に関わらず、人間としてのあり
方を聞くような視点」( ゲーム学生 6)、「自分では思い当たらなかった視点」( ゲーム学生 8)】
を見いだした。また、選択肢が限定されがちな知的障害者の暮らしに端を発したゲームを通し、
自らの経験の相対化につながる場合もあった。この点については、支援者からも同様の指摘
があった。
日常的な支援を見直す機会は、支援者にとって面識あるメンバーとの「ゲーム」という方
法でのやりとりが、日頃の支援の見直しにつながったことである。見直しの一つは日常的な
支援の相対化であり、避けるべきトピックとして認識していた「親亡き後」について【例：
「タ
ブー」( ゲーム支援者 4)、
「テーマを設定しないと聞けない」( ゲーム支援者 3)、
「考えたくない」
( ゲーム支援者 6)】あえて話す機会を設定することや、ゲームという方法がハードルを下げる
利点を肯定的に評価し、普段の支援との比較につながる場合もあった。もう一つは、そもそ
も自分自身が将来の暮らしや親の老後に備えていないという自己覚知である。支援者自身に
とっても考える機会が少なかったことから、ゲームを通して「新たな自分」を発見し、他者
の経験を聴くことの重要性への気づきを得た。
3.1.2

知的障害についての理解の書き換え

共通点の発見は、知的障害者が自分とは違う了解不能な存在ではなく、人としての共通点
をもつことの気づきである。もっぱらコミュニケーションの取り方について心配していた参
加者も、ゲームを始めてみれば話が途切れることはなかった。分かりやすい趣味だけでなく、
将来の悩みや考え方などに共通点を見出すことで、障害ではなくまず人のとしての共通点に
目を向けることにつながった。
意外性の発見は、知的障害者への先入観や思い込みがあったものの、予想を上回る知識、
経験、会話の量に圧倒され、印象が変わったことである。事前に選んだトピック ( 表 3) に関
連させて、メンバーが話した海外の研究者との交流、同性婚をめぐる論争、支援を受けると
いう経験や支援スタッフへの批判的まなざしなどについて聞く中で、参加者は無意識のうち
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に抱いていた知的障害者への低い期待を書き換えることになった。
個別性の発見は、カードの選択やゲーム後の発表を通して、知的障害者一人ひとりの個性
に気付いたことである。共通点や意外な面に加え、匿名性の高い「知的障害者」ではなく、
具体的な顔の見える〇〇さんという存在に気付いた機会であり、メンバーの個人名をあげる
コメントが複数あった。
社会的障壁へ関心は、社会的障壁を知識ではなく現実として理解し、関心を深めたことで
ある。新型コロナウィルスの影響により誰もが行動制限を経験するものの、メンバーには例
えば「グループホーム」という集団生活による制限があること、誰もが経験する職場の悩み
が「障害者雇用の場」でも深刻であることなど、一見共通点に見える「悩み」が、支援があ
るはずの場でも作られていることへの気づきがあった。
3.1.3

もやもやとした不全感

もやもやとした不全感は、とはいえ知的障害の理解とはそう簡単なものかと新たな疑問が
生じたことである。参加者は知的障害について理解を深めたという感触を得たものの、共通
点を見つけ、表面的に盛り上がることで、同じ経験の背後にある障害の意味を見逃す危険性
に思い至った。

3.2

知的障害者による調査発表を聞いた参加者の経験

知的障害者によるインクルーシブリサーチの発表を聞くことによって、【調査結果の理解】
につながった。それは、将来の暮らしを考える難しさという共通点と、障害者にはとっては
高いハードルがあることへの気づきから抱く将来の暮らしについての共感と障壁の理解、悩
みに向き合い、積極的に行動しようとする将来の暮らしに向き合う姿勢からの学びという 2
点である。また、【調査活動の肯定的理解】にもつながった。それは、調査という想定外の活
動への主体的取り組みからくる知的障害の理解の書き換え、本人中心の暮らしやそのための
支援を考え、インパクトを社会に広げる可能性があるという当事者中心の取り組みの意義、
当事者集団、ピアの存在に着目する当事者同士の取り組みの意義という 3 点である。さらに、
くらしをパチリ調査やゲームといったツール活用の意味、また支援者とのやりとりや「逆質問」
を交えた発表形式からの気づきから、【インクルーシブな方法の理解】となった ( 表 5)。
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表5
カテゴ
リー名

