
	 41

大川・上倉・清水・益子：健康動作法を用いた心理支援実習をオンライン（同時双方向）で行うための取扱説明書 ─健康高齢者への支援も念頭において─

特
別
論
文

問題

本論文に至ったきっかけは，2020 年 10 月 31
日に「高齢者の心身の健康増進を目的とした臨床
動作法による遠隔的支援の実践」というテーマで
行った心理支援実践者・研究者を対象とした日本
心理学会の第 84 回大会のチュートリアルワーク
ショップ（以下，TWS とする）にある。

TWS 当日に向けて，リハーサルを繰り返し
（外部の参加者を対象としたリハーサル 3 回，講
師陣のみでの通しリハーサル 1 回），また，リハ
ーサルにおける参加者の感想等を踏まえた準備，
講師間の打ち合わせを行った。TWS 自体は 44

名の参加者に恵まれ，アンケートの感想において
何らかのよかった点を感じた参加者は 100％であ
った。

参加者の声を反映しながら試行錯誤の中で精緻
化していった初めてのオンライン（同時双方向）
による実習形式での健康動作法の研修であったが，
何がこの成功をもたらしたのか。本実践例の検討
を通じて，今後オンラインで臨床動作法等による
心理支援実習や体操，レクリエーションを行う
方々（支援者や指導者等）のための取扱説明書を
作成できるのではと考えた。

健康高齢者の心身の健康維持・増進と臨床動作法
このコロナ禍の中，高齢者施設等で行われてい

た体操やからだを使ったレクリエーション等が感
染防止という目的の中で控えられている現状があ
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  このコロナ禍の中，高齢者施設等で行われていた体操やからだを使ったレクリエーション等が感染防止とい
う目的の中で控えられている。また，世界中で会議・講演・講義・研修が Zoom や Microsoft teams 等のアプ
リケーションを用いて行われるようにもなってきている。
  このような現状を踏まえ，本研究では，高齢者支援する人を対象にして，健康動作法による心理的支援のた
めの実習（講義・実技）をオンライン（同時双方向）で行う方法論について取扱説明書という形で提示するこ
とを目的とする。具体的には，説明と実技という実習形式で健康動作法を行うための方法を，その準備から説
明，実技，参加者へのアンケートという一連の流れの中で構造化し，そのポイントを提示し，チェックリスト
を作成し，それらを取扱説明書としてまとめていく。併せて，高齢者に実施する際の支援者サイドの留意点に
ついての考察も行う。
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る。このことは，フレイルの重度化，ひいては認
知症の増加にもつながる大きな問題であり，非接
触で安心・安全に行え，心身の健康を包括的に支
援できる遠隔支援が求められるところである。

臨床動作法は，身体と心が一体・一元的に働い
た心理現象であるとみなす心理支援法であり，高
齢者のフレイル予防にも役立つと考えられる。臨
床動作法では，からだをどのように動かせば良い
パフォーマンスとなるかが目的の体操やエクササ
イズ（運動）とは異なり，動作は意識的にせよ無
意識的にせよ，動作者自らが意図し，実行しなけ
れば生起しないものとされる。援助者が被援助者
に対してからだの動きを通した心的活動の体験を
求め，適切かつ現実的に動作を行えるように援助
することは，まさに心身調和性を促進し，そのこ
とをもって心身の不調を低減するという心理支援
アプローチとなりうる。

また，臨床動作法には，健康な人々に対して実
施する健康動作法があり，心理臨床家でなくとも
侵襲性なく実施できるという利点がある。健康動
作法を行うことで，リラックス感と安心感が増し，
心理的に穏やかに安定する。これらの効果は，す
でに研究レベルで一部明らかになっている（上
倉・清水，2019）。このような利点のある健康動
作法を健康高齢者に携わる人々が研修する場や支
援者の育成の場も求められるところである。

オンラインによる実習の実施上の課題
コロナ禍により，たくまずして，政府が推進し

ようとしていた情報通信技術（Information and 
Communication Technology：以下，ICT とする）
を活用したコミュニケーションがさまざまな領域
において一気に進んでいった。世界中で会議・講
演・講義・研修が Zoom や Microsoft teams 等の
アプリケーションを用いて行われるようにもなっ
てきている。ただ，オンラインで会議や説明を行
うことは，多くの人にとって初めてでもあり，マ
ニュアル，ユーザーによる体験報告，Youtube
等の動画による解説等を参考にしながら試行錯誤

の中で行ってきた。一年以上が経っていまだ収ま
らないコロナ禍の中，Zoom や Microsoft teams 
等を用いての会議や説明は，日常になってきてい
る。

