
今日と未来のためのアルバータのヘルスケア改革

に Nvivo を活用

カナダのアルバータ州は人口 370 万人、 面積は約 661,000 平方キロメートルに及び

ます。 2009 年、 アルバータの 9 箇所の保健所と 3 箇所の地方事業体を統合、 新しい

事業体であるアルバータ医療サービス （AHS） を創設し、 州全域の医療サービス提供

を取りまとめることになりました。 この事業は期待どおりに大きな恩恵をもたらす充実し

た内容のものとなりました。

ナレッジ ・ マネージメント （KM） －キャパシティー ・ ビルディングの AHS 指導者キャシー ・ スコット博士と KM コンサルタントのロー

ラ ・ ラーゲンダイク氏は様々な医療モデルと主要な健康管理専門家間のコラボレーションを支援する方法を理解するために、 混合

研究法による学際的な大規模プロジェクトを率いています。 このチームは定性データ分析ソフトウェア NVivo 8 を活用、 成果をすば

やくプライマリー ・ ケア ・ ネットワーク （PCN） に提供するとともに、 5 カ年プロジェクトの包括的な事業目標を促進させています。

プライマリー ・ ヘルスケア改革と CoMPaIR 

プライマリー ・ ヘルスケア （PHC） システムはカナダ全域だけでなく世界中で著しい変化を遂げています。 PHC を提供する新しい

モデルが開発されつつありますが、そのモデルは状況により異なりますが、最終的には一つのゴールを目指しています。 予防こそ、

プライマリー ・ ヘルスケアの重要な目的であり、 そこには短期の健康問題を処理し、 糖尿病のような長期の健康状態を管理し、 怪

我や病気を予防するための学習を奨励することが含まれます。

アルバータのプライマリー ・ ヘルスケア ・ システム内部でも幾多の改革の繰り返しがありましたが、 一番最近の改革は 2003 年に

始まりました。 その後まもなく、 CoMPaIR （Contexts and Models in Primary Healthcare） プロジェクトはカナダの医療サービ