コード名

将来の暮らし
についての共
感と障壁の理
調査結
解
果の理
解
将来の暮らし

2022. 3

知的障害者による調査発表を聞いた参加者の経験
データの一部

私もいないと答えた一人ですが、知っている人がいない = 相談できない…不安に思う
こともあります ( 発表 50) ／障害者の方となると悩みは一層深いのではないでしょう
か ( 発表 8) ／範囲の中では選択が自由にできるかもしれないが、その枠組みを外した
時に、他にもやりたいことがあるかもしれない ( 発表 34)

誰かに教えてもらうのを待っているのではなく…自分の将来のためにも前に踏み出し
てみよう ( 発表１) ／言われたことをただ淡々とこなす一般的に健常者と言われてい
に向き合う姿
る人よりもずっと強い ( 発表 51) ／自分でやりたいことを見つけ行動を起こすことの
勢からの学び
大事さを実感し、1 人の人間として生き方を学べた ( 発表 23)
自分が思っていた以上にゲストの方々は自立 ( 発表 10) ／調査されたり、一人暮らし
知的障害の理 の方や学生との交流など、非常に精力的に活動されている様子に驚いた ( 発表 14) ／
解の書き換え 活動の内容も、くらしの調査や大学ゼミとの交流など、自分が思っていたよりさまざ
まな活動 ( 発表 32)

当事者の意見やニーズを暮らしの中に取り入れるために非常に重要な活動 ( 発表 4) ／
調査活
動の肯 当事者中心の 案内されたものだけでは他にもっといいものがあっても知らなかったなんてことがあ
定的評 取り組みの意 るかも知れません ( 発表 28) ／障害者は隔離されがちな日本社会に介入して障害を持
義
つ人と持たない人との関係を縮めたり障害について知ってもらう機会を作ることに繋
価
がる ( 発表 6)
当事者同士の より良い生活を共に考え目指していく ( 発表 2) ／「自分でもできるんじゃないか」と
取り組みの意 自信を持つようにするためにみんなで支えあう ( 発表 7) ／活動、相談できる・話せる・
義
情報が得ることのできる場所というのがあるのは本当に心強い ( 発表 8)
調査側にも話す側にも楽しく出来る ( 発表 9) ／「将来」を考えるきっかけとして誰も
ツール活用の が使えるゲーム・ツール ( 発表 7) ／「こういう時私は / 僕はこうしている」と意見を
意味
交換することに強く心が惹かれ ( 発表 19) ／どこに行って、誰と会っていたのか…共
インク
有だけでなく、それを見返すことも楽しみになる ( 発表 38)
ルーシ
特に集中してみていたのは先生の受け答え ( 発表 72) ／相手が答えられなかった場合
ブな方
には質問の仕方が悪かったと、わかりやすく言い直して ( 発表 61) ／懸命に話すお二
法の理
発表形式から 人が話しづらくならないような雰囲気を作り ( 発表 63) ／最後の逆質問コーナーで、
解
の気づき
とても親近感を感じた ( 発表 40) ／逆質問というのも、お二方の個性が出ていて終始
楽しみながら ( 発表 55) ／逆にこんなことが気になるんだと知れて面白かった ( 発表
43)

3.2.1

調査結果の理解

将来の暮らしについての共感と障壁の理解は、障害の有無に関わらず将来の暮らしを考え
る難しさへの共感と、障害のある人にとってのハードルの理解である。受講者である学生に
は単身生活やアルバイト、就職といった悩みが共通することから、共感をもって調査結果を
理解した。あわせて、障害をもちながら同様のことを経験する意味や、圧倒的に違う選択肢
の幅のように、自分がおかれた状況との差異への着目もあった。
将来の暮らしに向き合う姿勢からの学びは、悩みに向き合い、積極的に行動しようとする
知的障害者の行動力、経験、姿勢と自分自身の比較から、何らかの学びを得たことである。
将来について考える難しさに共感しながらも、日ごろの忙しさやコロナウィルスの影響、ま
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た他者に尋ねることへのハードルから一歩踏み出せないでいる受講者にとって、現状を変え
ようと行動を起こし、分からないことを率直に尋ねる知的障害者からは意外な学びがあった。
3.2.2