オンラインによる実習（講義・実技）の進め方
について，国立情報学研究所学術情報ナビゲータ
CiNii Articles（以下，CiNii とする）を用いて，

「遠隔」，「オンライン」，「講義」，「実習」，「ワー
クショップ」をキーワードとして広く論文を検索
した。その結果，心理支援実習に関する論文は検
出されず，教育，異文化理解や人材育成関連の論
文が検出された。教育関連領域では，通信技術を
用いて人とインターネット，人と人がつながる技
術として，ICT の活用が進められていた。例えば，
京都大学におけるオンライン講義や教育コンテン
ツの公開に関する活動報告（藤岡ほか，2020），
海外の大学との遠隔による文化交流型のデザイン
教育の試み（伊藤・稲村・張，2020），遠隔共同
学習と教員研修ワークショップに関する実践報告

（園屋ほか，2008）などが行われていた。産業領
域においては，三川ほか（2008）が広域分散型リ
アルタイム遠隔演習ワークショップを行ない，人
材育成プログラムにおけるリアルタイムでの遠隔
演習に必要な要素について，講義環境と演習環境，
講師と参加者間のコミュニケーション，事前準備
としての前提知識の重要性を指摘している。この
コロナ禍の中では，川上ほか（2020）は，医学教
育のセミナーとワークショップの開催の設計につ
いて，実施までの経過を交えて報告しているが，
準備に奔走したであろう主催者の苦労や工夫，受
講生の声とそれに対応した様々な調整については
報告されていない。

このように，従来の研究では，実習に至るまで
の手順や通信環境の整備を含めた準備，リハーサ
ルをふまえた改善など実際に実習を開催するにあ
たっていくつかその知見は参考になるものの，断
片的な情報に留まる。したがって，一連の流れの
なかで，総合的に準備からリハーサル，実施にい
たる手順をまとめていくことの実務上の貢献は大
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きい。

オンラインによる心理支援の現状と課題
今回，心理支援の一つである健康動作法をオン

ライン（同時双方向）で行うにあたって，参考に
なる先行研究や報告の文献検索を行なった。まず，
心理臨床領域におけるオンラインによる心理支援
の有効性について，「オンライン」，「リモート」，

「遠隔」，「カウンセリング」，「心理支援」をキー
ワードとして CiNii を用いて検索を行なった。そ
の結果，国内での実践報告は少ないものの，強迫
性障害に対してオンラインによる認知行動療法が
症状改善に効果的であったとの報告（岸本・垂
水・中前・三村，2016），健常者においては対面
方式と遠隔方式のカウンセリングでは状態不安の
軽減効果に差はなかったとの報告（村瀬，2006）
がなされていた。また，上倉・清水（2020）は，
青年に対するストレスマネジメントとして，対面
方式と遠隔方式で実施した健康動作法の効果を比
較し，両方式で心身融和感の向上およびストレス
反応の低減効果には差はみられなかったことを報
告している。これらのことから，オンラインによ
る心理支援の有効性については，ある程度は確認
されているといえよう。

しかしながら，本邦では，長年，対面でのカウ
ンセリングが重視されてきた歴史や秘密保持の問
題などにより，オンラインによる心理支援の導入
は進んでいないのが現状である。コロナ禍の今，
有効な心理支援の手段としてのオンラインの活用
を探り，その技術を身につけるための実習を遠隔
で行う試みは，人々のメンタルヘルス維持・増進
と ICT の心理支援の活用のためにも重要である。

本研究の目的と意義
本研究では，このような現状を踏まえ，心理支

援を行う人を対象にして，健康動作法による心理
的支援のための実習（説明・実技）をオンライン

（同時双方向）で行う方法論についてわかりやす
く取扱説明書という形で提示することを目的とす

る。具体的には，説明と実技という実習形式で健
康動作法を行うための方法を，その準備から説明，
実技，参加者へのアンケートという一連の流れの
中で構造化し，そのポイントを提示し，チェック
リストを作成し，それらをオンラインによる実習
を実施するための取扱説明書としてまとめていく。
併せて，高齢者に実施する際の支援者サイドの留
意点についての考察も行う。

本研究により，このコロナ禍の中，通常はから
だに触れて行われる健康動作法を，オンライン

（同時双方向）により行えるようになることで，
高齢者も含めて心身の健康増進を目的としている
対象者に実施できる可能性が高まる。また，オン
ラインによるからだを通した実習を研修や講義で
行う際，準備段階から，説明，実技の方法等のポ
イントがチェックリストも含めてまとめられてい
るため，体操，レクリエーション等を用いて支援
を行う人にとっても参考になる部分が大きい，な
どの発展的な意義が想定される。

方法

TWSに向けての準備・改善の経緯と概要
TWS に向けての準備やその実施の中で得られ

た知見に基づき，オンラインで健康動作法を行う
ためのポイントについて構造化を行った。詳細に
ついては後述する。ここでは TWS に至る準備・
改善の経緯と概要について示す。
各講師の役割　本研究において TWS は 3 名の

講師によって行なわれた（以下，講師 A，B，C
とする）。健康動作法実習の構成と講師の分担を
決定し，それぞれが準備をしていった。健康動作
法の実習に関わったのは，講師 A（臨床経験 45
年，日本臨床動作学会認定動作学講師，臨床心理
士），講師 B（臨床経験 14 年，日本臨床動作学会
認定臨床動作士，臨床心理士）であり，講師 C

