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【要約】糖尿病患者ウェブコミュニティに期待される医療サービス上の機能は，患者間交流により，望

ましい患者心理変化を起こすことにある．また，患者の語りを中心にした医療サービスを実現するうえ

で，重要な機能を提供することも期待されている．そのような機能の設計と実装においては，医療現場

の実情・患者の特性に適応させることに様々な困難が伴う．特に，機能の設計意図が，関係者（医療者・

患者・ファシリテータ等）の間で共有されず，適応化のための建設的な議論が設計・実装・運営のプロ

セスに起こりにくいことが深刻な問題である．本稿では，行為・原理・心理変化といったコミュニティ

機能に関連する概念をオントロジーとして明確にし，コミュニティ機能の設計意図を表現する枠組みを

示した．この枠組みにより，コミュニティ関係者が，設計意図の合理性を失うことなく，コミュニティ

機能を自ら洗練し，共創する，コミュニティ設計・実装の漸進的プロセスの実現を目指す． 

【キーワード】医療サービス オントロジー工学 

 

1. はじめに 

医療サービスが適切に受容されるためには，患者の適切な価値観の涵養や心理面支援が求められる．サ

ービスは，一般的に受容者の価値観に合ったサービスを提供し，受容者の心理面を豊かにするものである．

糖尿病医療では，食事制限や運動療法等の患者による自己管理を生涯求めるため，患者の心理的問題を引き

起こすことがある．例えば，診断直後の患者であれば「何で私が･･･と悔しくて辛くて，涙を出して泣きまし

た」という悲嘆感情や，糖尿病歴が長い患者では「治療が必要なことは理屈でわかっているが，気持ちがつ

いていかない」という燃え尽き(石井,2010)などがある．糖尿病患者が，治療に関する適切な価値観をもち，

心理的問題に直面に対応できるように支援することで，より効果的な医療サービスを実現できる． 

糖尿病患者の心理面を支えるものとして代表的な 2 つのアプローチがある．ひとつは，客観的指標に基づ

い た 医 療 (EBM: Evidence-Based-Medicine) と 患 者 の 個 別 的 状 況 の 語 り に 基 づ く 医 療 （ NBM: 

Narrative-Based-Medicine）の融合である．歴史的に初期の医療では，医師は患者が語ったことに基づき医療を

実践していたが，医学技術の発展に伴い，医師は，患者の語りに依存せず，客観的根拠に基づいて患者を診

るようになり，医学的に質保証された医療サービスが実現された．最近になって，患者の病気を客観的指標

に基づいて診る医療に加えて，患者の人生や置かれている状況をも含めて病を捉えることで，患者にとって

価値ある医療が実現されるという見方が主張されるようになり，EBM と NBM を融合した医療の必要性が唱

えられている(Trisha and Hurwitz, 2001)．特に糖尿病のように日常生活での患者

の自己管理が病気の症状を左右する慢性病では，患者の語りから患者を理解し，

その理解に基づく医学実践がより重要であると認識されている． 

もう一つのアプローチは，糖尿病患者コミュニティの運営である．医療現場

では糖尿病患者コミュニティが患者の心理面を補助的に支えている．病院で運

営される患者コミュニティ(患者会)は,同じ病気を抱える患者が集まり悩みや経

験を語り合う場であり,この同じ境遇の患者同士の語りが彼らの心理面を徐々

に改善し,病気に対し前向きに取り組めるようになるのを促すといわれている

(大木ら, 2010; 谷本, 2004)． 

しかし，実践の場では，望ましい支援を実現するうえでの様々な障壁がある．

本研究では，これまで石川県能美市の芳珠記念病院と，そこで運営されている

糖尿病患者会を対象として，糖尿病治療の現状について分析してきた．その結

果の概要 を図 1 に，詳細記述の一部を表 1 に示している． 
図 1 医療現場の問題 
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本研究に関連が深い事項を抜粋する

と以下のようになる．  

・ 患者会の老齢化の進行． 

・ 患者からのナラティブ情報不足． 

・ 糖尿病治療における，受容者視点での
サービス改善が困難． 

・ 医療機関がネット患者会に消極的 

・ 患者会運営が経営的・人材的に困難 

・ 患者 SNS に関する医療的責任を負え
ないため医療機関として消極的 

このように，患者ウェブコミュニティを構築するうえでの実践上の課題が山積しているのが現状である．

本研究では，実践現場で糖尿病患者の心理面を支えるウェブコミュニティの機能を実践現場の医療者と共に

構築する方法を明らかにすることを目指している．患者の語り情報の医療者への提供と若い世代の参加を促

し，患者の心理面支援や価値観の涵養に貢献する病患者糖尿病患者ウェブコミュニティをいかに構築するか

という問題を，芳珠記念病院を現場として実践的に取り組み，その構築方法を探る． 

 

