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ケース会議の分析における8分間セグメント採用の
　　　　　　　　妥当性に関する一考察

岡　部　克 已＊・中 村賀陽子＊＊

　本研究では、言語障害の治療・指導に携わる臨床者の臨床能力を向上させるために

ケース会議を行う際、ケース会議の分析におけるスモール・セグメント採用のあり方

について検討することを目的とした。そこで、SupervisoryTransactiona1System（STS）

を使用し、ケース会議の会議内容全体を代表するものとして、8分問セグメントを採用

することの妥当性について検討した。このため、会議内容の分析結果指数と8分間セ

グメントの分析結果指数について、t検定を行い、又、両者間の相関係数を求めた。そ

の結果、会議の中程からランダムに抽出したスモーノレ・セグメントによって会議全体

を代表させる場合、5分間セグメントを3分間延長して8分間とした方が、5分間セグ

メントに比べて、代表性がより高いとは言えないという事が明らかにされた。
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言語病理学　会議効果　ケー

I．間題および目的

　言語障害の治療・指導に携わる臨床家に対し

て質の高いスーパービジョン（指導・監替）を

行うことは、臨床能カの向上を図るという事だ

けでなく、それが最終的には言語障害児・者の

教育・福祉に反映されるという点で大変重要な

ことである。

　Oratio（198211〕）は、スーパービジョンの会議

場面を分析するThe　Supervisory　Transac－

tiona1System（以下STSと略す）を開発した。

又、彼は、会議の中程からランダムに抽出され

た5分問セグメ’ントは、会議全体を最も良く代

表するものである、と述べており、会議の最初

の5分問と最後の5分問は選ぶべきではない、

としている。姉崎・岡部（19851〕）は、Oratio

（198211〕）の開発したスーパーバイザーVS．治

療者間の分析システム（STS）の日本語版を作

成し、これを失語症に関するグループ・ケース

＊心身障害学系

舳伊勢崎福島病院

会議に適用した。この研究では、サンプル数が

少ない（10回のケース会談）ことから、グルー

プ・ケース会議にSTSを適用する場合の5分

問セグメントの妥当性について、再検討する事

が今後の課題として指摘された。又、複数の評

定者による分析結果の一致度の検討も必要であ

ると考えられた。中村・岡部（19898））は、対象

会議数を増やし、複数の評定者によって分析の

客観性を吟味した。そこでは、四つのカテゴリー

群において、会議内容全体と5分問セグメント

との問でt－teStを行った結果、二つのカテゴ

リー群で有意差が認められた為、5分問セグメ

ントを若干延長して検討することの必要性が示

唆された。以上の先行研究を踏まえて、本研究

では、会議の中程から抽出するスモール・セグ

メントの妥当性をより厳密に検討するため、こ

れまで慣習として行われてきた5分間セグメン

ト抽出に対し、8分問セグメントを採用して分

析する。具体的には、STSを使用して、ケース

会議を分析することによって、全会議内容の質

を任意に抽出した8分間セグメントの質によっ
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て代表できるかどうかを検討することを目的と

