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はじめに 

 

量的研究法と質的研究法の両者を含む混合研究法（Mixed 

Method Research）は、研究の妥当性・信頼性を高めるとと

もに、両者の方法におけるパラダイム論争にひとつの方向

性を与えるものとして注目されている。その発展は、1950

年代から始まり、質的研究と量的研究の異なったパラダイ

ムの組み合わせが可能かどうかの論争を経て、80年代から

は混合研究法の手法や手順の検討がなされてきた。今世紀

に入ると、混合研究法は量的研究、質的研究と並列した第3

のアプローチと位置づけられ、様々な分野における適用へ

の関心が高まっている。背景には今日の研究課題の複雑性

があるといわれ、データ混合によって研究課題のより完全

な理解像が形成されるとされている。医療分野でも、2005

年にJournal of Mixed Method Researchが刊行され、期待が高

まりつつある。一方、本邦の看護研究分野への適用は、研

究手法の調査（看護科学学会誌：2002－2011年）において

5%程度といわれ、目にする機会は多くない。 

混合研究法の解説書1）『人間科学研究のための混合研究法 

質的・量的アプローチをつなぐ研究デザイン』（2007）の著

者（J.W Creswell&V.L Plano Clark）は、混合研究法を「哲学

的仮定と量的・質的研究手法をもつ調査研究デザイン」と

定義し、方法論的には、1 つの研究や順次的研究群での量

的・質的データの収集、分析、データ混合に焦点を当てて

いる。データの混合方法には、統合型、結合型、埋め込み

型の 3種類があるが、データ混合の必要性については、複雑

な現象を対象とする研究課題に対し、研究参加者のコンテ

クストや言葉を数値化したり、傾向や統計データに変換し

てそれらのデータをセット化することよって、現象に対し

てより適切な理解が得られるとしている。また、質的・量

的双方のデータ収集は、少数では一般化できないとされて

きた質的研究のエビデンスを得るためにも有用であるとの

認識を得ている。そして、自らの調査研究や他研究者との

情報交換の経験から、複雑で多様な研究課題に向き合う混

合研究法の魅力とともに、一方では、「研究法として認めら

れて10年近く経過し、混合研究法に関する多くの論文が発

表されているが、研究デザインに質的・量的データを組み

込む混合研究法のアプローチの糸口を見つけることは難し

い」と、検索やレビューの難しさを挙げている。その解決

法として、潜在している混合研究の学術論文を見つけ出

し、それらの論文をレビューするツールとして、表記シス

テムと視覚的ダイアグラムの活用1）が紹介されている。 

そこで、この研究は、混合研究法に関する基礎知識を基

盤として、量的、質的、混合研究法を適用した海外文献を

論評し、表記システムと視覚的ダイアグラムを適用して、

各論文の研究デザインおよび構成要素を明確にした上で、

看護研究への適用にむけての示唆を得ることを目的とし

た。 

 

Ⅰ．活動方法 

 

混合研究法に関心を持つメンバー（大学教員 4名、専門看

護師2名）によって、定期講読会を開催し、翻訳した文献内

容を共有し、以下のプロセスに従って実施した。 

１）基盤となる混合研究法に関する基礎知識の習得：『人間

科学研究のための混合研究法 質的・量的アプローチ

をつなぐ研究デザイン』1）を精読し、文献レビューの基
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盤とする。内容は、①混合研究法のデザインの分類と

その特徴、②表記システムと視覚的ダイアグラムを活

用した文献レビューの方法を要約して参考資料とし

た。 

２）質的、量的、混合研究法で研究された看護に関する学

術論文をレビューする。 

各文献レビューは、文献レビューのための方法1）を参照し

て以下の手続きで行なった。 

①文献を精読し、研究トピック（研究背景・課題）と目

的、方法（データ収集・分析）、結果、研究方法選択の理

由、データ混合のタイプ、方法の評価を抽出する。 

②各研究の活動の流れに沿って、表記システムと視覚的ダ

イアグラムを作成し、各研究方法の構造を明らかにす

る。 

③対象文献の特徴を概観する一覧表を作成し、方法につい

て比較検討する。 

なお、講読文献は、がん看護研究分野に関する文献と

し 、 検 索 ワ ー ド と し て 、 量 的 ・ 質 的 、 Mixed Method 

Researchの文献を検索して、4編を選択した。 

 