2. 先行研究と現場ニーズの調査 

本研究では，糖尿病患者ウェブコミュニティに，「病気によって生じる様々な心理的問題を語り，共有し，

その問題を克服するためにメンバーが相互に助けあい，心理面を改善する」機能を持たせたいと考えている．

患者コミュニティ(患者会,セルフ・ヘルプグループ)に関する研究では,「情緒的サポート」「エンパワーメン

ト」「他者援助を通した自分の理解や自尊感情の回復」「自己開示の機会」「ヘルパーセラピー原則(援助す

ることが自分の援助になること)」等の意義や機能が述べられてきている(大木ら, 2010;谷本, 2004;久保, 1998)．

以下では，本研究の目指す機能の事例として，パラリンピック(障害者競技)，アルコール依存症,統合失調症

の３つのコミュニティをとりあげ，その機能について考察したうえで，芳珠記念病院における現状に関する

関係者との議論から明らかになったニーズと，その対応の指針を述べる． 

 

2.1コミュニティの事例 

パラリンピックの参加者は,健常者と同等のレベルで競うことはできないが,障害を持つ人としてではなく,オ
リンピック参加者と同じスポーツ選手として競い合い,勝利者が表彰される．尾崎によれば，この競技のプロ
セスにおいて他者を承認し,自身も承認されることで「障害に対する否定的なとらえ方から,障害を受容し,積
極的に意味転換を図り,尊厳を回復し再起していく」ことを促しているという(尾崎, 2001)．このことから，パ
ラリンピックは，障害者に「競いあう」という一種のコミュニケーションの場を提供することによって，障
害を克服するうえで有益な心理的な変容を参加者に発現させる機能を持つと考えることができる． 

アルコール依存症コミュニティ(アルコホーリク・アノニマス)の主な機能は自己の語りを通してアイデンティ
ティと,過去と未来の行為の意味を再構築することにある(レイヴら, 1993)といわれている．このときの語りは
飲酒が引き起こした数々の失敗やコミュニティに参加してからいかに回復したかが含まれている．同じ境遇
の聞き手にとっては共感や親しみ,励みを得られる価値ある語りとなり，語り手にとっては他者を助けること
で情緒的に得るものがある語りとなる(葛西, 2009; Alcoholics Anonymous, 2002)．このとき聞き手にも語り手に
も,孤独感の低減や,自尊心の向上といった心理面の改善を達成し,それがアイデンティティを再構築につなが
っていると考えられる．また，このコミュニティが掲げる理想のメンバーの像や，コミュニティの思想の理
解を助けるテキストがある．テキストには，先輩方のコミュニティを通した回復経験談とその経験を抽象的
にまとめられた十二のステップが収録されている(葛西, 2009)． 

統合失調症患者が集まるコミュニティ(べてるの家)では,妄想・幻想大会が開かれるなどして,病気によっても
たらされたユニークな経験を発表する機会が与えられる．病院では妄想が著しく重症であり一番の問題児と
されていた患者が,その妄想を生かして大会で受賞し，コミュニティではスーパースターとして扱われるとい
う文化がある(浦河, 2002)．この文化があることで，病気を持つ患者は自尊感情を回復できるようになってい
る．また，コミュニティの長年の歩みの中の経験から得られた理念やキャッチフレーズがまとめられている
(浦河, 2002)． 

これら３つのコミュニティは，いずれも，病気や障害を受容し，前向きな心理状態へ変化することに有益

なコミュニケーションの場をメンバーに提供している．そのような患者間コミュニケーションにより心理的

変容を促す機能を備えたコミュニティの構築を目指す． 

現場での問題 問題の原因・理由 問題がもたらす影響

患者会の老齢化が進

んでいる。

患者会サービスがライフス

タイルに適合していない。

患者会が患者指導・情報交換の

機能を失う。

医療機関がネット患

者会に消極的

患者の自由な語りに医学的

に責任を持てない。患者の

交流を関与している時間が

十分にとれない。

不適切な情報が患者の間で流れ

る。医療関係者がそれを検知で

きない。患者会が一人歩きし，

サービスの妥当性が損なわれる。

患者会において，糖

尿病自己管理指導に

関する人材が不足

常に少人数が指導に関わり，

後進を育成する体制が整っ

ていない。

患者会の機能が低下し，医療

サービスの質が低下する。結果

として，患者会が消滅する。

表 1 医療現場の問題分析 (一部抜粋) 
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2.2芳珠記念病院での問題とニーズ 
芳珠記念病院において，糖尿病患者ウェブコミュニティ運営を実践するにあたって，次のような医療現場

