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医療現場で利用できる方言データベースの開発

(人文社会系分野)岩城裕之

Development of dialect database for medical scenes 

(Faculty of Humanities and Social Sciences) Hiroyuki IWAKI 

Abstract 

In Hirosaki (Aomori Pref.) ， when a patient talks with a dialect， young doctors and nurses often cannot 

understand it. 1 developed a dialect database to solve it. We can search a dialect word by using this database， 

by the methods such as partial agreement sarches. 

On the other hand， in Toyama Pre王， meanings of "tekinai" and "ui" are different in Goto area 

(eastem part of Toyama) and Gosei area (westem part of Toyama). This regional variation is not 

known to doctors and nurses. 1 produced the poster which called for attention. 

Key Words : dialect database， Toyama Dialect， Hirosaki Dialect， Regional variation， 
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9 1 はじめに

言語調査を行うと，医療現場で医師に方言が通じなか

ったという経験談を各地で開くことができる。例えば，

青森県弘前市ではボノゴカラ へナガ イデ。(後頭

部から背中が痛い。)Jを，医師にお盆の頃から背中が痛

いと理解されたという話やヤマエ イク(あの世へ

行く)Jを文字通りに受け取られ主主山ができるくらい

元気になった」と誤解されたといった例が聞かれる。前

者の例の場合，後頭部から背中にかけての鈍痛は脳血管

障害が疑われ，地元の医師であれば見過ごすことのでき

ない表現である。

また，これとは逆に，方言をあまりよく知らない若い

医師が，患者にそこへ横になってくれという「ノタパリ

へ横になってください)Jのつもりでクタパリ

へ」と言ってしまい，逆に患者を傷つけてしまったと

いう例も聞かれる。そのため，医療現場で方言を使って

はいけないという教育も，医学教育では行われていると

いう。

しかし，よりよい医療のためには，方言がコミュニケ

ーションのバリアにならないことこそが重要である。患

者の側も，自分の日常語である方言で話をし，それがき

ちんと伝わることは，医療を受けることの安心感につな

がるであろう。

筆者らは科学研究費補助金を得て，広島，富山，高山，

弘前などで，医療や介護場面でどのような方言が重要で，

どのような解決策が考えられるのかという調査，研究を

行ってきた。経験的には予想されることではあったが，

地域によって問題の内容が異なり，それに応じて解決策

も異なることがわかってきた。

例えば富山では，県の東部と西部で「テキナイ J iウ

イ」の意味差がある。それが医療従事者にあまり知られ

ていなかったことを受け，注意喚起の手引きを作成した。

また，弘前方言は紙メディアの方言集では検索しにく

い特徴を持つ。そこで，部分一致検索が可能な方言デー

タベースをインターネット上に構築した。

本稿は，富山と弘前で、行った調査をもとに 2地域で

行った取り組みについて報告する。

9 2 各地のアンケート調査

2.1 富山アンケートの方法
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富山大学医学部の新鞍講師の協力の下，実施したc

実施時期 2007年 11月

対象者 富山大学医学部看護学科の 4年生 65名

(老年看護実習，在宅看護実習，地域看護実習を

終えた学生)

2. 2 弘前アンケートの方法

弘前では 2種のアンケート調査を実施した。

まず，弘前福祉短期大学の横浜教授に協力を得て，弘

前学院大学文学部今村かほる准教授が実施した。これを

弘前調査①とするc

実施時期 2008年 3月

対象者 弘前福祉短期大学 2年生 94名

次に，弘前学院大学文学部今村かほる准教授が単独で

行った調査である。これを弘前調査②とする。

実施時期 2008 年 9 月~ 2009年 2月

対象者 弘前市内の病院に勤務する看護師 37名

いずれのアンケートの結果も，今村(2009)による。

S 3 2地域のアンケート結果の比較

3. 1 実習で方言がわからなかった経験の有無

「実習中，患者さんの話す方言でわからなかったことが

あり ま す か っ 」 に対しあるなしりのいずれかを選

択してもらった。この質問文は，富山調査，弘前調査で

実施した。

富山調査では，わからなかったことがあるのは 32.4%， 

わからなかったことがないのは 67.6%であった。方言が

わからなかったことがあると答えた学生はほとんどが富

山県外出身で，わからなかった経験を持つ学生の約 67% 

を占める。一方，方言に困らなかった学生農地，県外出

身者はわずかで，それも，石川，福井，岐阜といった，

富山県に隣接，もしくは近い地域の学生であったc

一方，弘前調査①では，方言がわからなかったことが

あるのは 48%，わからなかったことがないのは 52%で

あった。

弘前調査②では，わからなかったことがあるのは 59.4

%，なかったのは 32.4%，無回答が 8%となった。

富山に比べ，弘前のほうが方言の理解に困難を要して

いることがわかる c その理由として，弘前が方言主流社

会であること，世代差が大きいことなどに加え，いわゆ

る「ズーズー弁」で聞き取りにくい方言であることなど

が推察される。

3. 2 どのような語が必要か

では，それぞれの地域で看護師として働く場合，どの

ような語を知っておくのが良いのだろうか。

まず，富山の場合である。「富山県で看護師として働

く場合，どのような語を覚えておくと良いと思います

か ?Jに対して，複数回答を可として自由記述を求めた。

あがった語のうち，上位にあがったものを表 1として示

した。

表 1 富山調査における「知っておきたい語j

1位 ダヤイ(疲労，倦怠感) 1 7名

2位 ウイ(満腹，息苦しい) 1 6名

3位 ナーン(し、し、え) 1 4名

4位 テキナイ(苦しい) 6名

5位 ~シラレ(~しなさし、) ，カ 4名

タイ子(まじめな子)