する。

II．方　　法

1．分析対象

以下に示す2点を分析対象とする。

1）ケース会議ごとの全会議内容。但し、中村・

　岡部（19898〕）の研究において収集したデータ

　を使用した。

2）ケース会議ごとに、任意に抽出した8分間

　セグメント。これは、中村・岡部（19898））の

研究において用いて5分間セグメントを3分

間延長したものをデータとして採用した。セ

　グメント任意抽出に関しては、原則として、

全会議時間の中間か一ら8分間をデータとして

採用する。その際、明らかに不適当と判断さ

れる場合には、その箇所を除外し、その前後

　の8分間をデータとして採用する。不適当な

箇所としての大まかな基準は、中村・岡部

　（19898））の研究で用いたものに準じた。すな

わち、一人の発話時問が3分を越える箇所、

及びスーパーバイザーと臨床・観察者の発話

のやりとりが5回以下の場合は、これらを除

外した。但し、ここで臨床・観察者とは、言

語治療士と観察者、又は学生臨床者と他の学

Table1

　生のことである（以下、臨床・観察者と略す）。

　なお、上記1及び2においては、スーパーバ

イザーと臨床・観察者との発話内容に限定し、

発話のやりとりを分析対象とする。また、臨床・．

観察者同士の発話のやりとりは、グループ用

STSの分析カテゴリーシステムでは分析不可

能であるため、分析対象から除外する。

2．分析カテゴリーシステム

　本研究では、ケース会議の分析における5分

問セグメント採用の妥当性に関する中村・岡部

（19898〕）の研究で使用したものと同じ日本語

版グループ用STS（以下、STSの略す）を用い

る。STSの分析カテゴリーシステムの概略を

Table1に示す。STSの分析カテゴリーシステ

ムは、ケース会議の発話内容を分類し、評価す

るための、スーパーバイザー用カテゴリー7個

と臨床・観察者用カテゴリー4個の合計11個の

カテゴリーを持っている。各カテゴリーは3段

階の質的機能レベルより成り、スーパーバイ

ザー側は、会議環境カテゴリー群（カテゴリー

1，2，3，4）と成長促進カテゴリー群（カテゴ

リー5，6，7）から成り、一方、臨床・観察者側

は、自已反省カテゴリー群（カテゴリー8，9）

と方策提供カテゴリー群（カテゴリー10，11）

から成る。Table1にその概略を示す。

分析カテゴリーシステムの概略

カテゴリー カテゴリーの名称 カテゴリー群の名称

1 感情移入

ス 2 肯定的評価

1 会議環境カテゴリー群
ノく 3 誠実な態度

1
ノ寸 4 具体的指導
イ
ザ 5 観察や情報の提供または要求

1
側 6 問題行動の指摘 成長促進カテゴリー群

7 治療方策の提供または要求

臨 8 観察や情報の提供または要求
床 白己反省カテゴリー群

● 9 臨床的白已探究
観
察 10 問題行動の指摘
者 方策提供カテゴリー群
側 11 治療方策の提供または要求
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　グループ用STSの分析カテゴリーシステム

は、その一部を資料として添付した（附表3を

参照）。

3．分析処理システム

　STSの分析処理システムは、分析処理システ

ム（A）と分析処理システム（B）より成る。分

析処理システム（A）及び（B）は、本論文末に

示した（附表1及び2参照）。

　分析処理システム（A）では、ケース会議ごと

の機能したグカテゴリー・レベルについて、機

能した時間（秒）、事象数、効果的レベルが算出

される。また、分析処理システム（B）では、分

析処理システム（A）の結果に基づいて、ケース

会議ごとの、スーパーバイザー側と臨床・観察

者側の両者の事象数の総合計や時問総合計、ま

た各カテゴリー群の機能した質（各結果指数）、

さらにケース会議の質の総合的評価である会議

効果が算出される。

4．分　　析

　ローデータの収集方法は、毎回のケース会議

内容をカセット・テープレコーダーに録音し、

それを再生して全会議内容をすべて文章化す

る。また、複数の人が同時に発話した場合には、

その時の状況で最も優勢な発話をデータとして

採用した。次に、文章化された内容を、STSの

分析カテゴリーシステムに従って、該当するカ

テゴリー及びレベルに分類する。但し、全会議

内容の中には、臨床・観察者同士の発話も発現

したが、これは分析対象から除外した。分析手

続きは以下の通りである。

1）ケース会議ごとの全会議内容を文章化する

　（28回分）。

2）文章化した全会議内容をSTSを用いて該

　当するカテゴリー及びレベノレに分類する一。尚、

　カテゴリー及びレベルの分類は、研究者の主

　観を排除するため、厳密に言えばケース会議

　に参加した者以外で、STSの使用に熟練した

　者が当たるべきである。しかし、本研究にお

　いては研究実施上の制約、特に研究スタッフ

　の不足により、研究者の一人、中村がこれを

　担当した。

　又、評定者の一致率についても、5分問セグ

メントを使用して行った中村・岡部（19898））

の研究結果に準じた。すなわち、ケース会議

2例をとり上げ、3名の分析者（研究者外2名）

で評定の一致率を求めた。分析者の一名は筑

波大学教育研究科修士課程学生（1年生）であ

る。他の一名は某病院に勤務している言語治

療士である。カテゴリー別の3者の一致率は、

ケース会議第一例で99．5％、第二例で91．5％

　とかなり高いものであった。このことは、スー

パーバイザーの発言を二つのカテゴリー群に

分け、また、臨床・観察者の発言を二つのカ

テゴリー群に分ける際、その分類が評定者に

よって食い違うことは非常に少ない事を示し

ている。又、3段階のレベル評定においても、

評定者間がかなり一致した分類がなされるこ

　とを示している。従って、このSTSを用いる

場合、データのカテゴリー分類・評定の際の

客観性は、かなり高い信頼性があると言えよ

　う。

3）ケース会議ごとの全会議内容を録音した

テープを再生し、ストップ・ウォッチを用い

て機能した各カテゴリー・レベルの時間（発

話時問）を測定する。

4）分析処理システム（A）を用いて、機能した

各カテゴリー・レベルの発話時問をもとに、

事象数と効果的レベルを算出する。但し、発

話時問の3秒を単位として1事象とみなし、

レベル値と事象数の積を効果的レベルの値と

する。また、発話時間が3で割り切れない場

合には、小数第1位を四捨五入した値を事象

数とし、さらに、1回の発話時間が1秒以上3

秒未満の場合でも、発話があったとみなして、

これを1事象とレてカウントした。

5）分析処理システム（B）を用いて、スーパー

バイザー側と臨床・観察者側の両者のカテゴ

　リー群の機能した質、すなわち、各結果指数

　（X。、X。、X。、X。、T）を算出する。但し、

小数第3位を四捨五入する。Table2に各結

果指数の名称とその記号を、また、Table3に

各結果指数の算出方法を示す。
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Table2　各結果指数の名称とその記号