特有，かつ地域特有，患者層特有の問題があげられた． 

現場医療者の抱える不安：医療者・看護師，職員から，医療者の眼の届かないところでの誹謗中傷や医学
的妥当性のない情報が蔓延する可能性に対する不安が示された． 

芳珠記念病院の患者特性：金沢大学病院と芳珠記念病院で糖尿病患者を診ている糖尿病指導医によれば，
両病院にくる患者特性には職業や年齢，情報携帯端末への態度などに明らかに違いがあり，その特性を理
解した上でウェブコミュニティ機能を設計する必要がある．  

現場関係者との議論の結果，これらの問題に対して以下の対応をとることになった． 

・予め糖尿病患者リーダーを育成する．リーダーが医療者と患者の橋渡し役をつとめる． 

・ウェブコミュニティ参加が効果的であると医療者により判断した患者のみ参加できる． 

・オフラインで患者の患者会と患者教室の参加と，メンバー同士の直接対面を前提とする． 

 

3. オントロジーを基礎にした漸進的設計アプローチ 

糖尿病患者コミュニティにおいて，いつどのようなコミュニケーションが患者の心理変化を引き起こすか

は，患者の性別や職業，ライフスタイル等の患者属性や各病院の患者の特徴に応じて多様であり，時代によ

っても変化する．例えば，食文化や糖質食品に関する技術の発達も，患者コミュニケーションの内容に大き

な変化をもたらしている． 

糖尿病患者属性に適応した糖尿病患者コミュニティ機能の提供が求められている(東海林ら, 2009;松田，

2005)との指摘があるが，患者属性と機能の関係は研究者間で矛盾する結果が報告されており，その原因とし

て支援機能の概念が明確でないことが指摘されている(東海林ら, 2009)．  

芳珠記念病院の医療者からも，地域性の変化が考慮すべき点の一つとして語られている．能美市のコミュ

ニティの特性が変化するとともに，糖尿病患者の特性も変化してきているという．最近の 15 年間で，企業の

能美市へ移転が増え，都市部から能美市への転入が増え，患者の職業分布も一次産業から二次・三次産業へ

の移行が目立っている．それに伴い，患者が持つ問題も，企業で働くことと患者として生きることの折り合

いをつけるうえでの問題など，企業人独特の問題が増え，また，企業人としての生活スタイルから定年退職

後の生活スタイルへ移行した患者層が増えている．このような変化が，地域の糖尿病に対する知識水準の向

上をもたらし，患者の取り組みが全体的によくなったという．このような地域特性の変化に適応していくこ

とが求められると考えられる． 

本研究の最終的な目的は，原理的知識に基づいて設計された機能を，実践を通じた現場関係者との共創に

より，現場に適応していく方法論をつくることにある．ここでは，その出発点として，糖尿病患者コミュニ

ティの機能を漸進的に洗練するための要件を整理する．  

 

3.1漸進的設計アプローチ 

糖尿病患者ウェブコミュニティ機能の構築では，理論を活かし，病院

患者層の特性や地域性などの多様性・変化性に合った機能を実現する方

法論を確立していくことが重要である．病院特性や各病院の患者に応じ

た機能に関しては，現場の医療者や患者の知識が不可欠であり，医療者

と患者を知識共創プロセスに巻き込むことでより患者や病院に合った

コミュニティの機能に近づくと考える．本研究では，芳珠記念病院の患

者会を実践の場として，患者会メンバーと医療者，金沢大学医学部の糖

尿病研究者と研究体制を構築し（図２)，糖尿病患者コミュニティの機

能の共創を目指す．糖尿病患者コミュニティ設計における検討の対象と

して，以下の 3 つの事柄が重要であると考えている． 

機能の設計意図：どのような患者間コミュニケーションにより，どの
ような患者心理変化（機能）を発現させるかを表す． 

ＳＮＳ：設計意図を具体化する設計成果物． 

現象：ＳＮＳにより生じる患者間コミュニケーションと心理変容の実際の現象 

図２ 実践研究の協力体制 
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設計と実装を実施するうえで，上記の 3 つの対象（下線）に関して，次の 4 要件を設定する． 