Ⅱ．活動から得た学び 

 

１．混合研究法の概説 

１）混合研究法デザインの分類とその特徴 

混合研究法は 4 つの主要なデザインタイプに分類される

が、混合研究法を用いる場合には、研究デザインの趣旨、

手順、強み、課題を知り、どの方法が自分の研究に適して

いるかを検討する必要がある。主なデザインの構造とその

特徴、使用目的は以下の通りである。 

（1）トライアンギュレーションデザイン 

研究目的を最もよく理解するために、同じトピックに関

して異なる補足的なデータを得る方法である。手順は、量

的および質的手法を同じ時間軸の中で平等の重みを置いて

実施するシングルフェーズの並行的進行デザインである。

通常は、量的・質的研究で得られたデータを別々に分析

し、得られた結果を関連づけて解釈したり、2種類のデータ

を変換しデータセットとして総括的に解釈して統合する。4

種類の変形型がある。 

デザインタイプ 変形型 方法や特徴 使用目的 

(1)トライ 

アンギュレーション 

デザイン 

①収斂モデル 
同じ現象について量的・質的データを別々に収集し、

結果の解釈の際に統合する方法 

量的調査を質的データで妥当化し、確証し、新

たな論拠によって裏づけたい時に使用 

②データ変換モデル 

量的・質的データの収集と分析は別々に行うが、最初

の分析後、一方のデータを他のタイプのデータに変換

し（質を量化、量を質化）、データを混合し、データ

セットを比較する 

データセットを比較して相関づけて解釈する 

③量的妥当化モデル 
アンケート調査による量的調査票に、2～3 項目の自

由回答式の質的設問を含む 

量的調査の結果を妥当化したり説明を深める 

④複数レベルモデル 

異なる研究手法（量的・質的）が、1 つのシステム内

で異なる複数レベルを論じるために用いる方法であ

る。各レベルで得られた結果は、1 つの総括的解釈と

して統合される 

具体例）医療サービスに関する研究を、患者レ

ベルは質的、医療職レベルは量的、管理者レベ

ルは質的、組織レベルは量的データとして収集

し統合する方法である。 

(2)埋め込み 

デザイン 

①埋め込み実験的 

モデル 

並行的入れ子混合研究デザインともいわれ、実験的デ

ザイン（量的研究）の中に質的データを埋め込むこと

と定義される 

モデルの優先事項は量的実験研究手法であり、

質的データセットはその研究手法の中で貢献す

る。介入研究で、介入前や介入成果の検証など

質的データ収集をどのタイミングで実施するか

は研究デザインの決定事項である 

②相関関係モデル 
質的データが量的デザインの中に埋め込まれる 相関関係研究の中で、相関関係のメカニズムや

要因の説明を助けるために行う 

(3)説明的 

デザイン 

①フォローアップ 

調査説明モデル 

第１フェーズの量的調査結果をさらに詳細に調査する

ために、最も有益な参加者から質的データを収集し、

結果を検証する方法である。 

量的研究結果を質的研究で検証する 

②参加者選定モデル 
量的調査の結果から参加者を選定し、質的調査を行う この研究モデルでは、研究の重要性は、通常第

２の質的フェーズに置かれる 

(4)探索的 

デザイン 

①調査票開発モデル 

質的研究結果から量的調査の項目や尺度の開発を行

い、第２フェーズで、開発した調査票を用いてデータ

収集し、量的に妥当化を検証する 

開発した調査票を用いて、量的調査を行って信

頼性、妥当性を検証する 

②分類型開発モデル 

最初の質的フェーズでは、特定のカテゴリーや関係を

作り出す。これらの結果によって量的な研究設問や仮

説を形成し、それに答える量的研究の進行を推進する

質的研究で導き出したカテゴリーを量的研究に

推進する 

 

