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脳血管障害患者と理学療法士の相互作用
―歩行練習場面におけるビデオ分析を通して―
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録

歩行練習場面における患者－理学療法士（PT）の言語を用いた相互作用の様態を分析した。対象は脳卒中片
麻痺者 3 名とその担当 PT とした。歩行練習場面をビデオ撮影，逐語録を作成し，相互作用の状況および PT が
用いる言語を分類し生起率を量的に分析した。その後，PT に練習場面についての半構造化インタビューを実施し，
質的に分析した。上記手順を縦断的に計 3 回実施した。相互作用の状況は，主に PT から患者への一方向的な様
態を示していた。PT の用いる言語は結果の知識（knowledge of result：KR），パフォーマンスの知識（knowledge
of performance：KP）が主体であったが，2 例で回を重ねる毎に発問を含む“その他”の割合が増加していた。
歩行練習場面での相互作用において，患者は受動的であり，練習の構造自体が能動性を育みづらい可能性がある
ことが示唆された。しかし，発問の増加という事態から，そのような PT から患者への一方向の様態のダイナミ
クスを変化させる可能性が考えられた。

キーワード：患者－医療者関係，相互作用，脳血管障害，運動学習，歩行練習
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る，学習成績が「学習Ⅰ」に該当し，その背景となる

緒言

FB 産出依存性等が「学習Ⅱ」と言い換えることがで
練習場面における理学療法士（PT）の用いる言葉
は運動学習における重要な要因として位置づけられて
いる。このような言語的関わりも含めて PT の技術と
認知されつつある 1)。
言語での指示に関する研究は運動心理学の領域で
古くから研究されている。その代表的なものとして，
運動実施者に運動の正誤に関わる情報を与える，結
果の知識（knowledge of result：KR）がある。従来は
高頻度の KR により高い運動学習効果が得られると
されてきた。しかし，その後の研究により否定され
ている。Winstein と Schmidt2) は運動学習課題におい
て，KR の頻度を 1 試行毎に 100% の頻度で与える群
（100%KR）と 2 試行に 1 回の割合で 50％の頻度で与
える群（50%KR）を設定し，検討を行った。その結果，

きる。つまり，教示－学習のプロセスは意図する・し
ないに関わらず，運動行動という側面のみならず，
“依
存”や“能動性”という精神・心理的側面にも関与す
る事象であると考えることができる。
このような観点から言語での指示がどのように用い
られているかを検討した研究は未だない。本研究で
は PT が用いる言語に焦点をあて，どのような言語が，
どの程度用いられているか，また患者－ PT 間の言語
的関わりがどのように構成されているかを明らかにす
ることを目的とした。以下に前者の視点を言語分析，
後者の視点を相互作用分析として扱う。

2

目的

習得期および習得期直後には両群のパフォーマンスに
は差が見られなかったが，2 日後に行われた保持課題
においては，50％ KR のほうが優れた成績であったこ
とを報告している。これはフィードバック（feedback：
FB）産出依存性と呼ばれており 3)，このような現象は

脳血管障害患者と PT の歩行練習場面における言語
的相互作用がどのように行われるかを明らかにし，相

ガイダンス仮説（guidance hypothesis）により説明が
なされている 4)。学習者は KR をガイドとして課題を
習得がするが，頻繁に KR が与えられると学習者がそ
れに依存してしまい，KR が除去されるとパフォーマ
ンスを維持できなくなってしまう。本来は学習者が能
動的に自身の内在 FB を利用して，運動学習がなされ
るが，頻繁な KR はそのような能動的学習過程を阻害
してしまう可能性があるからである。
以上のように言語での指示は，運動学習とりわけ学
習内容の保持において重要である。しかし，Bateson
は学習を教示と学習という二つの単位から構成されて

3

いることを批判している。そして，学習の意味をさら
に細分化し，ある刺激のもとに反応が一つに定まるよ
うな変化を「学習Ⅰ」と呼び，刺激と反応を覚えこむ
だけではなく，同時に「学習の状況が何を意味してい
るか」について理解するメタレベルの学習を「学習
Ⅱ」と呼んでいる 5)。一連の KR に関する研究におけ

