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参加者本人の ID_________________________ 
インタビュー ____年 __ 月 __日  
質問者の名前______________ 

 

ガイドライン 

A.  質問者が自己紹介し、参加者本人には、答えには良い答えも悪い答えもないことを伝え

て質問をして下さい。参加者本人のリラクゼーションは必要です。なぜなら、我々は、

参加者本人の個人的な経験について知ろうとし、そして健康の問題に参加者本人がどん

な意味を与えているか、知ろうとしているからです。 

B.  質問する時、参加者本人がテストされていると感じて心配した時は、もう一度、これは

アンケートあると説明してください。 

C.  質問者が自己紹介する時間、質問をする時間、そして参加者本人が答える時間を十分に

とって下さい。 

D.  前回のアンケートの際の症状を一つずつあげてもらって、もう一回参加者本人から聞か

なければなりません。今回の症状と前回の症状は一つずつ対応させられますか。（もし

できなかったとすれば、Eへ移ってください。） 

ここでは「あなたの健康の問題」という言葉を使っていますが、その代わりに参

加者本人が、自分の症状の全体をどのように呼ぶのか聞かねばなりません。なぜ

ならその呼び方を、このアンケートをするときには参照するからです。もし参加

者本人がどのように自分の症状に名前をつけてよいか分からないなら、質問者は

「あなたの症状」あるいは「あなたの健康の問題」と呼ぶことができます。 

E.  参加者本人の症状がひとまとまりにならない場合は、一番重要な症状名を選ぶように参

加者本人に言ってください。そして参加者本人に、アンケートはその症状について行わ

れることを示してください。 

F.  この場合、アンケートにおいて「あなたの健康の問題」の代わりに、参加者本人から提

案された一つの症状あるいは複数の症状全体を表す言葉を使って質問してください。 
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第１ 健康の問題に関係する一連の出来事（語りの論法） 
1. あなたにその[健康の問題]がおきたのはいつですか？  
2. あなたは、いつ、その[健康の問題]に気がつきましたか教えて下さい？ 
3. その[健康の問題]にあなたが気がついた時、何があなたに起こっていました
か？ 
4. 何か他のことも、その時に、あなたに起きていましたか？ 
5.（その問題に対して）医療や心理や福祉の資格のない人のところに通いまし
たか、通ったのならそこで何をしたのか教えてください。 
6. あなたが医者に行った場合、あるいは入院した場合があれば、そこで何をし
たのか教えてください。その後、どうなりましたか 

6.1. その場合、[あなたの健康の問題]のために、検査または治療を受
けましたか？もし受けたとすれば、それはどのような検査または治療
でしたか？ 

 
第２ 典型例（プロトタイプ）の語り （類推論法） 

7. あなたには、昔、似たような[あなたの健康の問題]がありましたか? (もしあ
ったとすれば、 Q. 7.1. をお答えください)  (もしなかったとすれば、 Q.８を
お答えください) 

7.1.昔の似たような[あなたの健康の問題]と現在の[あなたの健康の問
題]を比べて、同じところと違うところを教えてください。 

8. あなたの家族である人に、 [あなたの健康の問題]と似たような問題がありま
したか? (もしあったとすれば、Q.8.1 をお答えください、もしなかったとすれ
ば、 Q.９をお答えください) 

8.1.家族の人に起きた問題と[あなたの健康の問題]と比べて、同じとこ
ろと違うところは何だと考えますか？ 

9. あなたの周りの人にも、[あなたの健康の問題] と似たような問題がありまし
たか? (もしあったとすれば、Q. 9.1 をお答えください、もしなかったとすれば、 
Q.１０をお答えください) 

9.1 その人に起きた問題と[あなたの健康の問題]と比べて、同じところ
と違うところは何だと考えますか？ 

10. あなたは、テレビ、インターネット、雑誌、または本のなかで、[あなたの
健康の問題]と似たような問題を持った人を見たり聞いたりしたことがあります
か? (もしあったとすれば、 Q.10.1 をお答えください) (もしなかったとすれ
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ば、 Q.１１をお答えください) 
10.1.その人の問題と[あなたの健康の問題]とを比べて、どのぐらい[あ
なたの健康の問題]と似ていると思いますか。あるいはどのぐらい違っ
ていると思いますか。 

 
第 3 説明モデルの語り （因果論法） 

11. [あなたの健康の問題]の原因は何だと考えますか 。（主因のリスト） 
12. [あなたの健康の問題]には、他の原因がありますか。（第二の原因のリスト） 
13. どうして、その時に[あなたの健康の問題]が始まったのだと思いますか。 
14. あなたが [あなたの健康の問題]を経験した時、その問題のせいで、あなた
の体に何がおきたと感じましたか、どんな感覚を感じましたか。 
15. [あなたの健康の問題]の原因であると考えられることが、あなたの家族、仕
事仲間、知り合いに、ありましたか。(もしあったとすれば、 Q.15.1 をお答え
ください、もしなかったとすれば、 Q.１６をお答えください) 