表１．混合研究法デザインの分類とその特徴



実証研究の方法論的アプローチの検討 

Kanto Gakuin University Journal of Nursing Vol.3, No.1, pp.23-30, 2016 25 

（2）埋め込みデザイン 

1つのデータセットでは十分でない時に、もう 1つのタイ

プの質問データに支援的役割や二次的役割をもたせるため

に使用される。手順は、デザインレベルにおいて、1つのタ

イプのデータをもう 1つのタイプで枠組みされた研究に埋め

込む形で計画され、データ収集された後にデータを混合す

る。2種類の変形型がある。 

（3）説明的デザイン 

ダブルフェーズの研究法である。第1フェーズは量的デー

タの収集と分析によって開始され、引き続き第 2フェーズと

して質的データ収集と分析が行われる。この研究は、最初

の量的結果を説明するために質的データが必要な場合に適

している。2つの変形型がある。 

（4）探索的デザイン 

ダブルフェースの研究である。目的は第 1フェーズの質的

研究の結果が第 2フェーズの量的手法に進展することを助け

るために行われる。理由は、探究対象の現象に対して、測

定法や調査法が存在しない場合や、変数や指針となる枠組

みや理論が存在しない場合であり、調査法の開発や変数の

同定などの研究に有効である。2つの変形型がある。 

２）文献レビューのための方法（表記システムと視覚的ダ

イアグラム） 

混合研究法の論文をレビューする際に有用なツールが、

表記システムと視覚的ダイアグラムである。 

（1）表記システム 

Morse（1991）によって用いられた表記システムは、同じ

時期に起こった研究手法を示すプラス（＋）、順に連続的に

起こった研究手法を示す矢印（→）、研究の埋め込みを示す

（（ ））、研究の中での相対的な重要性を示す研究手法は

大文字（ QUAN、 QUAL ）、従属的な研究手法は小文字

（quan,qial）で表記する。以下に表記の例を挙げる。 

QUAN＋QUAL；調査研究において量的および質的手法

が同時期に用いられ、研究において平等の重要性を持つ。 

QUAL→quan：質的研究が量的研究の前に用いられ、質

的研究に重点が置かれている。 

QUAN（qial）：質的研究が量的研究に埋め込まれてい

る。 

（2）視覚的ダイアグラム 

研究デザインの複雑性を表示するために、幾何学的な図

形（四画形や楕円形）を用いて研究手順のステップ（デー

タ収集・分析）を示す視覚的ダイアグラムは、矢印（→）

を用いてこれらの進行を表示して研究の全体像の理解を助

ける。 

２．実証的研究論文の研究方法・デザインとその特徴 

文献レビューのための方法1）を参照して4編の原著論文を

論評し、さらに、視覚的ダイアグラムを作成して、適用さ

れた研究方法およびデザインの構造の特徴を明らかにす

る。 

１）時間とともに変化するQOLと影響因子に関する研究 

論文１）Predictors of change in Quality of life of Family 

Caregivers of Patients Near the End of Life With 

Advanced Cancer.2） 

終末期患者を介護する家族介護者の  Quality of Life

（QOL）の経時的変化と影響要因を明らかにすることは、

介護者への支援を開発する上で最も重要な課題である。こ

の研究は、介護家族のQOLと患者の介護要求度・自立度が

家族のQOLに与える影響を明らかにすることを目的として

いる。 

方法は、介護家族のQOLの変化と患者の介護要求度・自

立度の変化を経時的に測定するために縦断的研究法で実施

された。対象は、シンガポールの在宅ホスピス 4施設におい

て予後 3ヶ月未満と診断されたがん患者の介護家族が選択さ

れ、調査開始時と 2ヶ月後に調査するように計画された。介

護 者 の QOL は 、 Caregiver Quality of Life Index -Cancer

（ Burden, Disruptiveness, Positive adaptation, Financial 

concerns ） ,Social Support Questionnaire （ No. of social 

support, Satisfaction）、Spiritual Perspective Scale（Spiritual-

related interaction, Spiritual views）の3つのQOL測定尺度が

使 用 さ れ 、 患 者 の 介 護 要 求 度 と 自 立 度 は 、 Caregiving 

Demands ScareとEastern Cooperative Oncology Groupによっ

て測定された。視覚的ダイアグラムは（図 1）に示した。 

同意が得られた93名の介護者に対し、その場でデータ

ベース情報が収集された。71％は女性、平均年齢は48.8歳、

61.3%が親を介護していた。2 回目調査までの 2 ヶ月間に患

者の死亡や悪化などで、調査完了できたのは48名（51.2%）

