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アブストラクト
入院患児は入院生活の中で治療に対する苦痛や，馴染みのない入院環境に対する不安など様々なことに脅かされている．
その中で入院患児にとって「遊び」とは，入院中のあらゆるストレスを発散させる代償行為である．その「遊び」にス
トレスになりうる環境に対する対処である「ストレス・コーピング」を取り入れ, 入院患児が医療現場で遊びの中で気
軽に利用する事ができ，現実世界に対して作用ができる AR(Augmented Reality)コンテンツの提案と評価を行う．

1. はじめに

いる問題そのものの解決に向けて努力する問題中心コーピング
と，ストレスの情動に結び付いた(又は起因する)感情に対処す

入院患児は入院生活の中で，
「検査・治療・処置」における〈不

る情動中心コーピングの二つに分けられる[4]．従来の入院患児

安・恐怖〉や, 清潔感と利便性が重視されている[1]ために親し

に対するストレス・コーピングは, ゲームや絵本・おもちゃに

みを感じにくく, 馴染みの無い病室などの入院環境から来る

没頭したりコミュニケーションを取りながら体を動かしたりす

様々なストレスに脅かされており, 近年の医療現場におけるメ

ることによって, 入院環境や治療などのストレッサー(ストレ

ンタルヘルスを施すことのできる小児科医やエキスパートナー

スの引き金となる事象)から気を逸らすことによってストレス

スの不足も相まって, 入院患児に精神面での適切なケアがなさ

の軽減を目指すという, 後者の情動中心コーピングが主なアプ

れていないという現状がある[2]．そういった状況の中で「遊び」

ローチである.

とは，入院患児にとって入院中のあらゆるストレスを発散させ
ることのできる代償行為であり[3], 必ずしも他人の補助が必要
ではない方法での「遊び」の実施と共に, 入院環境そのものに
対する悪印象の払拭が求められている．そこで本研究では，入

3. 関連研究
3.1 動体検知を用いたストレス・コーピングツール
の開発

院患児の抱えるストレスの軽減を目的として，従来のストレ

瀬賀誠一らの研究[5]では，ストレス・コーピングツールを点

ス・コーピングに基づきつつ, 上記のような現状に即した新た

滴の管や医療機器など治療の邪魔にならないということを条件

なアプローチを考案し, それに基づく「遊び」の要素を織り交

とし，ハンズフリーで遊べる Web カメラを使用して，リアル

ぜた AR コンテンツを提案することによって, 実際に入院生活

タイムの映像を PC で取得し，患児の身体の動きに反応するイ

を送る児童(3 歳~6 歳)による検証と考察を行う.

ンタラクティブコンテンツを提案している(図 1.1)．身体制限に

2. ストレス・コーピング

も対応しており，ある程度動ける患児はカメラから離れ全身を
使って遊べ，あまり自由に動けない患児はカメラに近づき指だ

ストレス・コーピングとは，個人の安寧を脅かし，心理的に

けを使って遊べる．このことによってリハビリの導入にも利用

ストレスとなりうる環境
（事象や状況）
に対する個人の認知的，

が可能となっている. 本研究では瀬賀らの研究同様，身体制限

行動的な努力などの対処のことを指す心理社会学的な用語であ

に対応したコンテンツを目指していく．またそれと同時にスマ

る．ストレス・コーピングはさらに，ストレスの原因となって

ートフォンという手軽に使用することのできる機器を利用し，
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歩き回りながら利用でき，大人数でも楽しんで利用できるコン

を実践するため, ストレスを受ける環境から「意識を逸らす」

テンツを目指す．

ことに重点をおいた従来のストレス・コーピングとは対照的に,

3.2 AR 技術を用いた幼児用教材の開発と評価

病室での経験そのものが「遊び」になることを狙ったワークシ

小杉大輔，手島裕らの研究[6]の中では ICT（Information

ョップを提案した. 子供達は,実際の医師を模したキャラクタ

and Communication Technology）を活用した理解しやすい授業

ーや病室にある様々な器具や道具が出て来る画面内の病室を模

の実現，子どもたちが情報を主体的に活用できるようにするた

したステージ内で自分自身のキャラクターを動かして遊ぶこと

めの情報活用能力の育成を目的としている．
その中で AR を用い

ができるゲーム(図 1.3)など, 病室で普段見ている物を題材に

た幼児用食育教材の開発とその実践検証を行っている．

した複数の演劇ワークショップやゲームで遊ぶことによって,

幼児用食育教材は, 食べ物の内容や要素などの理解を深める
ことが目的とされている. 概要としては, 食べ物の絵が描かれ
たARマーカーが印刷されたカードをカメラにかざすと,絵の要
素に対応した食べ物やこびとなどの3Dの絵が表示される(図

ストレスの発散することができると共に,ワークショップが終
わった後の病室などの入院環境に対する子供のイメージの向上
を望むことができたとしている.