（老年臨床心理学専門，臨床心理士）は，講義を
担当した。
協力者　本研究における協力者は，リハーサル
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初心者 (0回) 初級者 (1-5回) 中上級者 (6回以上)

リハーサル1

リハーサル2

リハーサル3

本番

参加者数 回答者数
動作法研修経験 (研修参加回数) 

 Table 1　参加者数とアンケート回答者数，参加者の動作法経験の内訳

1～リハーサル 3 における協力者は，機縁法によ
る参加者，日本心理学会第 84 回大会本番の協力
者は，TWS への申し込み者であった。人数の内
訳，及び，健康動作法の参加者に占める回答者の
割合や動作法の研修経験等の内訳を Table 1 に示
す。

リハーサル 1，3 については，講師陣の知人に
案内メールを送り，参加希望者は Google フォー
ムから申し込む形式とした。参加者の内訳は，大
学生，大学院生，大学院修了生，大学教員，心理
職や福祉職に従事する者であった。リハーサル 2
については，講師 A が担当する中上級者を対象
とした臨床動作法オンライン研修会の場を借りて，
その参加者に実施した。
TWS に向けてのリハーサルの経緯　各リハー

サル実施後には，Google フォームによるアンケ
ートを実施し，そこで見いだされた改善点を講師
陣で共有し，その対応策を検討して，次のリハー
サルに活かしていくということをくり返し TWS
に臨んだ。

リハーサルを重ねた出発点としては，リハーサ
ル 1 での体験が大きかった。リハーサル 1 では，
講師 A がスライドを提示しながら動作課題につ
いての説明をし，その後動作課題を行い，参加者
が講師 A の言語教示を聞きながら各自で同一の
動作課題に取り組み，講師 B が参加者の取り組
みの様子を見ながら適宜声かけ（双方向支援）を
行うことを目的とした。しかし，講師 A が動作
法実技を中心に実施を行い，準備したスライドが

提示されない，講師 A の判断により講師 B によ
る双方向支援が省かれ，結果的に予定していたス
ライドの提示および双方向支援を十分に行うこと
ができなかった。その際には，講師 B，C が当初
の予定のリハーサルを遂行しようとして講師 A
に働きかけたが，連携がうまくいかず，参加者か
らは準備と連携の不十分さが目立つ形となった。
リハーサル 1 のアンケートでは，動作法による体
験の心地よさが挙がる一方で，動作課題ごとに，
スライドを提示して動作課題の説明を行いつつ実
技に入る形式については，「資料を見る，画面を
みる，受講生が体験する，という時間をはっきり
分けて伝えてくれると，慌てなくて済むかなと思
いました。」という声があった。また，進行上の
問題として，「講習の流れが止まる事があったの
で，事前シミュレーションをして，構成や経過時
間を把握してから実施した方が良かったと思いま
した。」という声が聴かれた。

こうした結果が生じたことについては，講師 C
が機材のセッティングや背景の映り具合に苦心し，
講師 A，B との打ち合わせ時間がほとんどとれな
かったこと，想定以上に大人数の参加者が集まっ
たことによる講師陣の緊張，講師 A が終了時間
に配慮し，進行を急いだこと，大集団でのオンラ
イン健康動作法の経験が初めてであったこと，講
師 B が予定通りの進行を行おうと講師 A に働き
かけたが，双方の連携が取れず，各自が独自の判
断で動いたことなどが影響したと考えられた。こ
れらの反省に立ち，以降は TWS の成功を目指し，



	 45

大川・上倉・清水・益子：健康動作法を用いた心理支援実習をオンライン（同時双方向）で行うための取扱説明書 ─健康高齢者への支援も念頭において─

特
別
論
文

リハーサルから得た改善点と要修正点の確認をさ
らに行っていった。

アンケート調査
リハーサル参加者や TWS 参加者には，それぞ

れの実施後に，Google フォームを用いてオンラ
インで感想を尋ねた。主な質問内容は，講師サイ
ドの Zoom 対応の状況（画像共有，画像提示，通
信状態の安定性等），オンラインによる動作法の
よかった点，改善点，講師への要望，感想等であ
った。なお，TWS 参加者には，実習前後に心理
尺度も実施した。

倫理的配慮
アンケート実施に際し，当初，リハーサル参加

者に対しては，研究を目的としていなかったため，
研究倫理申請は行っておらず，「TWS へ向けた
改善のため，ご意見を伺いたい」と伝え，「協力
は自由意志による」，「データは厳重に管理する」
と伝えた上で，協力可能な者は匿名にてアンケー
トに回答してもらった。その後，本論文の投稿に
際して，北海道教育大学研究倫理委員会の承認を
得た上で，参加者にデータ使用の許諾に関するメ
ールを改めて送付し，全員からデータ使用の許可
を得た。

TWS でのアンケート実施については，事前に
北海道教育大学研究倫理委員会と開催者である日
本心理学会事務局に，調査実施の承認を得た（リ
ハーサル，TWS ともに承認番号 2020091002）。
TWS 参加者に対しては，口頭およびサイト上に
て研究協力は自由意志によることを説明し，協力
可能な者は匿名にて質問紙に回答してもらった。

