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           齋藤 雅彦 

 

＝おぼえがき＝ 

 本誌創刊号の巻頭論文は、樫田が指導教員であった斎藤雅彦氏の卒業論文である。この

論文は、徳島大学総合科学部人間社会学科地域システムコースの 2010年度の卒業論文とし

て提出されたものを、そのまま、載せたものである。 

 じつは、同論文は、その分析の一部をハイライティングする形で短くリライトされ、同

じメインタイトルとちょっと違ったサブタイトルで、すなわち、「医療化する家庭と家庭化

する医療－在宅医療のエスノメソドロジー－」という題名で、『徳島大学 社会科学研究』

という雑誌の 24号（13頁～45頁）に、2011年に掲載されている。 

こ の 短 縮 改 訂 版 の 書誌 事 項 は 、 Ｃ Ｉ Ｎ ＩＩ に よ っ て 検 索 が 可能 で あり

（http://ci.nii.ac.jp/naid/110008092495）、本体は、徳島大学の機関リポジトリ上にＰ

ＤＦファイルの形で（http://www.lib.tokushima-u.ac.jp/repository/metadata/75582） 

掲載されており、紙版もＷＥＢ版もアクセスが容易であることから、在宅医療の社会学研

究の領域では、言及されることも、引用されることも比較的多い論文となっていた。けれ

ども、本誌掲載の卒論本体には、この短縮改訂版に載っていない素材・分析・議論も多く

存在しており、それらの部分の学問的意義を確定していくためにも、学術雑誌中において

この卒論版の方を公開していくべきであると思われた。 

 斎藤氏のこの卒論にまとまる調査のいくらかの部分については、樫田は斎藤氏に同行し

一緒に調査を行っている。遅ればせながら、現在、樫田は単独でその調査内容をまとめつ

つあるが、その樫田の準備中の報告のベースとしても、この斎藤氏の卒論版論文を使って

いきたいと考えている。そのような観点からも、今回この卒論版論文が公開されることは、

まことに喜ばしいことである。 

                          （樫田美雄・神戸市看護大学） 

  

 

 

 

 

 

http://ci.nii.ac.jp/naid/110008092495
http://www.lib.tokushima-u.ac.jp/repository/metadata/75582
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1章 問題意識 

 「高齢者保健福祉推進 10 カ年戦略」、通称「ゴールドプラン」制定（1989 年）1によっ

て、押し寄せる高齢化社会の波とともに在宅ケア2の推進が進んだ。しかし、予想を遥かに   

超えるニーズにより、さらなるサービスの充実が必要とされ、続いて「高齢者保健福祉   

5 カ年計画」、通称「新ゴールドプラン」が制定（1994 年）となる。このプランはさらな

る 在宅ケアの充実を視野に掲げられた。そして、通称「ゴールドプラン 21」（1999 年）

では、I 活力ある高齢者像の構築、II 高齢者の尊厳の確保と自立支援、III 支え合う地域

社会の形成、IV 利用者から信頼される介護サービスの確立等のプラン目標より、さらに

地域に 根差した在宅福祉のニーズが国策として高まったものとされている。 

上述のような気運の中、制度としての在宅福祉の波は家庭生活に一気に押し寄せた。  

つまり、岡本が指摘するように「高齢者への施設と在宅での援助という、生活援助＝福祉

の充実を重視する」（岡本、1996：92）ようになったことにより、高齢者＝病院で寝たき

りという構図では無くなったと言える。もちろん、ある種の QOL（クオリティ・オブ・ラ

イフ）が高まったことはまず間違いない。 

しかし、在宅ケア化が勧められた中、見過ごされていることがあるのではないだろうか、

ということが本稿の初めの議題となる。それは、高齢者のより一層のケア充足でもなけれ

ば、医師やケアマネジャー等の専門家と高齢者家族の関係や指導手順をより円滑にするこ

とでもない。私が主張したいことは、在宅ケアを受け入れた家族の生活のあり方、それ自

身である。例えば、在宅での医療行為・介護行為を受け入れた家族は生活に何らかの変化

が訪れ、その変化に対し柔軟に適応してきたことは明白である。また、そういった視点で

在宅に焦点をあてた際、初めて見えてくる課題もあるだろう。私は、その適応の様を社会

学の見地からエスノメソドロジー3的視点を用いることで明らかにしたいと考えている。 

在宅における医療行為・介護行為の実際を社会学として学術的に扱うことで、より一般的

で、かつ構造化された研究を提示したい。 

前述の通り、本稿の目的は在宅医療4という刺激を受けた家庭生活の変化・適応の様を描

きだすことである。その中でも在宅医療が、どのように綿密な形でその場面に参与する人

びとによってデザインされているかということに興味を持っている。説明すると、在宅医

療の導入の際には医師や看護師等、専門家の知識が在宅医療に携わる家族に教授される。

つまり、在宅医療は専門職としての専門家の指導に基づいて行われるというのが一般的な

考えである。しかし、在宅医療に携わる家族が専門家の指示をすべて全うできるわけでも

ない、ということも一般的に理解できることであろう。もちろん、トラブルやミスは起こ

りうるだろうし、家族が医療を行う際に自らの判断で環境を改善することもあるはずであ

る。そのような家族の適応の様を見ることで在宅医療のリアリティを見ていくことができ

ると考える。 
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 また、他の社会学との立ち位置の差も提示することで、エスノメソドロジー的視点での

社会学が持つ特有性を示していきたい。例えば、天田5は在宅介護の中で「どのようにして

家族介護者が『痴呆性老人』を介護することへと不可避に巻き込まれ、いわば“拒否権”

さえ剥奪された状況の中で苦悩・葛藤し、自らが『介護すること』＝『呆けを看とること』

を意味付け・解釈してゆくのかを明らかに」（天田,2003:238）するために、「『痴呆性老人』

と家族介護者の相互作用過程を、家族介護者のケア・ストーリーの視点から明らかにし、

家族介護者が、身近な他者が『痴呆になること』と自分自身が『介護すること』に対して

どのように定義し、意味付与していくのかを抽出」（天田,2003:258）している。また、同

様に井口は「家族介護者の困難として表明されている、家族介護を生きる経験のリアリテ

ィに迫る」（井口,2007b:145）ことを分析している。しかし、本研究は天田のように在宅

医療者のケア・ストーリーには着眼しないし、井口のように家族介護者の困難に焦点を当

てるわけでもない。エスノメソドロジー研究で重要とする「見られているが気づかれてい

ない（seen but unnoticed）」振る舞いを考察することで、エスノメソドロジー研究にしか

わからない在宅医療者のリアリティもあるはずである。少し理解しづらいエスノメソドロ

ジー研究ではあるが、本研究は他の方法論では分析不可能なエスノメソドロジーにしかな

い特有性を提示している研究にしたい。もちろん、エスノメソドロジー研究では理解する  

ことが出来ない在宅医療の側面もある。本研究が提示できることは在宅医療という側面を

家族間の振る舞い・相互行為から導き出すことである。 

本稿は、在宅医療という場面である点や場面に参与する参与者―〈家族〉、〈医療者／  

被医療者〉、〈福祉従事者〉―に焦点を当てる。そして、実際の在宅医療の様子をエスノメ

ソドロジー的視点で分析していく。つまり、在宅介護の会話分析、論理文法分析を通した  

相互行為分析を行うことで在宅医療場面を作り出している家庭のリアリティに迫っていく。 

 

本稿の構成 

本研究は上記の課題に対して、次のような章立てを行う。最初に、本稿における問題意

識を提示する（第１章）。次に、本研究に関係する社会学や在宅医療に関する議論を紹介し

たい（第２章）。そして、実際に訪問した A 宅における在宅医療の概要を示す（第３章）。

さらには、本研究の研究構想を提示し（第４章）、提示した構想のもと会話分析、相互行為

分析を行う（第５章）。 
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2章 予備的考察 

 2 章では、本研究の研究視点であるエスノメソドロジーやエスノメソドロジーに関連し

た論議をまとめるとともに、医療というキーワードに関連した論議も取りまとめる。また、

本章でエスノメソドロジー研究の適用妥当性や特有性を示しておきたい。 

 

2-1．研究視点―エスノメソドロジーとビデオ・エスノグラフィーの特有性 

本研究はエスノメソドロジー的方法論をとる。なかでも、ビデオデータを用いたビデオ･

エスノグラフィーという新たな研究手法により、より当事者性に密着6した研究を行う。ま

ずは、エスノメソドロジーの議論の概要を以下で説明する。 

エスノメソドロジーの「『エスノ』は特定の民族や集団をあらわすのではなく、『人びと』

あるいは『メンバー（成員）』」（水川,2007:4~5）を表している。また、後半の「メソドロ

ジー」は「方法論」を意味し、「人びとの方法論」と言われている。それでは、「人びとの

方法論」とはどういったことを指し示すのであろうか。エスノメソドロジーの創始者

H.Garfinkel は、エスノメソドロジーについて、以下のように述べる。 

 

  ＝英文＝ 

Ethnomethodological studies analyze everyday activities as members’ methods for 

making those same activities visibly-rational-and-reportable-for-all-practical- 

purposes, i.e., “accountable,”as organizations of commonplace everyday activities. 

＝邦訳＝ 

エスノメソドロジー研究は、メンバー（社会の成員）の方法論を目に見えて合理的で、

実際上は報告可能なメンバーの方法論として日常の活動を分析する。すなわち、あり  

ふれた日常の活動の組織として説明可能である。（H.Garfinkel,1967:7） 

 

つまり、エスノメソドロジーはどのようなメンバー（社会の成員）であれ、彼らが    

行っている活動を社会学として分析可能であるし、さらにはメンバーにおいても、その  

分析は理解可能であるという研究である。その場に参与する専門家7の活動を社会学として

分析すると言い換えることもできよう。また、エスノメソドロジー研究は場面で起きてい

る出来事を「説明可能な（アカウンタブルな）」ものとしていることも特筆すべきことであ

る。これについての有名な論議はリソースからトピックへの転換がある。水川によれば、 

 

行為者による理解や記述は、従来のフィールドワーク研究のように研究の「リソース」

という位置付けではなく、それがいかに説明可能に（アカウンタブルに）なっているか

という意味において、エスノメソドロジー研究の「トピック」となる（水川、2007：15） 
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つまり、研究者が人びとの行為を「リソース」（資源）として、そこかが論議を構築する

のではない。エスノメソドロジー研究者は人びとの行為を「トピック」（論題）として扱う

のである。そして、そのことこそが、「説明可能（アカウンタブル）」であるとしているわ

けだ。これは、エスノメソドロジーの持つ特有性の一つである。よって、本研究では在宅

医療を行う参与者をその場の専門家として扱い、その専門家が行う行為を社会学的見地か

ら考察していく。以上が、簡略であるが、エスノメソドロジーの説明8とする。 

 また、エスノメソドロジーはガーフィンケルにおける陪審員制度研究やサックスの自殺

防止センターの電話制度研究など、「制度的場面研究」として優れた功績を残している。そ

こでは、その場面を生きる人びとの諸活動の日常性を描きだしてきた。つまり、本研究も

「在宅医療の制度的場面研究」に相当する。一見、家庭生活を行う家族であり、医療場面

では単なる素人ではあるが、私からすると、在宅医療者は在宅医療における専門家である。

よって、在宅医療場面における専門家の振る舞いが、その場に参与する専門家にとって、

いかように協同的な達成を営んでいるのかを分析するのが本論文である。このこともエス

ノメソドロジーの持つ特有性であるだろう。 

 次にワークプレイス研究とは、「あらゆる社会的な実践に対して、つねに『具現化された

実践』として関心をもつという点」（水川･池谷,2007:48）から仕事の場面（＝ワークプレイ

ス）の社会的実践に社会学的考察をする研究である。つまり、「ワーク研究とは、現象を

社会的に組織化されたものとしてとらえ、その組織化がどのようになされ、その際の方法

がどのようなものなのかを解明することをめざして」（水川･池谷,2007:45）おり、本研究

も在宅医療での実践をつぶさに考察していこうとする立ち位置は同じである。 

さらに、ビデオ･エスノグラフィーとは、「当事者的知識を十分に摂取しながら行うビデ

オ分析」（樫田,2008:1）である。もう少し説明をするために岡田の言葉を借りるならば、

ビデオ・エスノグラフィーは「聞き取りや参与観察によるフィールドワークによって現場

の進行について大まかに理解し、また現場に詳しい人々とともにビデオを詳細に検討する

ことで、さまざまに起こる出来事を社会的に組織され、一貫した活動として解明していく

研究手法である。」（岡田,2008:163）研究においてビデオを用いることはいささか面倒で

はあるが、会話・動作・文字を多面的に記録することができる優れた機材である。ワーク

プレイス研究として会話分析・相互行為分析を行う際には必須であると私は考える。つま

り、ビデオ･エスノグラフィーは、従来のワークプレイス研究より、エスノメソドロジー的

態度に対し、より真摯であり、当事者性にも溢れた研究手法である。私は、この研究手法

で在宅医療場面のエスノメソドロジー、ワークプレイス研究にあたる。また、私がエスノ

メソドロジー的無関心9を持って、本研究を進めることもここで表明しておく。 
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2-2．先行研究―医療化と医療社会学 

 社会学にとって医療という分野は非常に興味ある対象であるが、その中に「医療化」と

呼ばれる論点が存在する。医療化とは「近代医療がその対象を拡大していくこと」（福祉社

会辞典より引用）とされており、出産や在宅医療、死などの人生上の出来事や精神疾患が

医療化に相当する。さまざまな事象が医療化という名の通り、医療という新たな側面に  

カテゴライズされる現象は社会変化を捉えようとする社会学者にとって、興味を持つ事象

の一つである。本題にある通り、本研究は在宅医療場面を医療化場面として捉えている。

よって、医療化についての論議をまとめ、医療化に対する私の見解を示す。 

 医療化を取り扱った文献は多岐にわたるが、今回は Zola, Irving Kenneth の 1978 

"Healthism and Disabling Medicalization,"（=  尾崎浩訳(1984)「健康主義と人の能力を

奪う医療化」）を紹介する。Zola は医療化について下記のように触れる。 

 

私のとりあげたいテーマは、医療が、もっと多くの伝統的な宗教、法律の諸制度をも

とりこみながら、社会コントロールの主要な制度になりつつあるという点である。（中略）

しかも、こうした事態は、（中略）日常生活の大部分を``医療化``することによって、   

（中略）達成されている。（尾崎訳、1984：55） 

 

彼は著作の中で医療化批判を行うことで、社会における医療の在り方を問い直した。し

かし、本研究は医者等の専門家による医療独占という社会における医療侵犯を批判するわ

けでもないし、Zola のように医療化する社会構造に疑問を呈するわけでもない。また、エ

スノメソドロジー的視点から医療化について考察すると、人びとの行為により秩序は作ら

れる。在宅医療場面らしさはもとより、医療化のようなより大きな社会現象も人びとの行

為の結果、生み出されている秩序にすぎない。そして、規範はその都度その都度状況に合

わせて利用されているものである。人びとの取捨選択場面を超えて支配力を持つ規範があ

ることはない。それは、一見、無秩序な状態であるかのように思うかもしれない。しかし、

人びとは実に秩序だった仕方で有意味な行為を働いている。人びとが秩序だった行為を働

いているからこそ、そこに何らかの規範があると思えるのだ。そのことを見逃してはいけ

ない。よって、本稿で明らかにしたいことはエスノメソドロジー的方法論に則りながら、

医療化場面の社会構造を解明することである。つまり、本研究は医療化論を扱いながら、

非医療化研究に相当する。 

 また、医療社会学においては黒田が「医療が人びとの生活に与える影響を明らかにする

のも、医療社会学の課題」（黒田、2001：44）と述べており、本研究と親和性は高い。本

研究は、在宅医療という新しい環境の変化が生じた結果、家庭生活がどのように変化して

いるのか、そしてどのように家族が柔軟な活動を行っているのかをエスノメソドロジー的 

視点で考察していく。本研究＝医療社会学と結びつけることはいささか性急であるし、  

いささか不本意なことでもあるが、医療という現象に対して生じた人びとの生活に着眼し、
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そのあり様を導きたいという思いは同じであると考える。よって、本研究は医療社会学に

相当することになるだろう。 

 

