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研究成果の概要（和文）：　精神科ＤＣでは中断者がみられるが，その直接調査は倫理的な問題が高く推測を脱
しえない．本研究では，ＷＥＢモニタ調査を用い中断者との接触を図り中断を減じさせる視点を得ることを目的
とした．
　まず，ＷＥＢモニタ登録者のスクリーニングによりＤＣ利用者12,168名が抽出された．次いで，ＷＥＢチャッ
トで46名のＤＣ利用者と対話を行い，中断要因に関する質的な分析が行われた．最終的に71項目5件法のＷＥＢ
アンケートを実施し376名より回答を得て，5因子（メンバー交流，プログラム適応，スタッフ支援，自身の安
定，施設満足感）36項目が収れんされ，質問紙項目は医療中断の可能性を弁別することが示唆された．

研究成果の概要（英文）：　Some users of psychiatric day-care (DC) may discontinue the use of such 
service, but a direct survey of such behavior can be ethically problematic, and the results are a 
mere conjecture. In the present study, we used a web monitoring to contact with users who have 
discontinued to find view points that may lead to a decrease in such discontinuation. 
　We extracted 12,168 DC users through screening of registrants for web monitoring. Then, we talked 
with 46 DC users through web chatting and performed a qualitative analysis of factors for 
discontinuation. We finally obtained responses from 376 users after a 71-item 5-point web 
questionnaire, which converged into 36 items of 5 factors (exchange among members, program 
adaptability, support by staff members, self stability, satisfaction with a facility), suggesting 
that items in our questionnaire can distinguish possible discontinuation of health care. 　

研究分野： 精神科デイケア

キーワード： 精神科デイケア　ＷＥＢモニタ　ＷＥＢチャット　因子分析　適応評価　医療中断　ＭＲＯＣ　地域リ
ハビリテーション

  １版



様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 

１．研究開始当初の背景 
精神科デイケアでは利用初期に中断する

利用者が多い．その支援は経験による評価や
援助の要素が多く体系的研究は乏しい．研究
代表者らは初期適応過程の評価と援助の為
に「精神科デイケア適応質問紙」を開発して
きたが，中断利用者の直接調査は倫理的に問
題が多く行えず，推測を脱しえない状況があ
った．そこで，本研究では医療社会学者と臨
床家の会合を行い，ＷＥＢモニタを用いた調
査を計画するに至った．調査はスクリーニン
グ，デイケアをやめた当事者とのオンライン
コミュニティでのチャット，ＷＥＢアンケー
トで構成された． 
 
２．研究の目的 
本研究は，精神科デイケア不適応利用者の

医療中断が発生する要因や背景，社会資源の
利用状況，ＤＣ適応度などを明らかにするこ
とを目的とする．研究を進めることで中断利
用者の背景や選択行動などを検討すること
ができ，医療中断やＤＣ不適応利用者を減じ
させる視点を得ることができる．こうしたＤ
Ｃ実践の指針を示す研究は少ない．ＤＣ利用
者のケアは人生の物語として支援者に了解
され，そのケア実践も体系化されにくい．こ
の為，診療報酬やケアの枠組みを整備する量
的情報が乏しく，未だ不適応利用者の調査結
果が無い．これは少なからず，現在のＤＣが
適応利用者の治療の場に終始し展開してい
る可能性を示し，ＤＣ治療の新たな視点を構
成する研究結果が得られる． 