1.2).
ツールの実践検証として, ４歳児クラスと５歳児クラスの幼
児１５名，女児７名，男児８名に，３名ずつのグループに分か
れ，それぞれ約８分間遊んでもらい, 幼児達の積極的な操作と
発話がどれだけ持続するか検証を行った. 実践結果は幼児の AR
カードに対する積極的な操作は後半まで持続し，幼児の発話も
セッションを通じて継続して発生していた.

図 1.3:ワークショップ・ゲームの様子:参考文献[7]から引用

4. ストレス・コーピングコンテンツの内容
上記の先行研究における知見を踏まえて,本研究では AR を
利用したストレス・コーピングコンテンツを提案する．ここで
改めてARを利用したコンテンツを選択した理由を確認すると，
図 1.1:ストレスコーピングツール実施の様子:参考文献[5]から引用

医師の付きっきりの補助は必要なく,患児本人が手軽に遊びな
がら体を動かすことができるという点，ARにおける「現実と仮
想の世界を結びつける」ことのできる特性を利用することによ
って, 病室という環境そのものに対してのイメージの向上が望
めるという点が大きな理由として挙げられる．

4.1 コンテンツの概要
本研究のコンテンツのメインテーマとして(図 2.1)のイメー
ジのような「病院には妖精がいて，いつもお手伝いや応援をし
ている」というものを設定する．ターゲット層は幼稚園に入園
可能となる 3 歳から 6 歳程の入院患児とし，患児の病状に左
右されず全ての患児が遊ぶことのできるコンテンツを目標とす
図 1.2:AR カード使用している様子：参考文献[6]から引用

3.3 Designing Play to Support Hospitalized Children
フアガら[7]は, 入院患児に対するコンプリートケア(代替医

る．専用機器を用意しなくても手軽に遊ぶことができるよう，
AR はスマートフォンで体験することができるものとする．ま
ず，絵本でキャラクターの存在を印象付ける．絵本の内容の中
で，メインテーマである「病院には妖精がいて，いつもお手伝

療)の一環として, 情動中心コーピングを実施した. フアガらは,

いや応援をしている」風景やその中でのストーリーを展開させ

子供達の幸福感と回復スピードの上昇により効果的な「遊び」

ていく．あらかじめ看護師や保護者など利用者の周囲の方に,
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絵本の物語と対応した絵柄の入った図のようなARマーカーを

は固定である. そのため, 現行の内容だと, 病室の壁や家具な

病室やプレイルームなどの至る場所に貼っておいてもらい, 本

どの位置と形状の違いによる 3D キャラクターの向きは AR マ

を読み終わった後にスマートフォンやタブレットを使って実際

ーカーを貼る利用者が個別で対応する必要がある.

にARマーカーを利用者本人に探してもらう.

また,実際に体を動かして積極的に行動し結果や成果を得る

キャラクターやストーリーを利用者に印象付けた上でスマー

という, 代償行為の重要な要素をより効果的に実施するために,

トフォンの AR によって病室内のキャラクターを見つけるこ

AR マーカーの位置が近くなると反応が強くなるレーダーシス

とによって，
「病院には妖精がいて，いつもお手伝いや応援をし

テムの導入も検討している. また, AR マーカーを集める達成感

ている」といった, 入院環境である病室そのものに対するイメ

を感じさせるため, 集めた AR マーカーの一覧を確認すること

ージの改善が望むことができるのではないかと考える. [図2.2]

ができるコレクション機能も追加予定である.

は制作したコンテンツの実行結果の例のスクリーンショットで

4.3 AR コンテンツに期待する効果

ある．

本研究のコンテンツで遊ぶことによって，コンテンツのスト
ーリーである「病院には妖精がいて，いつもお手伝いや応援を
している」というような現実世界における入院環境に対して明
るいイメージを印象付け，楽しみながら入院環境に対するスト
レスや恐怖を和らげていく．また，絵本や子供用アプリゲーム
といった, 従来の幼児向けのコンテンツには無い, AR マーカー
を探すために実際に体を動かすという行為によって，一人で内
側に篭ることなく, 看護師や周囲の人とのコミュニケーション
を促すことができると考えられる．また,自分から看護師に声を
図 2.1:AR 表示のイメージ(治療を応援している妖精)

