
第６回 人間再生研究会
症例研究

脳血管障害患者の語り
ー映像会話分析を通してー

富士リハビリテーション専門学校 三田 久載
（静岡大学大学院人文社会科学研究科臨床人間科学専攻ヒューマンケア学コース）



問題意識
 脳血管障害を患うと、様々な症状が出現する

身体に運動麻痺や筋緊張異常といった運動の障害
感覚鈍麻や痛み、痺れといった感覚の障害
失語症や失行症、空間認知障害などの高次脳機能障害

→身体運動や日常生活動作、社会生活が難しくなる
→以前と同じ生活を送ることが出来なくなってしまう
→病院や在宅に於いて、理学療法・作業療法・言語療法の
リハビリテーションを実施することとなる。



リハを始める際、脳血管障害者には
戸惑いや混乱が生じる。

「今まで通りに身体を動かそうとしても、
思うように身体が動かない」



健常時は…

 ほぼ無意識的に身体運動や日常動作をしてきた。

 多少の困難や努力が必要になった時でも、意識的に動かした身
体で思うように問題を解決してきた。

 いつも通りの運動パターンが崩れても瞬時に感じ取った身体感
覚をもとに意識的に運動をプログラミングして運動や動作を遂
行しようと調整できてきたのである。



脳血管障害により生じた機能障害を有す
る身体では、このようにはいかない

 病前と同じように、違う運動パターンで動かそうとしても思いどおりには動
かない

 どのように動いているのか感覚的にも分かりづらい
 思うように動かすには、どのようにしていいのかも分からない

 病前の身体とは全く別物の身体のように感じてしまう
→にも関わらず、日常生活の中では「その」身体で生活しなければならない。
動くことに対し、絶えず意識的に努力する、もしくは全く努力しないで生

活している。



その結果
 二次的な障害が生じる原因となる可能性が高い。

過度な努力を選択した場合
動作時筋緊張の亢進
痛み

努力しないという選択の場合
麻痺側の手足に対する注意力が低下
廃用性の筋萎縮

→本人の選択した方法がマイナスに働いてしまうこともある



しかし…患者が何をしようとしているか・
どの様に動こうとしているかは、分かりづらい

 無意識に動かせない身体や思い通りに動かせない身体を持つ脳血管障
害者に対しインタビューすることは、リハビリテーションをすすめて
いく上でとても大きな意味がある

・どのような感覚が湧き上がるのかという身体感覚
・どのように動いているのかという運動認識
・どのように意識的に動こうとしているのかという運動戦略

⇒上記を踏まえた理学療法展開が重要ではないか



そこで本研究では

 脳血管障害を患ったことで日常動作に困難を生じている方たちを対象

 感じにくい身体をどのように認識しているのか
動かしにくい身体で運動することをどのように認識しているのか
身体をどのように動かそうとしているのか
リハビリテーションをどのように受けているのか などなど



【方法】

 対象：脳血管障害の発症から半年以内
回復期リハ病棟へ入院しながら理学療法を受けている方
研究内容に理解と協力の得られた方
年齢65歳以下
脳血管障害以外の器質的な身体障害を持たない方
インタビューが可能なコミュニケーション能力のある方



インタビューガイド
〈初回インタビュー〉
 脳卒中になられた時の事を教えていただけますか？
 いまの体のことを教えていただけますか？
 いまの手足の動かしやすさ、動かしにくさを教えてください。
 リハビリ開始当初と比べて、手足の動かしやすさには変化がありますか？
 いま一番困っている動作は何ですか？その時に、どこの動きを良くしたいですか？
 リハビリや理学療法士に臨むことは何ですか？
〈運動・動作中インタビュー〉
 運動・動作内容①他人に動かされる時には、どのように感じますか？

②自分で動かす時は、どのように感じますか？
③立ち上がる、歩く時、手足はどのように感じますか？

〈運動・動作後インタビュー〉
 私に手足を動かされているときのことを教えてください。
 自分で手足を動かしているときのことを教えてください。
 立ったり、歩いたりしているときの手足のことを教えてください。



手順
1. 研究協力同意書へのサインしていただく。
2. インタビューの行える静かな環境において、今の身体に関することや
身体感覚のこと、運動しようとする時のことに関して半構造化面接を
40分～60分程度実施する。