2-3．概念規定―医療と介護に着目して 

 今回、在宅医療10のエスノメソドロジーと銘打っているが、家族の行う行為に対し、「医

療」であるのかと疑問を持つ人もいるだろう。さらには、どこまでが医療で、どこからが

介護であるかという疑問を持つ人も少なくないだろう。もちろん、医療社会学の研究をし

ている立場としてはこれらを精査し、医療と介護（在宅医療と在宅介護、医療行為11と介

護行為）の区分けはきちんとなすべきことかもしれない。しかし、それらの区分けはかな

り困難で、現在もその判断基準は不明瞭である。この問題は、介護専門職等においても争

点となっており、「介護専門職がする行為がどこまで許されるのか」という問題は介護専門

職に就く者にとって、常に注意を払ってきたことである。そのため、本章では、医師法や

厚生労働省の通知を元に、医療と介護における流れを紹介し、それから本論文における医

療と介護における定義付けをさせてもらう。 

 従来、医療というものは医師、看護師の業務独占であるとされてきた。医師法第 17 条

においても、「医師でなければ、医業をなしてはならない」と明文化されている。しかし、   

医療行為が何であるかについてまでは明文化されてはなく、何が医療で、何が介護である

かの判断に明確な基準はなかった。そのために、施設において介護が必要とされている  

被介護者が医療を必要とする場面での応対には常に注意がはらわれてきた。そのため、  

厚生労働省は平成 17 年 7 月 26 日に「医師法第 17 条、歯科技師法第 17 条、及び保健師   

助産師看護師法第 31 条の解釈について（通知）」を公示12した。しかし、そこでの解釈に   

おいても、被介護者が要求している医療行為に相当するかもしれないニーズを介護士がど

こまで関与できるかという点においては、いまだ問題が残るものとなっている。しかし、  

在宅場面においては、被医療者本人とその家族には医療行為はある種、認められている。 

それは、被医療者とその家族が被医療者の医療行為に対し「医（療行為）」を「（職）業」

とすることはないためが理由の一つとしては挙げられる。しかし、訪問介護師については

上述の通りであり、とった行為が「医（療行為）」に相当し、「（職）業」として扱われる危

険を孕んでいるのである。 

 本研究では家族が為す行為を全て医療行為として扱う。家族においては、医師から説明

を受けたほぼ全ての行為が許されているのであるし、高齢者をケアするといった漠然とし

た今までの介護のイメージではなく、より専門的な場面を生きる者として捉え、その行為

のリアリティを捉えていきたいという私の思いもある。また、医療行為と介護行為の区分

けはそこまで緻密にしたところで、私の主張が変化するものではない。むしろ、分類が難

しい概念を研究者が提示することで、在宅で行われている行為を掬い落とす可能性もある。

しかし、訪問介護士の行為については繊細な注意を払う。 
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2-4．エスノメソドロジーの適用妥当性 

ここでは、本稿におけるエスノメソドロジーの適用妥当性について考える。適用妥当性

に関しては、二点指摘できる。まずは、①在宅医療に関してエスノメソドロジー研究が必

要であるかということ、そして②エスノメソドロジー研究が在宅医療を研究するのに適し

ているかということである。そこで、本稿では本稿におけるエスノメソドロジー研究が従

来の在宅医療研究を補う研究に足ること、またエスノメソドロジー研究の特有性、つまり、

エスノメソドロジーの持つ性格ゆえに、その適用妥当性がより適切に在宅医療にフィット

することを述べる。 

 まずは前章で取り上げた天田の行った研究をもとに①在宅医療に関してエスノメソドロ

ジー研究が必要であることに関する適用妥当性というものを考えたい。前述したように、

天田の行った研究は「家族介護者の’’ケア・ストーリー’’を解読するという社会的な主題」

（天田、2003：303）を基にした研究である。しかし、天田は以下を述べる。 

  

  方法論上の限界として、本調査は「回顧的質問」を中心とした半構造的面接法によっ

て収集されたデータであるため、家族介護者は調査時点からそれまでの介護過程を振り

返り、遡及的な意味定義をしつつ語るという形式におけるデータであるという点が挙げ

られる。（天田、2003：303） 

 

つまり、天田の行った研究は、方法論の性格上、不足せざるを得ない点があると言って

いる。そして、天田の指摘する不足点の一部を補うことが出来るのがエスノメソドロジー

的方法論に則った本研究であると考えている。端的に指摘すると、天田の行っている研究

はインタビューデータを用いて、介護過程を遡及的に―「現在」から「過去」や「現在」

を―言及しているが、本稿はビデオデータを用いて、在宅医療場面を限定的に―「現在」

映っているものから―人びとの行為によって作り出された場面として記述することを試み

ている。ここで考えたいのが、②エスノメソドロジー研究が在宅医療を研究するのに適し

ているかということに関する適用妥当性である。これについては、先述したエスノメソド

ロジー研究は制度的場面研究として発展してきた点で説明可能である。もちろん、これは

エスノメソドロジーが持つ特有性である。よって、在宅医療場面を分析する方法としてエ

スノメソドロジーは有益であるし、本稿の問題意識とも合致すると考えている。しかし、

エスノメソドロジー研究も万能ではない。天田は在宅介護を研究するうえで、「理想的には、

本調査のように相互作用過程に照準する場合には複数の調査時点でデータ収集を実施する

縦断的調査が望まれるのであろう」（天田、2003：303）と述べているが、特に縦断的とい

う部分においてはエスノメソドロジーも不得手である。もちろん、本研究で提示したいこ

とは制度的場面研究、つまりビデオデータで起こっていることがいかにその場の参与者に

とってデザインされているかである。 
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 本節では既存の研究から「見落とされているもの（missing whatless）」を指摘し、さら

にエスノメソドロジーの持つ特有性―とりわけ制度的場面研究として発展してきた点―か

ら、本稿におけるエスノメソドロジー研究の適用妥当性について論じてきた。よって、本

節をもって本稿の研究視点への言及は終える。 

 

2-5．研究テーマ―医療化する家庭と家庭化する医療 

 本節では、在宅医療という場面を考察するにふさわしい研究テーマを発表したい。 

まずは、在宅医療について少し考えてみよう。在宅医療という現象は家族の誰かを在宅で

看病しなければならなくなったとき、家庭生活の中に突如発生する現象である。それは、

家族成員にとって新しいカテゴリー対、すなわち、〈医療提供者／被医療提供者〉あるいは、   

〈療養者家族／療養者〉がレリバントになる事態でもある。 

 被医療提供者がいる家庭は病院と同様に医療が提供されるにふさわしい場所となるだろ

う。しかし、家族が生活をする場としての家庭という構図も変わることはない。だから  

こそ、在宅医療前から変容した家庭となることが考えられる。この側面を、「医療化する  

家庭」として研究していくことが可能だろう。 

しかし、それだけではなく、在宅医療にしかみることのできない医療らしさ、すなわち、

医師、看護師が活躍する医療現場では決して見ることのできない在宅医療の医療現場が 

発見できるのではないだろうか。そこでは「家庭化する医療」という研究視点が可能と  

なるだろう。 

「医療化する家庭」と「家庭化する医療」、この両者の視点を併せて、本稿の研究テーマは

「医療化する家庭と家庭化する医療」に定めた。いわゆる専門職とされる医者や看護師が

提供する医療とは異なり、家族が家庭生活のなかで、家庭生活により沿った形で行う医療

が「在宅医療」である。この在宅医療の様相を当事者同士の会話・動作等のコミュニケー

ションを軸に解明していきたい。 

よって、以下の考察で明らかにしていきたいと考えていることは 2 つある。それは   

①在宅医療はどのように家庭を医療化させているのかということ、そして②在宅医療は 

どのように医療を家庭化させているのかということの２つであり、本論文では順を追って

考察する。しかしながら、本論文の分析において、最終的には両視点の組み合わせが必要

となることだろう。 
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3章 調査概要 

【日 時】2009 年 6 月 25 日午前 11：00～2009 年 6 月 26 日午前 11：00 

【機 材】HDD カメラ 3 台 

【撮 影 者】樫田美雄、齋藤雅彦 

【被撮影者】A 宅 8 名（曾祖母｛被医療者｝、祖父、祖母、父、母、長男、次男、長女） 

      訪問看護介護関係者 4 名（介護支援専門員、訪問看護師、各 1 名を含む） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1【A 宅の居住者の家族関係】（兄弟姉妹中 A 宅に同居している家族成員のみ図示） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2【カメラ等配置図】     ＊西出入口はリビング・ダイニングキッチンに接続 

曾祖母（被医療者） 
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＊カメラ３は齋藤が適宜撮影を行った 

 

【写真 2】 

カメラ２の構図 

【写真 1】 

カメラ１の構図 
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3-1．A宅の概要 

A 宅は曾祖母（以下 A と表記）のほかに A の息子夫婦と孫夫婦13とさらにはその子ども  

からなる 4 世代家族である。世帯人数は 8 人である。自宅は持ち家（2 階建て）であり、   

部屋数も多い。また、A 宅の敷地内には家屋が２軒あり、A と A の息子夫婦が居住する   

家屋と孫夫婦と子供が居住する家屋の２つの家屋が存在している。しかし、食事は A が  

居住する家屋のダイニングキッチンでとる。A の療養室は１階のリビング・ダイニングキ

ッチン脇にあり、家族成員が常時様子を伺うのに便利な場所である。これらの条件から、

A とその他の家族は非常に近接な関係を保つことが可能となっている。このことは A 宅の

在宅での介護や医療をA宅の従来の生活と切り離すことなく共存することを可能にさせて

いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3【A 宅の簡易居住見取り図（本研究に関係する部屋のみ）】 
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【写真 3】 

A の療養室（備品詳細については図２を参照） 

写真手前にリビングが存在 
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【写真 4】 

A の療養室（写真手前に存在）に隣接するリビング 

写真右手にはダイニングキッチンが存在 

【写真 5】 

A の療養室に近接するダイニングキッチン 

写真の手前にリビングが存在 
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3-2．曾祖母 Aの概要 

療養者である A は 97 歳と高齢である。脳出血、脳梗塞を発症し数か月の入院後、在宅  

生活に復帰し、在宅医療へと移行した。歩行は困難（右半身麻痺）で認知症の症状もある。

退院は調査の４日前である。入院前のＡは、自力で食事をとることができ、発語による  

十分な意思疎通も可能だったということだが（調査者は未確認）、現在はいずれも十分には

行うことができない。また、A は嚥下
え ん げ

障害
しょうがい

14により胃瘻
い ろ う

15（写真６）が施されている。さ

らに、視力、聴力はあるが、自分からは意思を持った言葉を発言することがすることがで

きず、失語状態である。 

コミュニケーションに関する状況をより詳しく記述すると、周囲の呼びかけに対する 

応答は以下の身体動作等でなされていた。具体的には、首ふり（縦振り、横振りの区別が

ある）、脚ふり、手ふり、口を動かす、言葉ではない音をタイミングよく発する、目を    

ぱっちり開けるなどの行為がコミュニケーション上の応答とみなされていた。しかし、  

このような反応は常時安定的に返ってくるわけではなく、しばしば、家族や訪問した専門

家はＡの心情･意志を読み取ることに苦労していた。療養者の意志と思われることを家族や

訪問した専門家が大声で話し、それに対する反応を確認する形でコミュニケーションが行

われていることも多かった。 

 

表 1 被医療者 A の概要 

性別 女性 

年齢 97 歳 

撮影時状況 

・脳梗塞脳出血による入院を経て退院後 4 日 

・失語状態、寝たきり状態 

・嚥下障害により胃瘻が施されている 

身体状況 

・右半身麻痺 

・認知症 

・身体動作（手、足、首）による意思表示 
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3-3．A宅における在宅医療の概要 

 日課としては、1 日 4 回のオムツ交換がある。これは朝、昼、夕方、夜に行われる。ま

た、1 日 3 回の食事も胃瘻（市販の流動栄養剤を利用）から行われ、1 回の食事に約 4 時

間かかる。これは、逆流しないようにスピード調節が慎重に行われているためである。さ

らに、 褥
じょく

瘡
そう

16防止のため 2 時間ごとに体位変換17が行われる。それは A の身体とベッド

との間に座布団を差し入れ、傾きを作る形で行われていた。その傾きの向きは時間に応じ

て適度に変えられる。また、不定期であるが、目ヤニが溜まれば点眼薬を差し(写真 7)、口

の中に異物が溜まれば、口腔掃除も行う等の措置を施している。(写真 8)さらに、朝の日課

として体温測定と血圧測定を行っている。（写真 9、10）朝の日課は医者の指示ではなく、

祖父の判断であるそうだ。（聞き取り結果）そして、訪問看護は週 2 回の入浴介助、医師

訪問は月 2 回と設定されていた。なお、撮影に成功した今回の入浴介助には、訪問介護チ

ームの２名だけでなく、ケアマネジャーと訪問看護師も状況把握のために同行していた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【写真 6】 

胃瘻が施されている A 

A の腹部からチューブのようなものが出ているのがわかる 
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【写真 7 mov15】 

点眼薬点眼を行う祖母 

 

【写真 8 mov15】 

口腔掃除を行う母 
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3-4．まとめ 

 3－1 で A 宅の家屋や部屋に関する概要を記載し、3－2 では療養者である曾祖母 A の病

歴や身体的状況、コミュニケーション能力等を記載した。3－3 では A 宅で実践されてい

る在宅医療の概要についてまとめた。3 章で調査概要をまとめることで、在宅医療の様子

を少し理解してもらえたのではないか。そして、次章では本研究の構想をとりまとめたい。 

 

【写真 9 mov14】 

体温測定を行う祖父 

祖父の左手には体温計 

 

【写真 10 mov14】 

血圧測定を行う祖父 

A の右手を用い計測している 

 



医療化する家庭と家庭化する医療―在宅医療のビデオ・エスノグラフィー（卒論版）－    

2014 現象と秩序 1  - 23 - 

 

4章 医療化する家庭と家庭化する医療―エスノメソドロジー的視点による在宅医療場面 

4-1．家庭の医療化―家庭に侵出する在宅医療 

ここでは、A 宅の在宅医療のあり方から「家庭の医療化」の側面をみていきたい。本節

ではA宅の生活から在宅医療に見られる医療化のリアリティを導き出すことが目的である。 

前述のとおり、本研究は医療化について論じるつもりはない。家庭が在宅医療を受け入れ

ることで起きた端的な（≒誰の目にも見える）変化を「医療化」と称しているに過ぎない。

すなわち、調査概要を詳細に提示していくことになる。 

ここで私が考察するのは以下の３つ。 

 

1）住環境の変化 

2）専門職の関与 

3）時間・体力・精神の負担 

 

1）住環境の変化 

まずは住環境の変化から考えたい。Ａの療養室に注目（写真 11）すると、そこには、   

胃瘻栄養用のつり下げ金具がセットされ、ポータブルトイレや電動ベッドがセットされて

いた（図１参照）。押し入れには紙おむつ等の介護関係の物品がたくさんストックされ、通

常の生活用資材のスペースとは区画分けされてはいるが混在しているようだった。また、

同じ部屋に、祖先の写真や仏壇も同居している。在宅医療前からあった A の暮らしと在宅

医療後の A の暮らしが混然となって在宅医療特有の生活感をデザインしている。これらの

事象は「医療化する家庭」の特徴として理解することがまずは可能だろう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【写真 11 vol.17.  00:10 2009 年 6 月 25 日】 

A 宅 A の療養室 

家庭生活と医療器具が混在する 
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同様に A 宅のキッチンにも、カテーテル等の A に対する医療用器具が処置されているの

が分かる。（写真 12）療養室の近くに水周りが存在している A 宅では、キッチンで医療準

備をしている家族と療養室で医療準備をしている家族が対面ではない、部屋ごしで会話を

する場面が多く観察された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2）専門職の関与 

 さらに、医療化について欠かせないのは専門職についての話題である。A 宅においても 

訪問介護という形で専門職の指導は見られた。重ねてとなるが、本研究は専門家支配に  

ついての論議をすることもしないし、専門家／素人構造に区分け、つまり地位―役割概念

をもとにして論議することもしない。もちろん私が興味を持っているのは、場面の参与者

が在宅医療という場面を作り上げていく様であるし、その中においてカテゴリーというも

のが参与者の中でどう利用されているのかという、そのやり方に興味を持っている。よっ

て、本項では、専門職と称される人びとが行っている作業の紹介に留める。 

今回の事例では、入浴介助を主目的として訪問している。（写真 13）しかし、オムツ交

換や点眼薬点眼18等も行っている。これらは、専門職が療養者である A に直接的に介護を

施すシーンである。また、家族が専門家に知識を伺うシーンも観察された。具体的には、

A の状況に応じて使用する薬（皮膚への軟膏の塗布）を教授してもらうシーンや（写真 14）、

胃ろう部分に施す綿の切り方を教授してもらうシーン（写真 15）であった。 

 

 

 

 

 