 
３．研究の方法 
 中断利用者は直接調査の難しさが課題で
あったが，新たな調査手法として，調査会社
を経由したＷＥＢモニタ調査を用いる．ＷＥ
Ｂモニタは自ら調査会社に登録し，積極的に
ＷＥＢ上でのアンケート回答に応じてポイ
ントなど対価を得て活動しておりアクティ
ブで意識が高い．多くの従来型調査手法が未
だ主流をしめる研究状況にありその信頼性
などの懸念があるが，従来型調査とＷＥＢモ
ニタ調査をデータ比較検証した研究による
と，両者は乖離した内容ではなく十分実践的
な結果が得られるとの報告がある．また，“モ
ニター調査（モニタ調査）”などのキーワード
で医中誌などを検索するといくつかの論文
が見られ，こうした手法の調査が少なからず
実施されている．振り返り，研究代表者らは
従来型質問紙調査研究時の回収率や欠損値
の多さ，謝礼のクオカード目当てに回答した
がる利用者などを体験した．また，認知機能
低下などが影響して回答が難しい利用者が
一定数いることは確かで，結果的に欠損値と
して破棄されるデータとなっており，必ずし
も従来型質問紙調査が万全であるとも言え
ない．一方，ＷＥＢモニタは学歴が高く，意
識がネガティブなどの特徴を有し，従来型質
問紙調査で人が介在する意識設問では肯定

的な回答傾向になり，ＷＥＢ調査においては
「正直な回答」に近い回答を得るとされる．
中断利用者への倫理的な問題がある中で，よ
り対象者に近づく可能性が残された調査手
法として，積極的にＷＥＢ調査やモニタにつ
いて検証の機会を得ていきたいと考えてい
る．これら本研究の結果は将来の世代に対す
る新たな視点を提起するものであり，今後の
ＷＥＢ利用率の発展に伴う層をターゲット
にすることから高い利用価値があるものと
考える． 
         
（１）事前スクリーニング 
本研究では，調査会社として株式会社マク

ロミルの疾患モニタおよび提携パネル（より
多くのモニタを得るため，グループ企業のパネル
を追加すること）を研究対象に調査を実施する．
認知症を除く精神疾患をもつ本人および家
族を対象に 20,000 人分の回答データを回収
予定とした．ターゲットになるＤＣ利用経験
のある本人及び家族がスクリーニングされ
る．本人はもちろん，家族においても様々に
ＤＣ利用の課題を共有する可能性が高く，研
究対象に位置づけられるが，回収数が予定を
大きく下回る場合には，ＤＣ利用経験のある
家族を対象にシフトし，家族の立ち位置から
分析を進める．さらに下回る場合には，精神
疾患をもつ本人および家族の社会資源利用
状況と選択行動因子などが明らかになる． 
 
表１：アンケートフォーマット 

 
事前スクリーニングは同社の疾患モニタ

にＱ１～Ｑ５のアンケート（表１：アンケートフ

ォーマット）．によって選別され，誘導リストに
登録される．誘導されたモニタは下記の続く
（２）のオンラインチャット調査と（３）Ｗ
ＥＢアンケート調査に協力する．調査対象は



属性として性別・年齢・仕事・居住地域・配
偶者有無・年収・子ども有無・世帯の数など
の基本情報が登録されておりそれら属性デ
ータも回収する． 
Ｑ１「サービスや支援の内容」 
Ｑ２「選択時の考慮項目」 
Ｑ３「サービスや支援を自らやめた理由」 
Ｑ４「オンラインチャット調査の希望 
Ｑ５「ＷＥＢアンケート調査の希望」 
 
研究対象者のモニタは，調査会社により個

人のプライバシーは厳密に保護され完全に
匿名化されている．いつでも参加拒否・中止
の自由があり，同意は参加登録や回答送信な
どのＷＥＢ遷移時に確認され，紙面を用いた
説明や同意書は存在しない．モニタはこうし
た調査に協力することで，調査会社からの一
定のポイントを獲得するなど利益があるが，
研究代表者からの謝金はない． 
ＷＥＢモニタ調査にあっては，バイアスを

避けるため，冗長な研究内容の説明は少なく
大学名・研究者情報なども匿名化され実施さ
れる．マクロミルによるとモニタは慣れてお
り，各種バイアスがかかることを避ける為，
マーケティング調査でも研究機関調査にお
いても，各企業名や大学名は匿名化されてい
ることが多い．本研究においても同様の方法
で調査を進めるが，マクロミルにＷＥＢ告知
として以下のように依頼する． 
「精神障害のサービスや支援に関する調査
を大学研究機関が実施しております．調査結
果はよりよいサービスや支援を検討する資
料となります．また，回答内容は個人を特定
せずに回収し，最終的に研究論文として発表
される予定です．同意いただける方は回答に
ご協力ください．」 
 