3. 数日後、40分程度の運動や基本動作をしながら身体認識・運動認識に
関してしてインタビューしていく。
その際、その映像と音声をビデオカメラで録画する。

4. その後、同日中に、インタビューの行える静かな環境において、運
動・基本動作場面の映像を見ながら40分～60分の半構造化面接を実施
する。

5. インタビューデータを文字化して逐語録を作成



分析

 シングルケースにおけるインタビューデータからその文脈
を読み取りし、修正版グラウンデッド・セオリー・アプ
ローチの手法をもとに分析する。

 分析する。

 対象者の身体認識や運動認識、身体運動時における運動戦
略に関する部分を抽出し、その文脈内での関係性を検討す
る。



【倫理的配慮】

 本研究は、静岡大学「ヒトを対象とする研究倫理委員会」の承認
を得て行われている。

 研究協力に際しては、研究協力者の自由意思を尊重するとともに、
意思決定のための情報提示および質疑応答を十分に行っている。
また、研究協力者のプライバシーが守られることを十分に配慮し、
インタビュー中の音声データや映像データ、逐語録は厳重に管
理・保管している。

 インタビュー後にはフォローアップの時間を取るとともに、協力
者からの感想や質疑を伺っている。加えて、逐語録および所感を
リハ対応セラピストおよび所属部署長へ報告し、研究協力者の今
後のリハへの参考として頂いている。



症例紹介：Dさん

 ５２歳 男性
 右被殻出血（H26.2.23発症、H26.4.8転院）
 PT評価（H26.7現在、担当PTより）

BRS：上肢Ⅲ／手指Ⅲ／下肢Ⅳ

tones：上肢hyper／下肢hyper
ROM：肩屈曲・外転90度(P)／足関節背屈0度(P)
sensory：表在＝上肢中等度鈍麻／下肢軽度鈍麻

深部＝上肢中等度鈍麻／下肢中等度鈍麻
動作：起き上がり自立、立ち座り自立、移乗自立
歩行：屋内近位監視レベル（T-cane使用、インソール使用）

膝屈曲位でのIC／軽度ぶん回しのswing



コード１：誤った努力

 さっきも言ったように、初めの頃は全然体も柔らかかったから、た
らんたらんで、むしろ力が入らない感じだったから。それでそれま
ではね、一生懸命、手が硬くなってくるからねって言われてたから、
一生懸命ボール握ったりしてたんだけどね。実際、まだ柔らかかっ
たから良かったんだけど。いつそうなったかは覚えてないんだけど、
知らない間にだんだん硬くなってきて、手も上がんなくなってきて。
前は、だらんだらんの時は、反対の手で持ち上げればバンザイが出
来たんだけど、それもだんだん出来なくなってきて。痛くなってき
て、みたいな感じ。

⇒手が硬くならないためにはリラックスやストレッチングが必要である
が、逆の対応である筋収縮させる運動をしている。



コード２：回復に向けた誤解
 今のほうが全然力が入るようになったけどね。で、そういう、この
病気の特有のあるじゃん。この硬いのが取れてくれば動くようにな
ると思ったんだよ、手もね。始めは。手はそれからリハビリやって
きて、だんだん柔らかくなってきたにも関わらず、全然動いてこな
いから、やっぱそういうことじゃないんだなって。硬さが邪魔して
力を入れてもそういう伝達がうまくいかないのかなって。筋肉が勝
手に硬くなっちゃってね、筋肉に力を入れても硬さが邪魔してるの
かなって、それはずいぶん思ってたんだけど、硬さが取れても全然
動かないから、あ～やっぱそういうことじゃないんだなって。

⇒手足が思うように動かない原因には筋緊張だけの問題ではなく運動
麻痺や感覚障害、高次脳機能障害などあるが、硬さひとつにしか注意
が向いていない。



コード３：内緒の自主訓練
A 足首？足首はなかなか自分で動かせないからさ、やっぱ、なんか硬

い感じがするよね。でも、自分で触ってやるとうごくからさ、固い
わけじゃあないんだなって。ガチガチに固まっちゃってるわけじゃ
ないんだなって。ただこの足首を動かすね筋肉が落ちちゃったのか、
筋肉に上手く指令がいかないだけなんだなって。そういう感じはし
ているけどね。動かないんじゃなくて、動かせないんだなって。だ
から、前はこうやって車いすを左足をこうやって見たり、こういう
風にしてみたりしてたけど。なんとか動くようにならないかなって。
これを柔らかくしようっていうかさ、出来るようになりたいなって。