ＳＮＳで生じた現象，つまり患者間コミュニケーションと患者の心理変化が，設計意図の世界で想定され
たこととの一致性を議論できること． 

一致していなければ，設計意図とＳＮＳとしての実装のどちらに，どのような問題があり，どのように解決す
るかを，関係者と共に検討できること 

設計意図とその実装であるＳＮＳの対応を失わないこと（ＳＮＳに修正を加える時は必ず設計意図を修正
すること）． 

設計意図間の一貫性を保つこと（新しい設計意図は，既存の他の設計意図と矛盾するものであってはいけ
ない．設計意図が自然消滅することがあってはいけない）． 

この要件を満たすうえでは，東海林ら(東海林ら，2009)による「コミュニティの機能の概念が不明確である」

という問題を克服することが不可欠である．そのために，本研究では， 

オントロジーを基礎にした知識共創による漸進的設計アプローチ：オントロジーを基盤とし，設計物

の機能設計の意図を明示し，それを関係者で共有しながら設計物を協調的に実装し，観測された現象

に基づいて，機能設計・実装設計の改良を繰り返すアプローチ 

をとり，そのアプローチの実践プロセスの記録を研究の成果物とし，他のコミュニティ設計に応用できる方

法論に昇華させることも目指したいと考えている．研究の初期段階では経験知の集積を主な目標とし，集積

が進んだ段階で，応用可能な設計上の知見として汎化することを目指す．例えば，以下のような状況を的確

に記録することができれば，コミュニティ設計の一般の知見として蓄積したり，設計意図を現場特性・患者

特性に適応させるノウハウ（経験知）として蓄積することができる． 

 

意図された機能の実装にあたって，患者と医療者が不安や抵抗感を感じずに受け入れられる導入レベルの
初期機能から提供をはじめ，患者と医療者の成長に応じて徐々に意図したレベルの機能の実装へと進める
（段階的実装のための経験知の蓄積）． 

意図した現象と矛盾する現象が生じた場合，その原因の分析・解決法を患者や医療者と議論し，その結果
を設計に反省させる（設計意図実装上の障壁と解決法に関する経験知の蓄積） 

患者・医療者（現場関係者）による新しい気づきやアイディアを，設計意図として明示化して追加する（現
場関係者との共創によるアイデアの蓄積） 

 

3.2オントロジーの役割 

知識共創による漸進的アプローチを実現するためには，設計意図の明示化による共有が不可欠であるが，

容易ではない．設計意図の共有が難しい理由のひとつに，患者コミュニティの機能の捉え方が，厳密には人

によって違うことがあげられる．例えば，2.であげた糖尿病患者コミュニティの機能には，「自己開示の機

会」「情緒的サポート」「自己信頼」があげられている．「自己開示の機会」は，人の行動を機能として捉

えている．「情緒的サポート」は，行為によって生じる心理面の変化を，「自己信頼」は人の心理面のある

状態を機能と捉えている．つまり，どれも同じ機能というラベルを使っているが，そのラベルが意味する概

念が異なっている．また，「自尊心の回復」も「心理変化」も同じ心理変化を機能と捉えられるが，一般化

度合が異なっている． 

設計意図を共有するためには，患者コミュニティの機能の捉え方を定義し，一貫性をもった記述と一般性

の整理を可能にする枠組みが不可欠である．本研究では，患者コミュニティに関する諸概念をオントロジー

として定義し，それを基礎にして設計意図の表現の枠組みを構築する．電気回路の設計からのアナロジーで

説明すると，オントロジーは回路素子や回路理論の体系的な定義にあたり，表現の枠組みは回路図の表記法

に相当する．オントロジーを基礎として，患者ウェブコミュニティ機能の設計意図を明確に表現することで，

ウェブコミュニティシステムの前提の設計意図の共有と改善点の議論をより精密なものとし，患者や病院の

特性に応じた機能のより合理的な洗練を可能にする． 
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4. 患者コミュニティ機能のオントロジー 

患者コミュニティの機能の設計では，人のコミュニケーション行為とそれによっておこる心理変化の関係

が設計者により意図されている．但し，その関係性は，暗黙性が高いことにより，直感的に意図されること

が多い．以下では，患者のコミュニケーションとコミュニケーションにより生じる心理変化を定義したオン

トロジーを紹介する． 

 