結果と考察

各リハーサル，TWS 本番における準備状況，研
修内容等

リハーサル 1～3，及び TWS 参加者数，企画
者サイドの準備や打ち合わせ状況，通信環境，研

修内容，参加者の満足度は Table 2 に示す。
上記のアンケート結果の中から，改めて Zoom

を用いてオンラインで行われてよかった点等に 
ついて参加者の感想を整理した。その結果を 
Table 3 に示す。オンラインでの説明や会議等に
よる他の報告と重なる部分が多いが，対面とは異
なる，オンライン（同時双方向）で行うことの意
義について，改めて確認することができる。また，
心身の健康増進を目的とした動作法をオンライン
で行うことの意義についてもうかがうことができ
る。

リハーサルから見出された改善点と対応策
リハーサル時の参加者の声とそこから見いださ

れた改善点および対応策について，Table 4 に示
す。また，Table 5 に改善後の参加者の反応をま
とめた。概ね当初と比べて，改善がなされていっ
たが，個別の参加者への声かけなど，実習をどの
ように進めていくかなど方向性の問題等もあり課
題も一部残されている。

Table 6 に TWS 当日の進行表を示す。第二部
以降が健康動作法の実習になるが， 第二部は実技
に関係する説明，第三部は健康動作法の実技とい
う位置付けになる。

健康動作法をオンライン（同時双方向）でスムー
ズに進めていくためのポイント

これら一連の実施・感想を踏まえてオンライン
（同時双方向）による健康動作法をスムーズに実
施するための方法を構造化し，取扱説明書の形に
まとめあげた。

以下，「機器，通信状況，場所等の準備のポイ
ント」「健康動作法実習（説明・実技）のオンラ
インでの実施のポイント」「高齢者に実施する際
のポイント」についてまとめ，それらの内容を反
映したチェックリストを Table 7 に示す。

機器，通信状況，場所等の準備のポイント
実習開始後にトラブルが生じた場合，予定通り
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 Table 2　各リハーサル・本番における準備状況，研修内容，気づき，工夫した点等

に進まず，トラブル対応のための時間を実習の中
で費やすことになり，講師は勿論のこと，参加者
にも大きなストレスを与えることになるため，こ
れらの準備は周到に行っておきたい。
機器の準備　オンライン（同時双方向）で実習

を行うにあたって使用するアプリケーションとし

ては，本論文ではスポットライト（特定の人にス
ポットライトをあてる）機能，ギャラリービュー

（一画面に複数の参加者を一覧で映す）などの機
能をもつ Zoom を前提とする。講師側は Zoom 上
でさまざまな操作を行う必要があるためパーソナ
ルコンピュータ（Personal Computer：以下 PC
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特
別
論
文

1.場所と時間
　　リモートでできるということで,家にいながら気軽に参加しやすかったです。
2.体調等が多少悪くても参加できる
　　股関節を患っており,もし,対面での開催があったとしてもいくことができず,参加できませんでした。
3.お互いの顔をみることができて安心する
　　リモートでもお互いの顔を見ながら実施できることに安心感,一体感が感じられました。　　　
4.資料の見やすさ
　　資料が画面で見えてわかりやすくてよかった
5.動きを伴う心理支援実習への感想

移動せずに通信環境が整っていれば細やかな支援や指導を受けることができること,直接的な身体接触に
　　よる指導は体験できないながらも口頭での細やかな説明や動作中での口頭での誘導で動作法を体験できる
　　ことなどの長所があると思いました。
　　初めてリモートをやった時の感想は,予想よりからだに注意が向くというものでした。
　　動作体験の時には,自分の姿と講師の先生方の姿を同時に見ることができるので,背中が曲がっている，
　　肩が上がっている等の修正ができやすいように感じた。
　　リモートでも,言葉を交わし,視覚的に自分や先生,他の参加者を見られることで一体感を感じることが
　　できました。双方向的声かけがそれをより促進していると思います。
6.拡大の可能性
　　気軽に参加できるので高齢者施設にもライブ配信すれば裾野が広がるのではと思いました。

 Table 3　健康動作法を用いたオンライン（同時双方向）に対する実習の感想（メリット等）の分類

とする）が必要となる。カメラについては，講師
の動きを映すことになるため，PC 内蔵のカメラ
の場合，角度や距離の調整が難しい。そのため，
可動性の高いウェブカメラを準備し，三脚等のス
タンドに設置すると角度や距離等の調整がしやす
くなる。マイクについては，実技をしながら講師
が動き等の説明を行うことになるため，ピンマイ
ク等を準備し講師の胸元に着けると講師の音声を
拾いやすくなる。なお，参加者については，マイ
クやカメラが内蔵された PC やタブレット等が準
備されていれば十分である。
実施する場所　PC をオンラインで繋ぐための