15.1.それが、なぜ[あなたの健康の問題]の原因と考えられるか説明し
て下さい。 

16. [あなたの健康の問題]を述べる際に、[あなたの健康の問題]以外のどのよう
な言葉あるいは言い方を使いますか。(もしあったとすれば、 その言い方をこち
らに書いてください_________、もしなかったら、 Q.２２をお答えください) 

17. その言い方は、あなたにとってどのような意味を持ちますか？ 
18. 一般的には、その言い方をする人たちには、どのようなことが起きていま
すか？ 
19. その言い方をする人たちを一番助けるものがあるとしたら、それは何です
か？ 
20. 一般的には、その言い方をする人に会ったら、社会では他の人はどのよう
な反応をすると考えられますか？  
21. その言い方をする人を他に知っていますか?  (もし知っているならば、 Q.
２１.１を答えてください、もし知らなかったならば、Q.２２を答えてください)  
       21.1. その言い方と、[あなたの健康の問題]を比べて、同じところと

違うところは何だと思いますか？ 
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22. あなたの生活で起きたことのなかで、[あなたの健康の問題]と何かの関係
のあることがありましたか。(もしあるとすれば、 Q.２２.1 に答えてください、
もしなかったとすれば、 Q.２３に答えてください). 

22.1 それについてもう少し話してください。どのようにそのことは[あ
なたの健康の問題]に関係がありますか? 

 
第４ 治療サービスと治療への同意の語り 

23. 医者または医療や心理や福祉の資格のない人にあなたが会っていたのなら、
その人は「あなたの健康の問題」についてどういう話をしたか教えてください。 
(医者に会っていた場合, Q. 24 に答えてください) 

23.1 「あなたの健康の問題」のために、あなたが医者に会わなかっ
たとすれば, その理由を説明してください。 

24. 医者はあなたの問題を解決するための薬物治療あるいは助言を行いました
か？ (リストを書いてください、薬物治療あるいは助言ごとに、Q.25 からQ.28
まで答えながらリストをつくってください)  
25. どのようにして治療(薬物治療あるいは助言)とともに日々を乗り切ってい
きましたか?  
26. その治療(薬物治療あるいは助言)を継続できていますか。 
27. なぜその治療(薬物治療あるいは助言)があなたに効果があったのですか?  
28. その治療(薬物治療あるいは助言)を受ける際、何があなたを困らせました
か?  
29. [あなたの健康の問題]のため、何か他の治療、療法、支援（カウンセリング
など）または薬物を用いましたか? 
30. [あなたの健康の問題]に対して、あなたが治療、療法、支援（カウンセリン
グなど）または薬物のなかで用いたいと思っていて、とうとう今まで用いるこ
とができなかったものはありますか。それはどのようなものですか。 
 

第５ 生活への影響 
31. どのように[あなたの健康の問題]は変化していきましたか? 

31.１ [あなたの健康の問題]によって、あなたの生活はどのように変
わりましたか。 
31.2 [あなたの健康の問題]によって、あなたは自分自身のことをど
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のように考えるようになりましたか。 
31.3 [あなたの健康の問題]によって、あなたはどのように人生を考え
るようになりましたか。 
31.4 [あなたの健康の問題]によって、自分以外の他人があなたのこと
をどのように考えるようになりましたか。 

32. [あなたの健康の問題]で苦しんでいる間、一番あなたを助けるものは何でし
たか？ 
33. あなたの家族と友達はあなたをどのように助けましたか? 
34. あなたの精神生活、信条、あるいは宗教は、あなたが[あなたの健康の問題]
で苦しんでいる間、どのようにあなたを助けましたか？ 
35. 最後の質問です、なにか他にもっとつけ加えて話したいことがあります
か？ 
 

 

アンケートはこれで終わりました。お時間を頂きありがとうございます。 
ご協力に心から感謝します。 
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アンケート実施後のメモ 

 
参加者の ID______   日付け_____ 
 
1. 健康の問題の語りにおいて語られた目立った出来事のリスト。 
2. 健康の問題の主要な典型例（自己、家族、友人、同僚、メデイアにおける

プロトタイプ）と参加者の健康の問題との類推比較。 
3. 参加者の健康の問題を説明するために思い出された原因。 
4. カウンセリングを含む（公的）医療保険制度システムの中と外での治療の

履歴。 
5. なぜカウンセリングを含む（公的）医療保険制度サービスを利用しないの

か、それを説明するために思い出された理由。 
6. なぜ治療を継続しないのか説明するために思い出された理由。 
7. このアンケートの社会的文脈に関する観察。 
8. 健康の問題の意味と経験に関する一般的な観察。 
9. 健康の問題の人生への影響に関する一般的な観察。 

 
 