4.1 患者コミュニティ機能のオントロジー 

機能の概念化に関して，來村ら(2002)は，製品機能を「装置が対象物に与える状態変化を，ある特定の目的

のもとで解釈したもの」と定義している．また，住田ら(2012)は製品機能の捉え方をサービスの機能に拡張し，

「特定の目的のもとで，作用実行主体が発揮する作用によって，作用対象の状態が変化すること」(住田ら, 

2012)を機能として捉えている．いずれの定義においても，機能における行為と，その対象，それにより生じ

る変化を明確に定義されている．2.の冒頭で述べたように，先行研究におけるコミュニティ機能の説明では，

患者同士のコミュニケーション行為，行為の対象である心理状態，それにより生じる心理変化は，全て患者

コミュニティの機能と捉えられていた．ここでは，来村ら・住田らの定義に準じて患者コミュニティ機能を，

機能における行為・対象・変化を構成概念として定義することにする．  

本研究においては，糖尿病患者コミュニティの機能を以下のように定義する． 

糖尿病患者ウェブコミュニティ機能の定義：糖尿病に伴う心的問題に対し，それを患者自ら克服する

目的のもとで，患者がコミュニケーション行為を行い，その行為によって，自分と他の患者の心理状

態に変化を生じさせること 

図３は，この定義を直感的に理解し

やすいように示した模式図である．機

能概念(A)を構成する主要な概念はB, C, 

L, D, E の箱で表記しており，役割は，

それぞれ，主体・行為・原理・対象・

作用である． 主体(B)による行為(C)に

よる作用(I)が，どういう原理(L)に基づ

いて，対象(D)に対する作用(E)をもたら

すかを表している．ここに現れる二つ

の作用は，作用(I)が患者コミュニケー

ション行為による情報の状態変化を，

作用(E)が情報の変化に伴う患者心理の

変化を表している．患者コミュニケー

ション行為と心理状態変化の間に想定

された関係性を表現するのが原理(L)で

ある．この原理の明示化が，先行研究

において暗黙性が高く合意度の低い部

分であり，その明示化が本研究の特長

の一つである．  

図４は失敗談を語り他者を支援する

ことで自己効力感を高める機能(A)の

定義を例示している．患者(B)が失敗談

を語る行為(C)によって，情報開示の状

態(H)を秘匿から開示へと変化させる

ことが，自己効力感が低い状態から高

い状態へと心理変化の作用を産み出す

ことを示している．この開示状態の変

化(I)と心理状態の変化(E)の間を説明す

るのが原理である．本研究で扱う原理

を次の節で詳しく説明する． 

図３ 患者コミュニティ機能の概念定義 

図４ 患者コミュニティ機能の定義例 
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4.2患者コミュニティ機能の原理 

患者コミュニティ機能における原理を概念化する目的は，設計者が想定した患者行為とその患者自身の心

理変化が生じるまでの関係を明示し，意図した機能の有効性をより評価・議論しやすくすることである．患

者コミュニティで意図した機能の評価では，患者間コミュニケーションにより双方の患者によい心理変化が

生じているかが重要であり，一方の患者のみによい心理変化生じている場合は，機能に問題があると見なさ

れる．患者コミュニティ機能モデルの原理の概念化で求められるのは，一方の患者の行為によりその患者自

身の心理変化がどのように生じるかに関する原理だけでなく，同時にコミュニケーション相手の患者の行為

によりその相手の患者にどのように心理変化が生じるかという原理とセットで記述する枠組みを構成するこ

とである．本研究では，基本機能モデルに示される各原理と関連する原理を対にして表現できるように原理

を定義した．本項では，具体的に設計した各原理の内容を説明し，その原理がいかにセットで設計意図とし

て表現されるかを具体例で示す． 

 