有線 Local Area Network（以下，LAN とする），
あるいは，Wi-Fi 等による無線 LAN を用いるこ
とになる。オンライン実習前に，繋がりやすく安
定した場所（自宅や勤務先等）を確認しておく必
要がある。また，一つの回線が不安定になったと
きのために，複数の回線の利用も可能であれば確
認しておきたい。実施する部屋については，講師

が複数いる場合は講師一人につき一つの部屋を準
備しておいたほうがいい。声が重なったり，使っ
ている PC の音声がハウリング （キーといった耳
につく音）を起こす可能性が高く，実習中このよ
うな状況になった場合，対応に時間を費やすこと
になる。
実技担当講師の服装　実技は部屋の壁等を背景

に行うため，講師の動きが背景と同化して見えに
くくならないように明度を変え（背景と同系色や
黒色の服装は避ける），講師の動きが見えやすい
ようにしておく必要がある。

健康動作法実習（説明・実技）のオンラインでの
実施のポイント
講師間の役割の明確化と連携の重要性　TWS

に向けた実技のリハーサル 1 では，担当講師 2 名
の役割分担は，講師 A がスライドで動作課題に
ついて説明した後に実施方法を説明しながらモデ
ル提示をし，それを見ながら参加者が動作課題に
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大ｶﾃｺﾞﾘ 小ｶﾃｺﾞﾘ 参加者の声 具体的対応

音声
低音量，音割

れ，ハウリング

ハウリングしてしまう場面があり，聞き取り

にくい時がありました。

雑音
他の人の姿やノイズなどが入り自分の感覚に

集中しにくい感じもありました。

画像
背景色と講師画

像の見えづらさ

壁の色と先生の服の色が白で同じだったので

少し見えにくかったです。

講師の服装の色合いの調整

複数の服装での背景色との映り具合の確認

通信状況 回線の不安定さ やや通信状態が不安定なときがあった。
私用Wifi使用せず

大学のWifiを使用

進行
実習の構造化の

要望

資料を見る 画面をみる 受講生が体験する

という時間をはっきり分けて伝えてくれると

慌てなくて済むかなと思いました

講義と体験実技の二部構成に変更

スライドを用いた説明は講義時のみとする

円滑な運営の要

望

講習の流れが止まる事があったので，事前

シュミレーションをして，構成や経過時間を

把握してから実施した方が良かったと思いま

した。

実習の目的の再共有

打合せ時間の確保

タイムスケジュールの作成

役割分担の明確化

操作方法等の教

示の要望

回を重ねるうちに段々欲張りになってきて,通
信状態や画像の遠近など要望も感じるように

なりました。自身でももっと の利用法を

学ぶ必要があると感じました。

Zoomの使用方法についての事前説明（氏名の

表記方法，ギャラリービュー，スピーカー

ビュー等）

実技
分からない部分

が残った

動作法の全体がわからないので もう少し概要

を説明して頂けたらと思いました。
前半に講義を実施

より平易な資料

がほしかった

今回は短い時間のパワポ提示だったので,文字

が少ないとより読みやすかったです。

教示の簡潔化

スライドの文字量を減らす

十分なスペース

がなかった

動作を行う場合,ある程度スペースがないと,画
面を通して見ていただくのにも十分ではない

ような気がしました。

参加前にあぐら姿勢でのカメラチェックを依

頼

動きがわかりに

くかった

講師のデモンストレーションの時に,アップで

見たり,みたい角度で見られないもどかしさは

あった。

スポットライト機能の活用

ギャラリービュー，スピーカービューについ

ての事前説明

初心者には難し

いと思った

肩開きは本当に微細な微妙な動きを自分で感

じていく内的作業が必要なので,初めての人に

は難しいかもしれないと感じました。

講師陣でのリハーサルと課題提示の工夫

より平易な腕挙げ課題への変更

集音マイク使用せず

講師全員別室での講義実施

打合せ時間の確保

実施内容と役割分担の明確化

 Table 4　リハーサルから見いだされた改善点と具体的対応

取り組む様子を見て適宜講師 B が声かけ（双方
向支援）をすることになっていた。しかし，実技
担当の講師 A が動作課題に関するスライドを用
いた説明を割愛し，実技の実施や説明に集中して
しまった。そのため，双方向支援担当の講師 B
が参加者に声かけをする猶予がなくなり，講師 B
が当初の役割を果たす機会がなく，講師 A も参
加者の動きに目が行き届かず，参加者の取り組み

の様子を見ながら適宜声かけを行うといった講師
B の役割を担うことも困難であった。このことで，
動作課題の説明を十分に行えない，講師間の役割
の重複が生じ，当初予定していた双方向支援を有
効に行うことができないといった問題が生じ，ス
ムーズに実習をすすめることが難しかった。

この解消のためには，説明と実技実施の時間を
分け，各講師の役割を明確に分けて，説明と同時
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特
別
論
文