（２）オンラインチャット調査によるＷＥＢ
アンケート項目の設定  
MROC（Marketing Research Online 

Community）に準じてオンラインコミュニテ
ィを使用してリサーチを行う．ここ数年日本
でも用いられるようになっているマーケテ
ィングリサーチの新しい手法で，モデレータ
ーと参加者 1対 1だけでなく，参加者同志が
コミュニティを通じテーマに沿って意見を
投稿する．グループチャット形式（図１：チャ

ット画面イメージ）で主催者は研究代表者となり，
入退室の管理は主催者の権限となる．誘導リ
スト登録されたモニタから概ね１０人から
２０人をコミュニティに順次入室操作し，参
加者を変更しながらグループで意見を求め
る．今回の疾患モニタは匿名性の高さが担保
されているが，自身の病気の特徴や考えを述
べるには都度の配慮が必要であり，モニタの
希望や発言状況など配慮しながら，入退室や
参加日数の負担度は調整する．開催期間は２
週間程度を予定し，自身のペースで全体のＷ
ＥＢ上の発言をみてゆっくり意見を述べる
ことが可能である． 

主な検討課題は次いで行うＷＥＢアンケ
ート項目の原案作成であり，不適応利用者の
実態を把握するのに「精神科デイケア適応質
問紙」以外にどのような項目を追加，改変す
れば良いかについて意見を回収する目的で，
不適応なエピソードやデイケアに関する意
見の交換を行う．各意見は内容分析を行い，
ワーキンググループで改変作業の基礎デー
タとなる．  

図１：チャット画面イメージ 
 
（３）ＷＥＢアンケート調査 
「精神科デイケア医療中断尺度（仮題）」を

検討するために，スクリーニングされたモニ
タに回答依頼し５段階評定で回答を得る．併
せて属性も回収する． 
分析は回答項目の基本統計量，天井効果・

床効果（平均値±１標準偏差）を確認した後に
因子分析を行う．因子分析は段階的に初期解，
スクリープロット基準などを参照し，最尤法，
プロマックス回転を用い，因子負荷量は一つ
の因子に 0.40 以上で，かつ 2 因子にまたが
って 0.40 以上の負荷を示さない項目を選出
する．次いで因子構造が検討された質問紙を
用い，属性による各種群間比較を行う．統計
解析には SPSS18.0J for Windows を用い，有
意水準は 5％とする． 
 

（４）倫理的配慮と調査期間 
本研究は 2017 年度東京医療学院大学研究

倫理委員会の承認（承認番号 17-22H）を得て実
施された．調査期間は 2017 年 9 月～2018 年
3月の 7か月間とした．  
  

４．研究成果 
（１）事前スクリーニング 
①スクリーニングモニタ数と有効サンプル 
 本調査を行った登録モニタ人数，回収サン
プル人数，有効サンプル人数を疾患ごとに示
した．＜本人＞は疾患モニタ自身が診断を受
けた方，＜家族＞は疾患モニタ自身の家族に



診断を受けた方がいることを示す（表２：ス
クリーニングモニタ数と有効サンプル）．また診
断を受けた時期ごとの詳細人数と疾患ごと
の構成比を示した．有効サンプル人数は，本
人が全疾患合計で登録モニタ人数の約 10％
にあたる 12168 名，家族が約 6％にあたる
3693 名より回答を得られた．また，厚生労働
省平成 26 年の精神疾患を有する総患者数の
推移（疾患別内訳）の概算では，気分障害 111
万人，統合失調症 77 万人，神経症性障害・
ストレス関連障害および身体表現性障害 72
万人，その他精神および行動の障害33万人，
てんかん 25 万人，精神作用物質使用による
精神および行動の障害8万人などとなってい
る．有効サンプル人数において構成比を比較
すると，概ね気分障害が多数を占め同じく代
表的な疾患となり，次いで合算した神経症圏
の疾患群などと続くが，統合失調症は前述の
総患者数に比して回答者が少なった． 
 