であった。データは統計的に処理されたが、患者の状態に

関係なく、QOLは一定ないしは 2 回目の評価が改善してい

た。この結果について研究者は、介護者は介護の日常的な

経験によって介護役割を習得し、対応に対する新しい戦略

を見出すことで生活の混乱を減らす結果につながったので

はないかと推測していた。 

この研究はQOLの量的縦断的測定で実施された。研究方

法の選択の背景には、家族のQOL研究の多くが横断的研究

で行われるなか、KitrungroteがQOLをリアルタイムに描き

出す縦断的研究の重要性に言及したことによる。そこで、

2ヶ月間の縦断的調査のために、予後3ヶ月と診断された患

者が選択されたが、患者の死による調査脱落は28%に及ん

だ。この研究の方法論的な課題は、フォローアップ期間の

対象者の維持・確保にあり、患者の予後予測の困難性や急

激な悪化などの対象特性であった。調査は、患者・家族を

セットとして別々の尺度で同時並行的に測定され、調査終

了後に 2点間のデータが比較検討されたが、データはいずれ

も量的データであり、混合研究法ではなかった。 

２）スピリチュアルケアの専門職教育に要求される患者の

認知に関する研究 

論文２） Improveing traning in spiritual care: a qualitative 

atudy exploring patient percepcions of professional 

educational requirements.3） 
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スピリチュアルケアは緩和ケアに不可欠な要素であり、

ニードの充足は患者の病気への対処能力を向上させる。英

国国立臨床評価機構（NICE）は、スピリチュアルケアは緩

和ケアに関与する全ての医療者に必要な能力であるとし

て、knowledge, skills, actions, attitudesの獲得を上げた。し

かし多くの医療者は、ケア提供の不確実性、自信と能力の

欠如、ニード確認の難しさを理由に最適なケア提供の難し

さを上げている。この研究は、スピリチュアルケアを提供

するスタッフ教育を開発するために必要な、患者の視点を

明確にすることを目的としている。 

方法は、英国北部ホスピスの入院・外来・デイケアの41

名の患者に参加要請され、同意した20名を対象に、緩和ケ

アの訓練を受けた医師によって半構造化面接が実施され

た 。 面 接 内 容 は 9 項 目 （ Understanding of spirituality, 

Difficulties in discussing spirituality, Experience of spiritual 

need,Definition and remit of spiritual care ， Barriers and 

facilitators，Expectations, Suggestions for training, Interaction 

between spirituality and illness, Sample question about spiritual 

needs）に関して行われた。データはコード化され、データ

の飽和が生じるまで修復された。分析結果は14名にフィー

ドバックされ、返送された10名のコメントが活用された。

視覚的ダイアグラムは（図 2）である。 

結果には、患者の語りがそのまま引用された。そして、

相互に関連するケアの 4 つのテーマ（knowledge, skills, 

actions, attitudes）では、最も重要な訓練の範囲はattitudesで

あり、患者の“個人として認識され、話に耳を傾け、価値

あるものと認められる”、”会話を促進する人を専門職とし

て認める“などの語りから訓練の必要性と内容が導き出さ

れた。 

この研究は、インタビューガイドを用いた半構造化面接

で実施された質的研究である。方法に対しては、研究者が

ホスピスの関係者であったことは、データ収集や解釈の助

けとなったが、参加者が 1施設に限定されたことは教育開発

への情報提供データとしては十分ではなく、異なる状況を

設定した更なる調査が必要であると評価していた。 

３）探索的デザインを調査票開発モデルに適用した尺度開

発 

論文３）Development and Psychometric Evaluation of Resi-

lience Scale.4） 

この研究は、混合研究法の探索的調査票開発モデルの研

究である。第 1フェーズの質的研究結果から量的調査の項目

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図１：論文１）の研究デザインとデータ分析の手順 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 2．論文 2）の研究デザインとデータ分析の手順 
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や尺度の開発を行い、第 2フェーズで、開発した25項目と測