スーパーバイザー側

会議環境指数　　X1

成長促進指数　　　X。

臨床・観察者側

白己反省指数　　　X。

方策提供指数　　　X。

会議効果丁

6）各ケース会議の全会議内容の中程から、任

意に抽出した8分間セグメントに関して、分

析処理システム（A）及び（B）を使用するこ

　とによって、機能したカテゴリー・レベルの

発話時間、事象数、効果的レベルを算出し、

さらに、各結果指数（X。”、X。”、X。”、X。”、

T）を算出する。但し、小数第3位を四捨五入

する。また、全会議内容の分析結果と区別す

る意味で、各記号にプライム符号（1）を付記

　した。

7）全会議内容の各分析結果指数（X。、X。、X。、

X。、T）と8分問セグメントの各分析結果指

数（X。”、X。”、X。”、X。”、T”）とのそれぞ

れ対応する結果指数同士について両者問の相

関係数を算出し、また、t検定を行う。両群の

相関については、ピアソンの相関係数により、

小数第3位を四捨五入する。

8）ケース会議ごとの全会議内容の分析におい

て、算出した各結果指数を図表化する。

皿．結　　呆

1．ケース会議の実施状況

　失語症グノレープ訓練ケース会議及び症例報告

ケース会議は、合計28回実施された。失語症グ

ループ訓練ケース会議の実施状況をTable4

に、症例報告ケース会議の実施状況をTable5

に示した。失語症グループ訓練ケース会議は、

合計18回実施され、1回30～70分程度であっ

た。出席者は、研究者の一人、岡部が指導教官・

スーパーバイザーとして参加した外、修士課程

1，2年生及びボランティアの人々であった。症

例報告ケース会議は合計10回実施され、1回

30～50分程度であった。出席者は上記指導教

官・スーパーバイザー及び修士課程1，2年生と

研究生であった。

2．8分間セグメント採用の妥当性に関する分

　析結果

1）8分問セグメントの分析結果

　本研究では、分析対象として、28回のケース

会議の全会議内容と会議の中程からランダムに

抽出した8分間セグメントを用いた。ここでは、

会議内容全体と8分間セグメントを比較する。

　以下、Tab1e6及びTable7に失語症グルー

プ訓練ケース会議及び症例報告ケース会議の全

会議内容の分析結果指数を示す。

　また、Table8及びTable9に全会議内容の

事象数を示す。

Table3 各結果指数の算出方法

結果指数 算　　出　　方　　法

一X。
会議環境カテコリー群における効果的レベルの合計　　　　　　　　　　　　　　　事象数の合計

一X。
　　　　　一、　　　　　　効果的レベルの合計成長促進カァコリ」群における　事象数の合計

一X。
　　　　　一、　　　　　　効果的レベルの合計自已反省カァコリー群における　事象数の合計

x、
　　　　　一、　　　　　　効果的レベルの合計方策提供カァコリ』群における　事象数の合計

了
一　　一　　一　　一　　　1（X1＋X2＋X3＋X4）×一　　　　　　　　　4
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　　Tab1e4一　失語症グループ訓練ケース会議の実施状況．

回 期　日 会議時問
スーパーバイザー

臨床・観察者
出席者の合計

1 S．60　3月22日 58（分） 指導教官 S　T（1）MC学生（2）その他（1） 5（名）

2 4月5日 48 同　上 S　T（1）MC学生（1）その他（1） 4

3 4月19日 69 同　上 S　T（1）MC学生（2）その他（1） 5
＾4 6月14日 45 同　上 S　T（1）MC学生（2）その他（2） 6

5 6月．28日 44 同　上 S　T（1）MC学生（2）その他（2） 6

6 7月12日 51 同　上 S　T（1）MC学生（2）その他（2） 6

7 7月26日 52 同　上 S　T（1）MC学生（1）その他（1） 4

8 9月6日 30 同　上 S　T（1）MC学生（2）その他（1） 5

9 9月20日 33 同　上 S　T（1）MC学生（2）その他（3） 7
10 10月4日 45 同　上 S　T（1）MC学生（2）その他（1） 5
11 S．615月16日 45 同　上 ST（1）MC学生（2） 4
12 5月30日 35 同　上 ST（1）MC学生（2） 4
13 6月13日 30 同　上 ST（1）MC学生（2） 4
14 6月27日 44 同　上 S　T（1）MC学生（2）その他（1） 5
15 7月11日 40 同　上 ST（1）MC学生（2） 4
16 9月5日 34 同　上 ST（1）MC学生（2） 4
17 9月19日 42 同　上 ST（1）MC学生（2） 4
18 10月17日 39 同　上 ST（1）MC学生（2） 4