6{立 ツカエン(問題ない) 3名

7位 ケナルイ(うらやましし、)， 2名

キノドクナ(ありがたし、)， 

~ケ(~か) ，ナガ(~な

のだ)

主に，体調を表す語が上位にあがっている。看護場面

で重要な語であると思われるc

その他なーん」は川、いえJ， 6位の「っかえん」

は「支障ない，問題なしリの富山方言であるが，看護場

面では rooをしてもいいですか?Jという看護師の問

に対して「イエスかノーか」は重要な事柄でありイ

エス，ノーIに関して共通語形とは異なる語形は注意を

要するようである。

同様の調査を弘前調査②で実施した。ただし，自由記

述ではなく，あらかじめ準備した語葉リストの中から，

あてはまるものに印をつける形式で、行った。その結果を，

表 2として示した。

表2 弘前調変における「知っておきたい語」

1位|イデ(痔痛)，ヤム(鈍痛， I 2 1名

自発痛)，へズネ(苦しい)

2位|ケ(痔し、 18名

3位|ンダ(そうだ)，アンベ(具 17名

合)， ハパゲノレ (日雇気)

4位|ニヤニヤ(しくしくする腹 16名

痛)，ムヘル(むせる)，カ

チャクチャネ(憂穆，こんが

らがる，いらいらする)

5位|ツヅラコ(帯状癒疹)，ノド 115名

ツマリ，アベワリ(具合が悪
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い)，ニヤメグ(腹痛)，ボ

ノゴ(後頭部)

6位|シタハンデ(そうなので)， I 1 4名

コエ(疲労感)，サビ(寒い)， 

シタパッテ(そうだけど)， 

マナグ(目)