ス研究振興財団 （CHSRF）、 アルバータ医学研究ヘリテージ財団 （AHFMR）、 カルガリ保健地域によって資金提供されました。

CoMPaIR プロジェクトの第一の主旨は、 ヘルスケアの専門家が新しい革新的な方法で治療を行うために用いている専門家間の協

調モデルを理解することでした。 この研究プロジェクトの根底には、 患者への情報提供に科学的根拠をより適切に活用するための

革新的な戦略開発への関心があります。

「カナダにおいて最先端のヘルスケア ・ サービスが提供される方法にはかなりの変遷がありました。 過去 6 年間、 家庭医者の一団

が AHS やそれ以外のヘルスケアの専門家と共に働き、 患者の治療を取りまとめているプライマリー ・ ケア ・ ネットワーク （PCN）

が前面に現れてきていました」 とスコット博士は説明しました。

「各州全体で実践されている取り組みは違っていても、 施術者達が各専門の境界をまたいで新しい方法で働くことが求められてい

るという、 共通の特徴が見られます。 CoMPaIR プロジェクトはアルバータのヘルスケアの専門家が自分たち自身の仕事を共有し、

また他の部門においても使われているモデルについて学ぶための比類のない機会を提供しています」



産業の進化に歩調を合わせる

この研究プロジェクトでは 3 つのフェーズが策定されました。 フェーズ 1 はカルガリーにおける 3 つのプライマリー・ケア・ネットワー

クに着目、 フェーズ 2 はその範囲を州まで広げ、 フェーズ 3 では全国的な要素を加えていいます。

「我々にとっての課題の一つは、 アルバータのヘルスケア ・ システムにとって根本的な変化の発表が行われた時にこのプロジェクト

がすでに進行中であったことでした」 とラーゲンダイク氏は話します。

「しかしそれはまた、 アルバータにおけるヘルスケア産業が前進し、 発展しつつある状況を実際に調査することを意味していました。

困難もありますが、 やりがいもあります」

定性的データ分析ソフトウェアを選択

「CoMPaIR は調査作業とネットワーク分析の形式で定量的な研究手法を含む一方、 ほとんどが定性的な調査です。 プロジェクト ・

チームの手法は主にインタビューに基づくものですが、 文献レビューや観察法も用いました」

スコット博士とラーゲンダイク氏は二人とも過去に定性的データ分析ソフトウェアを使った経験があり、 このプロジェクトで使用するソ

フトウェアとして、 QSR インターナショナルの NVivo 8 を選択しました。

「CoMPaIR において、 それぞれのプライマリー ・ ケア ・ ネットワークの背景、 採用してきた異なるモデルと結果、 その理由につい

て非常に掘り下げた情報収集を行いました」 とスコット博士は話します。

「これはフィールド・ノート、 個人やフォーカスグループのインタビューデータ、 また会議や診療所のような様々な設定による観察デー

タの形式で収集されます。 そしてすべて NVivo にインポートされます」

NVivo 8 は音声データやビデオデータを含む多くの定性データの形式を扱うことができますが、 CoMPaIR チームではそれらのデー

タはすべてテキスト形式に書き換え、 インポートしています。 各々のプライマリー・ケア・ネットワークはこのソフトウェア内では 「ケー

ス」 として定義されます。 データはその内容とテーマに従って、 「ツリーノード」 として知られる階層構造に整理されます。

「私たちはかなり包括的なツリーから始め、進むにつれて変更していきました。 報告書をまとめるにあたり、どの地域のプライマリー・

ケア・モデルを比較・対照しようとしているかより具体的になるにつれて、ﾉｰﾄﾞ （またはテーマ） を追加し、組み合わせました」 とラー

ゲンダイク氏は説明します。

「NVivo の最大の利点の一つは、 データのグルーピングも含め、 NVivo 内で様々な方法でデータを簡単に分類できることです。 例

えば、私たちは医師に関連するあらゆるインタビュー、参考文献やコンテンツを一つにグループ化し、あらゆる看護器具を別のグルー

プにする等々です。 そうすることで、 構造行列やクエリの機能を使って離れているものを引き出すことができます。 これは大きな利

点です」

「NVivo は極めて実験的で革新的なアプローチを可能にしてくれます。 私たちは、 事例アプローチを楽しみ、 そのデータを様々な方

法で一緒に引き出そうとする一方で、 様々ステーク ･ ホルダーを巻き込んでプロジェクトの方向性を設定しています」 とスコット博士

は付け加えました。

長期プロジェクトの中で即時の利益を提供