【写真 12 vol.13.  14：35 2009 年 6 月 25 日】 

A 宅のキッチン近景 

家庭生活と医療器具が混在する 
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【写真 13 vol1】入浴介助の様子 

【写真 14 vol1】皮膚への軟膏の塗布を教授してもらうシーン 

【写真 15 vol1】綿の切り方を教授してもらうシーン 
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3）時間・体力・精神の負担 

 次に考えるのは時間・体力・精神の負担である。まず、時間負担であるが、表 2 を参照

してほしい。この表は作業ごとの医療参与者を一覧している。つまり、療養者 A に医療参

与者が接触した回数を表している。本調査は 6 月 25 日午前 11：00～2009 年 6 月 26 日正

午 12：00 を対象としている。そのため、ほぼ 1 日である 25 時間中に療養者に接触した回

数は 21 回である。まずは、その接触回数が時間負担の一抹を表していると言えよう。も

ちろん、接触回数だけではない。作業に要する時間はもちろんのこと、栄養剤流入のペー

ス把握や療養者 A の体調把握等の監視を含めると、時間負担は膨大なものとなる。 

また表２に関連して、参与者については A 宅で在宅医療を主に担っているのは祖父、祖

母の 2 人である。祖父、祖母は共に農業をしており、農業と介護を共に二人で分担してい

る。また、母はフルタイム勤務をしており、夕方以降、家事と医療従事を兼用している。

表２でも祖父が夜間を担当し、祖母が朝方、日中を担当、母は夕方を担当しているのがわ

かる。祖父・祖母・母の分業スタイルが A 宅の在宅医療に関する時間負担を軽減させてい

るのと同時に、在宅医療前の A 宅の生活スタイルを崩さずに生活できていることは間違い

ない。 

 

表２ 作業別医療参与者一覧 

祖父 祖母 母 専門
1 11:49 39:46 ○ ○ ○
2 12:18 28:45 ○ ○ ○
3 13:27 0:33 ○ ○
4 13:59 0:32 ○
5 14:56 29:16 ○
6 16:04 5:13 ○ ○
7 16:50 0:21 ○
8 17:56 1:04 ○
9 18:06 2:17 ○
10 19:30 10:30 ○ ○
11 20:25 2:28 ○
12 22:16 13:05 ○ ○
13 2:12 1:55 ○
14 3:53 2:19 ○
15 5:03 20:43 ○ ○
16 5:10 6:23 ○
17 7:12 1:02 ○
18 7:15 0:40 ○
19 7:47 4:14 ○
20 8:55 19:04 ○ ○
21 11:21 7:41 ○ ○

6/26

参与者作
業
関

月日
開始
時刻

必要
時間

6/25

 



医療化する家庭と家庭化する医療―在宅医療のビデオ・エスノグラフィー（卒論版）－    

2014 現象と秩序 1  - 27 - 

 

 体力面や精神面についても考えてみよう。表 3 は作業ごとに行った作業内容を示してい

る。2 時間ごとに行われている褥
じょく

瘡
そう

防止のための体位変換に要する時間は単純に 1 分程度

（写真 16～19 を参照）であるが、定期的
・ ・ ・

な作業であるがゆえに、睡眠時間が小刻みにな

ることや注意喚起をしなければならないことがあげられる。ここには体力負担や精神力負

担の一抹が表れている。また、表 4 は A 宅の在宅医療の 1 日のタイムスケジュールの一例

をまとめたものである。時間ごとの接触回数や胃ろう栄養に要する時間の長さは特筆すべ

き事項であろう。 

 

表３ 作業別作業内容一覧 

胃ろう栄養オムツ交換体位変換 その他 会話等
1 11:49 39:46 ○ ○
2 12:18 28:45 始 ○
3 13:27 0:33 ○
4 13:59 0:32 ○
5 14:56 29:16 ○
6 16:04 5:13 終 ○
7 16:50 0:21 ○
8 17:56 1:04 ○
9 18:06 2:17 始 ○
10 19:30 10:30 ○ ○
11 20:25 2:28 ○
12 22:16 13:05 終 ○ ○
13 2:12 1:55 ○
14 3:53 2:19 ○
15 5:03 20:43 始 ○ ○
16 5:10 6:23 ○
17 7:12 1:02 ○
18 7:15 0:40 ○
19 7:47 4:14 終 ○
20 8:55 19:04 ○ ○ ○
21 11:21 7:41 始

6/26

6/25

作業
関与

月日
開始
時刻

必要
時間

内容

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊表３ その他について 

 

作業関与１ ―専門家による入浴介助 

作業関与８ ―母による口腔掃除 

作業関与１１―祖父が療養室の室温を気にかける 

作業関与１６―祖父による体温測定、血圧測定 

作業関与１７―祖母による点眼薬点眼 

作業関与２０―祖父と祖母によるトイレ介助 

 

なお、より詳細なデータは付録１を参照 
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表４ A 宅における在宅医療タイムスケジュール 

時間 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00
接触
胃ろう栄養

時間 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
接触
胃ろう栄養

時間 0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00
接触
胃ろう栄養

時間 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00
接触
胃ろう栄養  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【写真 16 vol12. 03:25 体位変換作業】 

A の体位は左側臥位であり、ここからおむつ交換を経て、 

右側臥位へと体位変換する 

A 
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【写真 17 vol12. 11:10】 

体位変換を行う祖父と祖母 １ 

 まずは座布団を体の下に敷く 

 

【写真 18  vol12. 11:27】 

体位変換を行う祖父と祖母 ２ 

 次に座布団を重ねて体の下に敷く 
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また、体力・精神面に関して介護・医療行為の行為そのものにも目を向けてみよう。 

介護・医療行為の際に体力・精神面に負担が大きいと考えられるものの一つはオムツ交換

ではないだろうか。（写真 20～22 参照）オムツ交換という行為の中には、さらに非常に   

多くの行為によって構成されているのは言うまでもない。療養者の身体を支え、身体を清

潔にし、オムツを交換する。オムツを着けるという行為も複数の行為からなる。療養者の

身体を丁寧に扱いながら、療養者の身体の下にオムツを左右から敷き込まなければならな

い。もちろん、古いオムツは捨てなければいけない。さらに、オムツの位置が都合悪く、

やり直しを要求されることもある。さらに服の着脱も忘れてはいけない。また、介護・医

療行為のみに終始しなければならないというわけではないのが在宅介護・在宅医療の特徴

である。今回の事例では、オムツ交換の際に祖母と母が療養者の汗に気づく事例があった。

(表２、３の作業関与１０、写真 23 参照)もちろん、上下の衣服の交換が行われたが、その

際に療養者が着ている衣服にまで言及がなされている。汗を吸い取りやすい衣服の素材や

着脱のしやすい衣服のサイズ、素材等だ。その後は、今後の衣服購入の相談を行っていた。

つまり、オムツ交換という介護行為に連動し、さまざまな課題が発見されているのである。

その課題はオムツ交換という介護行為そのものをどうすべきかという課題だけではない。

今事例のような療養者の衣服に対する課題は今後の介護行為を円滑にするためになされた

話題でもあるが、療養者に適した衣服購入という家族らしさが垣間見える話題でもあり、

ある種の在宅介護らしさが見られた。もちろん、その課題解決を支えているのは A 宅に住

まう家族である。場面参与者の振る舞いに基づく詳細な分析は後述することになるが、在

宅医療場面で家族が自分たちの常識的な判断を用いて、いかに在宅医療というものをデザ

インしているかということが理解できる事例の一つである。 

 

【写真 19  vol12.  12:00】 

体位変換を行う祖父と祖母 ３ 

 体位変換作業の開始から作業完遂まで、 所要時間は約 1 分 
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【写真 20 mov12】 

オムツ交換事例１ 

祖父が A の体を支え、祖母がオムツを敷きこむ 

【写真 21 mov12】 

オムツ交換事例２ 

１とは逆に祖母が A の身体を支え、祖父は敷き込んだオムツを取り出す 
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本節では A 宅の在宅医療の「医療化」側面について観察してきた。A 宅というある種特

定された個人宅の医療場面・介護場面を見ることで医療が家庭を変化させる「家庭の医療

化」について、リアリティを持って考察することができた。 

けれども、Ａ宅は一方的に「医療化」していたわけではなかった。次節では「家庭化す

る医療」と見える部分に注目して、併せて「在宅医療」の全体像を示していく。 

【写真 22 mov12】 

オムツ交換事例３ 

オムツの位置を整え、留めることで完成 

【写真 23 mov10 08：15】 

療養者に適した衣服の相談をする母と祖母 

母が祖母の服を持ち、療養者に適した衣服について説明している場面 

普通のこういう生地。

こういう生地。 あ：はいはい。 
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4-2．医療の家庭化―イノベーションとしての在宅医療 

本節では家庭化する医療という側面から A 宅の在宅医療を見ていきたい。言い替えると

A 宅の特徴的な医療実践から医療の「家庭化」分析への断片を導き出したい。 

ここで私が考察するのは以下の３つである。 

（１）体位変換時間記録・表示システム 

（２）胃瘻栄養カテーテルの２本連結 

（３）「転体」という新用語の開発 

 

（１）体位変換時間記録・表示システム 

まず、「体位変換をした時間を明示するための時計」を紹介したい。（写真 24）これは祖

父が考案した「体位変換時間記録・表示システム」である。Ａ宅では体位変換をさせる担

当者を決めていない。体位変換をした際には、壊れて自らは動かなくなった時計の針を、

指でうごかして、それによって体位変換した時間を表す方法がとられていた。この作業に

よって、その場に来た療養者家族は、誰だかはわからないが、別の療養者家族が、何時に

体位変換をしたのかというだけは入手でき、その時刻と現在時刻を比較することで、現在

体位変換が必要かどうかをその場で独力で判断できるようになっていた。専門家が分担す

る体位転換システム（写真 23 を参照）が病院ではとられているが、在宅医療では、その

ようなシステムはとりづらい。逆に、担当者がいなくても、当該の療養室に家族成員が出

入りをしている。とりわけ A 宅の事例では複数人が医療に関わっており、さらには仕事も

在宅時間も様々である。その家庭環境を利用し、かつデメリットを克服した優れたシステ

ムが構築されていた。これは、壊れた時計の再利用ともいえるが、必要な道具を創意工夫

で創出した行為とも考えることができる。とすれば、在宅医療のイノベーションというこ

ともできよう。我々は、このように療養者家族によるさまざまなイノベーションの蓄積と

して、それらによる達成として、「医療の家庭化」をとらえることができるだろう。 

 

※担当、業務内容、業務実施時間が

システムとして組まれている。 

 

 

 

 

 

 

 

【写真 23：病院内の体位変換表】（O 病院、2009 年 12 月 30 日） 

出典 樫田 2010（転載許諾済） 
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 また、療養室内には時計が存在し、その時計を確認したのちに、記録をつけるという行

為が見られた。（写真 24） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）胃瘻栄養チューブの２本連結 

また、「胃瘻栄養チューブの２本連結」という現象も発見された。これはベッドと栄養剤

の位置関係を克服するためにチューブを二つつなぎ合わせている。これは、療養者を受け

入れる場面に対応するためにA宅の人びとによってデザインされたシステムだ。鴨居脇（写

真 25 参照）の胃瘻栄養バッグつり下げ金具から、ベッドまで距離があり、通常の胃瘻栄養

チューブでは長さが足りなかったのに対し、そのチューブを 2 本つないで対応していた。

療養者専用に設計された病室ではあり得ないことだが、在宅ではこのような必要も、この

ように処置されていたのだった。これも、家庭に医療の必要な療養者を受け入れるために、

A 宅の人びとがなした「イノベーション」であるということができよう。 

設計や用具に不備がない病室に対し、在宅での医療には多くの困難が伴う。ある種、力

技ではあるが、その困難を乗り越えたイノベーションである。この事例は在宅医療用設備

システムと捉えなおすことができ、「医療の家庭化」の一事例である。 

これらの注目すべき A 家特有のシステムは、A 家が在宅介護をしやすくするために創出

したメカニズムである。しかし、これらのシステムが不備を起こし、新たなトラブルを  

招く事例が起こる場合も多い。例えば、時計の針の回し忘れやチューブの付け間違いなど

がある。 

 

【写真 24 vol20  03:05】 

体位変換を行った際に記録を付けている祖母 

動かない時計に記録をつけることで複数人の医療者がいる環境の中、独力かつ目視で

医療行為に当たることができる 

時計 
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（３）「転体」という新用語の開発 

さらに、A 家では体位変換を特別に「転体」と名づけている。新たな言葉を創出してい

るというこの行為は、まず、その言葉自体が特異である。また、「体位変換」という 4 文

字を「転体」という 2 文字化しており、言葉数が少ないため、介護者間の会話もスムーズ

になる。さらには、この言葉は A 家の人びとにとって、お互いに理解可能な形かつ必要十

分なものとしてデザインされていることを見逃してはならない。つまり、「転体」という言

葉は A 家の介護をさまざまな意味で円滑にするための役割を果たす。 

また、この新用語の開発はカテゴリー化について論じているサックスの『ホットロッダ

ー』（Sacks1979＝1987）の論議と通じている。サックスはある若者が「ティーンエージ

ャー」というカテゴリーでありながら、「ホットロッダー」というカテゴリーであることを

発見する。前者は若者を指すカテゴリーであり、後者は改造した車を乗りこなす若者を称

する言葉であり、車を乗りこなす当人たちが使用する。つまり、前者は大人が管理するカ

テゴリー、つまり他者執行的カテゴリーであり、後者は自己執行的カテゴリーであるとし

た。よって、在宅医療場面で考えると「体位変換」は他者執行カテゴリーであるし、「転体」

は自己執行カテゴリーに相当する。どのような専門的な場面でも専門用語と呼ばれるもの

は存在するが、この「転体」は在宅医療という専門的場面で体位変換という医療用語に対

応した A 家のみの専門用語であり、ここにも、在宅医療のイノベーション、イノベーショ

ンとしての在宅医療がみてとれるということができるだろう。  

 

 

祖母 

Ａ 

【写真 25  vol21 00:40 胃瘻栄養カテーテルの２本連結】 

カテーテルを 2 本つないでいるＡ家 

栄養剤は画面左上にあり、長くするためにカテーテルをつなぎ合わせている 

祖父 
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 本節では A 宅の在宅医療の「家庭化」側面について考察してきた。考察してきた 3 事例

を一般化すると以下のように言い替えることが出来る。 

（１）体位変換時間記録・表示システム 

（２）胃瘻栄養カテーテルの２本連結 

（３）「転体」という新用語の開発 

 

（ⅰ）在宅医療従事者が開発した被医療者マネジメントシステム 

（ⅱ）在宅医療従事者が開発した在宅医療用設備システム 

（ⅲ）在宅医療従事者が開発した専門用語 

この一般化により、全ての在宅医療事例において特殊な「家庭化」事例が導き出される

だろう。また、（ⅰ）在宅医療従事者が開発した被医療者マネジメントシステムは「家庭に

存在していた物品」を、（ⅱ）在宅医療従事者が開発した在宅医療用設備システムは「医療

用器具」を、（ⅲ）在宅医療従事者が開発した専門用語は「言葉」をそれぞれ資源としてい

たことも興味深い。 

 

 

 

 

 

 

4-3．全体構想―医療化する家庭研究から家庭化する医療研究へ 

4 章では調査事例からビデオ・エスノグラフィー研究としてまとめてきた。4－1 におい

ては、「家庭の医療化」側面に着目し、A 宅の在宅医療のあり方を考察してきた。ここでは

家庭生活＋在宅医療という日常業務の増大から、単純に家庭に医療が侵食してくるとも見

える様子を確認した。また、この時点で A 宅の在宅医療の様子についてイメージを持って

いただけるとありがたい。そして、4－2 では、A 宅以外ではなかなか見られないであろう

行為19を特筆することで「医療の家庭化」－イノベーションとしての在宅医療－を浮き彫

りにした。今までの家庭生活に新たな要素として医療が入ってくることは、一方的に家庭

を変えるだけではない。それは、医療の方をも、イノベーションとしての在宅医療の力で

変えるきっかけになっているのではないだろうか。 

しかし、ここで、ある種のパラダイム転換が起こる。確かに、「転体」というような新

たな専門用語の創出は在宅医療というものを要請し、適切な医療が在宅で行われるように

指示した専門家たちからの要望に由来する。従来では、この現象を「医療化」と総称して

きた。けれども、その医療行為への要望を実行している家族は、医師の指示通り、指定さ

れたことだけをするわけでは決してない。家庭に生活する在宅医療者はその環境に応じた
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問題を解決するためにイノベーティブな実践をしていかなければならないのである。 

