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抄　録

　患者－理学療法士（PT）認識の齟齬がどのような要素で，なぜ起こるのかをあきらかにするため，両者にイ

ンタビュー実施し，その内容を質的に分析した。対象は回復期リハビリテーション病棟に入院している脳卒中片

麻痺者 4 名とその担当 PT とした。半構造化インタビューを入院から一ヶ月毎に縦断的に計 3 回実施した。患者

と PT の齟齬は主に［身体性 (embodiment)］と［生活 (life)］において生じていた。［身体性］については〈身体

の認識〉と〈良くなるという実感〉の相違により，［生活］については〈リスク認知〉と〈生活についての合理

的判断〉の相違から構成されていた。そして，患者はインタビュー初期の頃は，主に［身体性］について語り，

時間とともに徐々に［生活］に語りの軸が移っていく傾向にあった。これらの齟齬は［体験の共有不可能性］に

由来していた。PT には，認識の齟齬を自覚し，患者の認識も体験に基づくものであると認め，相対的に捉える

姿勢が求められる。
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１　緒言

　 現 在， 医 療 の 世 界 に お い て は Evidence based 
medicine（EBM）の思想が提唱され，科学的な医療サー

ビスの提供が推奨されている。しかし，EBM のみで

は高度化する医療や様々な疫学的な知見を臨床の現場

に還元し，個々の患者の最大幸福を実現することは困

難であり，近年これを補完する流れとして「物語に基

づいた医療」（narrative based medicine：NBM）が注目

されている 1)。このような潮流を受け，質的研究が脚

光を浴び，障害を持つとはいかなるものかという当事

者の視点が医療の世界にも浸透しつつある。医療人類

学者の Kleinman2) は，疾患（disease）と病い（illness）
を区別して定義している。前者は医療者の視点から見

た病気であるのに対して，後者は患者の視点または患

者を取り巻く周囲との関係性の中に発生する問題であ

る。病いに由来する当事者の視点は，われわれ医療者

とは異なる独自の視点を持っている。

　上記のような患者と医療者の視点の相違が，ディス

コミュニケーションとして表面化することは医療にお

ける問題の一つとして広く知られている。理学療法診

療の現場において，患者－理学療法士（PT）間の何

らかの齟齬が起因となり，理学療法の実施が円滑に進

まない症例も少なくない 3)。また場合によっては事態

がエスカレートし，担当 PT の変更などの事態に進展

することもある 4)。そのような問題に至らないまでも，

PT の進言が患者にうまく伝わらないなど“齟齬”に

関わる事態は枚挙にいとまがないと思われる。

　このような問題は PT のみならず，医療職全体の問

題であり，特に医師においては従来のパターナリズム

的姿勢の問題が指摘されてきた 5)。そのような事態を

受けて平成 22 年度に改訂された医学教育モデル・コ

ア・カリキュラムでは，求められる人間像は医学的知

識について学習と研鑽を積むことだけでなく，患者と

の良好なコミュニケーションがとれる“対話者”となっ

ており，医療の実践として患者中心の医療（Patient-
Centered Medicine）が広く謳われている 6)。理学療法

分野においてこのような問題を扱った研究は筆者が概

観する限りわずかである。Lewinter と Mikkelsen7) は脳

血管障害患者の語りから，患者がリハビリテーション

を受ける際に，主観的経験の内実を評価されることは

なく，身体的側面のみに注意が払われ，リハビリテー

ションのプロセスにも十分に反映されないことを報告

している。しかし，そのような主観的経験の内容は明

らかにされておらず，そもそもコミュニケーションの

阻害となる両者の認識の齟齬とは何かが明らかになっ

ていない。

　本研究は患者の障害の認識やリハビリテーションの

体験の語りから患者と PT の間にある認識の齟齬がな

ぜ起こるのか，またどのような場面で認識の齟齬が顕

在化するのかを明らかにすることを目的とする。 

２　目的

　脳血管障害患者と PT の認識の齟齬がなぜ起こるの

か，また認識の齟齬にはどのような要素があるのかを

明らかにする。

３　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

る片麻痺を呈した者とした。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る

ことを条件とした。条件を満たし，参加の同意を得

られた 4 名を参加者とした。研究参加者の属性は表 1
に示す。また，補足データとして担当 PT にもインタ

ビューを行った。研究参加者それぞれの担当 PT の属

性は表 2 に示す。

表 1　研究参加者の概要

表 2　研究参加者を担当する理学療法士の属性
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3．2　方法