Tab1e5 症例報告ケース会議の実施状況

回 期　　日 会議時問
ス」パーバイザー

学　　　生
出席者の合計

1 S．61　5月24日 43（分） 指数教官 MC学生（4）研究生（2） 7（名）

2 6月6日 40 同　上 MC学生（4）研究生（2） 7

3 6月27日 52 同　上 MC学生（4）研究生（2） 7

4 9月12日 50 同　上 MC学生（3）研究生（2） 6

5 9月19日 38 同　上 MC学生（4） 5

6 9月26日 33 同　上 MC学生（3） 4

7 10月3日 37 同　上 MC学生（3） 4

8 10月17日 42 同　上 MC学生（2） 3

9 10月23日 39 同　上 MC学生（2） 3
10 11月7日 43 同　上 MC学生（3） 4
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Table 6 

　　　　　ケース会議　　　　　　　の回数各結果指数

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 平均

一
X
、

2，832．712．402．902．712．832．822．682．652．772．902．572，862．512．832．992．842．992．77

■
X
。

1．571．431．541．53一1．70 1．781．492．042．011．661．451．631I44 1．061．832．161．691，511．64

一
X
竃

2．572．282．942．982．944．932．892．972．882．832．912．912．952．962．972．992．962I97 2．88

一X。
2．002．572．642．242．162．001．002．602．552．592．652．883．002．892．892．002．502．302．41

一
丁

2．242．252．392．412．382．392．052．572．522．462．482．502．562．362．632．542．502．442．43

Table 7 ~i~~!1~~:lh~r-;~A~~O)~~~~i~F~9s~~'~a)~~f~~~~~~ ~~t 
= 

　　　　　ケース会議　　　　　　　の回数各結果指数

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 平均

■
X
I

2．932．842．882．662．832．782．362．862．942．692．78

一
X
。

1．791I88 1．861．921．561．771．601．881，731．791，78

’
X
。

2．892．762．962．872．932．762．922．722．922．912．86

一X。
2．482．022．852．412．882．462．002．633．002．772．55

一
丁

2．522，382．642．472．552．442．222．522．652．542．49

Table 8 ~:~f~:~i)~ 7~ll~~:~r-;~~~~o)~~~~~F~:]~~="~o)~:~~~~ 
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　次に、Table1O及びTable11に各ケース会

議の8分問セグメントの分析結果指数を示す。

但し、Tab1e10において、算出不能な結果指数

は一で示した。

　8分間セグメントの分析では、失語症グルー

プ訓練ケース会議において、8分間セグメント

抽出の際、機能しないカテゴリー群が発生する

の）を防ぐため、ある程度の基準を設けた。すな

わち、一人の発話時問が3分を越える箇所、及

びスーパーバイザーと臨床・観察者の発話のや

りとりが5回以下の箇所を除外したにもかかわ

らず、Table1Oに見る通り、ケース会議の第6

回、第13回、第14回、第16回の計4回に機能

しないカテゴリー群が現われ、算出不能な結果

指数が出現した。これら算出不能な結果指数の

でたケース会議では、それぞれ会議効果（デ）

の算出不能となった。

　症例報告ケース会議の8分問セグメントにつ

いては、Table11に見る通り、全10回のケース

会議において、すべてのカテゴリー群が機能し、

各結果指数が算出された。

　そこで、各ケース会議の会議内容全体と任意

に抽出した8分間セグメントの各カテゴリー群

の分析結果指数と会議効果のそれぞれ対応する

もの同士についてt－teStを行った。その結果を

Table12に示す。ここでは、XrX。”（会議環

境カテゴリー群）の組にP＝O．05で有意な差が

認められた。

　次に、会議内容全体と8分問セグメントの各

分析結果指数との、両者間の相関係数（r。）をそ

れぞれ対応する結果指数同士について算出し

た。それをTable13に示す。

　Table13に見る通り、X。一X。”の組では、

r。＝十〇．51、で中程度の正の相関が認められた。

X。一X。”の組では、r。＝十0．62，X。一X。”の組

では、r。＝十0．61。テーデ（会議効果）の組では、

r。＝十0．59、となり、ある程度高い正の相関が認

められた。X。一X。”の組では、全体と8分問セ

グメントとの間のt－teStの結果では有意な差

は認められなかったが、相関係数によって示さ

Tab1e1O 失語症グループ訓練ケース会議の8分間セグメントの分析結果指数

　　　　　ケース会議　　　　　　　の回数各結果指数

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 平均

一X。”

2．972．592，402．822．002．592．002．782．652．802．562．612．842．001．892．002．822．982．52

一X。”

1．461．281．001．692．401．611．482．192．111．481．811．642．162．011．042．091．961．481．72

一X竃”

2．662．002．963．002．922．722．872．962．462．772．932．782．882．152．673．OO2．932．942．76

■X。”