基本的には富山同様，体調を表す語やイエス，ノ

ー」とし、った応答に関する語が多くあがっている。これ

らの語は，地域に関係なく，看護場面で重要な語群であ

ると言える。

3.3 方言を使うことは必要か

富山調査では看護場面で，方言の使用はよいこと

でしょうか，悪いことでしょうか」という質問を行った。

回答は「良いJr良くなしリ「どちらでもないj の3択で

求めた。

その結果良いJ という回答が 78.5%，r良くない」

という回答が1.5%， rどちらでもない」が 18.5%となっ

た。「どちらでもなしリという回答のコメントには関

係を作ってから徐々に方言にするのがよいJr一概には

言えない」といったものがあった。

弘前調査②では，もう少し具体的な質問を行った。ま

ず， r医師や看護師はその土地の方言を理解できたほう

がよいと思いますかj という質問を行った。これに対して，

「はい」が 97%という高い率を占めた。その理由の自由

記述も求めた。「わからないと診察にならない人もいるj

「標準語だと通じなし、Jr (患者は)自分の症状を方言で

説明するからJr細かいニュアンスまで伝わるからJr患

者の訴えを理解しやすいJr方言を使った方が意思疎通

がスムーズに行くからJr会話がスムーズに進むJとい

った記述が見られた。

また， r患者さんと話す時方言を使いますかj という

質問に対して「はいJrいいえJで回答を求めた。その

結果はし、j が 68%， rし、いえJが 24% (残りは無回

答)となった。方言を使わない人と回答した方のコメン

トは「他県出身で上手く話せないからJr使えなし、から」

「わからなし、からJr昔，方言を間違って使って怒った

患者さんがし、ると聞いたから Jr相手の方に失礼になる

かもしれないから」といったものである。使わないとい

う場合，実際には使いたいけれど，方言を知らないので

使えないというのが実情であろう O

逆に，方言を使っている回答者のコメントでは「患者

さんの話し方に合わせてJr自然にJr年配の方は，方言

を使った方が意思疎通がスムーズに行くからJr方言で

ないと通じない時がある Jrその方が通じる，伝わりや

すし、からJr年齢によっては方言でしか表現できない方

もいるからJといったものである。

富山調査と全く同じ質問文ではないため，単純な比較

はできない。しかし，あえて比較してみると，弘前方言

では事情があって使えない人以外，基本的には方言を使

うことが必要とされていると考えられる。

一方，富山調査の「関係を作ってから方言を使う」と

いったコメントには，弘前にはない余裕が感じられる。

関係を作ってから方言を使うということの裏には，無理

に方言を使わなくても，日常の意思疎通には支障がない

ということがあるのではないか。弘前のように方言

でないと通じなし、」というコメントはみられないのであ

る。その点では，方言で苦労することのあまりない富山

と， 日常生活で方言使用が必須ともいえる弘前には，方

言理解の必要性という点で，富山よりも切実で、あると考

えて良いのではないだろうか。

3.4 アンケート調査にみる地域差

医療現場における方言理解について，富山と弘前でア

ンケートを実施，比較を行ってきた。

その結果，富山よりも弘前のほうが方言理解の必要度

が高いことがわかった。地域差の可能性がある。

また，体調を表す語葉イエス，ノーJの応答表現

は，地域を関わず，医療従事者が知っておきたい語であ

ることが指摘できる。

9 4 県内での方言差という「問題」

一富山方言の事例ー

4. 1 調査対象語嚢と調査方法

表 1の結果を受け，これまでの報告，方言集などから，

体調を表す以下の語を対象とした。体調不良を表す語葉

である o

ウイ，エライ，オブイ，ダヤイ，ダルイ，テキナイ，ヒ

ドイ

調査は，話者にそれぞれの語を提示し，意味の説明や

例文を提示していただくという形をとった。その後，こ

れらの語の意味差を確認していった。

話者としたのは，各地域で 70歳代の生え抜きの女性を

中心にしたc 調査地点は呉東，呉西の各 2地点，計 4地

点である。

呉東(富山県東部)

魚津市住吉， 富山市熊野

呉西(富山県西部)

砺波市油田， 氷見市加納
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調査地点は，東から西へ並んでいるc また，呉西の中

心都市である高岡市の調査については，今後の課題であ

るc

4. 2 呉東(富山県東部)魚津市住吉方言の場合

魚津ではウイJIオブイ JIヒドイ JIテキナイ JIエ

ライ JIダノレイ j の6語iをf尋た。

Oタベスギタ ネー。オブイ ネー。(食べ過ぎたねえ。

オブイねえ。)

「オブイ j は，満腹になって，動くのが苦しい時にし

ばしば聞かれる。

一方，体の不調を訴える場合は「ウイJであるG

Oウーテ ウーテ カナワン。(つらくてつらくてたま

らない。)

Oウイッテ ユーノワ カラダガ ヒドイツテ コトデ

ショー。(ウイというのは体がひどいということでしょ

う。)

Oシンゾーガ ツマリソーダッテ コトダカラ。(心臓

が詰まりそうだと言うことだから。)

u(心臓だけでなく)ゼンタイテキナ カラダノ ヒド

サヤ タ守ルサマデ。(全体的な体のひどさやだるさまで

言う。)

Oヨンジュード 7ジョー，ヒTクテ ウヲ亨宇ィ 下

キワ ウイデス。 (40度以上(熱が出て)，ひどくて動け

ない時は「ウイ」です。)

Oウイッテユー コトパモ ホントニ ヒドカッタラ

ヒョージュンゴジャナクテ ウイ。(ウイという言葉

も，本当にひどかったら，標準語ではなくてウイを使う c) 

絢が苦しいことがもとになり，体調が悪く，動けない

状態にあることが「ウイ j である。

「ウイ」と同じように使われる語に「ヒドイ jがある。

知的意味は同じだが，方言を使って気安く話せないよう

な相手に対してはヒドイJが使われる。

Oウイネーッテユーヨリ ヒドイネーッテユー ホ

ーガオタガイニ トーリヤスイ。ウイネーッテ ユー

ノワ トモダチドーシ。 (1ウイねJと言うより「ヒドイ

ね」と言うほうがお互いに通じやすい。「ウイねJとい

うのは友達どおし。)

「ワイ Jは地元の気心の知れた友人の問で使われる。

方言であるという意識が高い。

またテキナイ Jについては以下のような教示を得

た。

0テキナイッテノワ ゲンキガナイッテユー コト

苧タズ!Vて言プモ タベラレンシ:Jーユッ亨タ

ベラレヨッテ ユエパー ゲンキデ、ルンヤケド。(テ

キナイというのは元気がないということで，食べるもの

も食べられないし。そう言って食べなさし、j と言<

って食べれば>元気がでるのだけど。)

Oエーョーザイ ノンダラ ウゴ、ケル。(栄養剤を飲ん

だら動ける。)

「ウイ j と異なるのは，その回復可能性である。

u(テキナイと言った人に対して) ドすンクデモ ノ亨

レ ヨ。マタ ヨース ミラレ。(栄養ドリンクでも飲

みなさい。くそれで>また様子をみなさい。)

u (テキナイと言った人に対して)カゼ ヒク芳ジャ

ナイ?風邪を引くのではない?)