　各対象者に個別にて半構造化インタビューを実施し

た。インタビュー内容に関しては，自身の身体の捉え

方や練習内容の理解等であった。時間軸での変化を個

別に見るために，インタビューを一ヶ月ごとに実施し，

計 3 回行った。また参考データとして，各患者の担当

PT にもインタビューを行った。インタビューは IC レ

コーダーにて録音し，逐語録を作成した。

　インタビューについては対象者の固有の体験の有様

を研究者が妥当性をもって取り出す現象学的研究に基

づき分析を試みた。分析に当っては患者の語りの中か

ら，PT との意見の相違に関わるデータのみを抽出し

た。まず記述した全ての逐語録を読み，テーマを抽出

し，解釈のアウトラインを作成した。その後，テーマ

ごとに整理を行い，メインテーマ，サブテーマに分類

し構造化した。新たなテーマが抽出された場合は，随

時それを追加した。さらにテーマ間の関係性を理解す

るために，逐語録を丹念に読み込み，推敲を重ねた。

テーマを構造化した後に再び逐語録を読み込み吟味

し，妥当性を評価した。

3．3　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

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。

４　結果

　本研究では，患者と PT の齟齬は主に［身体性

(embodiment)］と［生活 (life)］において生じていた ( メ

インテーマを［］，サブテーマを <> で記す )。そして，

患者はインタビュー初期の頃は，主に［身体性］につ

いて語る傾向にあった。しかし，時間とともに徐々に

身体から［生活］に語りの軸が移っていく傾向にあっ

た。そしてこれらの齟齬は［体験の共有不可能性］に

由来していた（図 1）。［身体性］と［生活］は“齟齬”

の構成的なテーマであり，［体験の共有不可能性］は

形成的なテーマである。なお D 氏においては，3 回の

インタビューを通して“齟齬”が語られることはなかっ

た。また，PT から齟齬が語られることはなかった。

4．1　［身体性 (embodiment)］の齟齬

　［身体性］については〈身体の認識〉と〈良くなる

という実感〉の相違により構成されていた。

1）〈身体の認識〉

　〈身体の認識〉とは，練習時の身体に関わる言語の

意味の違いである。患者と PT が同一の言葉を用いて

いる場合にも，その言葉の示す意味内容は必ずしも一

致しておらず，結果的に齟齬を生んでいた。

A 氏：（PT から）こういう（まっすぐの）姿勢でし

なさいってご指導があったけどね。ここの腰をこっ

ちにひねって出すんじゃ言われたけど，分かりゃし

ません。そうでしょう。理屈で言われても。

C 氏：（PT に）ここ曲がっとる，腰をこっちにって

それ言われても合点がいかん訳よ，わしは。自分で

はしとるつもりじゃけど…不思議なこと言うなっ

て，思う訳よ。

上述のように，例えば PT は患者に対して「まっすぐに」

という言葉を多用しているが，患者にとっての主観的

な垂直という意味と，外部から客観的にみた垂直は異

なっており，そのような差異が意見の齟齬として表面

化していた。また PT の言及する「理屈」と自身の実

図 1　患者 PT 間での認識の齟齬
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践感覚における差異に難渋していた。