Q それは訓練で教わったんですか？
A 全然。自分で勝手に。見つかったら怒られたかもしれないけどさ。
Q え、それは何でですか？
A ほら、足挟んじゃったりするかもしれないじゃん。



コード４：歩きたいように歩く

 そうでね。まだ、そうですね。やっぱ、いろんなこと考えながら歩い
ちゃっているからね。やっぱ、いろいろ注意点を言われるじゃない。だも
んで、そういうことを考えながら歩くじゃない。でも、時々ね、担当が変
わるじゃない。違う人がやってくれる時に、違うことを言ってくれる人も
いるんだよね。そうすると、どっちが正しいんだか考えちゃって、頭が混
乱してきちゃうんだよね。そういう時にはね、一切ごちゃごちゃ考えずに、
自分が前に歩いてた時の、こうなる前の感じで歩くようにしてる。いろん
なことを考えずに、歩きやすいように歩けばいいんだみたいな感じで。そ
ういう風に思うこともあるけどね。でも、だんだんリハビリやるたびにい
ろんなこと指摘してくれる人がいるから良いとこどりで、いいとこいいと
こ取ってその中で消化しながらやっていけばいいやみたいなのも感じるよ
うになってきた。やっぱ、一人の人でやっていくとさ、やっぱね、なんて
いうのかな。いろんな角度というかさ、視点が入ったほうがいいのかなっ
て。その人が指摘するってことは直接思ったから言うんであってさ、そう
いういとこもあるんだなって捉えてさ、客観的に見てね、そのほうがいい
のかなって。それはすごくやってて感じるよね。



コード５：独自の試行錯誤

A ここをね、リラックスしているときは比較的こうしていられるんだけど、ここを上げたりと
か浮かせた瞬間に足がこうなっちゃうんだよ。それを自分で分かっているもんで、こうなっ
ているときは落ち着かせるとか。そうしないと、ずーっとこうして硬くなっちゃうから。

Q では、例えば、足を上げる時にもそこに力が入り始めたら無理しすぎないなんてこともあり
ますか？

A うん。
Q それは素晴らしいですね。そのようなことは、リハビリで指導されたんですか？

A 特になかったね。
Q では、Dさんがリハビリをやってきて、ご自身で落としどころを見つけたんですか？

A だから、歩いているときの左足を降り出す時に、要はここがね、よく硬くなって張ってたか
ら、無理に左足を出そうとするのを意識的にやりすぎだよみたいな。結局、それをしようと
するから浮いてるもんで、浮いてるから強くやろうとするもんで足も曲がってきちゃうん
じゃないかって。だから、なるべく小股で、左足を降り出す意識をなくしながら歩いてたん
だけどね。

Q そういうところを注意してこられたんですね。



コード６：出来ないもどかしさ

 うん、分かってた。今だってそうだけど、手を動かそうと思っ
てもさ、やっぱ、療法士さんがここに力入れてってやるんだけ
どさ、そんなこと分かってんだよ。それができれば始めから動
くんだから。だけど、そこに一生懸命力を入れようとすると余
計なとこに力が入るんだよ。足に力が入っちゃったりね。だか
ら、そこじゃないそこじゃないって言われても、そんなこと分
かってるわって言いたくなるんだよ。やっぱ、力を入れようと
すると、余計なとこに力が入っちゃうんだよね。だからやっぱ、
それがね脳のどっか伝達がおかしくなっちゃってるからそうな
るんだろうけども。自分の思ったように動かないって言うのか
な、力が入んないっていうのか、そいうことだよね。



コード７：セラピストの勘違い

Q
ちなみに、そういう硬い時に、リハビリやって硬さがとれたみ
たいなことってありますか？それとも、１日中硬いままです
か？

A そういうときはねえ、揉んでももらって一時的に良くなるとき
もあるんだけど、ほら柔らかくなったって、ああそうだねって。
だけど、そう言う日はとたんに戻っちゃう。やっぱ全身に力が
入ってるんだろうね。分かんないけど。



コード８：患者の気遣い

A だから今みたいにさ、体が少し体重が後ろに残っちゃう、
だからね足が擦ったりしちゃう、そういう時はさ、もっと
前に前に行けって言われるもんで。でも、そういう時は早
く歩いちゃうじゃん、テンポが。担当のＰＴさんは早く歩
くなっていうし、もう一人の人はもっと前に行けっていう
し、どうしたらいいんだよみたいな時があるんだよね。そ
ういう時はね、もう自分でね、歩きやすいように歩くみた
いな、そういう風にしている、俺はね。