例えば、体位変換をした時間を刻む時計は病院のような組織では考えられない。それは、

単に存在しないというだけではなく、病院には病院のシステム構築がなされており、今ケ

ースのように誰がいつ体位変換を行ったかわからなくなるというミスが起こりうる状況に

は、まずならないのだ。さらに、胃瘻につなぐカテーテルを2本にする行為はリスクを最小

限にとどめなくてはならない病院では決して許されない行為である。閉塞リスクや感染リ

スクを考慮すると他人様を扱う医療機関では当然のことである。しかし、Ａ宅においては

カテーテルを2本につなぎ合わせる必要性と適切さがあった。つまり、A宅特有の在宅医療

への取り組みは、A宅にとって「適切さ（レリバンス）」をもってデザインされている。つ

まり、医療というものをA家の人びとは使いこなしているのだ。このことは、単なる医療で

はなく、A宅が在宅医療としての専門家であることを意味する。もちろん、A宅のみならず、

全ての在宅医療を行っている家庭の療養者家族がそれなりに在宅医療の専門家・熟練者で

ある可能性がある。 

つまりは、医師や看護師が思いつかないような在宅医療固有のイノベーションを、適切

に評価するような研究枠組みが必要なのではないだろうか。そして、エスノメソドロジー

的視点から今までの考察をもって、「医療の家庭化」という新たな視点を手に入れたので

はないか。 

 

4-4．まとめ 

〈家庭は医療化するもの〉だと思われがちな在宅医療場面を、ビデオ・エスノグラフィ

ーの視点を持って、調査概要を捉えなおすことで〈医療は家庭化するもの〉かもしれない

というパラダイム転換をすることができた。次章からは、在宅医療場面の会話分析をする

ことで〈家庭化する医療〉場面について深く考察していきたい。 
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５章 分析 

 本章では、前章で考察した〈医療の家庭化〉事例をもとに、分析を行う。在宅医療固有

のイノベーションが人びとの振る舞いによって、使用、相談、解決等される様を吟味して

いきたい。医療の家庭化事例分析を終えたとき、在宅医療場面研究はより深みを増すであ

ろう。 

 

5-1．分析方法―会話分析を基軸として 

今回はデータを分析するにあたり、サックスが生み出した会話分析、クルターが生み出

した論理文法分析という手法をとることでデータを緻密にみていく。とりわけ会話を一行

一行分析することの繊細さを感じ取っていただけたらありがたい。会話分析とは、西阪に

よれば、「言語そのものの研究ではなくて、あくまでも、会話をフィールドとした、社会

的行為の組織にかんする研究」（西阪、1997：3）である。つまり、社会学者がする会話分

析とは、言葉や文法ひとつひとつが問題なのではなく、発話ひとつひとつが何を志向し、

その場面の参与者によってどうデザインされているかが研究対象である。これにかんして

は西阪を参考にしたい。西阪によれば、「会話における発話のデザインは、(a)そのつど局

所的に、(b)会話への参与者自身によって、(c)相互行為的に成し遂げられていく。」（西阪、

1997：6）とされており、このことは「日常会話の順番取りシステム（the turn-taking system for 

conversation）」（Sacks、1964-1972/1992）と呼ばれている。会話分析には多くの定式化さ

れたルールはあるが、非常に多岐にわたるため、ここでは詳しい紹介は省く。 

 また、論理文法分析とは、「私的で個人の『内面』にあるとされる『心』『意図』      

『考え』などが、言葉や概念の使い方（言語使用）を見ることによって、誰でもやりとり

の中で示しあっている公的なものであることを明らかにした。」（水川･池谷,2004:36）と

されており、会話分析と論理文法分析を基本とした相互行為分析を取り扱うことで、在宅

医療の現場に接する当事者性に密着した研究が出来ると考える。 

本分析では、参与者間のトラブルが当面の解決に至るまでの過程を一つの相談場面とし

て解釈し、分析に当たる。そこでは、「家族―家族」が「質問―応答」を互いに繰り返しな

がら、トラブル解決を図る場面となっていた。つまり、本研究が取り扱う場面はサックス

のいう「質問―応答20」連鎖という隣接対21がくりかえされている構造を為しているが、じ

つは、どっちがどっちに質問し、どっちがどっちに応答しているのか、良くわからない会

話にもなっている。この不思議な連鎖の構造を緻密に見ていくことで、場面で何がレリバ

ンスになっているのかを明らかにしていきたい。「隣接対は、参加者が互いの協同の理解を

構成する場」（山崎,2004:32）であり、それゆえに、何を前提に何を理解し、何を前提に何

を疑問に思うかを探求すれば、そこでのレリバンスの構造を見通すことができるのである。 

また、分析１は参与者間の発話に特に注目した分析を、分析２は発話だけでなく、参与

者間の動き、視線などの振る舞いにも着目した分析を行う。 

 



医療化する家庭と家庭化する医療―在宅医療のビデオ・エスノグラフィー（卒論版）－    

2014 現象と秩序 1  - 39 - 

 

5－2．分析視点①―理想的リスクマネジメントと在宅医療的リスクマネジメント 

 本研究が対象としている行為連鎖の全体が「リスクマネジメント」を志向しているもの

であるため、ここでは、リスクマネジメントに関する議論を概略的にまとめておくことに

しよう。 

まず、用語の確認であるが、リスクマネジメントは「危険因子を早期に発見して除去ま

たは回避することで、事件・事故の発生を未然に防ぐことを目的とする」（瀧野,2006:163）

ものであり、「通常、事故対応と考えられがちであるが、基本的には介護事故（利用者個人

が引き起こしたものではなく、介護者の介護行為に伴って引き起される障害を意味する）

を予防する働き」（橋本,2004:78）である、と事故予防に志向したものが、医療介護の世

界では教育的に志向されていることが語られている。また、ケアに寄り添った書かれ方22を

しているが、丸山は「単に事故への対策というのではなく、現場をシステム的、予防的に

管理することでリスクに対処し、利用者が人間らしく生きること、生活に質の向上を支え

るものであり、ケアの質の向上によって支えられるものである」（丸山,2005:28）と定義

づけている。さらに、2002 年 3 月に厚生労働省が公示した「福祉サービスにおける危機管

理（リスクマネジメント）に関する取り組み指針」23においても、「昨今、福祉サービス

の分野で議論されているリスクマネジメントは、『福祉サービスを提供する過程における

事故の未然防止や、万が一にも発生した場合の対応（特に損害賠償等、法人・施設の責任

問題を含む）』にその中心がおかれています。」と、予防側に十分な配慮をしている。 

つまり、リスクマネジメントとは、組織活動に起こりうる危険を未然に防止するために

システムを構築すること、さらには、事故が発生した場合の対応処置方法を構築すること

と言い換えられよう。 

それでは、どのようなリスクマネジメントが実際には考えられているのであろうか。例

えば、川上によれば、「介護事故予防への取り組みとしては、①まず、現場でどのような

事例が生じているか把握し、再発防止策を立てること。②事故対応を適切にする。③事故

予防の意識づけを日々の業務の中で実践し、事故を起こさないようにする。という3点が 

重要になる。」（川上,2007:9）とされており、三田寺（2005:87～90）はリスクマネジメン

トプロセスを（1）リスクの発見・確認―リスクの洗い出し―（2）リスクの評価・分析（3）

リスクの処理（4）結果の検証とまとめている。他にも、橋本（2005:102～103）は、「品質

（介護サービスの質）に関わるマネージメントシステムの継続的な改善と維持を行う

ISO9001規格の手法をもとに、Plan―リスクの認識、リスクの分析、Do―対策の実施、Check―

対策の評価、Action―必要に応じた取り組みの改善というPDCAサイクル」とまとめている。 

しかし、上記のリスクマネジメントの定義、および方法は理想的なリスクマネジメント

である。よって、上記のように、事故につながりそうになった事例24を参照し、起こりうる

リスク、もしくは起こってしまったリスクを構築、解決する方法を理想的リスクマネジメ

ントと名付けよう。 

しかし、いくら未然に防ごうとしても防ぎきることができないのがアクシデントであり、
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インシデントである。とりわけ、在宅医療の場面では、理想的リスクマネジメントに基づ

き、リスク管理を行なうことは困難である。臨機応変の対応では、予期はその場限りの様

相を帯びる。実際の医療場面のように25専門家の分業によってシステム化されている場面な

ら、理想的リスクマネジメントのプロセス構造に基づいた対処が適切であろう。しかし、

在宅医療の現場では、医療そのものが、そのようにはシステム化されていないのだ。それ

ゆえに対応策の形（相互行為プロセス）も違ったものが適切になるのではないだろうか。

それが発見されれば、これもまた「家庭化する医療」の実例ということになるようにおも

われるのである。 

例えば、今ケースでは複数人の家族が、専門家的分業システムを構築せずに、フラット

な形で医療に携わっている。その為に、誰が何をしたのかわからなくなるトラブルがおき

るともいえるが、そのフラットさや、関与者の幅広さ、関与の程度のフレキシビリティが、

在宅医療の可能性でもあるように思われる。このフラットさやフレキシビリティが、守ら

れるような形でリスクマネジメントが行われているのかどうか、が当面の我々の探求仮題

となろう。在宅医療的リスクがいかに在宅医療の現場にいる家族の力で、在宅医療的に解

決されていのだとすれば、そこに我々は一つのイノベーションを発見できるのではないだ

ろうか。我々は、この発見されるかもしれない、在宅医療現場におけるリスクマネジメン

トを「在宅医療的リスクマネジメント」と名付けることにしよう。すなわち、本分析では、

在宅医療的リスクマネジメントを探索することで、在宅医療の在宅医療らしさ、現場らし

さを提示できればよいと考えている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図４ 理想的リスクマネジメントと在宅医療的リスクマネジメント 
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5－3．場面紹介①―在宅医療でのリスクマネジメント場面 

今回の報告で取り上げる場面は祖母が A の「食事」の世話を終了する場面である。もう

少し詳しく言うと、A に対する朝の胃瘻栄養の終了場面である。Ａ宅では、胃瘻カテーテ

ルの詰まりと最近汚染を防止するために、胃瘻栄養の終了場面では、カテーテルに注射器

を用いて白湯（さゆ）を注入している。一種の白湯による洗浄作業である。この作業をす

るために、注射器の準備を祖母がしている場面が、以下の場面である。前述したように、

この家庭では複数人の医療者がいるため、誰が何をしたのかという点で問題が生じる可能

性が構造的にある。今回の事例ではこの点にかかわって、以前の処置時に祖父が何かの操

作をした際の注射器が残されていることが問題となっている。すなわち、注射器に入って

いる液体が白湯なのかミルトン（消毒液）なのかわからないと祖母が困惑し、それに父（祖

母の息子）が対応している場面である。 

注射器内容物がもし消毒液だったならば、それを A に注入することは、もちろん危険な

ことだ。場合によっては、A には死の危険が及ぶかもしれない。もちろん A の状態に影響

のあるなしに関わらず、普段と違う液体を A に処遇してしまうことは大問題である。祖父

は、早朝の胃瘻栄養担当として、胃瘻栄養バッグのつり下げと注入速度の確認までは確実

に操作し終えていることが状況証拠からわかる。けれども、祖父が残していった注射器内

容物が、その後の作業にすぐに使えるもの（白湯）なのか、あるいは、その一歩前のもの

（ミルトン）なのかは、状況から即座には判断できない。 

この不完全情報問題が、ここでのリスクマネジメントのマネジメント対象である。祖父

の性格、対象物の状況などが、精査される。その手続きに我々はまず注目したい。祖母と

父の掛け合いは、在宅医療としての特質を帯びているようなのである。つまり、どちらか

が、専門家として、非専門家に知識提供したり、指示をしたりするのとは違う問題処理の

仕方が実践されているようなのである。さらに、その問題処理が、祖父をどのように位置

付けているか、が次の我々の探求対象となる。結論を先取りしていうならば、在宅医療の

イノベーションの重要なアクターである祖父の振る舞いを、そのイノベーティブな側面を

温存する方向で問題が検討されているようなのである。これらのことを、以下、データを

用いて確認していきたい。 

なお、ここでは、「祖母」の実子に当たる「父」が発話の相手となっている。本稿での表

記は「祖母―父」ではあるが、会話を交わしている両当事者間でレリバントなものとして

は、関係対（Relational Pair）26で表現すると「母―子」関係や「家族－家族」である可

能性がある。「祖母－父」は便宜的な表記である。念のため、あらかじめこのことを断って

おこう。 
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5-4．分析①―在宅医療におけるリスクマネジメントのあり方 

 ここでは、実際に会話分析を行う。45 秒程度の短い会話の流れを細かく場面を分けて紹

介することで、会話の流れを追いながら分析をしていきたい。 

 

ⅰ）応じることと志向すること 

〈断片１〉0:00～ 

01  父 いけるんか。ちゃんと。 

02 祖母 いける：。あ：。ちゃんと入れてあるわ。パパが。注射が白湯だろな？（（注射器 

03    を見ながら））消毒ではないだろな？ 

04  父 ちゃんと（見とけよ。） 

05 祖母 え？（（A の寝室からキッチンへと引き返す）） 

 

まず、分析するのは 1～5 行目の場面である。この時点では祖母と父は互いに A の療養

室とキッチンにいるため、会話は声かけ的なものとなっている。 

1 行目の父「いけるんか。ちゃんと。」という発話は祖母に志向しており、この会話から

場面は始まる。注射器の中身をよく確認しろという物言いだと推測できる。2～3 行目の発

話で祖母は、まず、「いける：。」と父に同意を示す。しかし、祖母は注射器の中の液体に

は半信半疑である。（写真 26）目視はするが、目視だけでは液体を判別することができな

いのである。さらに、2～3 行目では、私ではない「パパ27が」注射器に液体を入れたこと

を述べており、その上で注射器の中の液体が「白湯だろな？消毒ではないだろな？」と疑

う。この発話は父に向けられたものというよりも、自己確認としての発話であると考えら

れる。つまり、現時点で判明していることは「祖父が何らかの液体を注射器に入れた」と

いうことになる。そして、今までは相槌という応答を返していた祖母が 5 行目で父の発話

したことに志向した発話（「え？」）をすることで（＝父への志向が向いている私を父に呈

示している祖母だと考えられる）、この場面は完結する。 
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ⅱ）役割交代を表明する祖母 

〈断片２〉00:10～ 

06  父 いけるんか。消毒ではないんか。 

07 祖母 ない。ほなけど、一応（0.5）抜く？気持ち悪いけん、［自分が入れてないけん。 

08  父                         ［何を。水入れるん。 

09 祖母 水入れる、白湯入れるん。 

 

 6 行目では前述したように 1 行目のリフレインが為される。（父「いけるんか。」）そして、 

7 行目で、祖母は消毒では「ない。」と明示(写真 27)はしたが（理由は不明である） 、「自

分が入れてない」ために「気持ち悪い」から「一応抜く？」と液体を変えることを志向し

ている。ただ、祖母の強調された発話からも感じ取れるように、ここは相手に YES、NO

の返事を求める質問ではない。「自分が（液体を）入れていない」がゆえに「抜く」ことに

理由づけを行ったうえでの発話であるため、ここは提案であると考えられる。さらに、前

項で祖母は「パパが」注射器に液体を入れたことを明示しているために、なおさら、この

「自分が」という発話は際立ったものとなっている。言うなれば、医療行為を行った主体

の不在により、新たに医療行為や判断を行うべくして立ち上がった主体の表明である。「自

分が入れてない」ために「気持ち悪い」から、「一応抜」いて、私が入れなおすという役割

交代を父に呈示しているのだ。つまるところ、祖母は医療行為におけるリスク―この場面

では医療行為をした祖父の不在により、液体の確認がとれないことゆえに起こりうる液体

の認識ミスというリスク、つまりAに消毒液を注入するリスク―を十二分に理解しており、

それゆえに他者への表明を示したうえで、役割交代を図っている。そして、8 行目で父は

【写真 26 vol17 00:07】 

祖母が注射器の中身を確認しながら、A の療養室に入るシーン 
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「何を」入れるのかと祖母に質問する。この会話は 7 行目祖母の「一応抜く？」に対応し

た発話である。そして、9 行目「水（を）入れる」と祖母が答えることでこの場面は解決

する。 

 

 

 

 

 

 