調査活動の肯定的評価

知的障害の理解の書き換えは、インクルーシブリサーチの取り組みについて知ることが、
潜在的に抱いていた知的障害の理解の書き換えにつながったことである。新奇性や意外性、
活動の多様性への言及から、発表を聞くまでは知的障害者の生活や活動を限定的に理解して
いることが伺えた。
当事者中心の取り組みの意義は、インクルーシブリサーチには、本人中心の暮らしについ
て本人と支援者が考え、社会に広げる可能性があるという評価である。当事者の意見やニー
ズを「取り入れる」という表現に見られる参考意見としての着目だけでなく、支援者中心に
展開する支援の弊害の指摘、周囲に影響を及ぼす可能性についての意義の評価もあった。
当事者同士の取り組みの意義は、知的障害者同士が取り組みを通して支えあうことの評価
である。誰もが不安や心配を感じる将来について、あきらめるのではなく仲間と共に考える
重要性、共に考えることが自信やサピアサポートにつながる可能性を見出していた。
3.3.3

インクルーシブな方法の理解

ツール活用の意味は、パチリ調査やゲームというツールの活用により、知的障害者が自分
を表現しやすくなることへの気づきである。いずれも楽しみながらお互いを理解することや、
普段考えたくないテーマに向かいやすくする効果、あるいは知的障害者以外への援用可能性
も見出していた。
発表形式からの気づきは、講師とのやりとりの観察と「逆質問」により、場をよりインク
ルーシブにする方法について理解したことである。話の内容よりやりとりに着目したという
指摘が複数あったように、分かりやすい言葉を使うだけではなく、知的障害のある人を尊重し、
理解しようとする講師とガイドヘルパーの姿勢を実際に見たことが参加者に強く印象づけら
れた。また「逆質問」の内容は将来の暮らしに関することに加え、
「図書館で本の予約をするか」
「〇〇 ( メーカー名 ) の靴をもっているか」など、メンバーの関心からの質問であり、そのこ
とが親近感や相手への関心、個別性の理解につながった。