2．002．003．002．001．00 ■ 1．003，003．OO2．OO2．783．00 ■ ■ 2．00 一 2．002．632．24

■T”
2．271．972．342．382．08 ■ 1．842．732．732．262．522．50 一 一 1．90 ■ 2．432．512．31

Table11 症例報告ケース会議の8分間セグメント

の分析結果指数

　　　　　ケース会議　　　　　　　の回数各結果指数

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 平均

一X。”

2．762．892．692．192．952．591．392．902．992．662．60

一X。”

2．562．401．561，542．672．451．211．161．873．OO2．04

一X。”

2．972．813．002．932．772．913．OO2．252．922．982．85

一、X・”

2．632．332．692．882．002．002．002．003．OO3．002．45

■T”
2．732．612．492．392．602．491，902．082，702．912．49

一23一



岡部克已・中村賀陽子

Tab1e12 全体と8分間セグメントの

t－teStの結果

t　　　　df P
①X、一X、”

②XrX。”
③X。一X。”

④X。一X。”

⑤T－T”

　2，68

－1，31

　1，44

　0，92

　1．03

54

54

54

50

50

．05

NS
NS
NS
NS

プロットされた。他はすべて28個のデータがプ

ロットされた。

　これらの散布図を見ると、ある程度高い相関

関係を示したFig．1，Fig．3，Fig．4，Fig．5では、

データがかなり右上に集中する傾向を示してい

るが、かなり低い相関関係の認められたFig．2

では、データのバラツキがかなり大きかった。

IV．考　　察

Table13 相関係数の算出結果

相関を求めた組 相関係数（r。）

　　■　　　　　　　　　　　　　■①XrX。”

十0，51

　一　　　　　　　　　　　　　■②X。一X。”

十0．17

　　一　　　　　　　　　　　　　一③XrX。”

十0．62

　　一　　　　　　　　　　　　　一④XrX。”

十0．61

　　’　　　　　　　　　　’⑤T－T”

十〇．59

れた相関関係はかなり低いものであった。

2）データ散布図

　Table13に見られる相関係数について、各組

のデータ散布図を以下に示す。

　Fig．4及びFig－5においては、結果指数の算

出不能なものが4個でたため、24個のデータが

　3．0

　2．8

　2．6

　2．4

　2．2
／。。

虹
　1．8

　1．6

　1．4

　1．2

　1．0

■

■

1．06 1，28　　　　　1，50　　　　　1，72　　　　　1，94　　　　　2．16

　　　　　→X2

Fig．2　X。とX。”のデータ散布図

　　　　　　I

　2，99

　2，83

　2，67

　2，51

　2，35

／。．1．

Xf
　2，03

　1，87

　1．71

　ユ．55’