栄養剤を飲めばなおる可能性があったり，風邪の引き

はじめなど，すぐに医者に行く必要があるとまでは言え

ない。しばらく様子をみて，次の行動を決める余裕があ

る。体の不調というよりも，体の内部に力がわき上がら

ないという状態である。

中間的なものに「エライJがある。

0エラテ エラテ カナワン。(エラクてエラクてたま

らない。)

のようにウイ」と同じように使われるがウイ」よ

りも「エライ」のほうが程度としては軽いと認識されて

し、る O

Oウイワ エライガノ マダ ヒドイガヤロ。エライホ

ーガマ夕、、スコシカルイガc ウイワ シンゾーモ

ヒドクナッテ。(ウイはエライののまだひどいものだろ

う。エライのほうがまだ少し軽いよ。ウイは心臓もひど

くなっている0)

Oカラダオ ツカイキッタ。ホントニ ツカレタ。(体

を使い切った。本当に疲れたc)

体の不調もいわゆる疲労も「エライ Jであり，広く使

われる。

疲労のみで使う語は「タ守ルイ j である)

Oムリシテ ナンデモ シタラ。ツカレタ トキ c (無

理して何でもしたらくなる>。疲れた時。)

Oス京一ツカ宇ンカシタ ト 芋 ニ ツ j:}vガデ宇

一，ビョウキジャナクテ スポーツか何かしたとき

に疲れが出て，病気ではなくて。)

Oゲンキガ デナイト ユー イミご(元気が出ないと

いう意味。)

オブイ 満腹になって苦しい

ウイ 体がだるし、(倦:怠感)

胸が締めつけられ苦しい

ヒドイ 体がだるし、(倦怠感)

胸が締めつけられ苦しい

テキナイ 空腹で体にカが入らなし、(低血糖)

体がだるし、(倦怠感)

体が疲れてだるい(疲労感)

エライ 体がだるし、(倦怠感)

体が疲れてだるい(疲労感)
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ダ、ルイ 体が疲れてだるい(疲労感)

病院に行くような体調の悪さは「ヒドイ Jrウイ」の

2語で示されるような状態である。

4.3 呉東(富山県東部)富山市熊野方言の場合

「ウイ Jrダヤイエライ Jrテキナイ j の 4語を得

た。

「ウイ Jの意味として，まずあげられたのは胸の苦し

さである O

Oシンゾーガ クルシー トキ。シンゾー ウイトカ。

(心臓が苦しいとき。心臓ウイとかく言います>0) 

また，体調不良の時にも「ウイ」は使用される。

Oアンタ カオイロ ワルイガ。ウイガジャ ナイガ?

(あなた顔色悪いよ。ウイのではないか?) 

Oシゴトシタ アトトカ，ネツデモ アットキ，どョー

キシタ トキ，アー ウイ。(仕事した後や，熱でもあ

るとき，病気したときに「あ一，ウイ」くと言う >0) 

疲労の場合，病気による倦怠感も「ウイ j で表される。

Oウイワダヤイノ ウエヤ チャネ。ウイワガ

マンデキン。カルガルシク クチカラ デットキモ ア

ルケド ネー。(ウイはダヤイの上だね。ウイは我慢で

きないc 軽々しく口から<ウイという言葉が>出ること

もあるけどねえ。)

さらに，満腹で動けない場合も「ウイ Jを使う。

0アー，ハラ ウイ。イッパイ タ ベテネ，ハラ ウ

ーナッタ。(あー，腹ウイ C いっぱい食べてね，腹ウー

なった<と言う >0) 
一方，体を動かして疲れた場合には「ダヤイ Jを用い

る。

Oシゴト シタ トキシゼンニデノレコトパワ ダ

ヤイ。(仕事をしたとき自然に出る言葉はダヤイ。)

Oダヤテ ノー，カナワンネカ。アー ダヤイ。(ダ

ヤクてね，たまらないよ。あー，ダヤイ。)

↓ 

ヤスンデイカレマ。(休んでいきなさい。)

Oカラダ ツカイ スギトカ，ロードートカ。ヤスミャ

ー エー ワ。(体使いすぎとか，労働とか。休めば良

いわ。)

[ダヤイ」場合には休めば回復する。いわゆる疲労で

ある。

「ダヤイ j よりも重いのが「エライ」である。

Oカラダ ガ エ ラ テ カナワンテユーネー。(体が

エラてたまらないと言うね。)

Oダヤイノ レンゾク。ダヤイヨリ オモイ。(ダヤイ

<状態>の連続。<状態は>ダヤイよりも重い。)

Oエラテェ ラテ カナワンチャテイワンケ。 ヒ

トニ ウツタエル トキ。 crエラクてエラクてたまらな

し、」と言わないか。人に訴えるときに。)

「ウイ」が最も苦しく，続いて「エライ Jrダヤイ J

の順になる。それに対しテキナイ」は空腰が原因と

なって，体に力が入らないような時を言う。先の魚津と

同様に，エネルギー不足で体の内部にカがわいてこない

ような状態を言う。

Oアー ハラへッテ テキナイ。(あー，腹減ってテキ

ナイ。)

Oオナカニネ，チカラガハイラントカ O ハラノ ホ

ーニ ネ。(おなかに力が入らないとか。腹のほうにね。)

Oチョッコーシ ウイ。(少しウイ<感じ>0) 

0ナナジュッサイ イジョーダロー。ヒョージュンゴ

シランモン。(テキナイを使うのは) 70歳以上だろう。

標準語を知らないもの。)