4

考察
知的障害者によるインクルーシブリサーチの成果普及は、参加者にとって以下のような経

験となった。(1) 実際に関わるゲームと客観的に聞く発表という違いはあるものの、いずれも
受け手が知的障害についての理解を書き換える機会となった。ゲームは人としての共通点と
同時に、一人ひとりの個別性にも注目する理解、発表は調査を通して困難に向かおうとする
姿勢や当事者性の理解につながった。(2) いずれの対象と方法でも、自らの内面や前提とする
考え、価値観を見直す機会となった。(3) 発表は普段と違うやり方や支援者とのやりとりの観
察を通して、インクルーシブな場をつくる方法の理解につながった。
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今回の対象者は支援者および主に社会福祉を学ぶ学生であり、インクルージョンを進める
うえで重要である、障害について無理解、無関心な層への効果は分からない。とはいえ、支
援者は障害者を「サービス利用者」「要支援者」として対象化し、その弊害に気づかないこと
が多く、学生は将来の支援者あるいはインクルーシブ社会の担い手となり得る。そのため、
Frankena,Naaldenberg,Cardol et al.(2019) による分類でいえば、社会的領域の「知的障害者がお
かれた現状への意識向上」や「スティグマと仮説への挑戦」において、まずは一定の成果があっ
たことには意味があるだろう。以下ではインクルーシブリサーチがもたらす「従来の枠組み
を見直す」「社会関係を再構築する」という視点 ( 森口 2020) と、「支援者自らが変わり、そし
て知的障害のある人が対等な市民であることを周囲に伝え、知的障害のある人とない人が出
会うような場をつくるソーシャルワーク実践」( 笠原 2020) という観点から考察する。また普
及のプロセスにおける工夫や受け手の反応をふまえて作成した、「新・あなたの人生おしえて
ゲーム」について紹介する。
まず、「従来の枠組みを見直す」ことである。森口 (2020) によれば、従来の常識に基づく
やり方を変えること、ときには逸脱をあえて許容することで、新しいやり方やユニークな成
果が生まれる可能性がある。今回の成果普及では支援者にとってのゲームと、発表での逆質
問が該当する。支援者にとってゲームは、利用者と支援者という固定化した関係、ルーティ
ン化した支援プロセス、「親なき後」のタブー視が本人の機会を奪うことなどに気付くきっか
けとなった。また知的障害のある人からの「逆質問」では、思いがけない質問、聞きたいこ
とを率直に聞く姿勢、それに「斜め上行く回答」が、知的障害のある人の関心やユニークな
視点といった等身大の理解につながった。森口 (2020) が指摘するように、「講演とは / 会議と
はこのようなものだ」という前提や、「問われたことには正確に答えないといけない」という
常識をいったん横に置くことで、初めて自分なりの本来の捉え方を表現できる人たちがいる。
あわせて当然視していた枠組みの存在に気付くことは、参加者にとってはささいな間違いも
許されないような不寛容さや、自ら課すハードルからの解放にもつながる経験となるかもし
れない。
次に、「社会関係を再構築する」ことである。本研究でも森口 (2020) と同様、知的障害のあ
る人が調査者、ゲストスピーカー、発表者という新たな役割をもつことで、聞き手との間に
新たな関係をつくることにつながった。インクルーシブリサーチの理論的支柱となったソー
シャルロールバロリゼーションは、まさに価値ある役割の創造であるが、障害者の能力や存
在の幅を広げる可能性がある一方、再度障害を否定する一元的評価へと回収されるという矛
盾がある ( 榊原 2011)。本論でいえば、知的障害についての理解の書き換えが、共同研究者と
いう役割から生じる「意外性の発見」に留まれば、その後出会う障害のある人をいずれ序列
化する危険性がある。
そこで注目したいのが、「個別性の発見」と「モヤモヤとした不全感」が、力関係の見直し
につながる可能性である。参加者は本やメディアを通して間接的に知る機会しかなく、良く分
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からない存在として認識していた相手に、一人ひとり違う名前や個性をもつ人として出会い、
これまでの理解を書き換えた。また、相手に対して得た理解を一度留保し、自分自身との関係
を通して、抑圧や障壁に目を向けることにもつながった。「知的障害って何だろう？という思
いが強くなりました」（ゲーム学生 18、表 4）というコメントにみられるように、これらは障
害とは何かについて考える必要がなかった自分の立ち位置、自覚していなかった力関係に気付
く契機だったといえないだろうか。横須賀 (2010) によれば、障害者問題の解決に向けた学習に
は、障害者を対象にするだけでなく、健常者自身を対象化する必要があり、かつ対象化の視点
として「自分自身がゆらぐ視点」が求められる。自分自身がゆらぐとは、自分のよって立つ基
盤を不安定化することであり、両者の「関係」を射程に入れること、またすっきり分かるとい
うよりも何かモヤモヤが残るような「心のひっかかり」が重要である ( 横須賀 2010)。
加えて、時間をかけてこそ得られる知的障害者本人からのフィードバックがもつ意味につい
て考えてみたい。本論の目的から逸れるため結果では述べなかったが、メンバーと学生は後日、
感想を交換した。メンバーによる感想の中心的テーマは、学生とのコミュニケーションであり、
「社会人と同様」「頭がいい学生さん」など、年齢や立場、健常と障害という違いを意識し、相
手に気を遣いながら参加していた ( 表 6)。学生はこの思いがけないメンバーの意見にもやもや
を感じ、考察を深めた。また、メンバーと支援者によるゲームの終了後には全員で感想を話し
合う時間を設けた。メンバーによる感想の中心的テーマは、ゲームの体験や、カードの内容で
あり、身近な「仕事」について話したメンバーもいれば、
「財布をなくす」
「ひとり旅をする」
「ず
る休みする」のように、知的障害者にとって経験の機会が少ない事柄を挙げるメンバーもいた。
余暇活動グループの支援者によれば、後日グループで宿泊旅行を企画した際、あるメンバーが
「おしえてゲーム」を模した自作カードを持参し、夜の自由時間には支援者を部屋から追い出し、
メンバー同士で盛り上がったということである。時間や効率が重視される現代において、研修
などではすぐに使える知識や技術が求められやすい。しかし、時間をかけてこそ得られる「本
音」があり、それを後から伝えることで、理解の暫定性やフィードバックの意味を考える機会
となり得るのではないか。
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表 6 「あなたの人生おしえてゲーム」に参加した知的障害者の感想 (A グループ )
大学生は、社会人と同様に ( 健常者というくくりで見てしまっていたので一方的な関わりばかり
で ) コミュニケーションが取れない人たちだと思っていたけど、意外と取れたと思う。学生は年
齢が若いから柔軟で、イメージを変えやすかったのかな？
大学生は ( 年齢や立場のギャップから ) 同じ話題で楽しく話せないと思っていたけど、話せてよ
かった。
初めは頭がいい学生さんと一緒にいていいのかなと思ったが、使われている言葉から思いやりが
ある人たちだと感じた。難しい言葉を使わずに、わかりやすい言葉を使ってくれていたように思
う。相談員や支援員でも対等に話してくれない人がいるけれど、学生は同じ目線で話してくれて
いると感じた。
シーンと ( 沈黙に ) なりそうな時に話をつないでくれて助かった。でも、こちら側も顔色をみな
がら場が盛り下がらないように気をつかった。
発言しないで話を聞いているだけでも楽しかった。( 感想をみて ) 学生さんだけで楽しんでいたわ
けではないから心配しないでね。マスクをしていると表情が見えづらいからわからなかったのか
も。
居心地は悪くなかったけれど、気をつかわれすぎていてお客様扱いされていたような気がする。
ゲストスピーカーだから仕方がないのかな？
困ったときや分からないときは伝えるようにするので、
「障がい者」という言葉を気にしないで関
わってほしい。よく「障がい者だから何でも優先でしょ」と威張っている人がいるけど、わたし
は常に気をつかって欲しいとは思っていないから。