大ｶﾃｺﾞﾘ 小ｶﾃｺﾞﾘ 参加者の声

事前連絡 リマインドや諸連絡がよかった
事前に服装やセッティング方法,カメラ位置の工夫の仕方など,準備を細

やかに提示しておいてくださり,慌てずに入室できました。

音声 よく聞こえた 良好でした。

画像 よく見えた 画面には特に問題ありませんでした。

通信状況 安定していた 通信状態は良かったです。

資料 分かりやすかった，勉強になった 初めての方もデモやスライドがあり分かりやすかったと思います

時間配分 もっと時間がほしかった 実技の時間配分が多いとありがたいです

質疑応答 チャットで質問できた チャットでの質問が良かった。

進行
講師が役割分担しているのが

よかった

進行と指導とをお二人の先生が別にしてくださったために,とてもス

ムーズに進んだのではないかと感じています。

実技 勉強になった 丁寧に説明いただけたため,とても分かりやすかったです。

自分や講師の姿が見られて

よかった

動作体験の時には,自分の姿と講師の先生方の姿を同時に見ることがで

きるので,背中が曲がっている,肩が上がっている等の修正ができやすい

ように感じた

参加者の経験に応じた内容
実体験場面では,いくつかのレベルやコースを選べるようにできると,よ
りニーズに合った取り組みができると思いました。

双方向的支援 全体への声掛けが大事だと感じた （双方向支援時のように）声かけがある方がモチベーションはあがる。

個別の声掛けがほしかった
全体に対するフィードバックのみであったため,自分が見てもらえてい

るのか,少し不安だった。

名前をあげても良いかを事前に確認した上で,実施中に名指しでアドバ

イスをもらえるとより良いと思う。

集団実施時の目配り
大人数の実施であると,一人ひとりに目を配りにくくなる可能性はある

かもしれません。

随時質問を受け付けてほしかった
体験中でも適宜質問を受け付け,質問があった場合には答えた方がよい

と思った。

 Table 5　改善後の参加者の声

双方向的支援を行うことが有効であると考えられ
る。すなわち，動作課題の実施方法に関する説明
は実技担当講師が行い，その後双方向支援担当講
師が，実技実施時に参加者を観察しつつその取り
組みに対して言葉をかける双方向的支援を行うこ
とで，メリハリがあり円滑な実習が可能となる。
こうした連携を円滑に行うためには，それぞれの
分担を意識しその役割に徹すること，その都度の
振り返りと改善点の検討，打ち合わせ，さらなる
リハーサルを繰り返す等がポイントとなる。
実習（説明・実技）の構造化　リハーサル 1 の

反省以降，終始，参加者にとっての理解のしやす

さを念頭に実習内容の構造化とメリハリを心がけ
て修正を行っていった。「動作課題とその心理的
効果および実技の実施手順についての説明の中で，
予め説明があったことでその後の実技に集中して
取り組めた」という参加者からの感想に集約され
るように，説明と実技を明確に分けるという実習
の構造化を行うことがポイントとなる。TWS の
中では，説明の中で，動作課題ごとに，心理的に
どのように役立つのかについての説明を行い，そ
のあと写真等を用いて，からだを動かす手順につ
いて説明をし，講師による実技へと進んでいった。
この流れが実習にメリハリをもたらし，参加者の
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司会：講師C
講師挨拶 2分 講師全員 挨拶