ⅲ）父の問題追及テクニック28 

〈断片３〉00:19～ 

10  父 ほな、ほら：、ほんなん人のなんか信用したらあかん。 

11 祖母 ＜信用したらあかんな。 

12  父 ほらずっと、洗ろうたらええんで。洗わな。 

13 祖母 ＜うん。（1.0）白湯入れて、なんか気持ち悪いわ。 

14  父 ほら、おとうはんのことやけん［ほんなもん。 

15 祖母               ［うん。（わかっとん）でないか。わしがしとっ

た 

16   んじゃわ。っていうやろ。 

17  父 いや、ほら、逆もあるわだ。 

【写真 27  vol19  00:13】 

祖母が父のいるキッチンにまで引き返すシーン 

祖母 
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18 祖母 うん。 

19  父 なんでも逆になるわ。 

10 行目で父は「ほら：、ほんなん人のなんか信用したらあかん。」と発言する。「ほら：」

は「だから」とほぼ同義であり、ここではリスクマネジメントをしている祖母の行為を了

解していることに志向した上で、それゆえに他人がしたことなんか信用するなという祖母

への教訓語りがある。ここから 13 行目までは、祖母は父の物言いに相槌を返す発話をし

ており、10 行目の父の発話を受けて、「自分で作業をすること」が話題の焦点となってい

る。 

つまり、父の物言いに対し、同意の相槌を打っていることから、祖母は父の物言いを受

け入れる志向になっている。（聞き手性の表示）そして、父は、14 行目で作業をしたのが

『祖父であるから』という家族であり、身近な存在である者への非難に変わる。（「ほら、

おとうはんのことやけんほんなもん。」）ここでは、非難を受けているのは内容不明の液体

を入れて、放置していた祖父である。つまり、この数行の間に父は祖母／祖父、作業をし

ている／作業をしていた、者への物言いをしていることになる。この父の物言いはリスク

を招いた両者への注意勧告であると言える。そして、15～19 行目まではこの祖父の話が焦

点化し、祖母もしばらくは父に同意している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅳ）祖母の在宅医療的リスクマネジメント 

〈断片４〉00:37～ 

20 祖母 ＜まあ、なんだったらミルトンだったら匂うけどな。 

21  父 ほな匂てみ。 

【写真 28  vol19  00:28】祖母と父が話をしているシーン 

祖母は作業を行っている。父は写真左外に存在。背中越しで会話を行っている。 

祖母 
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22 祖母 ほなけど、やっぱり気持ちが悪い、自分でせな。（0.5）白湯じゃ。 

23    （（注射器を持ちあげて、注射器を見る）） 

24 父 うん。 

 

父の非難で盛り上がっていた祖母と父であるが、祖母は 20 行目で「まあ、なんだった

らミルトンなら匂うけどな。」と『たとえ、祖父が間違ったことをしていても、私が匂え

ば理解可能だ』と、祖父の非難話から私という主体が解決可能だという語りに切り替える。

この語りは断片２でも見られ、医療従事者でもあり、家族であるがゆえの祖父への非難を

回避するために志向を戻した母のテクニックであるだろう。つまり、祖父への配慮も見ら

れる。すると、21 行目で父は『それならば、自分で匂ったらいい』と祖母に促す。22 行

目「ほなけど（≒だけど）、やっぱり気持ちが悪い、自分でせな（≒しなければ）。」と祖

母は匂うことで判断することは可能だけれど、確実性がない。自分で注射器の液体を入れ

なければならない、つまり、私という主体が介護をするために必要な行為（＝注射器の中

に白湯を入れる）をするというリスクマネジメントを父に再度表示することで、次の 24

行目で父の同意を得ることができ、この場面のトラブルは解決する。 

また、20 行目「ミルトンだったら匂う」という祖母の発話は在宅医療でのリスクマネジ

メントを極めて精緻なかたちで表現している。匂う事で液体が判明するのであれば、液体

を入れなおすことは必要ないであろう。もちろん、今までの発話すらも不必要である。も

しかすると、断片１の時点で祖母がミルトンではないことを発話していたのは、このこと

に起因するのかもしれない。だが、匂いで判別可能なことにも関わらず、あえて液体を入

れなおすという選択を取った祖母の行為はやはり際立ったものである。つまり、単にリス

クを管理する（とりあえず液体を捨てればいい、匂わないから使用する等）のではなく、

考えられるリスクはすべて排除するという志向がこの祖母の振る舞いからは伺えるのであ

る。同様に、22 行目にも非常に際立った表現が見受けられる。祖母自身でリスクを回避し

たにも関わらず、正しく白湯を入れた注射器に視線を向け、「白湯じゃ」と発話確認を行う

のである。この振る舞いについては 2 点言及可能だ。それは、①注射器に白湯を入れると

いう行為に対する自己確認と②その場にいる父に向けた他者確認の要請である。この振る

舞いも在宅医療においても際立ったリスクマネジメントがとられているとわかる事例であ

る。 
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5-5．分析視点②―道具と身体の連接性～西阪の議論を参照して 

在宅医療において顕著な医療化の例の一つとして特殊な医療的用途で使用される道具が

挙げられる。今回のケースでは、胃瘻栄養のために療養者につながれているチューブがそ

れに相当する。その道具が焦点化されるとき（道具を実際に使う、道具について話す…）

場面の参与者はどのように身体と道具を同時に構造化しつつ行為しているのだろうか。西

阪は、「私たちは、その時々の活動に適切なやり方で、自分の身体と、身体に連接される道

具を同時に構造化している。」（西阪、2008：120）と述べており、その場面において、焦点

化された器具に関する発話や身振りがどのような相互行為を成しているのか、その構造を

明らかにすることで在宅医療の一側面を提示したい。ここでは、優れた相互行為分析を行

う研究者の一人である西阪の知恵を拝借して、分析を勧めていく。 

まず、西阪によれば、「道具は、特定の目的のために創造された人工物である。だから、

道具は、その目的に適った形で、必ず構造化されている。」（西阪、2010：37）という。今

回の事例で考えてみると、医療用チューブはチューブ内に何らかの液体を通すために設計

されている。その目的のために適するために具現化されたものがチューブという道具に他

ならない。 また、西阪は道具の構造を「複合感覚的構造」（西阪、2010：37）とも呼んで

いる。つまり、「道具は、使うものである以上、特定の部分が人間の特定の身体部位と連接

されるように構造化されている」（西阪、2010：37）のであり、 要するに道具を使用する

際には、道具を使う私たちの視線や道具への接触等の志向、振る舞いが連接しているので

ある。 

さらに、西阪は「道具の構造は、すべて規範的な構造である」(西阪、2010:38）とも言っ

【写真 29  vol19  00:44】祖母が注射器の中身を確認するシーン。 

目視だけでなく発話確認をきちんとしている点が興味深い。 

祖母 
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ている。つまり、道具を使用する際、その特定の目的のみにしたがって使うわけではない

のである。医療用チューブを在宅で使用するときにも、もちろん前述した目的だけではな

い。例えば、何かトラブルが起きたときだと、チューブは本来の目的を達成するために、

修復という志向が参与者間で試みられる。これは、従来の目的とは異なっているのだ。「身

体は、志向の表現という点で構造化されている。が、この構造も、あくまでも客観的であ

る点に注意しよう。」(西阪、2010:41)と述べられており、もちろん身体も同様であると言

える。以上をまとめると、道具はそれ自身目的が定まっている物質では決してない。私た

ちが何を志向し、何を振舞っているか、それにおいてのみ、道具の利用目的が定まる。そ

して、その振る舞いは発話、道具への接触、そして自らの身体さえも資源としてなされる

のだ。 

これまでは、道具への志向、それによる人びとの振る舞いに着眼してきた。そのような

中、私たちは複数人の中で相互行為を営んでいる。とりわけ、今回の分析事例では、祖父

と祖母の相互行為が営まれている。相互行為を営む際には、お互いの志向をお互いに理解

可能な形でデザインされることが必須となる。（もちろん、そのデザインは seen but 

unnotied なものである）このことを西阪は「参加の組織」（西阪、2010：47）と呼んだ。

参加の組織は言うなれば空間的なデザインであると考える。つまり、参加の組織がある空

間の中において、志向を互いに示しあう配列があるというのが西阪の指摘である。これを

西阪は「参加フレーム」(西阪、2010：48)と呼んでいる。 

つまり、上記を演繹的に捉えなおすと、「参加フレーム」(西阪、2010：48)という「場」

は「参加の組織」（西阪、2010：47）で構成されている。そして、「参加の組織」（西阪、2010：

47）は、参与者間の志向によって構成されており、その志向は参与者の振る舞いによって

デザインされているのだ。もちろん、参与者の振る舞いによって、「場」は切り替わる。道

具がその目的を変えるのと同じように。もちろん、「場」が積み重なって「場面」となる。

それは、会話分析・相互行為分析が得意とするデータ内の時間の自然な流れ、シークエン

スが教えてくれる。つまり、この西阪の議論は相互行為分析を用いた制度的場面研究を行

う上で非常に有益であると考える。 

また、蛇足となるが相互行為分析を行ううえで有益なもう一つの視点が参与者間の志向

の示し合いである。志向というのは、話し手のみが示しているものではない。話し手には

聞き手が必ず存在しており、聞き手は聞くことの志向を示している。このことは「聞き手

性」と呼ばれており、C.グッドウィンの研究（Goodwin,C.、1981）が有名である。 

 本節では西阪の議論を参考に道具と身体の連接性、またその連接性に伴う相互行為場面

における志向の配分において考察してきた。西阪の議論は相互行為分析を進める上で、非

常に構造化され、かつその人びとに振る舞いに密着した視点を与えてくれる。次節では、

本分析の場面紹介を行い、本節との関連性を示していく。 

 

 



医療化する家庭と家庭化する医療―在宅医療のビデオ・エスノグラフィー（卒論版）－    

2014 現象と秩序 1  - 49 - 

 

5-6．場面紹介②―イノベーション化された医療器具のトラブル解決・教示場面 

今回、分析で取り扱う場面も祖母が A に胃ろう栄養を施すシーン29である。しかし、今

回は A に対する昼の胃ろう栄養の開始場面となる。胃ろう栄養は栄養剤と胃ろう部分カテ

ーテルをチューブで連結させて、栄養を処方している。とりわけ、この家庭ではチューブ

を 2 本つなぎ合わせるイノベーションを駆使していることは前章でも述べたとおりである。 

今回の事例では、このイノベーションが原因でトラブルが生じたことを報告したい。詳

しく言うと、2 本つないだチューブを誰かが取り外してしまった30ために、祖母は接合を

間違ってしまったのである。間違った結果、いつもと同じ手順で胃ろう栄養をしようとす

る際、あるトラブルが併発する。そのトラブルによって違和を感じた祖母は、チューブの

付け間違いに気づくという流れになっている。このイノベーションは祖父が開発したため

に、祖母は明快な解決法がわからない。詳しく述べるならば、胃ろう栄養の作業
・ ・

手順
・ ・

は理

解しているが、医療器具本来の機能
・ ・

やイノベーション化された医療器具の機能
・ ・

までは理解

していない。そのような場面の中で、当初祖母は 1 人で胃ろう栄養作業にあたっていた。

そして、祖父が場面に参与し、お互いで解決を図るという場面へと展開する。 

今回の報告では、複数人がいる場面でのトラブルがいかにその場に参与している人たち

で解決がなされているかを吟味していきたい。さらに、医療器具の扱いに不慣れな祖母に

対し、祖父が使用法を教授する場面も見られた。「教示する」という場面においても、紹介

したいと考えている。 

道具と身体の連接性、志向の配分、それは先述の通り、ビデオデータを用いた会話分析、

相互行為分析で分析可能である。私たちが道具を使用する際、何に志向しているのか。そ

して、その志向のもと、いかに道具をその場に適した道具として成り立たせているのか。

つまり、どのような相互行為のもとで私たちが場面というものを作り上げているのかを稠

密に吟味していきたい。医療器具という道具を「イノベーション化」し、それによって生

じたトラブルを解決する様を分析したとき、在宅医療場面らしさが見えてくるはずだ。 
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5-7．分析②―在宅医療における道具の参照 

 ここでは、実際に相互行為分析を行う。分析したい場面のみを切り出して分析している

ため、場面全体の把握をしたい方は資料２をはじめに参照していただきたい。道具のトラ

ブルが参与者間にどう認識され、志向し合っているのか、その詳細を丁寧に記述したい。 

 

ⅰ）エラー発覚・認識・修正 

〈断片 5〉祖母が胃ろう栄養を A に処置するシーン 0：00～ 

001 祖母 お食事ですよ。お：ひ：るのしょ：く：じ。なあ、食事や言うても、おいしくな

002   いわな：。え：と、あらららら。（（チューブをつける））よいしょ。よいしょ。

003   んで、あれ？あれ？こっちをつけたけん、こっちをつけなあかんの？え：：：、

004   どうしよう。逆をつけたけど、いけんなあ。ぽたぽたとなって、しめといたら。

005   逆つけた：。しめといたら。逆つけた：じゃ。逆にせな。よいしょ。（（チューブ

006   を外す））え、どうなっとるんかな。おうとんで。あ：、パパがドッキングした 

007   んが、ま：ま：、こっちが（ ）になって、え、これをここにつけな 

 

 この場面では祖母がチューブの付け間違いに気づくシーンである。この断片においてエ

ラー発覚、認識、修正の流れを祖母が一人で行っていることがわかる場面だ。 

まず、3 行目「あれ？」でエラーが発覚し、同じく 3 行目「こっちをつけたけん、こっち

をつけなあかんの？」、4 行目「逆をつけた」でエラーの認識を行っている。そして、７行

目「これをここにつけな。」でエラー修正の確認が行われていると大まかにみることが出来

よう。 

まずは、非常に煩雑なこの場面で起きたチューブのエラーを先に紹介したい。簡略化し

た図を用いて説明する。本来ならば図５のようにチューブⅰは栄養剤と接合し、チューブ

２とチューブ３が接合、そしてチューブ４は胃ろうカテーテルと接合すべきであった。ま

た、クレンメA は栄養剤の近くに位置し、クレンメB は胃ろう付近に位置すべき31である。

つまり、従来ならば栄養剤―チューブⅰ―チューブⅱ―胃ろうカテーテルという順序であ

った。 

 しかし、今回の間違った事例はどうであろうか。今回の場合はクレンメ同士が 1 本化さ

れたチューブの中心部付近に固まっており、クレンメを用いることが困難32であった。簡

略に示すと、栄養剤―チューブⅱ―チューブⅰ―胃ろうカテーテルとなっており、その事

実がこの場面に起きたエラーとして、祖母に認識されているのである。 

断っておくが、本場面は祖母 1 人であるので、相互行為分析ではない。後の分析へと続

く情報提示という意味合いと祖母の振る舞いの緻密さをここでは汲み取ってもらいたい。 
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図５ A 宅の正しいチューブ接合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6 断片５で発見された間違いのケース 

   ＊以下の分析において、チューブやクレンメの記述があった場合、 

    断片１３まで図 6 を参照せよ。 

    しかし、断片 14 からは図 5 を参照せよ。 

 

 

 

それでは、場面をより詳細に見ていきたい。ここでは、便宜的にエラー発覚→エラー認

 

２ 

A 
B 

３ ４ １ 

チューブ１―栄養剤と接合 

チューブ２―チューブ３と接合 

チューブ３―チューブ２と接合 

チューブ４―胃ろう部分と接合 

 

クレンメ A―栄養剤近く 

クレンメ B―胃ろう近く 

 

B 

A ３ 

４

２ 

１ 
２ 

栄

養

剤

い 

胃

ろ

う 

チューブⅱ 

チューブⅰ 

栄

養

剤

い 

胃

ろ

う 

チューブⅰ 

チューブⅱ 

チューブ１―チューブ４と接合 

チューブ２―胃ろう部分と接合 

チューブ３―栄養剤と接合 

チューブ４―チューブ１と接合 

 

クレンメ A―クレンメ B の近く 

クレンメ B―クレンメ A の近く 

【写真 30 】 

クレンメ写真  
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識→エラー修正の順を追って紹介していく。 

 

〈断片 6〉 エラー発覚 00：40～ 

003 祖母 んで、あれ？あれ？ 

  視線 ↑↓↑↓↓↓↓↓↑ 

 

 まず、祖母はチューブのエラーに気付く。気付く理由は、今後の手順としてクレンメの

操作が必要になるのであるが、そのクレンメが無いためだと推測される。視線の上下移動

が激しく、この視線移動はクレンメの位置確認であると推測できる。その理由は後に、視

線を下げながら、チューブを下にたどっていくためである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【写真 31 vol.19  00：41 】視線上 

クレンメがあると想定される場を見る祖母 

【写真 32 vol.19  00：43  】視線下 

クレンメを捜すため、チューブをたどる祖母 
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〈断片 7〉 エラー認識 00：48~ 