これらの結果と考察から、「新・あなたの人生おしえてゲーム」を作成した。障害のない人
には、障害の有無に関わらない「人」としての共通点に加えて、知的障害のある人の個別性
やユニークな着眼点、そして社会的障壁と誰もがその一部である可能性に気付く問いかけと
なることを意識した。そのためにグループ A のメンバーとのディスカッションを通し、カー
ドの内容は一般的なライフイベントに沿いつつ、知的障害者の経験に基づくものを加えた。
また、「くらしの困りごと」「家族」「住まい」といったカテゴリーの説明に、知的障害者の置
かれた現状を反映させるとともに ( 図 2)、どのカテゴリーにも属さない「A スペシャル」と
いうカテゴリーを設け、知的障害者のユニークな視点が伝わるようにし ( 表 7)、さらに、様々
な場面でのカードの活用方法の項目を設けた ( 表 8)。今回の協働から得たインクルージョン
に向けた手がかりは、ツールの活用や当事者による発表を通して、従来の力関係や当然視し
ていた枠組みを見直すこと、そのきっかけをつくることにあったと考える。
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図 2「新・あなたの人生おしえてゲーム」のカテゴリー説明とカードのイメージ
表 7 知的障害のある人の意見を反映させた「新・あなたの人生おしえてゲーム」カードの項目
カテゴリー名
恋愛関係

カードの項目
ふたりで旅行に行く、好きな人に急に告白された ( 心の準備が…！ )、恋人と友だちの
違いに悩む、フラれて立ち直れない…、やさしくされて勘違いされてしまう、パートナー
とくらしはじめる、結婚を考える、好きな人ができる

住まい

グループホームに入居する、親と暮らす、ひとりぐらしをはじめる、引っ越し・地元
を離れる、故郷にかえる、ホームレスになる、海外に移住する

人間関係

注意をしたら逆切れされる、先生にほめられる、上司に注意される、人の家に泊まる、
友だちと約束して遊ぶ、いい友だちができる、友人関係に悩む、友だちが遠くに引っ
越す、いじめられる

お金

お金の管理を工夫する、他の人にお金を管理される、自由に使えるお金が少ない、年
金がもらえるようになる、デートで見栄をはってお金を使いすぎる、生活保護を申請
する、大金をもらう！ ( いくら？ )、お金を借りる、生活費に困る

おたのしみ

遊びにでかける、Youtube,SNS、ひとり旅をする、海外旅行、チームリーダーになる、
ずる休み、ペットを飼う、宝くじがあたる、夜遊びをする

健康

病院に行く、医者とのやりとり、体調が気になる、健康診断、ダイエット、けがをする、
入院する、病気になる

学校

進路で悩む、進学をあきらめろと言われる、大学で学びたい、専門学校・短大・大学入学、
受験に失敗する、浪人、海外留学

仕事

アルバイトをはじめる、職業体験をする、ハローワークに行く、職場の人間関係で悩む、
給料があがらない、転職を考える、体調を崩して働けなくなる、仕事をやめたい、起業！、
しばらく仕事を休む、仕事がなくなる！、就職、職場でいじめられる、転職を考える