患者心理変容モデル 

患者コミュニティの基本機能モデルの行為と心理変化をつなぐ原理に記述する設計意図として心理変容モ

デルを構成した(図５)．糖尿病患者間コミュニケーションと医療的に望ましい糖尿病患者の心理状態の変化の

関係を，糖尿病患者の心理変容に関する研究(Prochaska1et al., 1992; 榎本, 1997; 心理学辞典; 今林, 1993; 村上, 

2004; Mark and Roy, 2000; 中村, 1999)のサーベイにより，心理変容モデルとして定義した．患者が糖尿病の告

知・受容・前向きな態度になるまでの望ましい心理変容プロセスを用いてモデル化したものを図式化し図５

に示している． 

モデルの意図は,患者がいつ・どのように関わり,どのような心理面の変化を促すようにすれば,糖尿病の前

向きな取り組みを促進しうるかを明らかにすることである．横軸は時間軸であり,多理論統合理論という糖尿

病患者が自己管理を継続できるようになるまでの行動変容段階の理論(Prochaska, 1992)に基づく 5段階を示し

ている．モデルの主な構成概念は,前向きな取り組みを促すときに重要となる複数の心理的要因(自尊感情や他

者からの受容等)と患者のコミュニケーション行為であり,縦軸には前向きな取り組みを促す時に優先的に改

善したらよいと考えられる心理的要因を下から配置している．心理的要因が機能の対象に記述され，行為が

機能の行為に記述される．複数の心理的要因間,もしくは心理的要因と患者のコミュニケーション行為には因

果関係があり,それらの因果連鎖により各要素が改善され,徐々に患者が前向きになるプロセスを示している． 

 

 図５ 心理変容モデル 
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図６に，4.1.でとりあげた例（図４）の「他者に

対する支援が自己効力感を高めると」いう原理に

相当する心理変容モデルの一部を取り出している． 

書き下すと，自己管理ができるようになってきた

行動期の糖尿病患者が,他者に対する支援行為を

行うと，その作用により，自分の自己効力感が向

上する．他者支援と自己効力感は，図４の模式図

の，行為(C)と対象(D)に対応する． 

 

患者コミュニケーションの原理の表現 

心理変容モデルで定義した原理は，ひとりの患者の行為とその患者自身に生じる心理変化の関係である．

患者コミュニティの機能としては，患者ペアのコミュニケーション行為による，ある患者とその交流相手と

なる患者の双方に生じる心理変化を表現することが望ましい．実際に設計者によって想定されるのは，心理

変容モデルで定義された各原理が 2 つセットになったものであり，患者コミュニティの機能の洗練において

は，双方の患者にとってよい心理変化が生じているかを評価することが求められる．そこで，患者ペア間の

コミュニケーションの原理を表現する方法を示す． 

図７は，患者コミュニケーションの原理の例をオ

ントロジー記述言語「法造」(大阪大学溝口研究室、

(http://www.hozo.jp/hozo/))を用いてインスタンスと

して表現したモデルであり，図８はそのイメージを

描いている．一方の患者が他者支援の語り，他方の

患者が傾聴をする患者間コミュニケーションにお

ける原理を定義している． 

コミュニケーションの原理本体である(ア)「患者

交流の心理変容(他者支援の語り-傾聴)」は，(イ)～

(キ)の部分概念で表現されている．(イ)～(キ)の長方

形の上の赤文字は，原理概念で各部分が担う役割

名である．法造の表記ルールにより複雑な記述になっているが，重要な

部分を黒字でオーバラップして表記している． 

主な意味は，他者支援(語り)により自己効力感が向上する変化(イ)と，

傾聴により自己開示欲求が向上する変化(オ)を成立していることである．

設計者は，この二つの変化が同時に起こることを意図していることを表

している．失敗談を語る行為により生じる変化(ウ)は，語り量の増加と

いう before 変化(ウ)とそれにより派生的に生じる自己効力感が向上する

after 変化（エ)と，傾聴行為により生じる変化(エ)は，傾聴量の増加とい

う before 変化(カ)とそれにより派生的に生じる自己開示欲求向上という

after 変化から構成されている．ここで，図７中の p/o は，part of の略で

あり，線で接続されている 2 つの概念の関係性が全体―部分の関係であ

ることを示している． 

このモデルで意図されている患者間コミュニケーションは，患者

コミュニティの熟達患者が失敗談を語り，患者コミュニティの新人

患者がその失敗談の語りを傾聴するという，患者ペアのコミュニケ

ーションである．その設計意図が図７により，熟達患者は，失敗談を語ること(ウ)で，自己効力感を高める(エ)

という原理(イ)と，人患者はそれを傾聴（カ)することで失敗談の自己開示欲求を高める(キ)という原理(オ)の

ペアとして表現されている．  
意図した患者コミュニティの機能が実践的に，例えば老齢化の進んだ芳珠記念病院の糖尿病患者の前向き

な自己管理を促すのに合理的なのか，高齢者の家族構成によって機能発現に違いがあるのか，などは，実践

を通して患者や医療者と話し合う中で初めてわかることである．関係者と話し合うときに，設計意図が明確

にしてあることで，何か問題が生じたときに，機能が適切か，それとも機能を実現する手段であるシステム

に問題があるのか，高齢者の家族構成によって違う設計意図を追加したほうがいいのか，をより明示的に議

論することが，このようなオントロジーを基礎にした明示的な記述により促されると考えている． 

図６ 心理変容モデル（一部を拡大） 

図７ 患者コミュニケーション原理の例 

図８ 患者コミュニケーション原理の 

イメージ 
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5. 糖尿病患者ウェブコミュニティシステムの実装設計 