講師B 参加上の注意点の説明（スライド）

参加上の注意点の説明 講師C 講師Bの説明後，録画の了解をとり録画を開始

Zoom操作・入室対応・音声チェック

高齢者の心身に生じる課題 10分 講師C ※健康高齢者への遠隔支援の予定

講師B Zoom操作・入室対応・音声チェック

研究協力のお願い 15分 研究協力依頼（研究目的，倫理的配慮）

講師B アンケート回答方法説明

アンケート実施，質問受付 ※心身の調子のチェックもかねて実施

※参加者と講師ミュート

司会：講師C
進行：講師B

臨床動作法とは 7分 講師B 臨床動作法の概要（講義）

3技法の効果比較 講師C Zoom操作・入室対応・音声チェック

動作法に関する疑問Q&A
高齢者のこころとからだ 20分 講師A 高齢者に対する動作法（講義）

自体枠，自己軸動作法とは 講師C Zoom操作・入室対応・音声チェック

各動作課題の目的，作用

援助者としての心構え・留意点

各課題実施方法と高齢者実施時の留意点

司会：講師C
本日の流れ 5分弱 講師A 役割分担（実技担当，双方向支援担当）の説明

講師B 参加・実施上の注意点の説明（スライド）

Zoom操作 映像切り替え（スポットライト機能）

講師C Zoom操作・入室対応・音声チェック

実技（モデルの提示，実施方法の説明） 30分 講師A 課題前に，心身の状態チェック

肩上げ課題 各課題の目的，実施方法，留意点を説明しつつ，

腕挙げ課題 　参加者全員で動作課題の実技

上体タテ直・坐骨踏みしめ課題 講師B Zoom操作 映像切り替え（スポットライト機能）

実技（参加者動作課題体験，双方向支援） 講師B Zoom操作 映像切り替え（ギャラリービュー）

肩上げ課題 各課題の目的，双方向支援&実技後のチェック，

腕挙げ課題 　今の感じを尋ねる

上体タテ直・坐骨踏みしめ課題 　無理に頑張らず，ゆっくりと動かす

　心身に注意を向ける声掛け

　慢性緊張の探索と対応

講師A 講師B（双方向支援中）プライベートチャット

講師C Zoom操作・入室対応・音声チェック

アンケート実施，質問受付 ※心身の調子のチェックもかねて実施

※参加者と講師ミュート

司会：講師C
対面動作法とオンライン動作法の比較研究 5分 講師B スライドを用いて説明

高齢者への動作法のメリット 講師A スライドを用いて説明

質問受付・講師回答，意見交換 講師全員 質問をチャットで5分間受付，すぐに回答

時間 担当者 役割分担，Zoom操作

13:00

13:30

13:57

14:30 まとめ・質疑応答

内容

第一部　高齢者の心身に生じる課題

第二部　動作法とは

 高齢者のこころとからだ

第三部　遠隔動作法体験

 Table 6　当日のタイムスケジュールと役割分担

理解につながっていく。
参加者への実習開始前の案内　参加者には事前

に服装や Zoom のカメラのセッティング等の留意
点，Zoom URL 等を記したメールを送付し，実
習にあたっての準備を行ってもらうようにする。
実習当日は，講師は Zoom の使用方法に慣れない
参加者の支援や参加者同士の交流のため，開始

30 分前には，Zoom をオープンする。そして，講
師は早めに入室した参加者に声かけをし，ビデオ
の氏名表示の仕方などを伝達するようにしたい。

実習開始にあたって，講師の挨拶後，スライド
（Figure 1）を示しながら，受講上の注意点の説
明を行っていく。また，実習の録画が必要な場合，
参加者の同意を得る必要があるため，この時に伝
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特
別
論
文

1 機器，通信状況，場所等の準備のポイント

□ 講師一人につき，一台のPCが準備されている。

□ PCの音声がハウリングする環境下にない（複数のPC使用時，別室に分かれている）。

□ PCがLAN （有線，無線）で繋がっており，安定した通信状況にある。

□ Zoomの機能（ギャラリービュー，スピーカービュー，チャット，スポットライト，ブレイク
アウトルーム）を理解している。

□ ウェブカメラとスタンド（三脚等）が準備されている。

□ 実技担当者は，ピンマイク等，独立したマイクを準備している。

□ 実技担当者は，部屋の壁と明度の異なる服装をしている。

2 実習（講義・実技）の構造化と資料の準備のポイント

□ 講義と実技を明確にわけるスライド等の準備をしている。

□ からだを通して行う課題の心理臨床的な意味が明確にされている。

□ からだを通して行う課題の手順についての講義時のスライドの準備をしている。

□ 参加者が一体感を持てるような講義・実技内容となるよう工夫している。

3 実習参加者への実習開始前の案内

□ オンライン実習開始前の30分間を参加者同士の交流，Zoomの使用方法に慣れない参加者の 
サポートに当てる。

□ 参加者にZoom上の氏名表示の仕方の伝達などを行う。

□ スライドを提示しながら，受講上の注意点の説明を行う。

□ 録画が必要な場合，参加者の同意を得る。

4 講義の際のポイント  スライドを提示しながらの説明

□ 最初に実習（講義・実技）の流れについて説明を行う。

□ 内容の切り替えごとに，次に行うことの説明を行う。

□ 各課題の目的，心理臨床的意味について説明を行う。

□ 各課題の具体的な実施手順について説明を行う。

5 実技実施前の参加者への説明のポイント  スライドを提示しながらの説明

□ 実技参加時の留意点について説明を行う。

□ 実技参加時のZoomの視聴時の操作についての説明を行う。

6 実技実施の際のポイント

□ 複数の講師で行い，実技担当者と実技を観察し声かけを行う双方向支援担当者と役割を分ける方
が望ましい。

□ 実技担当者は，参加者に対して，動作時にからだの感じを大切にすることの声かけ等を行う。

□ 双方向支援担当者は，参加者に対して細やかな声かけ，フィードバックを行う。

□ 参加者に実技担当者の動きがわかりやすいように，Zoomのスポットライトの機能を適宜活用す
る。

7 アンケートの実施

□ 実習の改善や参加者の振り返りのため，アンケートを実施することが望ましい。

□ 講師は，Googleフォーム等で予めアンケートを作成し，適宜参加者に実施する。

 Table 7　からだを通した心理支援実習をオンラインで行うためのチェックリスト
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え了承を得るようにする。この段階で録画の同意
が得られない参加者には，Zoom 設定のビデオの
停止を選択するように依頼する。
説明の際のポイント　TWS では，動作法体験

の実技を前提とした説明として，「高齢者のここ
ろとからだ」と題して，スライド （Figure 2） を
示しながら高齢者の臨床動作法から見た姿勢・動
作の持つ意味について説明した。説明にあたって
は，スライドを提示しながら口頭で説明していく
こと，最初に流れを説明すること，内容の切り替
えごとに次に行うことの説明を行うことなどの点
に留意するとよい。