く ら し の 困 り 掃除・洗濯・料理が大変、相談しても相談にならない、仲間に相談する、相談する場
ごと

所や相手で悩む、お金をたかられる、財布やスマホをなくす、しつこく勧誘される、
ひきこもる、災害にあう、鍵をなくす

家族

親が別居する、妹 ( 弟 ) がうまれる、きょうだいげんか、親が離婚する、身近な人のは
じめての死、親が病気になったり入院したりする、親の介護をする、親が亡くなる

A スペシャル

分からないことを質問する、福祉とつながる、車の免許をとる、思い切って声を上げる、
偉くなる／偉そうにする、Youtube で発信する、お昼ご飯をどうしよう ( 買う？つく
る？ )、漢字が書けるようになる、無敵の人になる、地域のイベントを企画する、革命
を起こす、髪型を変える

※太字はグループ A のメンバーの意見により新たに加えた、または修正したカード
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表 8 「新・あなたの人生おしえてゲーム」説明書に示した活用例
障害のある人の支援現場では…休み時間や話し合いの時間など、いつもの活動に組み込んでみてくださ
い。できるだけ障害のない人と一緒にやると話が広がります。例えばさまざまな暮らし方があることを
知るきっかけとして、利用できるサービスや、周りの人が考える「障害のある人の暮らし」に限定され
ない、その人らしい暮らしを考えるためには、障害がない人の暮らしも参考になるかもしれません。
これから準備が必要なことや、みんなに共通する悩みを話し合うきっかけとして…例えば「今の仕事を
見直したい」「親がだんだん年をとってきた」「人間関係をよくしたい」などのテーマを決め、関連する
カテゴリーのカードを手がかりに話し合うことができます。
支援者が話や関心ごとを理解する、アセスメントの補助的道具として…たくさんのカードの中から、話
したいことを選んでもらうと、一人ひとりの違いがはっきり出ます。また、「このカードにはないんだ
けど…」という形で話が始まることもあります。
いつものやり方を変える、本人中心の支援を考えるきっかけとして…サービスリストから、障害のある
人の暮らしを考えていませんか。偶然引いたカードから、思いがけないニーズが発見されることがある
かもしれません。
お互いのことを知るために… このゲームは、知的障害のある人とない人が、お互いを理解する、それ
ぞれの経験から学ぶということを想定してつくりました。障害のある人、外国につながりのある人、う
んと年の離れた人などが、お互いを理解するためにも使ってみてください。