ウイ 満腹になって苦しい

体がだるし、(倦怠感)

絢が締めつけられ苦しい

体が疲れてだるい(疲労感)

エライ 体がだるし、(倦怠感)

体が疲れてだるい(疲労感)

ダヤイ 体が疲れてだるい(疲労感)

テキナイ 低血糖状態で体の底から力が出ない

4.4 呉西(富山県西部)砺波市油田方言の場合

砺波では「テキナイ JrダヤイJの 2語を得た。

体調が悪いことを表すのは「テキナイ」である。

O ドコカニ イジョーガ アルc テキナカッタラ ビョ

ーイン イカナどこかに異常がある。テキナイ状態

だと病院に行かないと o) 

O(テキナイと言うのは)ダイブン ヒドイガジャ ナ

イ。カラダノ ヤリパガナイ ヨ。(かなりひどいの

ではない?<つらくて>体のやり場がないよ。)

Oドーカ シテクレ。カラダノ ヤリパガナイ o (ど

うにかしてくれ。体のやり場がない。)

Oタイチョーガ オカシーヤロ。コチョースノレ トキ。

(体調がおかしいだろう。誇張するとき。)

一方ダヤイJは疲労感を表す。

Oダヤイ ユータラ ツカレタユー コト。(ダヤイと

いうのは疲れたこと0)

また，足が疲れたなどのように，体の一部についても

使える c

Oアシガ ダヤーナッタ足がだるくなった。)

ダヤイ 体が疲れてだるい(疲労感)

テキナイ 体がだるし、(倦怠感)

胸が締めつけられ苦しい
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4.5 呉西(富山県西部)氷見市加納方言の場合

砺波と同様，氷見でも「ダヤイ Jiテキナイ Iの 2語

であった。このうち，病的なのは「テキナイ」である。

O(テキナイと言う人に対して)どョーイン イッテ

コラレー。(病院に行ってきなさし、)

「テキナイ J という訴えに対して，病院に行くことを

勧める。体の具合としては，

Oツラサガ マイッタカンジ。(つらさがさらにひどく

なった感じ。)

のように，つらさという点では重度である。

0テキナイト テンテキスル。(iテキナイ j 時は点滴を

受ける。)

一方の「ダヤイ」は，いわゆる疲労をあらわす。

Oアツテカラダガダヤイトキ。ヤスマント アカンO

(暑くて体が「ダヤイ J時。休まないといけない。)

Oダヤイガワ ガマンデ、キル。(iダヤイ Jのは我慢でき

る。)

Oハシッタリワ ダヤイ。(走ったりくして，なる>の

は「ダヤイ J0 ) 

「ダヤイ」は，休憩することで回復するし，我慢でき

る範囲である。

ダヤイ 体が疲れてだるい(疲労感)

テキナイ 体がだるし、(倦怠感)