本研究は，前節までに示したアプローチでコミュニティの機能の初期モデルを構築し，実装を進めている段

階にある．ＳＮＳ実装設計の詳細は，本稿の主題ではないため割愛する．実装設計においては，医療者・プ

ログラマ・機能設計者（著者）の間で，オントロジーを基礎に議論を進めてきた．ここでは，これまでの実

装設計を示した上で，実装設計の議論の一例を示す．また，オントロジーを基礎にした機能設計の漸進的プ

ロセスの想定シナリオを紹介する． 

5.1 患者コミュニティ機能の実装設計の例 

図９に，これまで例として取り上げてきたウェブコミュニティ機能に関する，実装設計の結果をオントロ

ジーと対応づけて示している．以下では，この実装設計を，理想的な利用シナリオを示しながら説明する． 

への参加は，芳珠記念病院の医療者により，ウェブコミュニティの参加が患者の自己管理遂行において適

切であると判断されたときに促進される． 

医療者による糖尿病患者 A の参加促進と失敗談の語り： 糖尿病患者 A は，糖尿病診察において自己管理が習

慣として身に付き始めている．しかし，ある診察時に，少し挫折しそうになっていることが観察される[1]．

担当医師が，糖尿病患者コミュニティの心理変容モデルの行動期から維持期への心理変容を支える機能「患

者支援による自己効力感の向上」[2]を意図して，糖尿病患者ウェブコミュニティに参加して語ることを促進

する．管理者が代筆する形で，ウェブコミュニティに投稿する[3]． 

医療者に参加促進による糖尿病患者 B の参加促進と傾聴： 糖尿病患者 B は，糖尿病を診断されたばかりで，

血糖コントロールがうまくいっていない．「頑張ります」とはいう以外は，あまり患者 B についてあまり語

ろうとはしない[4]．担当医師が，糖尿病患者コミュニティの心理変容モデルの初期段階である前熟考期にお

ける心理変容を支える機能「傾聴による自己開示欲求向上」[5]を意図して，糖尿病患者ウェブコミュニティ

への参加を促す．糖尿病患者 B は，糖尿病患者 A の失敗談を読む[6]． 

糖尿病患者 A と糖尿病患者 Bの交流 と心理変容： 糖尿病患者 A の失敗の語りを傾聴した糖尿病患者 B が

「失敗するのは私だけではないことがわかりほっとしました．私も頑張ろうと思います」とコメントを残す

[7]．一方，糖尿病患者 A

は，糖尿病患者 B のコメ

ントをみて人の役に立

ったことを知り，自己効

力感を高め[8]，自己管理

を継続できるようにな

る．糖尿病患者 B は，自

分の失敗も語ろうと思

うようになる[9]． 

このように，医療者が

心理変容モデルを理解

し，糖尿病患者ウェブコ

ミュニティへ患者を導

き，そこで患者は，他の

患者と交流することで

心理変容を高め自己管

理改善やナラティブ情

報を発信することを促

進する．糖尿病患者が語

るようになることで，患

者の自己管理を支える

だけではなく，医療者の

ナラティブ情報獲得を

支えること[10]を目指

している． 

図９ ウェブコミュニティ機能の実装設計の想定シナリオによる説明 
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5.2 患者コミュニティ実装上の工夫 