CoMPaIR 研究チームが NVivo 8 を使っている革新的な方法の一つは、 疑いなく長期にわたるプロジェクトに取り組みつつ、 その

進行の中で即時に適用することができる洞察を提供することです。

「私たちの NVivo 活用法の一つは、CoMPaIR 内の小規模なサブプロジェクトを立ててチームで取り組む方法です。私たちはチーム・

メンバーと働くとともに、 ネットワーク内で独立してトピックを精査する人たちとも連携していく予定です」 とスコット博士は話します。

「例えば、 ローラは慢性疾患に対して非常に異なったアプローチを取るプライマリー ・ ケア ・ ネットワークを扱って働いていました。

その一つは単独の診療所を創設し、 もう一つは糖尿病で実践的な治療を行っている人々含む実践団体を開発していました」

「私たちはすでにこのような慢性病の各診療所内の人々とインタビューを行い、 各モデルおよびその長所と短所を調べるミニプロジェ

クトとしてそれらを分析し、 そこから得られた洞察を共有しました」

スコット博士とラーゲンダイク氏はまた同様な方法で作業し、 洞察を CoMPaIR の会報の 「エコー」 を使って保健の専門家と共有し

ています。 この会報で共有された洞察は特定のサブプロジェクトの結果や、 あるいは知識格差についての研究チームの観察、 ある

ステーク ・ ホルダーの要望やニーズの場合もあります。



「私たちがデータ収集を行っている時に得られるこのような興味深い洞察や疑問を拾い上げようとしているところです」 とラーゲンダ

イク氏は言います。

「私たちが最初にやったことは、 政策の創り方について尋ねるプライマリー ・ ケア ・ ネットワーク内で多くの人々に応えることでした。

彼らはそのような種類のことについてはほとんど経験がありませんでした。 このため、 私たちと共に働いている学生はいくつかの文

献を収集、 私たちの NVivo データベースを引用し、 政策についての短い 2 ページの冊子を作成しました」

「もう一つは、私たちがソーシャルワーカーと完備させた小さなサブプロジェクトの一つに関するものでした。 私たちは数人のソーシャ

ルワーカーとの的を絞ったインタビューを行い、 それをネットワーク分析の結果と組み合わせ、 このプライマリー ・ ケア ・ ネットワー

ク内でソーシャルワーカーが実際に行っていることについての短い論文を出しました。 これがヘルスケアの専門家の役割について語

る際に彼らが私たちと一緒に仕事をすることを望むネットワーク内のヘルスケアの専門家に対する直接の答えでした」

「NVivo 8 は私たちのネットワーク内で共有することができるこのような結果を即座に提供する手助けをくれていますし、 またその仕

事はもっと大きな研究にも貢献することでしょう。 私たちが NVivo 8 を使ってデータをコーディングし、 それを単独のプロジェクトと見

なし、 その後、 データの他の部分とシームレスに結合できることはとても大きな長所です」

チームワークを促進

今日、CoMPaIR プロジェクト・チームには 20 人以上の研究者と現場の開業医が関わっています。 他の研究プロジェクトとは異なり、

すべてのチーム ・ メンバーはしばしば NVivo 8 内で一緒にコーディングし、 働いています。 それらのプロジェクト上で潜在的な利益

の衝突が起らないようにしているとスコット博士は言います。 それでも、 ソフトウェアの使用はチーム全体にわたっての結果を出す

のを手助けしてくれます。

「私たちのチームには単なる学者だけではなく、 実務に携わる人々も含まれています」 と彼女は言いました。

「私たちはプライマリー ・ ケア ・ チーム内に組み込まれている医師やそれ以外の保健の専門家とともに、 患者の家族中心のケア、

大衆参画、保健政策、労働力最適化、経済、ナレッジ・マネージメントを含む多様な分野にわたる専門家を有しています。 インタビュー

では、 特定の個人が他の人から実際に言及される場合があるため、 倫理的な理由からこのデータベースをチーム全体には公開し

ていません。私たちは各研究者がデータに直接触れることなく、必要なものを得られるような戦略を用意しなければなりませんでした」

そのため、 スコット博士とラーゲンダイク氏はチーム全体の仕事から離れ、 代わりに小規模のグループがそれぞれの重点分野にお

ける主導権をとるようにしました。

「今では、 主要メンバーは彼らがデータにから答えを引き出したい質問を組み立てて私たちに送ってきます。 私たちが NVivo を使っ

て彼らの質問に答えうる情報を引き出しています」 とスコット博士は説明します。

「その後、彼らが見ているものと引き出された情報について、また、それがいかに特定の関心事の理解を深めるのに役立つかをチー