表２：スクリーニングモニタ数と有効サンプル 

  
②有効サンプルの属性データ 
 ＜本人＞，＜家族＞別に，属性データを性
別，年齢，未既婚，子供有無，個人年収，職
業区分を表に示した（表３：有効サンプルの属
性データ）．＜本人＞，＜家族＞ともに女性が
やや多く，平均年齢 40 歳台であった．＜家
族＞には既婚者が多く，＜本人＞の半数に子
供がいた．年収は 200 万台がほぼ半数であっ
た．職業は専業主婦（夫）やパート，無職が
半数であった．なお，属性疾患は表２に示さ
れている． 

表３：有効サンプルの属性データ 

 
③サービスや支援の利用状況 
＜本人＞と＜家族＞について，各サービス

や支援の利用状況を選択肢ごとに回答人数
とパーセンテージで示した（表４：サービスや
支援の利用状況）．＜本人＞は精神科の外来や
入院治療に関して，知っているが 69.3％と一
番高く，次いで市町村・保健所などでの相談
49.3％と続くが，その他のサービスや支援は
30％～20％程度だった．＜見学した，以前利
用した，今利用している，利用希望＞がある
は精神科の外来や入院治療以外はその多く
が 10％を下回っている．＜家族＞も同様の傾
向であり多くのサービスや支援について，そ
の認知度は低めで利用に結び付く状況は低
い．  

表４：サービスや支援の利用状況 



④サービスや支援選択時の考慮項目 
 ＜本人＞と＜家族＞について，サービスや
支援選択時の考慮項目および終了時項目を
を回答パーセンテージ順に示した（表５：サ
ービスや支援の選択時/終了時考慮項目）．サービ
ス選択時の第 1位項目は“スタッフとの相性
や態度”をあげ，終了時項目としては“障害
の軽減”があげられた． 
 
表５：サービスや支援の選択時/終了時考慮項目 

 
 
（２）オンラインチャット調査によるＷＥＢ
アンケート項目の設定  
中断者とＷＥＢチャットによる直接のや

り取りを行い，46 名のデイケア利用者と対話
を行った．交わされた対話からのテキストデ
ータをもとに内容分析の手法を用いて質的
に検討した．そして研究テーマに関連する文
脈を抽出した結果、168 の文脈単位が得られ，
それらを意味内容ごとにまとめて同一記録
単位として，さらに高次の概念化によって７
カテゴリーに分類（表６：内容分析の結果）さ

れた． 
次にそれらのカテゴリー間の関連につい

て検討を行った．検討過程では参加継続要因，
参加中断要因などに着目して，デイケア利用
者の不適応行動に結びつく要因に関する検
討を行い，関連図（図２：カテゴリー関連図）
を作成した． 
また，本オンラインチャット調査で得られ

た結果から，続くＷＥＢアンケート調査の新
規調査項目に追加した． 
 

表６：内容分析の結果 

 

図２：カテゴリー関連図 
 

 



（３）ＷＥＢアンケート調査 
スクリーニングおよびチャット調査の結

果からワーキングループによりアンケート
項目を作成し，ＷＥＢアンケート調査を実施
した．結果，71 項目 5 件法のアンケートに
376 名より回答を得た．アンケートは天井フ
ロア効果分析，回答偏向分析，Ｇ-Ｐ分析，
Ｉ-Ｔ相関分析，群間比較など実施した後，
因子分析を行った．因子は 5 因子 36 項目か
ら構成され，第 1因子から第 5因子まで「メ
ンバー交流」，「プログラム適応」，「スタッフ
支援」，「自身の安定」，「施設満足感」と命名
できた（表７：デイケア医療中断尺度 36 項目）．
これらによって収れんされた質問紙は医療
中断の可能性がある利用者の傾向を弁別す
る可能性が示唆された．        
 

表７：デイケア医療中断尺度 36 項目 
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