Q 今みたいな話を言ってくるセラピストに言ったりしたこと
ありますか？

A やっぱさ、言うとさ気分悪くすることもあるかなって思う
んでね、一応は気を使っているんだよ、これでも。



コード９：改善につながる訓練

 そんな中で、担当の療法士さんが休みで違う療法士さんにねやって
もらった時に、要は、土踏まずのところにソール？入れて靴を履か
せてくれたんだよ。そこでなんかピピン!!てきて、あれって思って。
そうか、足着いてるんだよって感覚の刺激を入れてやると、なんか
足着けてるもんで膝がグーッと伸びてくるような、自分のイメージ
として出来てきて、どんどんどんどん高くしてってやってみたら、
やっぱ飛躍的に膝が伸びるようになってきたもんでね。踵から着け
るようになったんですよ。だからね、刺激が入ると、昔歩いてたイ
メージがよみがえってくるっていうかさ。あ、これってなんかすご
く大事だなって、そん時はすごく思ったんだよね。



コード１０：回復への糸口

 立ってね、左足がちゃんとつけてるなっていう感覚がある
と、腕のほうの力がスーッと抜けてくるんだよ。これは前
からなもんで。必ず、歩くときや立った時にね、踏みしめ
るというかちゃんと着けてるなっていう感覚を送ってあげ
ると、しばらくすると抜けてくる。抜けてくるのは分かる
んだよね。入るのは分からないんだけど。スーッと腕が下
りてくるもんで。だから、そうなってから歩くようにはし
てるんだけどね。あーちょっと落ちたなと思って、力が抜
けたなと思って歩き出すじゃん。そうすると歩き出すとま
た上がってくるから、あー俺、どっかに力が入っちゃって
るんだなーって思ってさ。



３つの概念
 コード１：誤った努力 ⇒ 独自理解の現実
 コード２：回復に向けた誤解

 コード３：内緒の自主訓練
 コード４：歩きたいように歩く
 コード５：独自の試行錯誤 ⇒ 互いの努力のすれ違い
 コード６：出来ないもどかしさ
 コード７：セラピストの勘違い
 コード８：患者の気遣い

 コード９：改善につながる訓練 ⇒ マッチングセラピー
 コード１０：回復への糸口



 リハ開始時の患者は、「回復に向けた誤解」により「誤った努
力」で少しでも回復に近づこうとする【独自理解の現実】を生き
ている。

 そこから始まっていくリハビリテーションでは、「出来ないもど
かしさ」や「セラピストの勘違い」、「内緒の努力」のような
【互いの努力のすれ違い】が生じる。そのため、患者は「歩きた
いように歩く」であったり「独自の試行錯誤」を繰り返す。しか
し、「患者の気遣い」により、あたかも相互行為が成立している
かのようなセラピー場面となっている。

 そのような中で、「回復への糸口」や「回復につながる訓練」を
頼りにしながら【マッチングセラピー】へと展開していくことが
重要である。



まとめ
 患者は回復を考え、試行錯誤の中で身体を動かしている。それをセラピ
ストが理解するのは至難の業である。そこには、誤解や行き違い、勘違
いなどがあることを前提にすることと、それらを踏まえたが対応が必要
である。

 回復に向けた可能性（可変性）を探していくことは、試行錯誤から生ま
れる。試行錯誤はセラピストだけで行うものではなく、セラピストと患
者の相互行為の中で進んでいく。そこには会話が必要であり、言語や文
脈を分析することあ重要となる。一般的なリハビリテーション評価を
ベースにしながらも、回復につながる言語を患者から引き出そうとする
プロセスが重要である。

 回復には患者が回復できると実感できる経験が必要である。本人が経験
できたのかを確認するには会話するするしかない。その会話の中で、そ
の経験生かし方へ展開していくことで自立に向かうのではないか。



終わりに

 今回の発表は執筆中の修士論文のために収集したデータを
1症例に的を絞って発表形式にしたものである。修士論文
では複数症例で分析する予定である。

 相手の言葉を解釈し相互理解を深めることが治療効果に反
映すると考える。

 発表中に焦点化されたものは患者の言葉であり、担当者に
対して意図を持ったものではない。この研究に協力してく
れた担当者には感謝する。
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