　1．39

○

2．360 2．486　　　　2．612　　　2，738

　　　　　→XI

2．864　　　　2．990

Fig－1　X。とX1”のデータ散布図

　3．0

　2．9

　2．8

　2．7

　2，6
／一λ。

Xξ

　2．4

　2．3

　2．2

　2．1

　2．0 ○

・、．“

2．280 2．422　　　　2．564　　　　2．706　　　　2．848　　　　2，990

　　　　　→X3

Fig．3　X。とX。”のデータ散布図
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3．0

2．8

2．6

2．4

2．2

／・．。

X二

1．8

1．6

1，4

1．2

1．0

1．O

2．910

2．803

2．696

2．589

2．482

2．375

2．268

2．161

2．054

1．947

1．840

■　　　■●■■　　　　■

1．4　　　　1．8　　　　2．2　　　　2．6　　　3．0

　　　　　刈4

FigI4　X。とX、”のデータ散布図

2．05

○

○

2，17　　　　2，29　　　　2，41　　　　2，53　　　　2．65

Fig．5　TとT”のデータ散布図

　以下、「本研究の結果と先行研究結果の比較」

及び、「8分問セグメント適用否定の意義」の2

項目に従って考察する。

1．本研究の結果と先行研究結果の比較

　まず、分析対象として用いたケース会議は、一

Table4とTable5に示したように、失語症グ

ループ訓練ケース会議、計18回と、症例報告

ケース会議、計10回と、合計28回のケース会

議である。Tab1e6及びTable7の各ケース会

議の各カテゴリー群における分析結果指数を見

ると、会議内容全体では、各分析指数が全て算

出されている。しかし、Table1Oに示したよう

に、8分問セグメントでは、失語症グルーズ訓練

ケース会議において、18回のケース会議のう

ち、4回のケース会議効果が算出不能となって

いる。その4回のケース会議ではすべて方策提

供カテゴリー群（X。”）の分析結果指数が算出不

能であったために会議効果が算出できなかった

ものである。5分問セグメントを用いて同様の

分析を行った中村・岡部（19898〕）の研究におい

ても、会議効果が算出不能となった7回のケー

ス会議のうち、6回のケース会議が、方策提供カ

テゴリー群（X。”）の分析結果指数の算出不能に

よるものであった。

　実際のところ、Table8，Table9に示したよ

うに、8分間セグメントにおいて方策提供カテ

ゴリー群が算出不能となったケース会議の会議

全体の事象数は、他のケース会議に比べて少な

い。中村・岡部（19898））による5分間セグメン

トを用いた研究においても同様の結果を得た。

　以上の9点を考慮すると、STSにおいて8分

問セグメントを用い、そのカテゴリー群の結果

指数が算出不能となった場合には、5分間セグ

メントを用いた中村・岡部（19898））による結果

同様、それは結果指数の算出不能という事を示

しているだけでなく、そのカテゴリー群の会議

内容全体に含まれる事象数がかなり少ない、と

いう事を示唆している可能性がある。この事は、

5分間セグメントよりも8分問セグメントを採

用した方がより妥当性が高いとは言い切れない

ことを示唆している。

　次に、会議内容全体と8分問セグメントとの

t－test及び相関関係の分析結果について、5分

問セグメントを採用した場合と比較しながら考

察する。

　Table14に、中村・岡部（19898〕）の先行研究

で得た会議内容全体と5分間セグメントのt

－testの結果、及び本研究におけるTable12の

8分間セグメントによるt－testの結果を比較し

て示した。又、5分間セグメント及び8分間セグ

一25一
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メントを用いた場合の、両相関係数の同様の比

較をTable15に示した。

　Tab1e14を見ると、会議全体と5分問セグメ

ントでは、①（XrX．1）と②（X。一X．1）に有

意な差がみられる。会議全体と8分間セグメン

トでは、①（XrX。”）に有意な差が認められる

が、②（X。一X。”）には有意な差が認められない。

しかし、Table15を見ると、会議全体と8分間

セグメントとの問で有意な差の認められなかっ

たX。一X。”の組では、相関係数はr。＝十〇．17

とr。に比べて逆にその値が低くなっている。

　Table15で各組について両相関係数を比較

してみると、r。がr。よりも相関係数の値が増加

している組は①と③で、逆に減少している組は

②と④と⑤である。また、相関係数の値が増加

している組の差よりも、減少している組の差の

方がより大きい。例えば、①と③では、それぞ

れ十0．03、十0．05であり、②と④と⑤では、それ

ぞれ一0．31、一〇．02、一〇．09である。会議効果⑤

でも、会議全体と8分間セグメントの相関係数

Tab1e14－t－testの結果の比較

t一昌eStの　結果

5分間セグメント 8分間セグメント
検査した組

① P＝．05 P＝．05

② P＝．05 NS

③ NS NS

④ NS NS

⑤ NS NS

K

は、会議全体と5分間セグメントのそれよりと

低くなっている。

　ところで、スモール・セグメントが会議内容

全体を代表するためには、その要件として2点

考えられる。すなわち、各カテゴリー群におい

てスモール・セグメントと会議全体のt－teStの

結果に有意差が認められないこと、及びすべて

のカテゴリー群の相関係数の値がある程度以上

に大きいことが条件となる。この観点からすれ

ば、8分問セグメントでは、t－testで有意差が認

められるのはX．LX。”の一組だけであるとは

いえ、5分問セグメントを採用した場合よりも

全体的にみて相関係数の値が増加しているとは

いえず、従って、8分問セグメントの方が5分問

セグメントよりも、代表性がより高い、とは言

えない。

　以上を要約的に述べるならば、会議の中程か

らランダムに抽出したスモール・セグメントに

よって会議全体を代表させる場合、5分問セグ

メントを3分間延長して8分問とした方が、5

分問セグメントの場合に比べて代表性がより大

きいとは言えない。又、実際にSTSを用いて

ケース会議を分析する際、8分問セグメントを

採用した場合には5分問セグメントに比べて手

間がかかり過ぎ、実用的ではない。分析するセ

グメントの長さは短かければ短い程、実用性が

高いのである。

　そこで、ケース会議にSTSを適用する際、セ

グメントの長さを延長しないで、つまり、5分問

セグメントを採用する場合、より効果的に用い

るためになんらかの工夫が必要である事が示唆

Table15 両相関係数の比較

相関係数 5分問セグメント　　　（r。） 8分問セグメント　　　（r。）

rB’rA
検査した組

① 十0．48 十0．51 十〇．03

② 十0．48 十0．17 一0．31

③ 十0．57 十0．62 十〇．05

④ 十0．63 十0．61 一〇．02

⑤ 十〇．68 十〇．59 一0．09
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される。その方法として、サンプリングしたセ