2）〈良くなるという実感〉

　患者は医療者や家族などの周囲の人々に「良くなっ

た」という賞賛や叱咤激励を受けるが，表面上はそれ

に賛同するものの，実は自身ではその感覚はよく分か

らないことを表明していた。

A 氏：（PT やお見舞いに来る人が）手でも足でも前

より筋肉が付いたねって，足は特に言うてくださる

ん。ああそうかなあと自分で実感する。自分でこん

なようになったっていう実感はまだない。

そのような周囲からの言葉は，自分では実感のないこ

とを他者から指摘されるということであり，非常に不

可思議なものとして患者には写っていた。またそのよ

うな言葉は時に重くのしかかり，また疑心暗鬼にさせ

るような作用を持っており，ゆえにこのような自身の

感覚と他者の指摘とのずれが齟齬として表面化してい

た。

4．2　［生活 (life)］の齟齬

　［生活］については〈リスク認知〉と〈生活につい

ての合理的判断〉の相違から成っていた。

1）〈リスク認知〉

　〈リスク認知〉については，リスクに対する感度や

重要性についての認識の違いとして現れていた。特に

転倒に関しては PT のリスクの見積もりは大きく，患

者は相対的に小さい傾向にあり，そのようなずれが齟

齬として現れていた。

A 氏：（PT に）何にもせんでベッドおるの嫌だわっ

て言ったら何にもしちゃいかん言われる，転ぶとい

かんって。…そりゃあ確かに先生の言うこと分かる

よ。骨折して戻ってくる人が多いんだってね。それ

だから分かるけどそうしたら，なんにも前進まんな

と思いますよ。 

2）〈生活についての合理的判断〉

　〈生活についての合理的判断〉は生活環境や対処方

略の違いとして現れていた。これについては，患者は

今まで生きてきた経験から独自の判断基準を作り，自

ら対処行動を起こすこととして語られた。

A 氏：家帰ったらこれをやろうと思うってのがある

けど，転んだらいかんから何にも言わんの。もうぼ

つぼつ慣れて自分で工夫せなしょうがないでしょ

う。…私らの年代は，なんでも道具とか，いい機械

使ってやる年代じゃないから，あるもんでちょっと

考える生活してきましたから，（病気になってから

も）それを私，利用しております。

B 氏：（PT が手すりを）つけえって言うんよ。結局

付けるようになった。…安全のために付けましょ

うって。（手すりが）なけにゃあ触らんけど。そう

やろう？

しかし，PT は生活についてもあくまで転倒という医

学的なリスクが最重要として語ることから，齟齬が生

じていた。〈生活についての合理的判断〉と先の〈リ

スク認知〉とは不分離の関係にあった。

3）［体験の共有不可能性］

　上記のような齟齬の根底には患者－ PT 間での体験

の共有不可能性が存在していた。患者は PT との齟齬

の理由を以下のように語り，PT が当事者にはなり得

ないことによる理解の難しさを指摘していた。患者の

語りはそのような PT の立場も理解しつつ，語られて

いた。

A 氏：自分で，自分のからだを理解せんといけんと

思うんです。人様がなってるのみてもわからんかっ

た。なって初めてわかった。

C 氏：だからなあ，自分の体験っていうかそれをみ

んな知っとればいいんやけどな。知らんやろ。それ

をお互いが，知らん同士お互いが，かち合うとるわ

けじゃから，それはなかなかじゃ。

５　考察

　本研究では［身体性］と［生活］が概念として抽出

されたが，両者は全く異なるものではなく，両義的な

ものである。言うまでもなく，生活とはその身体によっ

て成せるものである。その出発点となる身体において，

患者と PT では認識に違いが生じているため，その後

の生活についても認識の相違が発生していると考えら

れる。PT の持つ身体性とは，生理学・解剖学に基づ

く身体の認識であるに対して，患者の持つ身体性とは，

自身の体験に基づく身体の認識であり，両者は必ずし

も一致しない。また生活に関しても，PT が転倒等の

身体的リスク等を絶対的なものとして重きを置くのに

対し，患者は身体的リスクをあくまで要素の一つに過

ぎないとし，相対的に捉えていると考えられる。 
　身体性（embodiment）とは，人間の生にまつわる事

象が，身体によってこの世界に根を下ろしているとい

う事態を表す 8)。Merleau-Ponty9) は，身体とは“もの（客

体）としての身体”であり，かつ“現象としての身体”

であるという，身体の両義性を説いている。“ものと

しての身体”とは，解剖学的・生理学的な身体である
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のに対して，“現象としての身体”は個々人の経験的・

主観的な身体である。ゆえに患者のもつ身体性とは，

“現象としての身体”であり，“もの（客体）としての

身体”つまり厳密な解剖学的な身体とは異なって存在

し，経験に由来する現象であると考えられる。実際に

Kitzmüller10) は脳血管障害患者の語りを現象学的に分

析し，患者は自身の身体を具象化することを指摘して

いる。また山内 11) は脳血管障害患者の回復過程にお

ける語りの分析を行い，彼らの体験を“よそ者の身体”