胸が締めつけられ苦しい

4. 6 富山方言における「問題」

当初，看護実習生が実習に出る前に「これだけは知っ

ておくと良しリという語葉を集め，ハンドブックを作成

する予定であったが，県内で特に「ウイ Jiテキナイ」

の使用状況や意味が大きく異なる点が「問題」として浮

かび上がってきた。

まず，呉東と呉西では「テキナイ Jの意味が大きく異

なる C 呉西では「テキナイ」は病院に行くべき状態であ

るのに対し，呉東では体の中に力がわき上がらない様子

(ひどい空腹などが原因)であり，すぐに病院に行くべ

き状態ではない。さらに，方言集によれば，富山県と新

潟県の境界に近い地域ではテキナイ」はのどが渇い

た状態をさすという記述もある。

ー方，呉東では，呉西では聞かれない「ウイ」のほう

が重要であった。狭心症や抑欝状態を示す。

このように，同じ「テキナイ」という語が県内で意味

差があることウイ」の分布に県内で地域差があるこ

となどを，医療従事者は知っているのであろうか。それ

を確認するため，富山市内の不二越病院で聞き取り調査

を行った。そこで，次のような事実が浮かび上がってき

た。

①「ウイ」はしばしば使われる

.カルテや看護記録に患者の「胸がウイ」と，当然のよ

うに記載される。

・「胸がウイ j という患者に対して，病院では安定剤や

ニトロを処方し，処方する際，薬袋に「胸がウイとき(に

飲む)Jと書いて高齢者に説明することもある。

.呉西(高岡市)出身の薬剤師はウイ」の意味がわ

からなかったが，同僚が処方する薬を見て，大体どんな

症状なのかを判断したc

②「テキナイ」の意味のずれが認識されていない

.前述の呉西出身の薬剤師はテキナイ j と言いなが

らも病院に行かない富山市の患者を見て「テキナイのに

病院に行かないのはなぜだろう j と思っていた。

.一方，氷見市の病院に勤務する看護師は，氷見の病院

で、は患者の訴えとして「テキナイJをぜひ知っておいて

ほしいと語った。

このように，医療，看護場面で使われる体調を表す方

言語葉の，県内での使用状況や意味差について，医療従

事者も気づいていない可能性がある。

富山では，主に体調を表す語蒙である「ウイ Jiテキ

ナイ j について，注意を促す手引きの作成が有用である

と考えられるc

~ 5 使える方言辞典の作成

一青森県弘前方言の事例ー

5. 1 津軽方言の難しさ

先に示したアンケート結果から，実習生の約半数がわ

からなかった経験を持つ津軽方言は，富山方言よりも理

解が困難であることが明らかとなったc その理由として，

言語的には次のようなことが考えられる。

①共通語と大きく違う語形，そもそも共通語にない語(僅

言)が多いこと

例:iあたるあずましし、j など

②共通語と異なる発音があること

例:いわゆる「ズーズー弁」の音声的諸特徴

③共通語と異なる文法があること

また，社会的には次のようなことが考えられる。

①津軽が方言主流社会と言われる社会であること

方言主流社会の用語は，佐藤(1996) による C 方言を

用いたほうがコミュニケーションがうまくいく社会であ

るe これを裏付けるようなエピソードとして， 2008年 3

月に筆者らが行った青森県弘前市でのシンポジウムで参

加者から次のような体験談が寄せられたc

「私が勤務する医療現場では，方言は禁止，できるだけ

共通語使用，またはていねい語を使用する様に言われて
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いるが， ~OO様，今日はどうなされましたか?J] 患