表1

互作用が患者の学習や精神心理にどのような影響を及
ぼすかを分析することを目的とする。

研究の概要

3．1 対象
対象は脳血管障害と診断され，A 病院に入院してい
る片麻痺を呈した患者を対象とした。患者は意識清明
で，明らかな言語障害，認知障害を呈しておらず，コ
ミュニケーション可能であり，理学療法実施時に何ら
かの形で歩行練習を実施していることを条件とした。
対象の抽出は，A 病院転院後，練習場面の観察から行っ
た。条件を満たし，参加の同意を得られた 3 名を参加
者とした。また各々の患者の担当をしている PT にも
同様に参加の同意を得た。研究参加者（参加者）の概
要は，表 1 に示す通りであった。なお，PT の参加者
の属性に偏りがあるが，条件の設定は行っておらず，
あくまで偶発的なものであった。患者 3 名を A 氏～
C 氏，その担当 PT を a 氏～ c 氏とし，A 氏と a 氏によっ
て行われる歩行練習場面を A’，以下 B’，
C’ と表記した。

研究対象者の属性
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䈜BRS : Brunnstrom recovery stage
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3．2 方法
本研究で扱う相互作用場面は，脳卒中ガイドライン
20156) でもグレード A を得ており，臨床場面でも多
くの患者で行われる歩行練習場面とした。A 病院（回
復期リハビリテーション病院）リハビリテーション室
内で VTR にて対象者の歩行練習場面を撮影した。会
話のやり取りについては PT に IC レコーダーを装着
してもらい録音した。また補足データとして，練習後
に PT に個別にインタビューを実施した。時間軸での
変化を個別に見るために，このような手順を一ヶ月ご

県立広島大学保健福祉学部誌

17 (1)

9 － 16

2017

な三人称的な教示に，後者については運動の結果の知
識（KR-FB）と運動の結果をもたらしたパフォーマン
スの知識（KP-FB）に分類した。上記の教示，FB に
該当しないものは，その他として扱い，歩行練習と直
接的に関係しない私的な会話などは除外した。これら
のデータは発話件数にて標準化し，その出現率をχ2
検定を用いて統計処理を行った。なお，統計処理には
エクセル統計 2012（社会情報サービス社）を用いた。
なお PT へのインタビューは逐語録を作成し，質的
に分析した。一連の手続きは，客観性を担保するため，

とに計 3 回実施した。
本研究の研究デザインは，練習場面での患者・PT

筆者を含む 2 名によりデータの分析を行った。

の相互作用を量的に検討する前向き観察研究とした。
また相互作用の変遷を調査するために，縦断的に実施
した。

3．3

練習場面を撮影した VTR および，IC レコーダーか
ら逐語録を作成した。これを，相互作用分析，PT の

大学研究倫理委員会の承認（受付番号 : 第 12MH039 号）
を得て実施した。

言語分析という分析視点を設定して分析した。
相互作用分析は，VTR と逐語録を見ながら，相互
作用がどちらから始まり（相互作用開始：initiation），
どれくらい続き（1 相互作用系列当りの長さ：turn 数），
どちらで終わったのか（相互作用終了：termination）
を計数した。turn とは言語的もしくは非言語的な相手
に対する直接的な働きかけとみなし，turn の繰り返さ
れる回数を相互作用（相づちや頷きを含む）の長さと
した。図 1 に相互作用分析の例を示す。1 相互作用系
列当りの長さ（turn 数）は 0 turn，1 ～ 5 turn，6 ～ 10
turn，11 turn 以上に分類し，その生起数を全生起数に
て標準化した。回ごとの患者，PT それぞれの相互作
用開始率・終了率の割合を算出し，χ2 検定を用いて
統計処理を行った。
次に言語分析は，練習前に PT が患者に伝える教示
と練習中または練習後に運動の修正などを行う FB に
大別した。前者については動きのイメージを当事者視
点に立って教示する一人称的な教示と外から観察可能
PT