と表現し，身体性の乖離を言及している。このような

質的研究のみならず，認知科学の進歩が［身体性］の

解明に向けて様々な知見を提供しており，“ものとし

ての身体”と“現象としての身体”のずれは，実験的

手法においても起こりうることがすでに証明されてい

る（例えば Rubber hand12) 錯覚や幻肢）。

　〈良くなるという実感〉の齟齬についても［身体性］

に起因すると考えられる。Jorgensen13) は，PT が“物

理的な身体”と“社会 / 文化的身体”を分けて考え，

治療には前者のみを優先し，後者の身体観をあくまで

会話のための知識としてしか用いないことを言及して

いる。そして「先生はよくなったというけど私はそう

は思わないの」という患者－ PT の齟齬を表す患者の

言葉を紹介している。PT の“良くなる”とは外部か

ら観察した客観的事実に基づくがこれは厳密には良く

なったという結果を語っているに過ぎない。実感とは

広辞苑によると「事物に接したときに現れる生き生き

とした感じ」であり，あくまで内部から湧き出るよう

な実体感である。このような身体へのまなざしの違い

が存在し，患者－ PT 間の齟齬はこの点に起因してい

ると解釈できる。

　続いて［生活 (life)］についてである。星野 14) は，

病いと定義する上でライフ（life）という概念を用い

るのが有効だと述べている。なぜなら英語の life は，

生命，人生，生活といった，日本語では異なったニュ

アンスの言葉を全て包括した語であるからである。［生

活 (life)］の構成するサブテーマとして，リスクと生

活についてを挙げているが，両者は上記の生命，人生，

生活のいずれにも属すると考えられる。例えば，リス

クの大きな要素である転倒についても，確かに生命の

危機としてのニュアンスが強いが，それは生活を変化

させ得るし，今後の人生の在り方にも影響を及ぼすも

のである。そのような事情から，本研究では生活＝

life を採用し，生命，人生を包有した形で表現するこ

ととしている。［生活］の中で特に，語られたのが転

倒に対するリスクについてである。この点での患者－

PT 間での齟齬は，PT が転倒という医学的リスクを最

重要と考えるのに対して，患者は自身のしたいこと，

つまり生活の質と転倒という事態を天秤にかけ，身体

的・医学的リスクと実存的リスクの狭間で揺れながら，

自己決定を行っていると考えられる。なお〈生活につ

いての合理的判断〉についての語りは具体的にどのよ

うな事態を指すかは明確でない。それは端的に言えば

患者の生活の工夫であり，文脈依存的で，暗黙知に属

するものであることに起因すると思われる。本研究は

インタビューにおいて“語る”という方法をとってい

るため，経験の暗黙的な部分を十分に明らかにするこ

とが困難であったと考えられる。

　以上のような齟齬の背景には，根源的には［体験の

共有不可能性］が存在する。それは前述の Kleinman
に倣えば，疾患（disease）と病い（illness）というよ

うに同一の事象でも異なる角度から見れば，全く異な

る様相を呈することに起因していると考えられる。松

繁 15) は慢性の病いを持ちつつ生き，当事者独自の知

恵を身につけた人々を lay expert と表現している。そ

して，特に慢性の病いや障害の生活実践においては，

素人の知の活用が必要となることを言及している。

PT は生物医学モデルを背景にした疾患（disease）に

ついてはある程度，知識をもっているが，病い（illness）
になるということに対しては多くの場合，無知であり，

［体験の共有不可能性］が深く関係していると思われ

る。

　本研究では，PT へのインタビューでは齟齬の認識

は語られることはなく，無自覚であった。これは例え

患者が齟齬を認識していても多くの場合，PT には語

らないということである。患者と医療者のパターナリ

ズム的な関係の中では，医療者による干渉は正当化さ

れやすく，知識量の非対称性等により患者がそれに抗

うことは困難とされており 16)，患者が齟齬を感じても

それを PT に語らない / 語れないことはそのような理

由によると推察される。

　以上のような患者－ PT 間での齟齬は対人関係上，

必然的に起こりうる事態であるかもしれない。また本

研究はあくまで，“齟齬の存在”を言及したに過ぎず，

そのような“齟齬の存在の可否”つまり，齟齬が存在

するとして，それは良いことか悪いことかという判断

については言及できない（D 氏では“齟齬”が語られ

なかったことが良かったとは言及できないことも然

り）。しかし，重要なことはこのような齟齬を減少さ

せる / させないということではなく，齟齬に自覚的で

あることではないか。そのためにも医療者のもつ認識

もあくまで一端に過ぎないという，相対的な視点が必

要となると考える。Anderson17) は無知こそが患者との

対話において重要であるとして「無知の姿勢とは，セ

ラピストのとる一つの構えであり，態度であり，信念

である。つまり，セラピストはひとり特権的な知識を

享受できないし，また他者を完全に理解することはで

きない。他者から常に教えてもらう状態を必要とし，

言葉にされたことされないことも含め，もっとよく知

りたいと思う。このような態度であり信念である」と

述べている。上記のような認識を相対化する鍵となる
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のが，無知の姿勢（not knowing）であると考えられる。 