ム ・ メンバーと議論しました」

「それは私たちのチームの仕事のレベルを高め、 このような大きなチーム全体にわたって手作業で仕事をしようとするよりもはるか

に良い結果を挙げています。 特に数カ国にまたがり分散しているチームにとっては、 研究に対する新しいアプローチとなりました。

極めて魅力的な方法です」

データの共有と移植性

スコット博士はまた、 新しいチーム ・ メンバーを確立されたプロジェクトに加入させる際に、 定まった分析構造を持つことの価値を指

摘しました。

「私たちはプロジェクト管理に新たな人材を加入させることを検討しています」 と彼女は言います。

「私たちがたとえ NVivo 8 のデータベース全体をいきなり彼らに手渡さなくても、 私たちのツリー構造を彼らに与え、 データを調べて

きた方法を彼らに考え始めさせることができることは容易にできます」

「私が３，４回主なブレイン ・ ダンプを行い、 放り出されたものを拾い上げなければならない状況ではなく、 良く確立されたデータベー

ス、 数年間にわたって文書化された分析を彼らの出発点にできます」



QSR International Pty Ltd  Second floor, 651 Doncaster Road, Doncaster, Victoria, Australia, 3108  
Tel: +61 3 9840 1100   Fax: +61 3 9840 1500   Web: www.qsrinternational.com

プロジェクトの完遂

CoMPaIR プロジェクトは 2010 年の終りまで実施されます。その結末には、研究チームは彼らがカナダ全域にわたってプライマリー・

ヘルスケアについて学んだことを共有することでしょう。 その結果はプライマリー ・ ヘルスケアのモデルにおける影響因子について

の掘り下げた理解に寄与することでしょう。 特に、 スコット博士とラーゲンダイク氏の研究は、 AHS のような保健団体がこのような

システムを稼働させるために、 ヘルスケアの専門家と彼らが支援する共同体の両者の利益のために、 何が必要とされているのかを

理解するのを手助けしてくれることでしょう。

アルバータ医療サービスについて

アルバータ医療サービス （AHS） はアルバータ州の全域で健康の支援とサービスの提供を取りまとめる任務を負っています。 この

組織は州内にある１２箇所の正式に独立した保険事業体━ 9 箇所の地理的ベース保健機関 （Chinook 保健、 Pallise 保健区域、

カルガリ保健区域、 David Thompson 保健区域、 East Central 保健、 Capital 保健、 Aspen 地域保健、 Peace Country 保健そ

れに Northern Lights 保健区域） および特にメンタルヘルス （アルバータ ・ メンタルヘルス理事会）、 薬物依存症 （アルバータ ・

アルコールおよび薬物乱用委員会） それに癌 （アルバータ癌理事会） の分野で活動する 3 箇所の州の事業体━を一緒にしたもの

です。 それはまたアルバータの地上救急サービスも含んでいます。 AHS の全従業員は 90,000 人の医療および専門的な個人から

成り立っています。 www.albertahealthservices.ca

キャシー ・ スコット博士とローラ ・ ラーゲンダイク氏について

AHS のキャパシティー ・ ビルディングの指導者のキャシー ・ スコット博士は戦略的重点分野と組織全体内でナレッジ ・ マネージメン

トを構築するプロセスの開発と評価を率いています。 彼女のチームは主にプロジェクトベースの学習を通しての証拠情報による意思

決定に対する能力開発を支援する予定です。 スコット博士はまた他のパートナー組織と連携して SEARCH カナダの知的財産のた

めの次のステップを遂行するために AHS のコミットメントの指導者です。 スコット博士は知識交換に着目して博士研究員の資格を完

了し、 地域健康科学で博士号と理学修士また理学療法で理学士を取得しています。 スコット博士は学会と強いつながりを持ってい

ます。

ローラ ・ ラーゲンダイク氏は応用保健の研究と評価で 10 以上の経験を持ち、 主に深刻かつ専門医療環境におけるプロジェクトで

働いてきました。 彼女は保健研究における修士の学位と科学と社会活動における背景を持って、 彼女はワークショップの発表、 グ

ループ支援、 それに訴訟管理を通して彼女のスキルを増進し続けています。 彼女は自分たちの作業環境に直接関連のある証拠を

作成して使う能力を構築することに興味を持つチームと一緒に働ことに鋭い関心を持っています。