倫理的配慮

本研究は，岡山リハビリテーション病院倫理委員会
の承認（受付番号 : 岡山リハ 25-01）
，および県立広島

4

結果

以下に歩行練習における相互作用分析，言語分析の
結果を示した。なお，歩行練習の一回当りの平均実施
時間は 21 分 3 秒± 6 分 4 秒であった。初回の VTR 撮
影 は，A’ が A 病 院 入 院 後 54 日，B’ が 27 日，C’ が
20 日に行われた。
4．1 相互作用系列の長さ（turn 数）
図 2 に相互作用系列の長さが初回，2 回目，3 回目
でどのように変化するかを示す。A’ ～ C’ とも統計学
的に有意な差はなく，回ごとの変化はなかった。また
相互作用の多くが 5 turn 以下の比較的短い系列が 80%
近くを占めていた。その中でも 0 turn という他者の
返答を要さない一方向的なものが 40 ～ 50% の割合で
あった。

Ⓨゝෆᐜ
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┦స⏝ᩘ䠖2turn
㛤ጞ(initiation)䠖ᝈ⪅
⤊(termination)䠖PT
図1

相互作用分析の例
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相互作用系列の長さ（turn 数）の変化

4．2 患者・PT の相互作用開始率・終了率の割合
表 2 に，患者・PT の相互作用開始率・終了率の割

4．3 言語分析
図 3 に PT が用いた言語を分類し，生起数の回ご

合を示す。相互作用開始率・終了率の割合は相互作用
における対称性を表す一つの指標となるものである。

との変化を示す。相互作用に比べて，言語分析では，
PT によってある程度，傾向が異なっていた。研究参

統計学的に有意な差がないほど，関係の対称性を表し
ている。表 2 では，それぞれの場面ごとに結果を示し
た。ここでの非対称性は全て，患者の開始率が低く終

加者に共通していることとしては，その他を除けば，
FB がおおよそ 70% 以上を占めており，FB を中心に
歩行練習を組み立ており，その内訳としては KP-FB

了率が高いという結果であった。A’ については初回
こそ対称的な関係であるが，回を重ねる毎に非対称的
となっていく傾向にあった。B’，C’ ともに関係が非
対称で，PT からの相互作用開始が高く，患者の相互
作用終了という結果となった。

に比べて，KR-FB を多く用いる傾向にあった。また教
示については三人称的な教示がほとんどであり，一人
称的な教示は非常にまれであった。
回ごとに有意な差が見られた A 氏と C 氏では，回
を重ねる毎に「その他」の占める割合が増加していた。
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練習で使用される言語の生起率の変化
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A 氏では，初回 10% であった割合が 3 回目には 30%
まで，C 氏については初回 20% 程度であった割合が，