定尺度を調査票を用いてデータ収集し、信頼性、妥当性を

検証したものである。 

Resilience（RS：レジリエンス）は、感情面での持久力を

含み、人生の不幸をきっかけに勇気や適応力を発揮する人

の特性を説明するのに使用される。ストレスの負の部分を

和らげ、適応を促進する人格特性として1980年代から様々

な対象に対して研究がなされてきた。しかし、RSを直接測

定する方法がないことから、個人のRSを識別する能力が制

限されるため、実証的なサポートを欠如させ、その妥当性

と看護との関連性も制限されていた。この研究の目的は、

個人のRSを識別し、適応力を高める肯定的な特性を評価す

る25項目のレジリエンス尺度（RS）の開発である。 

方法的には、第 1フェーズは 4段階のステップで構成され

ている。始めはRSの構成概念を明らかにするために、80年

代に様々な研究分野で実施されたRSに関する文献レビュー

を行い、各研究者が同定したRSの定義と構成要素を収集し

た。次に、RS尺度の開発のため、主要なライフイベントを

成功させた24名の女性を対象に、心理・社会的適応に関す

る予備調査が実施された。そして、対象者に自己意識の損

失に対する管理法を説明するように求め、対象者の語りか

らRSが 5 つの相互に関連するコンポーネント（冷静さ、忍

耐力、自立力、有意義、実存孤独）で構成されていること

を確認した。次に、この構成要素を反映したインタビュー

を実施し、その結果から逐語的に文章を作成し、各文章へ

の同意の程度を 7段階尺度で確認した。そして、作成された

文章を使用して看護学生などの 3グループを対象にパイロッ

トスタディが実施され、構成概念妥当性、内部整合性、信

頼度が確認されて25項目のRS尺度が作成された。 

第 2 フェーズは、米国北西部のシニア住民1500名を対象

に、RS調査票調査が実施された。調査は、対象の属性,測定

はLife Satisfaction Index-A, Philadelphia Geriatric Center Moral 

Scale, Beck Depression Inventory, 5段階の健康指標の測定用

具を用いて実施された。視覚的ダイアグラムは（図 3）であ

る。 

結果は、810名の回答があり、主成分分析(PCA)によって

因子分析され、内的一貫性、妥当性、信頼性が支持され

た。その結果、RSは、自己信頼、自立、決断力、無敵、統

御、忍耐、順応性、バランス、柔軟性など、人生の逆境時

に生きることを容認し、平和の感覚を反映するRSの理論的

定義を反映していることが確認された。 

この研究は尺度開発であり、厳密な手順を経て実施され

た。第 1 フェーズでは 4 段階の質的調査を経て、25項目の

RS尺度が作成され、第 2フェーズの量的調査によって、理

論的定義が多面的な構成概念を支持していることが確認さ

れた。研究者は、方法の評価として、負の傾向において、

実験的範囲と理論的範囲が近接しないデータがあり、更な

る改良を必要とするとしている。また、男女による違い

や、時間の経過によって個人のRSがどのように変化・発展

するかなど、長期的研究の必要性についても言及してい

た。 

４）異なる対象に実施された質的・量的調査を統合する探

索的デザインの適用 

論文４）The health status and health service needs of primary 

caregivers of cancer survivors: a mixed methods 

approach.5） 

近年、治療を受けて生存しているがんサバイバー（cancer 

survivor）が急増し、がん研究の文献には、介護家族の身体

的苦痛、睡眠障害、疲労、ストレス、抑うつ、不安、再発

不安などの問題が数多く同定される。しかし、研究はほと

んど進んでいない。この研究の目的は、サバイバーを介護

する家族の健康状態やサービス利用、満足感、ニーズの実

態を明らかにすることである。 

方法は、第 1フェーズががん医療専門職を対象にした半構

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 3．論文３）の研究デザインとデータ分析の手順 
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造化面接による質的データの収集、第2フェーズはがんサバ