芳珠記念病院のように，ウェブコミュニティになじみのな

い患者層が多いと想定される場合は，設計意図の中から患

者にとってなじみやすい機能を部分的に提供し，徐々に意

図した患者コミュニケーション機能へと近づける工夫が必

要という提案がプログラマからあり，そのための工夫を相

談し，実装設計に加えた．例えば，図１０は，4.2 で説明し

た熟達患者が失敗談を語ることにより自己効力感を高め，

新米患者が傾聴することで自己開示欲求を高める患者コミ

ュニケーションの意図の，ＳＮＳ実装設計の一例を示して

いる．システム導入初期段階では，コミュニティでの活動

に慣れた患者がいないため，患者自身が失敗談を適切に語

ることは難しいことが容易に想像できる．この実装上の障

壁を克服するために，糖尿病患者の代わりに管理者が語り

を代筆（もしくは文献を基に失敗談を記述）し，情報発信

する記事表示機能を設計・実装した．患者の失敗談を管理

者が代筆した場合，その患者の自己効力感を高めるために

は，傾聴者からのフィードバックが必要である．そのフィ

ードバックをすることも，導入初期では抵抗感があると推

測できる．そのため，フィードバックを与える感覚を気楽

に経験させるために，画面に星マークが表示されるいいね

ボタン①を設定した．慣れてきたら，一言でも簡単なコメ

ントを記述できるように，コメント欄も用意した．また，

大沼ら(2012)によると，ウェブコミュニティでの発言は，

対面時の発現より否定的に捉えられる傾向がある．その対

策として，コメントの最後の一文字の後には自動的にランダムで絵文字が追加されるようにし，できるだけ

肯定的に解釈されるような工夫②も施している．また，失敗談の主体である患者の自己効力感を促すために，

コメント文字が投稿された記事上に左から右へ流れる③ようにしている． 

このような現場との議論の記録が，3.1 で述べた「機能の設計意図を意図された機能の実装にあたって，患

者と医療者が不安や抵抗感を感じずに受け入れられる導入レベルの初期機能から提供をはじめ，患者と医療

者の成長に応じて徐々に意図したレベルの機能の実装へと進める（段階的実装のための経験知の蓄積）」の

設計プロセスの記録の一例である． 

 

5.3 糖尿病患者ウェブコミュニティ機能の検証と漸進的洗練の例 

5.1 で示した例は，設計意図通りに糖尿病患者ウェブコミュニティが機能した状況である．しかし，患者の

状況やライフスタイルの違いによって，ウェブコミュニティが適切に機能しないことがあると考えられる．

本研究で目指しているのは，設計意図通りにコミュニティを機能させることよりも，設計意図通りに機能し

ない場合に，医療者や患者と機能が適切に動くよう共創できるようにしていくことである． 

例えば，糖尿病歴の長い高齢患者がウェブコミュニティで「これまで不摂生で失敗ばかりしてきたけど，

たいした問題じゃなかったから，がんばることない」と発言し，これまで自己管理を頑張ってきた若い世代

の意欲が低下してしまうという問題が生じた場合，ライフサイクル別の心理変容モデルを構築した方がいい

のか，高齢者と若い世代の交流をなくした方がいいのか，医療者の補助的助言をするのがいいのかなど，生

じた問題への対応を患者コミュニティ参加者や医療者で議論する．この議論時に当初の設計意図を明示して

おくことで，コミュニティの機能の共有と明示的な変更が可能になる．このように，患者の多様性や現場に

応じて糖尿病患者ウェブコミュニティの機能が発現するよう実践を通じて機能を洗練させていく方法を探究

していく予定である． 

図１０ 実装設計時の工夫の例 
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3. まとめ 

糖尿病患者ウェブコミュニティに期待される医療サービス上の機能は，患者間交流により，望ましい患者

心理変化を起こすことにある．また，患者の語りを中心にした医療サービスを実現するうえで，重要な機能

を提供することも期待されている．そのような機能の設計と実装においては，医療現場の実情・患者の特性

に適応させることに様々な困難が伴う．特に，機能の設計意図が，関係者（医療者・患者・ファシリテータ

等）の間で共有されず，適応化のための建設的な議論が設計・実装・運営のプロセスに起こりにくいことが

深刻な問題である．本稿では，行為・原理・心理変化といったコミュニティ機能に関連する概念をオントロ

ジーとして明確にし，コミュニティ機能の設計意図を表現する枠組みを示した．この枠組みにより，コミュ

ニティ関係者が，設計意図の合理性を失うことなく，コミュニティ機能を自ら洗練し，共創する，コミュニ

ティ設計・実装の漸進的プロセスの実現を目指している． 

本稿は，医療関係者と１年半前から交流を始め，機能オントロジー構築を１年間，最近半年間にわたって

実装設計を進めてきたことの成果をまとめたものである．その過程で，実践現場の医療者と共に設計・実装・

実装する合理性の高い方法を明らかにすることを目指してはいるが，プロセスの明示化と記録の方法につい

ても試行錯誤的に模索している段階にある．今後は，実装・実証を重点的に進め漸進的共創プロセスの経過

を詳細に記録し，そこで集積した経験知と，他に応用可能なように汎化した設計上の知見とともに，オント

ロジーが果たす役割と効果等を，まとめていきたいと考えている． 

学術報告として研究の完結性が整っていない段階だがが，テーマセッションの議論の話題の一つとしてと

りあげていただき，我々が考えているアプローチの意義・問題点・改善策について共創できれば幸いである． 
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