そして，心理的要因とは切り離された形で，《機能
障害の分析》が行われていた。それは主に，【高次脳

50% 以上にまで上昇していた。
「その他」の内訳とし
ては，
「どうでしたか？どんな感覚でしたか？」など

機能障害の関連】と【運動障害の分析】に分類されて
おり，歩行障害はこのいずれかの理由で説明付けられ

の主に歩行に対する患者の主観的評価を尋ねるものが
多かった。「その他」に該当するものは他に，「なるほ
ど」とった患者の意見への承認や精神的なアドバイス

ていた。【高次脳機能障害の関連】は，「ああやっぱり
注意が悪いので，他を見てバランスを崩してしまうん
ですよね。なんか惜しいというか…」というように特

があった。

に注意力散漫という事象が，歩行やバランスに影響を
及ぼしていると考えられていた。
【運動障害の分析】は，

4．4

最も発言頻度の高いテーマであった。実際には「ただ，
下肢の支持性っていうところが上がってきて，まあ筋
緊張自体が少し，上がってきてるんかなという感じで

ついて説明する（テーマを《》，サブテーマを【】と
して記載）
。
（表 3）

すね」と語り，下肢の支持性や耐久性などが頻繁に語
られていた。

PT は，
《心理的要因の考慮》を行い，患者の心理状
態を【モチベーションの状態】と【障害受容の状況】
として理解していた。
【モチベーションの状態】につ

また，歩行をどのように患者に教えるかということ
も頻出したテーマであった。具体的には「まあかなり
非麻痺側の重心移動ですとか，足関節の使い方もすご

いて「声かけの意識ですか？そうですね。できるだけ
よくなったとこをフィードバックしていって，本人の
モチベーションを下げないようにはしていってます」
と語り，歩行能力の向上のために FB を与えて，患者
のモチベーションを促すような方略を取っていた。患
者が練習に能動的に参加できるように PT は常に，外
部からの動機付けを施す必要があり，モチベーション
の欠如は練習の妨げになると考えていた。また，【障
害受容の状況】を念頭に置き，
「けっこう障害の受容
自体もそんなにできてないと思うんです。発症から
2 ヶ月ぐらいは経ったんですけど，まあちゃんと受け
入れはできていない状態ですよね。今後のビジョンが
見えてないっていうのが本人さんの中であるので…」
というように患者の状況を把握していた。ここでの障
害受容とは，段階理論に即して，障害という制約の価
値転換を図るというものであった。患者の障害受容が

い下手なので，上手でないのでまあまずは横への重心
移動から，重心を留めておける訓練とその重心を健側
を使って前に出して…」というように“何を”
，“どの
ように”教えるかという内容が主であり，主に《運動
を教え込む》という一方向的な思考を有していた。

インタビュー結果の質的分析〔PT の臨床思考
に関するシェーマ〕
以下，各々のテーマとそれを構成するサブテーマに

どのような段階にあるのかを想定して，上述したモチ
ベーションの状態と折り合いを付けながら患者に接し
ていた。

表3
䜹䝔䝂䝸䞊

考察

運動学習者が与えられる言語的 FB に依存してしま
い，結果的に学習が阻害されるという FB 産出依存は，
理学療法場面においても起こりうる事態であると考え
られる。練習場面の構造自体が患者の能動性を育まな
いという可能性が存在するのではないか。本研究より，
その理由は主に 2 つ考えられる。
まず第一に本研究の結果，言語分析，相互作用分析
ともに A 氏を除いて時間経過の中で大きな変化がな
かったことが挙げられる。PT の歩行練習における目
的意識は回ごとに異なっているにも関わらず，その介
入方略には大きな変化を認めていない。確かに運動学

PT の臨床思考に関するシェーマ
（インタビューの質的分析）

䝃䝤䜹䝔䝂䝸䞊
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習における言語的 FB に関する知見では，初期のころ
は外的動機付けのため，言語的 FB を与えることによ
りモチベーションを保つことが有用とされている 4)。
しかし高頻度の言語的 FB は，産出依存性を招くこと
が指摘されており，必ずしも常に言語的 FB が動機付
けを促進するとは限らない。本来は学習の段階に応じ
て，その性質も異なってくるはずである。
第二に歩行練習場面における言語分析において，指
示的言語の使用が多かった点である。それは相互作
用分析における turn 数の少なさとしても表れている。
PT は，その中でも KR や KP といった運動に対する
FB を多用する傾向にあった。これについては相互作
用の非対称性でも表されているように，歩行練習自体
が PT 主導で行われており，歩行練習場面では，PT が
“指示する者”そして，患者はそれに“従う者”とい
う構造が形作られており，自ずと外から観察可能な異
常箇所を修正するという目的により FB がなされてい
ると考えられた。それは“運動を教え込む”というこ
とに集約される。インタビューの結果からも PT は“何
を”，
“どのように”教えるかは考えているものの，ど
のように伝わったか，あるいは患者によりどのような
解釈がなされたかは皆無であった。渡部 7) は，教育現
場で，「教え込み型の教育」は従来から行われてきた
が，人間の学習は本来，そのような特質を持っておら
ず，このように「学ばされた」知識やスキルを日常生
活の中で柔軟に活用することは，大きな困難を示すこ
とを指摘している。これは，あくまで教育現場での指
摘であるが，
“運動を教える”という文脈を有するわ
れわれ理学療法の分野でも考慮すべき事項であろう。
近年，理学療法の分野で，言語指示の方法論について
は検討されているが，それらの多くは運動心理学の知
見 8) を援用したものであり，言語を与えるタイミング
9)