者様は『わ，なのしゃべっていることわがねじゃー』

看護する側ていねい語，受ける側方言，とても違和感を

感じる」

方言が禁止されているので共通語を使うと，患者が「あ

なたの言っていることがわからなしリと言うというので

ある。方言主流社会の特徴である。

②若い世代では共通語化が進んでいること

若い世代では共通語化が進み，また集団就職が盛んで

あった頃の方言矯正を受けた世代では，津軽方言をあま

り話さないような教育を受けている。そのため，仮に地

元出身で地元暮らしであったとしても，高齢者の方言を

理解しがたくなっている。

例えば先に紹介した青森県弘前市でのシンポジウムで，

パネリストの一人である特別養護老人ホーム「大清水ホ

ームj の込山稔施設長は職場のチームを編成する際

に，言葉のわからない若い職員と，方言がわかる中年以

上の職員とを一緒にして編成している」との工夫を報告

された。方言の世代差が大きく，若い世代に高齢者の方

言がなかなか理解できないことを前提にチームを編成し

ているのである。

このような状況を総合的に考えると，弘前方言は富山

方言のように比較的理解しやすい方言ではないため，医

療現場で想定される分野の語葉すべてについて方言辞書

を作成することが有益であると考えられる O

5.2 方言辞典が使いにくい理由

医療現場で使える方言辞典は，これまで全くなかった

わけではない。例えば『医学沖縄語辞典J]~大分保健医

療方言集』など，医師や方言研究者などの手によって，

一部の地域ではすでに医療場面に絞った方言辞典や方言

集が編纂されている。

しかし，本という形をとる紙メディアの辞典や方言集

には使いにくさもある。特に弘前方言の場合は使いにく

いことが予想される。

そもそも，私たちは「国語辞典」のひき方を「学校で

習う」。このことは，国語辞典を引く際に，ある「知識」

が必要なことを意味する c

具体的には，調べたい語の終止形(言い切りの形。例

えば歩けj ではなく「歩く j を調べる)を知らなけ

ればならないことや，きちんと単語に区切る必要がある

ことである。例えば歩きますj は辞書には載ってい

ないため歩く」と「ます」に分解しなければならな

し、。

よく知らない方言を聞いた時，一連のフレーズの中か

ら単語を切り取ったり，活用語の終止形を想起すること

は困難であるといえる C さらに，弘前方言の場合は共通

語とは大きく異なる音声的特徴を持つ。中舌母音は仮名

文字では書き表しにくく，人によってどう表記するかの

揺れが予想される。そこで，弘前方言は紙メディアの辞

典ではなく，電子メディアによる辞書が有利になると考

えられる。

5. 3 インターネット上の方言データベースの利点

初めて開く方言，聞き取りにくい方言の場合，すべて

を聞き取れるとは限らない。また，適切に一単語を抜き

出せるとも限らない。紙メディアの辞書や方言集の場合

前方一致検索しかできないため，途中の一部分しか聞け

なかった場合や，語の切れ目が間違っている場合には検

索することができないという問題がある。

コンビュータでのデータベース検索の場合，部分一致

や例文検索，すべての活用形のデータベース化などによ

って，上記の問題が解決できる。

また，紙メディアの場合は，新たに買い換えるなどの

対応が必要であるが，買い換えることなく，常に新しい

データを使うことが可能になる。インターネットを通じ

て検索する方式をとる場合には，元になるサーバのデー

タを吏新することで，すべての利用者が最新の情報を利

用できるという利点がある。

さらに，利用者のニーズの把握が便利であるという点

も見逃せない。どういう語が検索されたかというログを

とることで，必要度の高い情報が何であるかを把握しや

すくなる。方言研究者は，医療現場にどのようなニーズ

があるのか，多くのデータを持っているわけではない。

そこで，医療現場で「役に立つj データベースのために

は，利用者とともに作っていくことが重要である。

以上のような利点を考え，方言データベースをインタ

ーネット上に公開することにした。

5.4 データの内容

平成 19年度， 20年度の 2年間，弘前市とその周辺で

フィールドワークを行った。

平成 19年度は弘前市と，その南に接する南津軽郡大鰐

町，平成 20年度は弘前市とその西に接する中津軽郡西目

屋村の話者に対して実施した。

富山調査，弘前調査②などをもとに，誠査項目は「身

体部位Jr病名，症状Jr動作」の④ジャンルに分けた。

さらに個別の項目は，広島，富山などの方言集から収集

した項目を元にたてていったc

この調査票を元にフィールドワークで得られた語，表

現をデータベース化していった。

データファイルは csvファイルとし，次のような順序

で入力しである O

語形，別形，共通語訳，例文，分類，地域，検索用テキ
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スト列