003 祖母 こっちをつけたけん、こっちをつけなあかんの？え：：：、 

004   どうしよう。逆をつけたけど、いけんなあ。ぽたぽたとなって、しめといたら。

005   逆つけた：。しめといたら。逆つけた：  

 

 この断片は祖母がエラーを認識する場面である。まずは、3 行目「こっちをつけなあか

んの？」でどのチューブを付け直すかを特定しているのが分かる。（写真 33）この振る舞

いは手の志向と視線の志向が別であることが興味深い。手の志向と発話から推測すると、

付け直すべきものはチューブⅱである。（あるいは、もっと細かいチューブ接合部分まで特

定していたのかもしれないが、この振る舞いからは推測することは困難である。）このこと

は、4 行目「逆つけた」という祖母の発話からも推測出来る。つまり、現時点で祖母はチ

ューブを逆につけたことは認識している。また、視線はクレンメが本来あるべき位置（前

述と同様に、もっと細かいチューブ接合部分まで特定していたのかもしれないが、振る舞

いからは推測困難）を見ており、祖母の志向はエラーを修正しようと試みている段階であ

り、さらにそれをどうすべきか認識しようとしていると考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【写真 33 vol.19  00：54  】 

チューブを逆につけたことに気づくシーン 
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〈断片 8〉 エラー修正 1:19～ 

005 祖母 逆つけた：。しめといたら。逆つけた：じゃ。逆にせな。よいしょ。（（チュー

ブ 006   を外す）） 

 

この場面は祖母がエラーの修正を試みる場面である。このことは、5 行目で胃ろうカテ

ーテルとチューブ２の接合を外していることから明らかである。また、「逆にせな」という

発話からチューブを外すという志向を経て、チューブを逆に接合することを志向している

ことがわかる。（写真 34）もちろん、この時点ではどのチューブを逆にするのかを伺うこ

とはできない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈断片 9〉 エラー再認識・再修正 1:35～ 

006   え、どうなっとるんかな。おうとんで。あ： パパがドッキングした 

007   んが ま：ま：、こっちが（ ）になって え、これをここにつけな 

 

 この場面で祖母がこのエラーの真実に気づく。チューブを接合し直そうと志向し、チュ

ーブ 2 を持ち、栄養剤付近に近づけた祖母であるが、6 行目「おうとんで。」の発話から、

今までの志向に何か不具合があったことに祖母は気付く。（写真 35）視線はチューブ２に

あることから、この推測は適切であると考えられる。そして、チューブ同士を接合した部

分（図 6 チューブ４とチューブ１）を手繰り寄せ、7 行目「これをここにつけな」とエラ

ー再修正が図られる。（写真 36）もちろん、現時点で祖母がチューブ４とチューブ１のど

ちらを接合しようとしていたかを推測することは困難ではあるが、チューブ同士の接合部

分を志向していることは確実なため、チューブ同士の接合部分のどこかをどこかに接合し

【写真 34 vol.19  01:30  】 

チューブと胃ろうカテーテルを外すシーン 
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直そうと祖母が志向していることは明白である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【写真 35 vol.19  1:38 】 

エラーの再認識をする祖母 

【写真 36 vol.19  1:45】 

エラーの真実を知る祖母 
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ⅱ)エラー報告・解決―指示代名詞による焦点化 

＜断片 10＞ チューブの付け直しをするシーン 2：20~ 

021 祖父 ついとんで、ほんでええでえ 

022 祖母 ちゃうで：、これが調節機械がこっちのほうが近いほうにつけなあかん 

023 祖父 あ：。 

024 祖母 ほどこか。 

025 祖父 これこうせなんだら 

026 祖母 むこういこか。こっちじゃ。こっちじゃ。こっちじゃ。 

027 祖父 さき、これとこれ結ばなあかんのに間違ごうとる。 

028 祖母 とりあえず、これとこれ 

029 祖父 違う。先、これを 

030 祖母 もう、ややこしい。 

031 祖父 あれ？ 

032 祖母 これがここにいかなあかん 

033 祖父 これがこっち。これが 

034 祖母 うそ：？ 

035 祖父 これとこれ結べ。ここ。 

036 祖母 ほれがほなけん、ここって言いよんで、おうとんで。なんでよ：、 

 

 この場面は、帰宅した祖父の存在に気付いた祖母が、祖父を部屋に招き入れることから

始まっている。そして、祖母が祖父にエラー報告を行った後（22 行目）、祖母と祖父でチ

ューブの付け直し作業、つまりエラーの解決を図る場面へと移行する。ここでは、祖父と

祖母の共同での作業が行われるため、二本のチューブをどうつなぎ直すかというトラブル

が生じている。エラーを解決するためには、チューブをつなぎ直さなければならない。さ

らに、エラー解決を図る者が複数人となったため、発話や行為を伴い、共同理解を図りな

がら、エラーを解決することがこの場面では課題となっている。そのため、本断片からは、

分析視点でもある道具への志向とそれによる振る舞いが分析の中心となる。つまり、話し

手の道具への志向や聞き手の理解の表示等がキーワードとなることが本場面の第 1 のキー

ワードとなる。また、この場面では「ここ」「これ」「こっち」等の指示代名詞が多用され

ている。この単語が指し示すものにも注目していくこともが第 2 のキーワードとなる。こ

れら 2 つのキーワードをもとに場面を分析していく。 
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〈断片 11〉指示代名詞への志向 2：18～ 

021 祖父 ついとんで、ほんでええでえ 

    ↑A の療養室に入室 

022 祖母 ちゃうで：、これが調節機械33がこっちのほうが近いほうにつけなあかん 

          ↑クレンメ１を指す 

023 祖父 あ：。 

     ↑栄養剤を持つ 

 

 それでは、ラインバイラインで会話を追っていくことにしよう。21 行目「ついとんで、

ほんでええでえ」という祖父の発話と同時に祖父は療養室へと足を踏み入れる。この時点

では祖父は祖母のチューブの付け間違いには気付いてはいない。そのため、22 行目で祖母

は「これが調節機械がこっちのほうが近いほうにつけなあかん」とエラーを報告する（写

真 37）。それでは、この祖母による報告は何を志向しているのであろうか。それは、発話

で「調節機械」（＝正式名称はクレンメ）と述べられており、祖母はクレンメ１を左手で触

っていることが指摘できる。そのため、クレンメ１が近いほうにつけなければいけないと

いうことを報告するという祖母の志向が伺える。しかし、クレンメ１をどこに付け直すか

までは言及はなされていない。そして、祖父は「あ：。」と祖母の発話に一定の理解を示し、

栄養剤を持つという動作をとる。 

 ちなみに、本断片で祖母が発話した「調節機械」も自己執行的カテゴリーである。（4 章

で言及した「転体」と同じ）調節機械という言葉には液体のスピードを調節する機械とい

う意味があるのだろうが、その道具の目的に沿った形で家族に使用されているこの単語も

いかにも在宅らしい単語である。 

 

 

 

【写真 37 vol.19  2：24～】 

発話と動作を用いて、道具の志向を祖父に提示する祖母 
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〈断片 12〉志向のズレ 2：25～ 

024 祖母 ほどこか。 

    ↑祖母 チューブ４とチューブ１に志向 

    ↑祖父 栄養剤に志向 

025 祖父 これこうせなんだら 

    ↑祖母 祖父の行為に視線を向ける 

    ↑祖父 栄養剤を鴨居から外す 

026 祖母 むこういこか。こっちじゃ。こっちじゃ。こっちじゃ。 

           ↑祖母 チューブ４とチューブ１を外しチューブ１を渡す 

    ↑祖父 栄養剤部分とチューブ３に志向 

 

24 行目で祖母はチューブ４とチューブ１を外そうと試みる。（写真 38）しかし、25 行目

の祖父の発話前に祖父が栄養剤を鴨居から外すことに気付く。（写真 39）よって、26 行目

の「むこう行こか。」は栄養剤を外し、祖父が部屋を移動しようとしていると祖母は推測し

た上での発話であると推測される。つまり、この時点まで祖母は祖父の振る舞いを部屋移

動の提案であると考えていると推測できる。しかし、祖母はすかさず自らが志向していた

チューブ４とチューブ 1 の連結部分を外し、チューブ 1 部分を祖父に手渡している。それ

はなぜだろうか。実はこの時点で祖父は栄養剤部分とチューブ３の連結部分に志向してお

り、（写真 40）そのことを祖母は認知した上での振る舞いであると推察できる。つまり、

祖母は道具のどの部分を志向しているかというズレに気付いたのだ。  

 つまり、本断片では 2 つのズレが指摘できる。それは、①祖父の振る舞いは部屋移動で

はなく、チューブ接合であるという祖母の認識のズレ、②それに伴う、チューブ接合の祖

父、祖母の志向部位のズレの二つである。 

 これは、参加フレームの転換場面である。つまり、祖父の志向が栄養剤を鴨居から外す

ことではなく、チューブ連結場面であると認識されたときである。（①に相当）言い換える

と、道具に対する互いの志向の認識が祖母の中で構築され、そのことで新たな参加フレー

ムが再構築されたのだ。 

 断片 12 では 2 つの志向のズレを分析した結果、参加フレームも再構築されたことを確

認した。このことは、チューブの接続部位に対する志向は違っているが、祖父と祖母の「チ

ューブをいかに接続するか」という志向がお互いに共有されたと言ってもよい。そういっ

た意味合いで参加フレームは転換したのである。 
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【写真 38 vol.19  2：26～】 

24 行目相当部分 祖母の視線は自らの手に志向 

 

【写真 39 vol.19  2：26～】 

25 行目発話前 祖母の視線は栄養剤を志向 

【写真 40 vol.19  2：32～】 

26 行目 祖父と祖母がチューブ接合場所の志向にズレがあるシーン 
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〈断片 13〉指示代名詞による焦点化 2：36～ 

027 祖父 さき、これとこれ結ばなあかんのに間違ごうとる。 

        ↑祖父 右手でチューブ３を持ち、チューブ２に近づける 

    ↑祖母 チューブ２を左手で持っている 

028 祖母 とりあえず、これとこれ 

          ↑祖母 右手のチューブ１を栄養剤に近づける 

029 祖父 違う。先、これを 

030 祖母 もう、ややこしい。 

031 祖父 あれ？ 

032 祖母 これがここにいかなあかん 

     ↑祖父 チューブ１を栄養剤に近づける 

033 祖父 これがこっち。これが 

     ↑祖父 チューブ３とチューブ２を接合する 

034 祖母 うそ：？ 

035 祖父 これとこれ結べ。ここ。 

     ↑祖父 チューブ１と栄養剤 

036 祖母 ほれがほなけん、ここって言いよんで、おうとんで。なんでよ：、 

 

 前述の志向のズレが共有された結果、チューブを接合しなおす場面へとシーンは展開す

る。27 行目で祖父は「これとこれ結ばなあかん」とチューブ接合に関する志向をしている

が、「これ」と「これ」は「チューブ３部分」と「チューブ２部分」を志向していることが

動作から指摘できる。（写真 41）また、28 行目の祖母が発話した「これ」と「これ」は「チ

ューブ 1」と「栄養剤」を志向しているのも動作から指摘できる。（写真 42）31 行目で祖

父は「あれ？」と混乱を示す発話をするが、何がわからなくなったのかをみてとることは

データからはできない。この後は、祖母と祖父がお互いに指示代名詞と道具への動作によ

る志向を示しあうことで、エラーは解決へと至る。 

 本場面では「ここ」「これ」等の指示代名詞が非常に多かった。指示代名詞は定型的な言

葉で表現できないことに使用されるというイメージが大きい。チューブの全体をさしてチ

ューブと呼ぶことはできるが、チューブの接続部位名称までは定まっていないことが、本

場面のトラブルとなっているのは間違いないのである。しかし、ここではもう少し分析に

基づく考察を行いたい。指示代名詞はそれ自身では意味を為さないというの私たちにとっ

て共通の理解と言えるだろう。「ここ」が「どこ」なのかは「ここ」という文字からうかが

い知ることは不可能である。私たちが「ここ」を「どこ」であるか知ることができるのは、 

発話者の志向(動作や視線などのふるまい)があってこそであるし、何を指し示しているの

かを提示し、その提示に理解を示すことができるからこそである。このことは本分析から

伺うことができたはずだ。つまり、指示代名詞は何かを志向していることが場面の参与者
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間で共通の理解が図られることで初めて意味をなす。以上により、指示代名詞の多用につ

いては、複数人での道具使用法に関するトラブル解決場面であったという場面性が指摘で

き、そのことを分析から提示できることができたと考える。 

 今回のような予想外のトラブルが発生した際、道具の目的は変わってくる。本来の道具

の目的ではなく、他の目的道具を使用する際に新たな焦点化の方法として指示代名詞の多

用が図られたのである。また指示代名詞の多さはチューブ接合に関するトラブル解決の志

向が祖母と祖父で異なっていたことも単純に挙げられる。エラーに対応しようとした参与

者が生んだトラブルによって、この指示代名詞の多用という場面は作り上げられたのだ。 

  

 

 

 

 

 

 

 

【写真 42 vol.19  2：39～】28 行目 

祖母が指示代名詞による発話と動作を用いて、道具の部位を焦点化 

 

【写真 41 vol.19  2：37～】27 行目 

祖父が指示代名詞による発話と動作を用いて、道具の部位を焦点化 
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ⅲ）イノベーション・ティーチング―焦点化される振る舞い 

＜断片 14＞ チューブの取り外しかたを教授するシーン 6：15~ 

101 祖母 あんたがもっとるのに、なんでひっぱれる。とん、とん、とん、とん。ちょっと 

102   早いけど、そのくらいかな。うん、それでええわ。今、ちょうどいい。ちょっと 

103   早いけど、 

104 祖父 ほなけん、これを、この 

105 祖母 あんたこれでしとる。私違うのに 

106 祖父 あ：。見たのに、見たのになあ。見えなんだ。 

107 祖母 ミルトンはいってなかったんだろ。 

108 祖父 いれ、いれへんなんだもん。これ、これを近くのほうをはずすん。近くに近くに 

109   あるほうをはずす。 

110 祖母 何をはずすん。 

111 祖父 これ、これが 

112 祖母 合体したときで 

113 祖父 お、おう、はずすん。 

114 祖母 あろて、あろて。あ：あ、なかなかじゃ。なかなかじゃ：。はあ。やれやれでご 

115    ざいます。ご飯が入りよるで、おかあさん。ねとん？ご：ご：言ってねとる。 

 

 

 チューブの接合エラーも解決し、場面は収束しつつあるが、ここで祖父は祖母にチュー

ブのイノベーションに関するティーチングを行う。この教示場面を見ていきたい。まずは、

場面の展開を簡略に話したい。104 行目で祖父は「ほなけん、これを、この」とクレンメ

二つを指で指し示しながら発話する。つまり、「これ」はクレンメを指し示している．しか

し、ここでは祖母の視線の獲得は不成立に終わる。次に、祖父がクレンメへの視線の獲得

を試みるのは 108 行目である。「これ、これを近くのほうをはずすん。」と「これ」と栄養

剤付近にあるクレンメのみに焦点を集中することで、まずは祖母の視線の獲得に成功する。

さらに、108 行目で「近くに近くにあるほうをはずす。」と発話し、もう一つのクレンメを

志向した発話を行い、祖母への教示を終えるという展開にはなっている。それでは、順を

追って分析していこう。 
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〈断片 15〉参与フレーム１―道具本来の使用による志向の一致 6：15～ 

101 祖母 あんたがもっとるのに、なんでひっぱれる。とん、とん、とん、とん。ちょっと 

  祖父                    ↑栄養剤のスピードの調節をする 

102   早いけど、そのくらいかな。うん、それでええわ。今、ちょうどいい。ちょっと 

 

103   早いけど、 

  祖母    ↑前かがみになる 

 

 より精密に場面を分析しよう。101 行目で祖父は栄養剤流入のスピードをクレンメを用

い、調節している。また、この時点で、祖母の視線を獲得できており（写真 43）、さらに、

102 行目「今、ちょうどいい。」というスピードを確認する発話も見られるため、この場面

は問題なく進行している。また、101 行目「とん、とん、とん、とん。」という擬音語もこ

の場面では際立った表現である。なぜならば、祖母の発する擬音語は祖父が調節する栄養

剤のスピードを表していることに他ならない。「とん」は栄養剤が滴下する音を表し、「と

ん」と「とん」の間に「間」を持たせることで、液の滴下速度を非常に端的に示している。

言い換えると、祖母は祖父の振る舞いに応じた振る舞いをしていることから、祖母の聞き

手性の表示も見受けられる。つまり、この擬音語は祖父の振る舞いによる道具への志向に

応じた志向を祖母が呈示しているのである。よって、この場面ではクレンメを使ったスピ

ード調節場面という参与フレームが形成されている。つまり、道具本来の使用目的に応じ

た参与者間の志向一致と言える。しかし、祖母が姿勢を前かがみにすることで、別の参加

フレームへと移行する。（写真 44） 
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【写真 43 vol.19  ６：28】101 行目 