グメントを分析するに当たって、そのセグメン

トに含まれている事象数が著しく少ないカテゴ

リー群については、その事を明記しておき、そ

の結果の妥当性に疑問があることを考慮して結

果を解釈すべきである。又、その様なカテゴリー

群について、より厳密なデータが必要とされる

場合には、再度サンプリングをやり直すべきで

あることが提案される。

　尚、本研究においては、28回のケース会議の

うち、前半の18回はグループ訓練ケース会議を

行い、後半の10回は症例報告ケース会議を行っ

た為、集団のダイナミックスに若干の変化が生

じる可能性が考えられる。この点を考慮して、

データの採取においては、スーパーバイザーと

言語治療士・観察者との発話内容に限定し、発

話のやりとりを分析対象とした。又、臨床・観

察者同士の発話のやりとりは、分析対象から除

外した。

　今後、集団の力学の変化を考慮して、同じメ

ンバーによるケース会議の実施、もしくは、スー

パーバイザー対臨床者の1対1のケース会議を

行って、そこからデータを採取して分析する事

が、研究課題として残された。

2．8分間セグメント適用否定の意義

　言語病理学の分野では、1960年代の中頃から

スーパービジョンの研究に対する関心が高まっ

た。最初は、言語治療セッションにおいて、言

語治療士と言語障害児・者との間で行われる相

互交渉の分析的研究から始められた。例えば、

O1sen，B．（19729〕）は、経験を積んだ臨床者と

経験年数の少ない言語臨床者の間で、治療セッ

ションに現われる言語障害児・者との相互交渉

の違いを比較した。方法としてスモーノレセグメ

ント抽出を行い、言語治療セッションにおける

5分問任意抽出分析がセッション全体の分析を

代表できると結論づけた。日本では5分問セグ

メントを採用して、言語治療セッションの相互

交渉を分析した黒田・岡部（19827〕）、山田・岡

部（198913））による研究がある。

　次に、スーパービジョン会議において、指導

監督者と臨床者の問で成される相互交渉の分析

が研究者の主要テーマの1つとなった。B1um－

berg，A．（19703〕）は、スーパービジョン会議を

記述する為に、15カテゴリーシステムを開発し

た。Underwood（197312））は、45の指導監督会

議（supervisoryconference）をビデオ録画し、

B1umberg（19703〕）の15カテゴリーシステムを

便ってサンプルを任意抽出した。彼はスピアマ

ンの順位相関係数を用いて、5分間セグメント

（5－minute　segments）と会議全体（entire　ses－

sions）とを各45回の会議について比較した。相

関係数は．79（最低は．59で最高は．89）であっ

た。

　爾来、多くの研究者がO1sen（19729〕）と

Underwood（197312〕）の研究結果を受け入れ、こ

れを基準として言語病理学の分野におけるスー

パービジョンの相互交渉の分析・評価を行った。

例えば、Cu1atta　and　Se1tzer（19765））の研究

では、指導監督会議を各回ごとに録音して、5分

問の任意抽出法を用いた。この研究では、スモー

ルセグメントの代表性には疑問が残された。し

かし、言語病理学における指導監督会議におい

て、スモールセグメントが全会議の相互交渉し

た点で意義があった。

　又、Oratio（197710））は、カウンセラーの養成

教育と言語病理学の両分野の研究成果を応用し

て、スーパービジョンの会議場面を記述する為

にSTSを開発した。これは既に述べた通り、本

研究で使用したケース会議用検査バッテリーの

原型である。彼は更に、会議の中程の5分間が

会議全体の分析を代表できることを経験的に確

めた。Oratio（1977m〕）は、本研究の「問題およ

び目的」の項でも述べた通り、「会議の中程から

5分間を任意に抽出する事（random5－minute

excerpt）、及び最初と最後の5分間は分析対象

から除外するべきである事」を提唱している。

彼はSTSを使った経験から、研究方法に関し

て次の様な示唆を与えた。即ち、会議の中程か

ら任意（random1y）に5分問を抽出した中に含

まれる相互交渉は、全会議（tota1conference）

の相互交渉を高度に（nigh1y）代表するものであ
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る。