　本研究の限界としては，担当 PT が比較的，経験の

浅い人に偏っているため，結果が全ての PT に当ては

まるとは限らない。本研究の結果が経験年数に由来す

るものか，もしくはそれ以外の要因が関係するかは不

明であり，今後さらなる研究が必要となる。

　最後に本研究で扱った認識の齟齬は，患者－医療者

の思惑が複雑に絡み合った結果であり，より巨視的な

視点でのアプローチが必要であるかもしれない。現在

は患者 - 医療者間での様々な問題に対して異なる角度

から検討がなされている（図 2）。近年，従来の権威

的な専門家の振る舞いへの反省から，高度の複雑さと

曖昧さを扱う中で常に自らの行為を振り返りながら決

断をする省察的実践家としての医療者像が望まれてい

る 18)。医学教育の分野においても省察的実践家とし

てのプロフェッショナリズムの育成が求められてお

り 19)，理学療法の分野においても検討がなされてい

る 20)。また医療者のコミュニケーション能力の向上を

目指し，心理学的知見を導入した手法が提案されてい

る 21)。さらに京極 22) は二者間での異なる信念の対立

から派生する問題に対しての解決法として“信念対立

解明アプローチ”を考案し，様々な場面で活用されて

いる。各々の理念・手法はそれぞれ教育学，心理学，

哲学といった異なる学問的基盤を持っている。このよ

うな学際的な取り組みが，患者－医療者という狭間で

起こる問題への多様な視座を与えるものであり，本研

究もその一助となれば幸いである。

６　結語

　本研究では患者－ PT 間で起こるディスコミュニ

ケーションなどの要因となる認識の“齟齬”に焦点を

あて，患者の語りからその構造を分析した。認識の齟

齬は，入院初期の頃は身体性（embodiment）について

起こり，徐々に生活（life）へと移行していった。ま

た認識の齟齬は PT が患者の体験を共有することの困

難さから派生していた。このような齟齬を解消するた

めには，齟齬の存在を自覚し，相対的な視点を有する

必要があることが示唆された。本研究は患者中心の医

療（Patient-Centered Medicine）を理学療法分野で実践

していく際の課題を明確化した意味において意義深い

と考える。

　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。
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Abstract

To clarify the factors of and reasons for the discrepancy in communication between stroke patients and physical 
therapists (PT), we conducted interviews with both parties and analyzed the contents qualitatively. The subjects were four 
patients with stroke hemiplegia, who were hospitalized in the comprehensive rehabilitation ward, and four PTs in charge 
of the patients. A semi-structured interview was longitudinally conducted thrice in total every month since hospitalization. 
Discrepancies in communication between patients and PTs occurred primarily in “embodiment” and “life”. Those about 
“embodiment” consisted of the difference between “risk perception” and “reasonable judgment about life”, and about “life” 
were due to the difference between “body perception” and “feeling of recovering”. Additionally, in an earlier interview, the 
patients mainly talked about embodiment, and the theme of their narrative gradually shifted to life. These discrepancies were 
derived from “sharing impossibility of experience”. The PTs must know these discrepancies, acknowledge that recognition 
of the patients is also based on experiences, and adopt a tolerant attitude.

Key words: patient−medical staff relationship, discrepancy, cerebral vascular disorder, interview, qualitative analysis
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