祖父の道具への志向に対し、祖母も同じ志向を示すシーン 

とん、とん、とん、とん。 

ちょっと早いけど、そのくらいかな。 

【写真 44 vol.19  ６：28】101 行目 

祖母が前かがみになり、別の志向を示すことで参加フレームは変わっていく 
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〈断片 16〉参加フレーム２34－祖父の志向呈示 6：38～ 

104 祖父 ほなけん、これを、この 

          ↑祖父 両方の調節機械を指さしながら 

105 祖母 あんたこれ（（注射器））でしとる。私違うのに 

     ↑祖母 チューブをベッド外へ 

106 祖父 あ：。見たのに、見たのになあ。見えなんだ。 

       ↑祖父 注射器を持つ          ↑祖父 クレンメを指さす 

107 祖母 ミルトンはいってなかったんだろ。 

     ↑祖父 クレンメを指差している 

108 祖父 いれ、いれへんなんだもん。これ、これを近くのほうをはずすん。 

     ↑祖父注射器に視線   ↑祖父クレンメを指差しなおす 

 

 104 行目で祖父は「これ」という指示代名詞を発話し、両方のクレンメ（もしくは、ク

レンメに相当するチューブのどこか）を指さししている。つまり、祖父はイノベーション

チューブという道具について志向している。（写真 45）しかし、この志向は失敗に終わる。

ここでは祖母は注射器という道具への志向をしているためだ。（105 行目）この祖母の志向

は 106 行目で祖父が注射器を持ち、注射器に応じた発話を祖父がしていることから、祖母

の志向に関する私の推測は的確であると考える。（写真 46）つまり、この場面では祖父と

祖母がたがいに違う道具への志向を表示したが、結果的に祖母の志向が優先された場面で

ある。しかし、106 行目の時点で祖父はクレンメをもう一回指さしている。つまり、クレ

ンメという道具への志向は終わってはいない。祖父は機会をうかがっているのである。（写

真 47）また、この際は祖父は左手のみでクレンメを指差していることに注意しておきたい。 

 

 

 

 

【写真 45 vol.19  ６：39】104 行目 

祖父の指差しが特徴的。2 点を同時に志向。 

ほなけん、これを、この。 
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【写真 46 vol.19  ６：44】105、106 行目 

注射器に志向が集中 

【写真 47 vol.19  ６：53】108 行目 

祖父がもう一度クレンメに指差し。このときは両手ではなく、左手のみ。 

あんた、これでしとる。 

これ。 
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〈断片 17〉参与フレーム３―祖父の教示 6：51～ 

108 祖父 いれ、いれへんなんだもん。これ、これを近くのほうをはずすん。 

                  ↑クレンメ A をつかみ左手を小刻みに震わせる 

109   近くに近くにあるほうをはずす。 

    ↑写真参照 

110 祖母 何をはずすん。 

 

111 祖父 これ、これが 

    ↑クレンメ A を何回もつかむ 

112 祖母 ＜合体したときで 

    ↑両手の握りこぶしを合わせる 

113 祖父 お、おう、はずすん。 

 

114 祖母 あろて、あろて。あ：あ、なかなかじゃ。なかなかじゃ：。はあ。やれやれで

ございます。ご飯が入りよるで、おかあさん。ねとん？ご：ご：言ってねとる。 

 

 108 行目において、祖父はクレンメ A を指した左手を小刻みに震わせる。そのことによ

り、祖母は視線をクレンメ A へと向ける。（写真 48）つまりは、断片 10 では伝えること

が出来なかった祖父の道具志向を表明するまたとない機会である。祖母の視線の獲得に成

功した祖父は、続けて 109 行目、右手でクレンメ A を指す。（写真 49）そして、祖父の右

手はクレンメ A を離れ、クレンメ B を指さす（写真 50）また、その動作中に「近くに近

くにあるほうをはずす。」と発話しており、クレンメを外すことを伝えている。つまり、こ

の場面はイノベーション化されたチューブトラブルの解決法を祖父が祖母に教示している

場面であると言える。この場面でのチューブという道具は取り外し方法に焦点を定められ

ており、そのことを場面の参与者に共通の理解として参照されているのである。（写真 51）

また、「道具の使用法を教示されていること」を理解している祖母は 110 行目で非常に有

能な生徒となり、「何をはずすん。」と道具のどの部位を外すのかを質問する。111 行目で

祖父はクレンメ A を何回も握り、「これ、これが」と発話するが、（写真 52）112 行目で祖

母はさらに有能な振る舞いを行う。それは、112 行目「合体したときで」と発話し、両手

の握りこぶしを合わせる行動をとるのである。(写真 53）発話と動作から祖母の振る舞い

は栄養剤部分とチューブの合体を意味していると推測できる。本来ならば、祖父の答えが

的確ならば、祖母は了承する発話をすればよかった。しかし、祖父の行為は不適であった

ため、祖母は祖父の表現では表現しきれない道具の取り外し部位を自らの身体を代理させ

ることで、生徒役としての自らの振る舞いを教師役である祖父に理解可能な形で提示した

のである。祖母そして、祖父の同意として 113 行目があり、場面は収束する。時間にして

7 分 30 秒ほどのことだ。 
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【写真 48 vol.19 6：53 】108 行目 

祖父が左手でクレンメ A に指差し。さらに小刻みに震える。 

【写真 49 vol.19  ６：55】109 行目 

祖父が右手でもクレンメ A を指す 

これ、 

これを近くのほうをはずすん。 

近くに 

近くにあるほうをはずす 

【写真 50 vol.19  ６：55】109 行目 写真 49 と連続 

祖父の右手はクレンメ A を離れ、もうひとつのクレンメに向かって動く 
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【写真 51  vol.19  ６：55】109 行目 写真 50 と連続 

祖母の視線は祖父の右手。祖父の視線は教示場面であるため祖母に。 

【写真 52 vol.19  ６：58】111 行目  

祖父の振る舞いは祖母の了承を得られるものではなかった 

【写真 53 vol.19  ６：58】112 行目 写真 52 と連続 

祖父の振る舞いを代理する形で両者の納得を得る 
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 これからは推測になるが 1 回目の指示（104 行目）と 2 回目の指示（108 行目以降）は

ある種、決定的な違いがある。それは、焦点化しているものである。1 回目の指示では指

示代名詞の多用により、「これ」と「この」の違いはわからない。また、祖父の 2 つの調

節機械を指し示した指も焦点がばらけてしまっている。つまり、焦点が散漫となってしま

っているのだ。（しかし、この場面においては、祖母が他に志向しているから他ならない）

しかし、2 回目の指示は非常に際立った振る舞いをしていたことに気づく。まず、祖父は

栄養剤付近の「これ」＝「クレンメ A」を指し示すこと、つまりクレンメ A のみを焦点化

し、祖母の視線の獲得に成功する。「これを近くの方を外す」は「クレンメを(栄養剤が)近

い方を外す」ことである。ついで、「近くに近くにあるほうをはずす」でまず、一つ目の「近

く」で栄養剤「付近の」クレンメ A を志向し、次いで、二つ目の「近く」で胃ろう付近の

「近く」を志向する。この焦点の分散により、祖父のティーチングは解決したのである。 

 分析２では複数人が参与する道具の使用法に関するトラブル場面における解決・教示場

面について分析してきた。この分析においては、道具の目的が参与者にとって、その都度

変容しているあり様やその目的を志向していることを表明する人の振る舞い、そしてその

振る舞いに対し理解を表す受け手性の表示を細かく見てきた。特に、指示代名詞が焦点化

することを細かく見ていくことで、人びとがいかに言葉だけではなく、さまざまな動作を

用いて、自らの理解可能性を示し合っているかについて吟味してきた。この分析において

も、人びとの常識的判断の下作られたイノベーション化された道具においてのトラブルが、

いかに常識的な形で―しかし、極めて凋密な形で―デザインされているかを示した。 
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5－8．まとめ―在宅医療のアフォーダンス 

 分析１では、「在宅医療におけるリスクマネジメント」について考察してきた。発見され

た「消毒液を胃に流し込んでしまう」リスクは、注射器の液体を「何か不明のもの」から

「確実な白湯」に変えることで、解消されたと言えよう。しかし、注目すべきはトラブル

を回避したこと、そのものではない。表面化したリスクに対し、祖母や父がいかにこのリ

スクを丁重に扱っていたかである。7 行目の時点で祖母は注射器の液体を抜くことをすで

に提案している。そして、実際には抜くことに共同理解を得るためには、24 行目までかか

った。その間には、父の祖母、祖父への注意喚起としての物言いや祖母の問題を解決へと

導くテクニックが見られた。 

分析２では、「在宅医療イノベーションされた道具のトラブル解決」について考察してき

た。在宅医療イノベーション化された道具の使用法を間違った際の道具の新たな焦点化が

必要とされ、参与者は指示代名詞の多用とそれに伴う視線、動作の振る舞い、また聞き手

性を表示し、参加フレームを構築していた。 

これらのことはつまり、複数人の共同判断というものがどのような風に創られているか

をあらわしていると言える。定型的なリスク管理のやりかたを専門知識を利用してなぞる

のではなく、誰しもが知っている常識的知識の活用やその場にある情報、資源を、その場

の文脈で精密に解釈する方法がとられている。ここでレリバントになっているものこそ、

在宅医療の資源なのではないか。在宅医療の専門家・熟練者の姿がそこにはあるのではな

いか。つまり、病院等と状況が同じでも、在宅医療は在宅医療の振る舞いがあるのではな

いか。それこそが、在宅医療のアフォーダンス35ではないだろうか。つまり、ここにこそ、

在宅医療化されたリスクマネジメントがあるようなのだ。（あるいは、在宅医療のイノベー

ティブな側面ともいうことができるかも知れないが、この点については、稿を改めて述べ

ることにしたい）。 
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６章 まとめと考察 

 本研究は在宅医療により、家庭がどのように医療化するのかという視点から考察をして

きた。４章では、カテーテルチューブや注射器などの医療器具が家庭に侵食してくること、

医療という新たなカテゴリーに対する新たなメカニズム創出、「家族」である被医療者を看

るということなど、医療が家庭をどう変えるのかという視点から在宅医療の在り方を考え

た。 

５章ではリスクマネジメントにおける相談場面、および医療器具トラブル場面を会話分

析・相互行為分析した。分析 1 では、「療養者」に対するリスクを徹底的に管理している

祖母と父（「家族」）の姿があった。分析２では、道具の参照法を「調節機械」等の当事者

カテゴリーや道具の焦点化を用い、トラブルを解決していた。確かに、在宅医療はリスク

コントロールを図ることを強いられてしまう労働強化の側面があるのかもしれない。しか

し、リスクコントロール分の負担増を解決しなければならない家族が導いた解決策は私た

ちにも分析可能で理解可能なものだった。つまり、医療は特別な出来事であり、医療は家

庭を侵食するもの―医療化する家庭―ではない。医療は家庭に生きる人びとに柔軟に取り

込まれていくもの―家庭化する医療―でもあったのだ。  

 在宅医療的リスクマネジメントは複数人の共同参画に向いているようである。とすると、

それは、従来の病院や実際の医療場面においても十二分にありうる出来事であるのではな

いだろうか。在宅医療的リスクマネジメントの発見の重要性はこの応用可能性にもあるの

である。 

 

7章 残された課題 

本論文に残された課題を以下短く述べておこう。 

まず、分析はもっと緻密に行うことができるというのが私の見立てである。今回は本題

のとおり、在宅医療場面の場面性に着目しているため、場面を追う形での分析となったが、

より精細な分析を行うことで場面の場面性ではなく、相互行為レベルでの場面性が見えて

くることは確実にあるだろう。 

 さらに、Aが失語症であることも次の機会にはもっと中心的なテーマとして扱いたい。 

「失語症者自身にとって言葉を語るということがどういうことなのか」（川上、2003：256）

こそはエスノメソドロジー会話分析が GOODWIN以来取り扱ってきたテーマだからだ。その

在宅版の研究が可能だろう。A と医療提供者である家族との関係は失語症であっても、私

たちが相互行為をなす以上、存在する。会話分析では、A が明確な意味をもった言葉を発

せないことすら分析対象となる。今回の事例で言うならば、A の応答の「不在」であった

り、Aの「不明瞭な」応答であったり、Aの身体の「反応」であるに対し、医療従事者がど

のように振る舞いをみせているかは十分研究に値するのではないか。 

 

 



医療化する家庭と家庭化する医療―在宅医療のビデオ・エスノグラフィー（卒論版）－    

2014 現象と秩序 1  - 73 - 

 

                                                   

注 

1 介護制度に関する叙は下記の URL を参照した。より詳しい介護制度に関しては以下の

URL を参照せよ。厚生白書（平成７年版）2011.1.30 参照 

http://wwwhakusyo.mhlw.go.jp/wpdocs/hpaz199501/ 

今後５か年間の高齢者保健福祉施策の方向～ゴールドプラン２１～2011.1.30 参照 

http://www1.mhlw.go.jp/houdou/1112/h1221-2_17.html 

2在宅ケアには、在宅介護の他にも、本研究の主題である在宅医療も含む。また、医療と

介護については極めて繊細な差異がある。詳しいことは後述の 2 章を参照のこと。また、

在宅医療に違和を覚える人も少なくないであろうが、在宅介護とほぼ同義であると捉えて

もらってもよい。 
3 エスノメソドロジーに関しては後述を参照せよ。 
4 これより在宅医療という単語を主に使用する。 

5天田の研究に対抗しているのでは全くない。天田の研究とは別に見逃してはならないポイ

ントがあるのではないかという立ち位置である。また、後述する井口に対しても同様であ

る。 

6 よりエスノメソドロジー的態度に密着したと言いかえることができるだろう 
7 その場に参与する専門家とは特別な職をさして専門家とするのではない。その場にいる

人すべてが専門家である。会議で話を聞く人、遊具で遊ぶ人、学校で授業を受ける人など、

その場において何かをしている人は、すべてその場の専門家なのだ。 
8 エスノメソドロジーの説明をもう少し述べるならば、「相互反映性」と「文脈依存性」

が挙げられる。両者については浜が以下のようにまとめている。 

 

 ある社会秩序について記述している記録が、それ自体、それが記述しているところの社

会秩序の一部分であるという、記録と社会秩序の間のこの循環的な関係を、ガーフィンケ

ルは「相互反映性（reflexivity）」と呼ぶ。また、それゆえに同じ記録であっても、記録が

行われる状況やそれが利用される状況に応じて、その意味が変化することを、「文脈依存

性（indexicality）」と呼んだ。（浜、2004：11） 
9 水川、池谷によれば、エスノメソドロジー的無関心とは、「分析者は研究対象について、

その活動が正しいのか正しくないのか、申請のものなのか、そうでないのか、などについ

て判断することには、関心を持たない点である。」（水川、池谷：2004：48）とされてお

り、私もこの態度にのっとって、今研究を進める。 
10 在宅医療と医療は別用語である。在宅医療は家庭での医療行為を指し、医療は医師、

看護師が行う医行為を指すものと定義する。 
11 医療行為は一般的に使用されている用語であり、厚生労働省の用いる医行為は専門的

な用語であると区別する。ここでは医療行為のほうが一般認知も高く、理解もされやすい

ため、医療行為を主に使用する。 

12 通知に関しては、以下の頁を参照せよ。 

厚生労働省法令等データベースサービスより平成 17 年 7 月 26 日分「医師法第 17 条、歯

科技師法第 17 条、及び保健師助産師看護師法第 31 条の解釈について（通知）」2011.1.30

参照 

（http:// wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/171108-e.pdf） 

 
13図１家族関係で説明すると、A の息子夫婦は祖父・祖母に相当し、孫夫婦は父・母に相

http://wwwhakusyo.mhlw.go.jp/wpdocs/hpaz199501/
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当する。また、以下は図１の家族関係図の表記に則り説明を行う。 
14 嚥下とは「のみくだすこと。口腔内の食塊を胃に送り込む過程をいう」であり、つまり

嚥下障害とは、何らかの原因により、嚥下の機能に問題がみられる状態をいう。広辞苑よ

り。 

15胃瘻とは「主に経口摂取困難な患者に対し、人為的に皮膚と胃に瘻孔作成し、チューブ

を留置し水分・栄養を流入させるための処置」のことである。広辞苑より。 

16 褥瘡とは「重症患者が長期間病床にある場合に、衣類・寝具によって圧迫を受ける部位

に生ずる。とこずれ。」のことである。広辞苑より。 
17褥瘡を防ぐために身体の位置を変える行為。 

18厚生労働省：医師法第１７条、歯科医師法第１７条及び保健師助産師看護師法第３１条

の解釈について。 

 