かけにくいと感じている患児に，きっかけとなるイベントを提
供していく．そして，遊んだ内容を患児が看護師に話す際，看
護師が内容に当てはまる食べ物や機器に関しての注意や説明を
入れることができる．これはプレパレーションと呼ばれ，病気
の内容・治療法を子供に伝え，一緒に理解していく医療行為の
きっかけに利用できると考えられる．

5. コンテンツの評価実験と考察
本研究における検証の対象は, 長期の入院生活を送る 3 歳か
ら6歳までの児童である. この年齢の児童は,まだ自身の心の状
態に対して客観的な評価を行うことが難しく, ストレス量の変
化などといった感覚的な事象に対して明瞭な判断を下すことが
図 2.2: 利用者に探してもらう AR マーカーの例

難しい. よって, SD 法などの成人を対象とした従来の評価方法
では, 本コンテンツのストレス・コーピングコンテンツとして
の定量的評価を行うことは困難である. そこで本コンテンツの
ストレス・コーピングコンテンツとしての評価には,拓殖大学工
学部・工業デザイン学科の岡崎章先生の協力のもと, 子どもの
心理量を評価するツール[4]を使用し, 物理量によるストレス
などの心理量の評価を行った.評価ツールについては 5.1 項の
通りである.

5.1
図 2.3:AR コンテンツの実行結果の例

4.2 システム概要
本コンテンツの開発には, AR 開発用ライブラリの Vuforia

子どもの心理量を評価するツールの開発

岡崎ら[8]は, 計測する指標や基準の設定が困難な, 子ども
の心理量を客観的に評価するツールの開発・実験を行った. 人
の心理量は個々人の経験や知識によって感じ方や表現方法が異
なり, 恣意的要素が含まれることも多く, 定量的に扱うには非

（ v5.010 ） を 用 い , 開 発 環 境 と し て は Unity(v5.4.1f1) と

常に複雑な手法を必要とする. 小児医療の現場では, このよ

Xcode(v7)を用いている. AR のシステム方式としてはマーカー

うな心理量の評価は, 入院患児の周りの看護師による患児の行

ベース式を取り入れており,表示される 3D キャラクターの向き

動や言動の観察によるものがほとんどであり, 客観的・定量的
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に評価するツールは見当たらない[5]. 岡崎らは, 被験者に心

いることがわかった.

理評価を行っているという感覚を与えずに, 楽しみながらそ

表.1 質問項目ごとの評価

の時の心理量を把握することができる評価方法を開発するた
め,心理量を物理量に置き換えて定量的に評価する方法の開発
を目指した. 開発した評価ツールは(図 3)のような, トランプ
の基準サイズに則った89mm×58mm,厚さ3mmの木製のカー
ドである. カードには, 五段階に大きさの違う丸と四角が描か
れたものと, その形にくり抜かれた二種類のものがあり, それ
ぞれ5枚ずつ計20枚が製作された. 評価実験では, 保育園児28
人(5~6歳児,男子12人,女子16人)にツールを示し, 「今どのくら
い楽しいか教えてもらえるかな？」と質問した. その後穴の空
いたものと模様が描かれたものどちらがより「楽しい」心理量
に近いか尋ねると, 圧倒的に穴の空いたものを選ぶ子どもが多
かった. また, 前回とくらべて不自然に大きく異なる評価結果
をした子どもに詳しく話を聞くと, 「お腹が痛いが, 恥ずかし
いので我慢している.(保育士を含め)気づかれたくない」と話し
てくれるなど, 保育士が気づかなかった子供の心理を知り会っ
て数週間の実験者が気づくという出来事が何度か起こった. こ
のことから, 製作したツールによって心理量を物理量に置き換
え定量的に扱うことが可能であることがわかった.これらを踏
まえて, 質問項目を本研究の内容に置き換え,上記の評価ツー
ル[8]を用い,ストレス・コーピングツールの評価実験を行った.

6. まとめ・今後の展望
本研究では，入院患児の抱えるストレスの軽減を目的とし，
ストレス・コーピングを織り交ぜたコンテンツを提案した．今
後の課題として，ストレス・コーピングコンテンツにおける必
要要素の追加実装, 他の子どもの集めたマーカーと自分のマー
カーを組み合わせると特有のアニメーションなどが表示される
通信機能などのゲーミフィケーションの要素を取り入れたコン
テンツ開発の継続, 及びサウンドによるインタラクションの追
加等が挙げられる．
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