イバーの介護家族を対象とした質問紙による量的データ収

集の、ダブルフェーズの探索的デザインを適用した混合研

究法である。 

第 1フェーズは、Health and Social Care Provider Trust in 

Northern Irelandに勤務する24名のケア専門職に対して、介

護者のケアニーズとサービス受給に関して半構造化面接が

実施された。第2フェーズは、20名のgeneral practitioner

（GP）の診療によりサバイバー865名が同定され、郵送され

た質問紙を自分の主介護者に渡すように依頼され、サバイ

バーと介護者の健康とwell-beingに関する質問と健康診査が

実施された。調査内容は、36-item short-form health survey

（SF36）、サービス利用、満足度であった。視覚的ダイアグ

ラムは（図 4）である。 

第 1 フェーズのケア専門職への面接調査からは、サバイ

バーの介護者は患者のがんが治癒したと考えられる時期で

さえ、体験による否定的な影響を受けており、仕事や収入

減への対処に対する情報や支援がない状況が導き出され

た。第 2フェーズの調査では、98名（11.3%）の介護者から

質問紙の返送があった。回答者の65%は女性、平均58歳、

80％はサバイバーの配偶者であった。そして、ケア提供に

週22時間以上を費やし、82%はサバイバーに付き添う役割を

果たしていると回答していた。患者と介護者のSF36の差の

検定が行われ、身体・心理的スコアに有意差はなかった

が、介護者の疾患の数と身体スコア、サービス利用とメン

タルヘルススコアの低さには有意な相関が確認された。こ

れらは、英国民や難病や脳卒中患者などの介護者と比較し

てもより低い結果を示していた。 

この研究は同時並行的な探索的方法で実施されたが、方

法論的評価として研究者は、介護者が低い健康状態を報告

したことは、複雑な患者のニーズに対応している介護者だ

けが調査に回答した可能性と、調査の主観的な性質がより

低い・高い評価に結びついた可能性があるのではないかと

述べていた。また、ケア専門職と介護者の評価が一致しな

かったことは、質問項目の妥当性の検証が必要であるとし

ていた。 

以上、4つの研究論文それぞれの、研究目的、方法、結果

と研究方法に関する著者らの評価をまとめ、それぞれの研

究方法の特徴を要約し一覧にした。（表 2） 

 

Ⅲ．考 察 

 

今回、Mixed Methodに関する定義や研究方法などの知識

を基礎として、研究のトピックや目的、方法、結果、研究

方法選択の理由、データ混合のタイプ、方法への評価を抽

出し、さらに視覚的ダイアグラムを作成して、研究の構造

を明らかにする試みを実施した。 

4編の原著論文をレビューしたが、着目点は研究のテーマ

や目的を追求するための方法、すなわち研究デザインの構

造の理解である。研究の構造は、混合研究法に限らず、多

様な対象や研究課題を探求する看護学領域の学術論文にお

いても、研究者の意図や理論的背景を基盤とした研究の設

計図である。構造の理解、すなわち、データ収集の目的、

方法、結果の位置関係を明確にすることは、研究の意図や

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図４．論文４）の研究デザインとデータ分析の手順 
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目的と方法の関係性を理解する上で不可欠である。ここで