今後、知的障害のある人と成果普及や協働を進めるうえでの課題として、第 1 に時間と費
用がある。「しょうらいのくらし調査」は助成期間が 1 年であり、まずは報告書の完成にこぎ
つけるまでが手一杯であった。普及段階では、様々な形式による成果物のデザインや制作に
加え、アクセシビリティに配慮した会場や交通費、共同研究者へのサポート等には費用がか
かる。この間オンライン会議や研修が急速に一般化したものの、通信費用、デバイス、イン
ターフェイスのいずれをとっても、知的障害者にはまだ使いやすいものとはいえない ( もち
ろん使いこなす人もいる )。効果があると分かっていても、サポートを含む費用が捻出できな
ければ、研究者や支援者が本人に代わるという今までの方法に後戻りせざるを得ない。しかし、
時間や費用がかかるとは多くの人が関わることでもある。「多くの人を巻き込み、対話を通し
た相互理解の場面をつくること」( 笠原 2019b) から協働が始まると考えれば、譲りたくない
部分でもある。
また、学術的な成果とインクルーシブな方法の両立がある。Strnadová and Walmsley(2017)
はインクルーシブリサーチにおける成果の公表、とりわけ論文の執筆における協働に課題が
多いという問題意識より先行研究レビューを行い、連名執筆の有無、執筆方法や執筆への共
同研究者の貢献の説明の有無により、4 つに類型化した。最も望ましいのはいずれも有のタイ
プだが、大学に所属する研究者である筆者が一人で執筆した本論は 4 類型のいずれにも該当
せず、インクルーシブな報告方法であったとはいえない。とはいえ、学術的な評価と実践的
な評価を分けてとらえる立場もある。ステークホルダーや研究目的により目標設定や評価は
異なり (Frankena, Naaldenberg, Cardol et al.2019)、知的障害のある共同研究者は学術的な評価よ
りも実際を変えることに関心があるため、成果物を分けるという考えが現実的である (Bigby
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and Frawly 2010)。
こうした課題も鑑みながら、インクルーシブなアプローチが、当事者性の搾取とならず、
インクルージョンの実現と学術、とりわけ学問としてのソーシャルワークに成果をもたらす
方法を模索していきたい。
謝辞：実現に至らなかったケースも含め、発表、ゲームに関心をもち、場を申し出て下さっ
た方や団体、そしてデータを提供してくださった皆様に感謝申し上げる。本研究は JSPS 科研
費 19K02160( 主任研究者：森口弘美、分担研究者：笠原千絵 ) の助成を受けている。
（注）
i 知的障害のある研究メンバーについて、先行研究では co-researcher,researcher with learning
disabilities,self-adovovates,group member,participants と い っ た 様 々 な 表 記 が あ る が、coresearcher の co は等しく異なる貢献を意味することに加え、協働 collaboration を示唆すると
いう (Walmsley,Strnadova.Johnson2018) 指摘から、共同研究者 co-researcher がひとまず妥当
だと考える。調査着手の時点では、研究のあらゆる側面に関わるという形式面への着目か
らハードルが高く感じられ、筆者が一緒に調査に取り組んだ知的障害のある人を「共同研
究者」と呼ぶことに確信がもてず、なおかつ森口氏の研究パートナーである中西氏の「本
人リサーチャー」という呼び方もしっくりせず、ひとまず「調査協力者」と呼ぶことにした。
しかしその後、協働や貢献の意味を筆者なりに理解し、今回は「共同研究者」と表記した。
なお共同研究者たちは本人活動グループのメンバーとして参加しているという意識が強い。
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“I have a strong feeling about what learning disability is”: Attempts to
disseminate the results of inclusive research with/by people with learning
disabilities
KASAHARA Chie
Summary : The added value of inclusive research in collaboration with people with learning disabilities
is to share and implement learning through the research process widely in society to realize an inclusive
society. So how does the dissemination process of research results by co-researchers with learning
disabilities aﬀect society? In this study, I analyzed the free description feedback from the participants
of the Future Life Research Project presentations and the participants of the Tell Me Your Life Game
created as one of research products. As results, (1) Both the presentation and the game provided
participants with opportunity to rewrite their understanding of learning disabilities. The game led to
understanding that emphasized commonality and individuality, and a presentation led to understanding
of attitude of people who try to face diﬃculties through research and the nature of self-advocates. (2)
Each method provided an opportunity to review oneself and the ideas and values that one assumes. (3)
Through the observation of unique ways of doing presentations and interactions with supporters, the
participants gained understanding of how to create an inclusive space. Based on these results and the
opinions of people with intellectual disabilities, we created the New Tell Me Your Life Game.
Key words : inclusion, learning disability, understanding disabilities, framework review, collaboration,
inclusive research
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「上智大学社会福祉研究」第 46 号をお届けいたします。
コロナ禍 2 年目を迎えた 2021 年度は、対面授業とオンライン授業の双方で受講できるハイ
フレックス型授業を導入しつつ、感染対策を講じながら原則、対面での授業を中心に進めて
きました。2020 年度は、教育活動の全般がオンライン中心となりましたので、2021 年度は 1
年ぶりにキャンパスに活気が戻ったこととなります。多くの学生が、思いがけない新たな人
との出会いや、知識やアイディアのぶつかり合いの楽しさを改めて体感したのではないかと
考えます。
さて、今、私たちは新たな戦禍の勃発を目の当たりにし、深い憤りと悲しみを抱えています。
社会福祉を学ぶということは、平和を願い、Well-being を目指す社会を創造するための「智」
を学ぶ、ということでもあります。今年度の社会福祉学科の卒業生は 71 人、大学院の修了生
は 11 人です。上智大学・大学院を巣立つ一人ひとりが、 他者のために、他者とともに
Others, with Others~

~for

という上智大学のスピリットに基づき、他者への想像力を涵養し、愛を

持って社会に平和と希望をもたらす存在として活躍されることを願っています。
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