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Abstract: The purpose of this research is to compare the four additionally proposed procedures to
examine the desirable degree of self-participation for ordinary people in determining the contents
and the methods of medical services from medical service workers. The research participants were
150 ordinary Japanese people. 39 evaluation items were divided into three groups according to the
participation level of patients in the determination of the contents and the methods of medical
services. The three groups are called low, medium, and high degree self-participation item groups.
The participants were asked to assume three cases of mild, moderate and serious illnesses or
injuries. In all of the three cases, the participants were asked to evaluate the degree of desirability
of each item on the 7-point scale. Characteristics of four proposed procedures and the factors of
ambiguity and uncertainty of evaluations in this research are discussed.
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図１ 評定例 1 および評定例 2
奥田（2016） [2] は、各項目について、他の項
目群の対応する項目の評定値を考慮した評定
値を求める４つの方法を提示し比較を行った。
しかし、他の項目評定値の影響をより大きくし

する程度）を 7 段階の尺度で評定することを求
めた。評定値は 0～１までの値に変換した。
⑤ 他項目群の対応項目の評定値を考慮した評
定値の算出方法
本研究では、算出方法として以下のものを提

た方法などこれ以外の方法も考えられる。

示し検討した。

② 目的

(1) 方法Ⅴ（１－他項目最大評定値乗算法）
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望する自己関与度は無いことになってしまう。
しかし、このことに違和感を抱く場合もあろう。
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X2=1 の場合 X2’=1,
X2≠1 の場合 X2’=X2*(1-MAX(X1,X3))

この方法は、以前に提案した他の方法{例え
ば、方法Ⅲ（他項目群不支持加算法）}に比較

X3=1 の場合 X3’=1,
X3≠1 の場合 X3’=X3*(1-MAX(X1,X2))

すると、もとの評定値と変換値との差異が大き
くなる傾向がある。また、対応する 3 項目の中
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（評定の最高値）との差の平均値を、当該の項
目の評定値に乗じる方法である。

方法Ⅵ（１－他項目評定平均値乗算法）では、
対応する 3 つの評定値 X1=X2=X3=1 の場合、小自
己関与項目群、中自己関与項目群、大自己関与

X1’=X1*MEAN(1-X2,1-X3)

項目群の変換値は、全て 0 となる。しかし、こ
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目群の当該項目以外の 2 項目の最大評定値の

自己関与項目群の変換値は、全て 1 とすること
とした。

み考慮していたが、この方法では、対応する他
の 2 項目の評定値の両方を考慮しており、2 項

X1+X2+X3=3 の場合 X1’=1,

目の評定平均値により変換値が変動する。

X1+X2+X3≠3 の場合 X1’= X1*MEAN(1-X2,1-X3)

(3) 方法Ⅶ（１－他項目最大評定値乗算法、ただ

X1+X2+X3=3 の場合 X2’=1,

し評定値が 1 の場合は１）

X1+X2+X3≠3 の場合 X2’=X2*MEAN(1-X1,1-X3)

方法Ⅴ（１－他項目最大評定値乗算法）では、
対応する（同一重症度・同番号の）小・中・大

X1+X2+X3=3 の場合 X2’=1,
X1+X2+X3≠3 の場合 X2’=X3*MEAN(1-X1,1-X2)

自己関与項目群の評定値の 2 つ以上が 1 である
場合、全ての対応項目の変換値が 0 となり、希

なお、本方法以外にも、対応する 3 項目の評

定値が全て 1 となった場合、変換値を 1/3 とな

れておらずあいまい性があるため、参加者は多

る方法なども考えられよう。

様な状況を想定可能である。このため対応する

また、方法Ⅴ～Ⅷは、（先に提示した方法Ⅰ
～Ⅳも）対応する評定項目が 4 つ以上の場合に

複数の項目に高い評定が得られることは、必ず
しも評定上の矛盾とは言えないであろう。

も拡張して適応することができよう。
(5) 段階評定法（方法 0）
この方法は、7 段階評定によって得られた評
定値（0-1 に変換）を、（他項目群の対応項目
の評定値にかかわらず）そのまま用いる方法
（方法 0）である。

3．結果および考察

図 4 方法Ⅵによる各群各条件の平均値

① 各方法による各群各条件の平均値
図 2～6 に、７段階評定による（方法 0 の）各
群各条件の評定平均値、および提示した 4 方法
（方法Ⅴ～Ⅷ）による各群各条件の平均値を示
した。方法Ｖは、方法 0 と比較すると各項目群
の評定平均値の変化パターンが最も大きく異な
り、方法 0 とは大きく異なる結果が得られると

図 5 方法Ⅶによる各群各条件の平均値

いう点では注目される。

図 6 方法Ⅷによる各群各条件の平均値
図 2 方法 0 による各群各条件の評定平均値
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評定の多様性の要因
本研究では、仮想的な状況を想定して評定す

ることを求めているが、状況は細部まで指定さ