は、4編の研究論文のレビューを踏まえ、各研究を方法論の

視点から考察する。 

論文1）は、患者と介護家族をセットとしてデータ収集

し、統計処理したデータを前後 2点間で比較検討するように

設計された縦断研究である。測定尺度は、患者の自立度・

介護要求度と、介護者はQOLの測定尺度を用いて測定され

た。研究デザイン的には、量的（家族）―量的（患者）調

査であり、量・質の混合研究法ではないが、同じ時間軸の

中で平等の重みを置いて実施する並行的進行デザインとい

える。また、予後予測 3ヶ月の患者を対象としたが、2か月

後の測定時には中途脱落者が約半数に達した。このこと

は、縦断研究における参加者の設定や調査期間の妥当性な

ど、対象の特性に応じた研究方法の検討や 1つの研究方法を

補完する他の研究方法の検討が示唆された。 

論文2）は、緩和ケア患者のスピリチュアルニーズやケア

に対する認識を明らかにするために、半構造化面接によっ

て情報収集し内容分析で結果を分析した質的研究である。

この研究の手法は、対象の現象に対し、測定法や調査法、

指針となる枠組みがまだ存在しない場合の研究方法として

有用とされる。しかし、多人数を対象としたり、結果を一

般化することは難しいため、研究者は対象者の範囲が限定

的であることがこの研究の限界としている。この指摘は、

この研究を入り口として、対象範囲の拡大や対象特性によ

る比較研究など、次なる研究へと発展する可能性を含んで

いるといえる。 

論文3）は、混合研究法として抽出された文献ではなかっ

たが、典型的な探索的デザインの調査票開発モデルの混合

研究である。認知や行動に関する測定尺度がどのような研

究段階。経過を経て、信頼性・妥当性のある測定尺度とし

て開発されていくか、その過程を理解するのに有用な文献

といえる。 

論文4）は、別々の対象に別々のデータ収集方法や内容の

調査を実施し、調査結果を解釈段階で統合した混合研究で

ある。この研究は、結果の統合において別々に収集した

データ結果が予測したような一致が得られず、結果の解釈

に困難が生じていた。それに対して研究者は、結果の不一

致は更なる研究の取り組みを要求し、次への展開を導入す

るものであると述べていた。 

以上のように、混合研究法の基礎を踏まえて実証論文に

当たることで、研究者らが自分の研究課題を明らかにする

ために、適した研究方法を模索して、研究計画を立て、

データ収集・分析を通して結果を導き、論文として公表す

るプロセスが見て取れた。そして、研究全体の構造を明ら

かにすることで、その研究から生み出された新たな知見と

ともに、研究の限界と、限界を補完する更なる研究への発

展の可能性を見出す入り口となることもわかった。さら

に、今回使用した表記システムと視覚的ダイアグラムは、

表２．４つの研究論文の方法の特徴 
 

文献番号 論文１） 論文２） 論文３） 論文４） 

著者 Leow.Mabel, Q.H.他（2014） 
Yardley, S.J. & Walshe, C.E.
（2009) 

Wagnild,C.M.& Young,H.M. 
(1993) 

Santin,O,Trenor,C.& Mills,M. 
（2014） 

トピック 
終末期患者家族の QOL に及

ぼす影響因子 

終末期患者のスピリチュアルの視

点の明確化 

個人の RS を識別するレジリエ

ンス尺度（RS）の開発 

がんサバイバーの家族に必要な

支援ニーズの明確化 

研究目的 

介護家族の QOL と患者の介

護要求度・自立度の変化を測

定し、影響を与えた因子を明

らかにする 

スピリチュアルケアを提供するス

タッフ教育に必要なホスピス患者

のスピリチュアルの視点を明らか

にする 

肯定的な特性を評価する 25 項

目のレジリエンス尺度（RS）

の開発 

患者を介護する家族の健康と

サービス利用、満足感、ニーズ

の関係を明らかにする 

量的データ収集 

調査開始時と２か月後の２時

点で、3 種類の QOL 測定尺度

とケア要求度、患者の自立度

を測定 

なし 
25 項目の RS 尺度を使用した 

質問紙調査 

介護家族に対する SF36、サー

ビス利用、満足度、健康情報 

質的データ収集 なし 
9 項目に対しての１対 1 の半構造

化面接 

文献レビューによる要素の抽出 

成功体験女性への半構造化面接 

RS 確認目的の構造化面接 

サービス専門家に対する半構造

化面接 

量的データ分析 各尺度の統計的分析 なし 
主成分分析による尺度の信頼

性・妥当性検証 
各尺度の統計的分析 

質的データ分析 なし ４つの主題に対するな内容分析 
主題の造成 

文章への同意度の確認 
内容分析 

両方を収集する

方法に対する記

述 

なし なし 
質的研究を説明するために量的

データで検証 

２つの調査対象の意見の比較と

相関関係の確認 

混合の方法 各測定尺度の２時点間比較 なし 量的データは質的データに結合 質的データは量的データに結合

表記法 QUAN QUAL qual →QUAN QUAN→ qual 

視覚的ダイア 

グラム 
図１ 図２ 図３ 図４ 
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研究全体の構造を可視化することで、混合研究法だけな

く、複雑な研究方法への理解や論理的な展開が必要な研究

計画の構築が促進されると期待される。 

 

まとめ 

 

1．複数の量・質的研究の組み合わせである研究方法の構造

を理解することは、研究方法の論理的かつ柔軟な組み合

わせを計画するのに役立つ。 

2．標記システムと視覚的ダイアグラムは、研究のプロセ

ス、複雑な研究の構造を可視化して、研究の特徴を査定

することに役立つ。 

3．混合研究に限らず、研究進行の各段階の手順や成果を同

定することは、研究の目的や方法、限界を明らかにし、

次への研究展開に有用である。 
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