　更に、Casey，P．（19804））は、O1sen（19729））

の研究を基にして、5分間任意抽出を行い、スー

パービジョン会議を分析した。彼は、合議の中

程の5分間を抽出するのが最も妥当であるとし

た。それ以来、習慣的に会議の中程の5分問が

採用されるようになった。

　以上述べた先行諸研究の結果から、言語病理

学の分野では、5分間セグメントの任意抽出（a

random5－minutesegment）が、指導監督会議

において一般に是認された手法（accepted

practiCe）であり、且つ「習慣的に実施」され始

ゆている、と言える。

　ところで、本研究においては、方法論的に、

指導監督会議の相互交渉を分析・評価する為に

8分間セグメントをサンプルとして採用し、そ

の妥当性が肯定されるか否定されるか検証しよ

うとした。その結果、8分問セグメント便用の妥

当性が否定された。つまり、5分問セグメントを

8分間セグメントに時問延長しても、会議全体

の代表性を高めるものではない事が判明した。

この結果は、上記先行諸研究の結果を支持する

こと、及び臨床実践に拘る養成教育において具

体的指針を与えること、の2点で極めて意義の

ある所と言わねばならない。

　最後に、注意を要する点は、一般に最もよく

使われているテープ録音によるスモールセグメ

ントの任意抽出法も含めて、層化抽出法（Strati－

iedsamp1ing）や目的的・意図的抽出法purpo－

si▽esamp1ing）の3方法が様々な形で適用され

ている、という事である。例えば、Se1igman

（1978）は、指導監督会議の最初と最後の5分

問セグメントを分析対象とした。そして残りの

録音テープから5分問セグメントを任意に抽出

して分析対象とした。これは層化抽出法と任意

抽出法の折衷法と言えよう。

　又、スーパービジョンの領域とは外れるが、

Kratochvi1（19696））は、看護婦、作業療法士、

及びクライエントの個人問関係の機能レベルに

ついて研究した。カウンセリング・セッション

をテープ録音し、3分問抜粋（3－minute

excerpt）を3回、録音テープから任意に抽出し

て再生した。Burstein　and　Carkhu丘（19682））

は、標本時間を更に短縮して2分間とし、任意

抽出法を用いてカウンセリング場面の人問関係

レベルを検討した。

　向後、指導監督会議を構成する“最適”なス

モールセグメントの「時問」と「抽出方法」を

規定する要因は何か、研究の蓄積が望まれる領

域である。
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附表1
分析処理システム（A）
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附表2
分析処理システム（B）

スーパーバイザー： 臨床・観察者： 日付：　　　　　　　　　会議

時間：

スーパーバイザー用カテゴリー計算 臨床・観察者用カテゴリー計算

会議・環境カテゴリー群

事　象　数 効果的レベル 時　間（秒）
自已反省カテゴリー群

事 象 数 効果的レベル 時 間（秒）

1
8

2

3
9

4

合　　計 合　　計

効果的レベルの合計 一，XlI＝会議環境指数 効果的レベルの合計
＝ ＝

一，X1昌＝自已反省指数

事象数の合計 事象数の合計

成長促進カテゴリー群

事　象　数 効果的レベル 時　問（秒）
方策提供カテゴリー群

事 象 数 効果的レベル 時 問（秒）

5 10

6

7
11

合　　計 合　　計

効果的レベルの合計 一，X’。＝成長促進指数 効果的レベルの合計
＝ ＝

■，X’。＝方策提供指数

事象数の合計 事象数の合計

（スーパーバイザー合計）事象数の総合計＝　　　　　　　　　　　　時間総合計＝
，

（臨床・観察者合計）事象数の総合計＝　　　　　　　　　　時問総合計＝ ，

会議の総合的評価）会議効果丁＝ （低）（高） （コメント）

　1一■「「■■て■■■T■■「■

123
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附表3
　　　　　　　　　　　　　　　　STSの分析カテゴリーシステム

スーパーバイザーの相互作用

カテゴリー1　感庸移入

レベル3

　　臨床者の感情と言い表わし方に、一層意味をもたせるスーパーバイザーの応答のことであり，臨床者

　　自身が言い表わすことができる以上に正確にその感情レベルを言い表わしてあげること。

レベル2

　　臨床者の応答と取り替えられるようなスーパーバイザーの応答であり、両者は同じ気持ちや考え方を

　　言い表わしている。

レベル1

　　臨床者の感情と言い表わし方に注目しないか，もしくは，それを過小に評価するスーパーバイザーの

　　応答。このようなスーパーバイザーの応答は，臨床者白身が伝えている気持ちほどには，臨床者の気

　　持ちを十分に理解していない。

具体例1：
　　臨床者：S音を練習してきましたが、彼女がそれを習得しつつあるのが、はっきりわかりません。

レベル3

　　応答：彼女にS音を構音させるのは難しかったみたいですね。やってはみたけれども，どこから取

　　　　　　り組んで、どのようにしてS音を構音するのな、迷っていましたね。あなたは、この点で少

　　　　　　しまごついているように思います。

レベル1

　　応答：ところで、彼女の母親は、今日、お元気ですか。
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Bull. Spec. Educ. 15(1) 17-33, 1990. 

A Study of the Validity of Using 
for Analyzing Supervisory 

a 8-minute Segment 

Conferences 

Katsumi OKABE and Kayoko NAKAMURA 

The purpose of this study is to investigate whether a 8-minute segment, selected randomly in the 

middle of a supervisory conference, is representative of the entire conference. The Supervisory 

Transactional System (StS) was used for analyzing transaction within the language pathology 

supervisory conference setting, 

Student's t-test was applied for this study. Pearson Product moment correlation coefficients were 

also determined. Within the limits ofthe design ofthe presjnt study, the following general conclusions 

were reached : 

1 . Comparison of the experimental and control groups produced a t-ratio of I .03, which is not 

significant at the .05 Ievel of confidence. 

2. A positive correlation coefficient of 0,59 was obtained, 

3. It was concluded that a 8-minute segment randomly selected from the middle portion of the 

conference is not highly representative of the total conference interaction. 

Key Words : supervision, supervisor, Ianguage 

transactional system (STS) 

pathology, conference effectiveness, Su pervisory 
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