や頻度 10)，もしくは注意をどこに向けるか 11) という

議論が中心となっている。PT の言語が，患者の中で
どのように育まれるかという視点はほぼ皆無である。
本研究のインタビューの結果にもそのような発言はあ
まり見られず，患者の主観的経験はほとんど反映され
ているとは言い難い。運動心理学の知見は重要ではあ
るものの，実際に運動を行う者がそこには不在であり，
言語の与え方はどうしても，言語を与えることを強調
し，おのずと PT 主導の「教え込み型の教育」になり
やすいという危険性があるように思われる。

2017

解釈するか？」という問いを内包するものである。ゆ
えにこのような問いかけは学習者自身に自己の運動結
果を見積もることを要求するものであり，Guadagnoli
と Kohl の示した自己評価に類似するものであると考
える。また諏訪 13) はスポーツ実践者の学習過程を分
析し，優れた学習とは学習者自身が自ら新たな問題を
発見するという循環的思考であると指摘しており，問
うことの重要性を述べている。発問の使用は，PT －
患者関係（PT からの一方向的な働きかけ）のダイナ
ミクスを変え得る可能性を秘めていると推察される。
本研究では PT が FB を中心に言語での指示を行っ
ており，非対称的な関係性が形成されることが明らか
となった。しかし，このような練習の構造が患者の認
識に如何なる影響を及ぼすかは推論の域を出ない。今
後は患者がどのように受け取ったかをインタビュー等
を実施し，明らかにしていく必要がある。また PT 間
での傾向の違いについては，特に A 氏において，相
互作用分析，言語分析ともに異なる傾向を見せた。こ
れについて，A 氏は経験年数が若干多いことが影響す
ると考えられる。この点に関しては，今後，データを
蓄積し検討する必要がある。また例数が少なく，PT
の母集団全体にこのような事象が合致するかは不明で
あるため，今後はさらなる検証を行う必要がある。

6

結語

本研究で脳血管障害患者と PT の相互作用を，相互
作用の様態や言語の使用頻度から検討した結果，言語
的相互作用は回ごとの変化がなく，全体的に短い指示
的言語が多く，主に PT から患者への一方向の様態を
示しており，言語については KR，KP などの FB 情報
主体であることが分かった。そのため，練習の構造自
体が患者の能動性を阻害する可能性があることが示唆
された。しかし，言語の使用は回を重ねるごとに，発
問の増加が観察され，PT から患者への一方向の様態
のダイナミクスを変化させ得る可能性があることが推
察された。本研究は，臨床において学習が単に表面的
な行動の変化のみならず，精神心理的な要素を含む複
雑性を有していることを指摘したものである。
本稿は，県立広島大学大学院総合学術研究科提出の
修士論文の一部を加筆・修正したものである。

しかし，A 氏・C 氏において発問を多く含む“そ
の他”の比率が高まっていることは注目に値する。
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The interaction between stroke patients and physical therapists
― Video analysis in gait exercise settings ―
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Abstract
To show the modality of the interaction using the word of patients− physical therapists (PT) in gait exercise settings.
3 stroke patients and the charge PTs participated in this study. We videotaped gait exercise settings situation and made
word for word record. Based on them, we classified the situation of the interaction and the word PT used, and analyzed
occurrence rate. And we conducted semi-structure interview to the PT. It was made total 3 times longitudinally. The situation
of the interaction was mainly the one-way modality to the patient from the PT. The word PT used was the feedback word
as Knowledge of result and Knowledge of performance. But the rate of “others” including a questioning increased every
inning. In the interaction by gait exercise settings, it is suggested that patients are passive and the practice structure itself,
there can be difficulty promoting patients to be proactive. However, from a situation of increasing a questioning, there was a
possibility changing the one-way modality dynamics to the patient from the PT.

Key words: patient-medical staff relationship, interaction, cerebral vascular disorder, motor learning, gait exercise
settings
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