平成 17 年 7 月 26 日 厚生労働省医政局長通知 

（http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe2.cgi?MODE=tsuchi&DMODE=SEA

RCH&SMODE=NORMAL&KEYWORD=%88%e3%8e%74%96%40%91%e6%82%50%8

2%56%8f%f0&EFSNO=1135&FILE=FIRST&POS=0&HITSU=10）において、点眼薬の

点眼は認められている。また、後述する皮膚への軟膏の塗布も同様である。2011.1.30 参

照 

19 A 家以外ではなかなかみられないとあるが、それは事例として珍しさとしての意味で

ある。私が考察している「家庭の医療化」については A 家特有のものでは決してない。つ

まり、他の在宅介護の事例からも―他の在宅介護宅特有の事例からも―導きうる結論であ

る。 
20 応答は明確な答えを聞き手に示しているわけではない。話し手が新たな問題を創出す

ることも多く、そういった隣接対の連鎖構造が相談場面のトラブルには見てとれる。 
21 「隣接対とは、2 つの発話が、「挨拶―挨拶」「呼びかけ―応答」「要請―受諾」などの

ように対（ペア）として類型化されたものである。」（Schegloff&Sacks、1973＝1995） 
22 リスクマネジメントはケア場面、医療場面でのみ行われている訳ではない。 

23厚生労働省より http://www.mhlw.go.jp/houdou/2002/04/h0422-2.html を参照とのこと

2011.1.30 参照 

24 事故につながりそうになった事例をヒヤリ・ハット事例とも言う。 

25 実際の医療のリスクマネジメントが完璧だと言っているのではない。在宅医療的リス

クマネジメントと比べ幾分、システム化されているという点に注目していただきたい。 
26 関係対とは「２つずつ対関係をなすカテゴリーの集合であり、その集合全体をさす総称

である」（山崎、2004：18）。 
27 ここで言うパパ、おとうはんは上述した家族構成上の祖父に相当する。 
28 テクニックとは特別な人が持つ固有のテクニックという意味合いではない。もちろん、

どの人も普遍的に持ちうるテクニックである。さらに、テクニックがあるからトラブルが

解決しているのでもない。もちろんトラブルは場面の参与者との相互行為により解決され

るという私の研究上の立ち位置は変わらない。テクニックとはあくまでも、表現を際立た

せる私のテクニックである。 
29 本場面は資料 3 の作業関与 21 に相当する。 
30 いつ誰が取り外したかまでは不明ではあるが、祖母が A への医療行為を始める際には

http://www.mhlw.go.jp/houdou/2002/04/h0422-2.html
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とり外れていたことはビデオデータから理解できる。 
31 本来、クレンメは上下に動かすことが可能であるが、祖母はその事実を知らなかった。

その旨を祖母はトランスクリプト内で発話をしている。 
32 調節機械を移動させることは可能であるが、祖母はこの事実を知らなかった。このこ

とについてはビデオデータ中でも発話をしている。 
33 調節機械とはクレンメのことをさす。 
34 厳密にはより詳細な参加フレームが構成されているが、今回は便宜上、記載のとおり

にする。 
35 佐々木によれば、「アフォーダンスとは、環境が動物に提供する『価値』のことである」

(佐々木、1994：60）とある。 
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資料１ 作業関与詳細（表 2,3,4 関連） 

作業関与 1 

【日 時】 6 月 25 日 11：49 

【要時間】 39 分 46 秒 

【参与者】 A、専門家 3 名 

【内 容】 入浴介助・おむつ交換 

 

 

作業関与２ 

【日 時】 6 月 25 日 12：18 

【要時間】 28 分 45 秒 

【参与者】 A、祖父、祖母、専門家 3 名 

【内 容】 胃ろう栄養・体位変換 

       

 

 

作業関与３ 

【日 時】 6 月 25 日 13：27 

【要時間】 33 秒 

【参与者】 A、祖父、母、長男、長女 

【内 容】 母が A に話しかける 

 

作業関与４ 

【日 時】 6 月 25 日 13：59 

【要時間】 32 秒 

【参与者】 B、祖父 

【内 容】 体位変換 

 

 

作業関与５ 

【日 時】 6 月 25 日 14：56 

【要時間】 29 分 16 秒 

【参与者】 A、祖母 

【内 容】 祖母が A のために音楽を流し、歌う 
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作業関与６ 

【日 時】 6 月 25 日 16：04 

【要時間】 5 分 13 秒 

【参与者】 A、母、祖父 

【内 容】 胃ろう栄養・体位変換 

 

 

作業関与７ 

【日 時】 6 月 25 日 16：50 

【要時間】 21 秒 

【参与者】 A、母、長女 

【内 容】 母が A に話しかける 

 

 

作業関与８ 

【日 時】 6 月 25 日 17：56 

【要時間】 1 分 4 秒 

【参与者】 A、母 

【内 容】 口腔掃除 

 

 

作業関与９ 

【日 時】 6 月 25 日 18：06 

【要時間】 2 分 17 秒 

【参与者】 B、母 

【内 容】 母が B の食事の世話をする、転体させる 

 

 

作業関与１０ 

【日 時】 6 月 26 日 19：28 

【要時間】 10 分 30 秒 

【参与者】 A、祖母、母、長女 

【内 容】 胃ろう栄養・オムツ交換・着替え 
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作業関与１１ 

【日 時】 6 月 25 日 20：25 

【要時間】 2 分 28 秒 

【参与者】 A、祖父 

【内 容】 療養室の室温を気にかける 

 

 

作業関与１２ 

【日 時】 6 月 25 日 22：16 

【要時間】 13 分 5 秒 

【参与者】 A、祖父、祖母 

【内 容】 胃ろう栄養・オムツ交換・体位変換 

 

 

作業関与１３ 

【日 時】 6 月 2６日 ２:１２ 

【要時間】 １分５５秒 

【参与者】 A、祖父 

【内 容】 体位変換 

 

 

作業関与１４ 

【日 時】 6 月２６日 ３:５３ 

【要時間】 ２分１９秒 

【参与者】 A、祖父 

【内 容】 体位変換 

 

 

作業関与 15 

【日 時】 6 月 26 日 5：03 

【要時間】 20 分 43 秒 

【参与者】 B、祖父、祖母 

【内 容】 胃ろう栄養・オムツ交換・体位変換 
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作業関与１６ 

【日 時】 6 月 26 日 5：10 

【要時間】 6 分 23 秒 

【参与者】 A、祖父 

【内 容】 体温測定・血圧測定 

 

 

作業関与１７ 

【日 時】 6 月 26 日 7：12 

【要時間】 1 分 2 秒 

【参与者】 A、祖母 

【内 容】 点眼薬点眼 

 

 

作業関与１８ 

【日 時】 6 月 26 日 7：15 

【要時間】 40 秒 

【参与者】 A、祖母、猫 

【内 容】 祖母が A に話しかける 

（飼い猫を覚えている？という質問） 

 

作業関与１９ 

【日 時】 6 月 26 日 7：47 

【要時間】 4 分 14 秒 

【参与者】 A、祖母、父 

【内 容】 胃ろう栄養・体位変換 

  

 

作業関与２０ 

【日 時】 6 月 26 日  

【要時間】 19 分 4 秒 

【参与者】 B、祖父、祖母 

【内 容】 オムツ交換・トイレ介助・体位変換 
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作業関与２１ 

【日 時】 6 月 26 日 11：21 

【要時間】 ７分４１秒 

【参与者】 A、祖父、祖母 

【様 子】 胃ろう栄養 

 

 

 

資料２ トランスクリプト 

分析１ 

【祖母と父が注射器の中身をめぐり話し合う場面 8：00 ごろ】 

01  父 いけるんか。ちゃんと。 

02 祖母 いける：。あ：。ちゃんと入れてあるわ。パパが。注射が白湯だろな？（（注射器 

03    を見ながら））消毒ではないだろな？ 

04  父 ちゃんと（見とけよ。） 

05 祖母 え？（（A の寝室からキッチンへと引き返す）） 

06  父 いけるんか。消毒ではないんか。 

07 祖母 ない。ほなけど、一応（0.5）抜く？気持ち悪いけん、［自分が入れてないけん。 

08  父                         ［何を。水入れるん。 

09 祖母 水入れる、白湯入れるん。 

10  父 ほな、ほら：、ほんなん人のなんか信用したらあかん。 

11 祖母 ＜信用したらあかんな。 

12  父 ほらずっと、洗ろうたらええんで。洗わな。 

13 祖母 うん。白湯入れて、なんか気持ち悪いわ。 

14  父 ほら、おとうはんのことやけん［ほんなもん。 

15 祖母               ［うん。（わかっとん）でないか。わしがしとった 

16    んじゃわ。っていうやろ。 

17  父 いや、ほら、逆もあるわだ。 

18 祖母 うん。 

19  父 なんでも逆になるわ。 

20 祖母 ＜まあ、なんだったらミルトンだったら匂うけどな。 

21  父 ほな匂てみ。 

22 祖母 ほなけど、やっぱり気持ちが悪い、自分でせな。（0.5）白湯じゃ。 

23   （（注射器を高く持ちあげて、注射器を見る）） 

24   父 うん。  
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分析 2 

001 祖母 お食事ですよ。お：ひ：るのしょ：く：じ。なあ、食事や言うても、おいしくな

002   いわな：。え：と、あらららら。（（チューブをつける））よいしょ。よいしょ。

003   んで、あれ？こっちをつけたけん、こっちをつけなあかんの？え：：：、どうし

004   よう。逆をつけたけど、いけんなあ。ぽたぽたとなって、しめといたら。逆つけ

005   た：。しめといたら。逆つけた：じゃ。逆にせな。よいしょ。（（チューブを外す））

006   え、どうなっとるんかな。おうとんで。あ：、パパがドッキングしたんが、ま：

007   ま：、こっちが（ ）になって、え、これをここにつけな 

008 祖母 まちごうた。hahaha（（祖父に向かって大きな声で）） 

009 祖父 何をまちごうたん。 

010 祖母 こっからここにつけなあかんのに 

011 祖父 こぼせへなんだん。 

012 祖母 こぼせへん。これでもあかん？ 

013 祖父 ん？ 

014 祖母 これ、これをこっちつけなあかん。 

015 祖父 何を言いよん。 

016 祖母 ,洗うときに、まあ入ってきてみてだ。これをここにつけなあかんのに、下の方 

017 祖父 開けるほうまちごうたんだろが：。 

018 祖母 そうそうそう。 

019 祖父 お：？ 

020 祖母 これをここにつけなあかんのに 

021 祖父 ついとんで、ほんでええでえ（（祖父が部屋に入る）） 

022 祖母 ちゃうで：、これが調節機械がこっちのほうが近いほうにつけなあかん 

023 祖父 あ：。 

024 祖母 ほどこか。 

025 祖父 これこうせなんだら 

026 祖母 むこういこか。こっちじゃ。こっちじゃ。こっちじゃ。 

027 祖父 さき、これとこれ結ばなあかんのに間違ごうとる。 

028 祖母 とりあえず、これとこれ 

029 祖父 違う。先、これとこれ 

030 祖母 もう、ややこしい。 

031 祖父 あれ？ 

032 祖母 これがここにいかなあかん 

033 祖父 これがこっち。これが 

034 祖母 うそ：？ 

035 祖父 これとこれ結べ。ここ。 
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036 祖母 ほれがほなけん、ここって言いよんで、おうとんで。なんでよ：、 

037   これこっちじゃって。 

038 祖父 こっちに空気入ってないで：。ほなけん。見えんで：。 

039 祖母 え：？ 

040 祖父 どうしてくれる 

041 祖母 何が見えんの。 

042 祖父 空気がないでえ。 

043 祖母 ほなけん、入れんでもええでえ。こっちはいったけん。 

044 祖父 こっちでみなあかんで。 

045 祖母 い、入れるわよ。 

046 祖父 だろ：。空気が見れんけん、入らんのよ。ここに空気いれなんだら。 

047   ここの空気あげて、ここの空気あげて。上へ。" 

048 祖母 ほなけん、下に。 

049 祖父 でも、あがらんわ。 

050 祖父 ちょ、ちょっと持って、注射器持ってくるけん、こぼすなよ。 

051   （（機材を祖母に渡して、退出）） 

052 祖母 これがようひっついとうほうを上にせなあかんのじゃ。 

053 祖父 ほなけん、言うたで：。 

054 祖母 ええ調子で、ええ調子で洗うて、洗うてして。あんたミルトンで消毒しとったん

055   やな。いつの間にやら。 

056 祖父 しとった、しとった。ほなけん必ず洗えよ。 

057 祖母 洗って、洗ってしたよ。 

058 祖父 おお？（（祖父が入室）） 

059 祖母 注射で（ ）と。 

060 祖父 ちょっとさあ、空気入れなんだら、入ってこんなあ。空気入れな。あかんわ、真

061    空にならんわ。ちょっとこっち持ってこい。" 

062 祖母 こっち送らす 

063 祖父 でる、でる、こっち 

064 祖母 送らしたら、こっち 

065 祖父 ほなもう変えるわ 

066 祖母 え？ 

067 祖父 お前の言うように変える 

068 祖母 何を 

069 祖父 こっちを変えるわ 

070 祖母 こっちを変えるって。二本つないどうけん、ややこしいん。 

071 祖父 ほんなん言ったって、ほんなん言ったって 
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072 祖母 ややこしいん。やっとここまでできて、やれやれと思たわ。２００ｃｃとれて、

073   ここまで入れて、調子ようパチンパチンとめて" 

074 祖父 位置が違うけどな 

075 祖母 しるしいれといたらええな。 

076 祖父 いれてあるでえ、いれてあるのに、お前が間違えたんで 

077 祖母 マジック、テープかなんぞで貼っといたらええ。 

078 祖父（ ） 

079 祖母 もうええん 

080 祖父（ ） 

081 祖母 あんたが今さわったんで。 

082 祖父 まちごうとらん。 

083 祖母 はい、ばあさん、ごはんでございまちゅ：じゃ。（（チューブを装着）） 

084 祖父 おい、しめとけよ。 

085 祖母 え、何しめるん。 

086 祖父 まだ、しめとけよ。 

087 祖母 どこを。まだここで：。あ、そうやって調節が効くんで。 

088 祖父 うん。 

089 祖母 どないしたら動くん。 

090 祖父 全部あけたら動くんよ。全部あけたら 

091 祖母 あら、これす：っと動くんえ。 

092 祖父 全部あけたら 

093 祖母 開けよか 

094 祖父 あいとるで 

095 祖母 あいとる 

096 祖父 それを下にひっぱってみろ 

097 祖母 え？ 

098 祖父 ここの（ ）を引っ張って 

099 祖母 何を。あんたがもっとるけん、ひっぱれん 

100 祖父 え。 

101 祖母 あんたがもっとるのに、なんでひっぱれる。とん、とん、とん、とん。ちょっと

102   早いけど、そのくらいかな。うん、それでええわ。今、ちょうどいい。ちょっと 

103   早いけど、 

104 祖父 ほなけん、これを、この 

105 祖母 あんたこれでしとる。私違うのに 

106 祖父 あ：。見たのに、見たのになあ。見えなんだ。 

107 祖母 ミルトンはいってなかったんだろ。 
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108 祖父 いれ、いれへんなんだもん。これ、これを近くのほうをはずすん。近くに近くに

109   あるほうをはずす。 

110 祖母 何をはずすん。 

111 祖父 これ、これが 

112 祖母 合体したときで 

113 祖父 お、おう、はずすん。 

114 祖母 あろて、あろて。あ：あ、なかなかじゃ。なかなかじゃ：。はあ。やれやれでご

115    ざいます。ご飯が入りよるで、おかあさん。ねとん？ご：ご：言ってねとる。 

 

【トランスクリプト記号】 

？    語尾の音が上がっていることを示す 

：    直前の音が延ばされていることを示す 

＜    急いで発話が始まっている状態を示す 

［    参与者の発話の重なりが始まる箇所を示す 

＝     言葉と言葉、発話と発話が途切れなく繋がっている箇所を示す 

下線   比較的大きな音、または強調されている部分を示す 

（ ）  何か言葉が話されているが、はっきりと聞き取れないことを示す 

（数字） 数字の秒数だけ沈黙があることを示す 

（（ ）） そのつど必要な注記であることを示す 
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