方言形からの検索は，検索用テキスト列を検索するよ

うにした。検索用テキスト列には，語形， 1.¥IJ形，例文の

内容がコピーされ，また，発音が聞き取りにくい方言で

ある津軽方言の場合，想定される入力パターンも入力し

た。例えばぎ、っくり腰Jを意味する「ククラへンキJ

の場合，見出し語形は「ククラへンキj であるが，検索

用テキスト列には「キクラへンキキクラへンギク

クラへンギJIキキラへンキ」なども入力した。聞き取

りの難しい方言ゆえの，揺れのある入力への対応である。

入力パターンを想定するための調査は 2007年度に富山

で実施した。弘前で録音したものを，中舌母音等の特徴

がない富山方言話者に対して聞いてもらい，どう聞こえ

たかを書き取ってもらう方法をとった。その結果を検索

用テキスト列のデータに反映している c

当初はパターン化し，検索プログラムで変換する予定

であったが，データを見る限り何らかのパターン化がで

きるもので、はなかったため 一つ一つのデータに個別に

加えていくこととした。

さらに，医学的に重要な語には注をつけている。

例えば，津軽に多い疾患である脳血管障害(脳出血，

脳梗塞のいずれもさす)を意味する「アダ、/レJには，脳

血管障害であるという記述の他に，津軽では多い疾患の

一つであることの注をつけている。また，後頭部を意味

する「ボノゴj の場合，脳血管障害の診断には重要な部

位であることの注をつけている。後頭部から背中にかけ

ての鈍痛は，脳血管障害の症状の一つである。

5. 5 データベースの内容

データベースの表紙画面では，次の事項を指定できる。

①地域

現在は，弘前(津軽方言)，高山(飛騨方言)，富山(越

中方言)，広島(安芸方言)が指定できる。指定しなか

った場合は，全地域のデータを検索する。

②ワード検索

方言フリーワード検索，全体のフリーワード検索(共通

語部分も含む)のいずれかの検索。またはジャンル検索も

可能である。ジャンルは，不快な感覚・症状，動作，身

体部位の名称，人の属性・様態，快い感覚，その他が指

定できる。

このうち，方言フリーワード検索は，ひらがなでしか

検索できないが，フリーワード検索では，ひらがな，漢

字ともに検索できる。これは，共通語形や例文の共通語

訳を検索するためである。

方言フリーワード検索，フリーワード検索は，どのよ

うな入力がなされたかログを記録しており，入力は多か

ったもののデータになかった語は，今後のメンテナンス

で工頁Rを増やす予定である。

多くの項目には音声データも貼り付けてあり，クリッ

クすると音声を聞くことができるようになっている。

検索用プログラムは Perlで記述された CGIで，現在運

用している方言データベースのアドレスは次の通りであ

る。

http://iwakilabo.hp.infoseek.co.jp/index.html 

~ 6 まとめ

6. 1 医療従事者は方言を使用すべきか

言語学的には，コミュニケーションを上手く運ぶため

に，相手の言葉に寄り添い，相手の使っている言葉を使

うと良いとされる。

したがって，地域医療者は，その地域の方言を話せな

ければならないということである。

しかし，広島，富山，弘前でのフィールドワークの際，

方言話者に確認したところ，医療従事者が方言を使えれ

ばそれに越したことはない(医療スタップが方言で話し

かけてくれると，安心感，親近感を持つ)が，無理に方

言を話してもらおうとは思わないという回答が多く開か

れた。それよりも，病状や治療方針を，詳しく，丁寧に，

わかりやすく説明してくれることのほうが大事であると

いう。それに加え，できれば自分たちの方言を理解して

ほしいし，自分たちが症状を訴える時には，自分たちの

言いたいことを言いたいように，気を遣わずに表現でき

る方言のほうが言いやすいというものであったG

したがって，方言を使用するよりも，まずは方言を埋

解できることが重要で、はなし、かと考えている。

医療従事者が方言を開いて分かるようになるために，

辞書を引く感覚で使える方言データベースの整備，気を

つけるべき方言事象の手引きを開発してきたのである。

6.2 地域にあった対応

富山，弘前で行ったアンケート調査などから，方言と

社会の状況が各地で異なり，医療と方言の問題を考える

場合にも地域差があることがわかってきたc

方言主流社会である弘前と，そうでない地域とでは対

応が異なるc 富山方言の場合は県内の気づかざる意味差

が問題であり，弘前方言の場合はその検索の難しさに対

応したデータベースの開発が必要であった。

まずは地域の言語状況や社会状況を調査し，その上で

適切な対応策を考える必要があろう。ある程度の地域的

類型化は可能かもしれないが，決して全国一律に一つの

方法で解決できるものではないと考える。
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9 7 今後の課題

7. 1 地域特有の疾患への対応

7. 1. 1 富山における心臓病，抑欝

富山県は他の日本海側の地域間様，精神疾患が多いこ

とが知られる O 先に示した「ウイ j は，胸の苦しさを表

しているが，これには心臓病と精神疾患の二つの理由が

考えられる C 富山市内の薬剤師によれば腕がウイ」

と訴える患者に対し，精神安定剤やニトロが処方される

ことが多いと言う。

「ウイ Jは，富山に多い疾患を理解するためのキーワ

ードであると言える。

7.1.2 弘前における脳血管障害

弘前をはじめ，青森県に多い疾患が脳血管障害である。

脳梗塞の場合はしびれを訴えることが多く，徐々に症

状が進行していくが，脳出血の場合は一刻を争う。

弘前方言には「アダル」という語もあり，脳血管障害

になるという意味である。その様態をあらわすために，

「ドダット アダノレ」のように 「アダル」の前にオノ

マトべをつけ，脳血管障害の様子を具体的に示す。

地元の医師であれば，問診の際に「どのようにアダッ

タか」を聞くという。これが重要な診断材料である。

そこで，弘前方言では方言データベースを開発すると

共に，この脳血管障害の問診例を準備する必要があると

考えた。平成 21年度，問診例のビデオ教材を開発する予

定である c

7.2 看護教育への応用

これから看護師になろうとする看護学生にとって，方

言による問診パターンや，地域で看護をする!擦に最低限

知っておくべき方言のテキストを準備することを考えて

いる。これまでに示したように，弘前においては特に重

要であると考えている c

認知症高齢者は，認知症が進行するに従って子供に返

り，幼い頃使われた言葉でなければ理解不能という場面

が増加することが知られている。 80歳の高齢者であれば，

約 60年前の方言を話す可能性があるということである。

医療や介護に携わる職員が，ある程度の方言を理解して

おくことは，必須条件になっていくものと考えられるし

また，患者の側からみた場合，医師よりも看護師に方

言を理解してほしいと考えているようである。医学教育

でも，患者に寄り添う必要性が説かれはじめているが，

患者に近い位置で、患者に寄り添うことは看護学の重要課

題であると考える。したがって 患者の日常語である方

言を理解する必要性が高いのは看護師であり，看護教育

の中にきちんと位置づけていくことが必要なのではない

だろうか。

看護学という学問の自立性という意味でも，方言を使

ったコミュニケーシヨンの問題を正面から扱うことは無

意味ではあるまい。

7.3 外国人看護師・介護士への対応

現在我が国では，インドネシア，フィリピンの 2カ国

から介護士を受け入れている。

これらの介護士は，一年間の日本語教育を受けた後，

現場に派遣されて 3年間で日本の国家資格を取得しな

ければならない。現在はインドネシアからの 1期生が現

場に出て， 日本の国家資格受験のために勉強している状

況である C これらの介護士候補者が国家資格を取得し，

本格的に国内の現場に出て行く場合，地方に派遣される

可能性が高い。入手が足りないという状況は，地方のほ

うが深刻であるからだ。そうなると，共通語だけの日本

語教育では，実際の業務に支障が出る可能性が高い。日

本人以上に方言がコミュニケーションのバリアになるで

あろう。

そこで，これらの介護士が本格的に現場に出ることに

なる平成 23年度をめどに，それぞれの地域の特性を踏ま

えた上で，最低限必要な方言をまとめた教材を国内の多

くの地域で作成する必要があると考えている。

すでに台湾ではフィリピンからの介護士を受け入れて

いる O 高齢者の多くが台湾語や日本語を話すのに対し，

フィリピン人介護士は中国語教育を受けて現場に派遣さ

れるという。臼本と同じような問題が起きることが予想

される。台湾との国際比較と解決策の模索も，今後の課

題の一つであるといえる。

付記 本研究は，平成 18 年度~ 20年度科学研究費補助

金(萌芽研究) r保健・医療・福祉に利用できる方言デ

ータベースとコミュニケーションマニュアノレの開発J(諜

題番号 18652044) (研究代表者 岩城裕之，連携研究者

弘前学院大学今村かlまる 大分大学 日高責一郎

県立広島大学 友定賢治)の成果の一部である。
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