動作課題の実施手順について写真等を用いて説
明した上で（Figure 3），各動作課題の目的とそ
の心理的作用（Figure 4）について説明するとい
う流れの方が内容が伝わりやすく，ポイントとな
る。スライドについては，Zoom 等の場合，PC
画面がそのまま映るので，Word や Scrapbox 等
を用いることも可能であり，特にパワーポイント
での提示にこだわる必要はない。
実技実施前の参加者への説明　TWS において

は，実技実施前にスライドを示しながら，まず，
実習（実技）参加時の留意点（Figure 5）につい
て説明した。そして，実技の流れと Zoom のスピ
ーカービューとギャラリービューの切り替え方法，
スポットライト機能を使用して講師の映像を固定
する方法など視聴方法の説明（Figure 6）を行っ
た。また，実技の実施に際しては，実習後に身体
的不調が生じないような配慮（腰痛，ぎっくり腰
等の身体的不調の確認，無理せず動かす，頑張り
すぎると筋肉痛になることもあるとの説明）を行
った。また，「運動とは異なり，どれだけ動かせ
たかではなく，自分のからだの感じに注意を向け
ることが大切です」，「ゆっくり，じっくりと動か
しましょう」等の説明も行った。このように，一
つ一つ要点を丁寧に押さえながら説明していくこ
とが重要となる。
実技実施の際のポイント　実技の実施に際して

は，エクササイズ（運動）とは異なり，「動作の

プロセスに着目すること」，「そのプロセスで自己
身体の課題通りの動かし方の困難に出会った際に，
その動作困難をどう感じ，どう受け取り，どう解
決しようと試みたのか，しなかったのか」などの，
動作体験に伴う心理プロセスを体験することが重
要である。そのため，実技をする中で「自己身体
をじっくり，ゆっくりと動かし，動作の感じを大
切にすること」についても繰り返し声かけを行っ
た。

ポイントとしては，講師の動きを細かく口頭で
説明を行うこと，Zoom のスポットライト機能を
適宜使い，実技担当講師の動作が見やすいように
画面の切り替えにメリハリをつけること（Figure 
7），双方向支援担当講師が，参加者が課題動作を
適切に行っている場合は，「そうです」，より適切
な動かし方を促すときには，「○○してみましょ
う」と細やかな声かけを行うことが重要となる。
アンケート活用の重要性　今回は，事前に研究

協力を依頼した上で協力いただける方にリハーサ
ル，TWS の都度ごとに Google フォームを用い
たアンケートに回答を得ることができた。このこ
とにより，講師サイドは実習の方法の改善に役立
てることができた。また，科学研究費の助成に伴
う研究の一環として行ったために，TWS 参加者
からは，心理測定尺度への回答を通じて，「客観
的に自分を振り返る機会にもなる」，「実施中は気
づかなかった変化を感じた」との声があり，心理
測定尺度を実施することによって，客観的に実技
での体験や心身の変化について振り返る効用があ
ったと考えられる。このように，実習後のアンケ
ートの実施は，いろいろな意味において重要にな
る。オンラインで Google フォーム等を用いての
アンケートの実施はその場で回答を得ることがで
きるし，すぐに集計結果等を確認することもでき，
非常に利便性は高い。
チャットの活用　実習では Zoom の機能である

チャット（参加者全員，あるいは特定の個人同士
の文字を介しての会話）を用いて質疑応答を行っ
たところ，口頭よりもチャットでの質問が多かっ
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Figure 1　受講上の注意スライド

Figure 3　実技についての説明スライド（例 1）

Figure 5　実技参加時の留意点スライド

Figure 2　動作法についての説明スライド

Figure 4　実技についての説明スライド（例 2）

Figure 6　実技参加時の注意点スライド
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 Figure 7　腕上げ動作課題の実技の様子

た。全ての質問にその場で答えるのは難しいため，
時間的な制約もある中で，それぞれの質問に対し
どのように回答するのか，しないのか等，事前に
方針を明確にしておく必要がある。

高齢者に実施する際のポイント
オンラインで高齢者に健康動作法を実施する際

の支援者の留意点について考察していく。加齢に
伴い，心身の機能は低下していく。①動きが緩慢
になる，転びやすくなる等の身体機能の低下，②
見る，聞く等の感覚機能の低下，③認知機能，特
に一度に多くのことに注意が向けられなくなる等
の注意機能の低下（Tun & Wingffield, 1995）等
に留意する必要がある。

身体機能の低下に対しては，からだを動かす際
の留意点としては，転倒等による事故の危険性が
あるので，椅子に座っての実施が望まれる。感覚
機能の低下については，これは，よく言われるこ
とであるが，説明や実技の際の声掛けにあたって，

「ゆっくりと，大きな声で」行うとよい。オンラ
インで動きを伴う実習を行う場合，体につけられ
るピンマイクやヘッドホンと一体化したヘッドセ
ットがより望ましい。また，注意機能の低下につ
いては，注意を複数に向けることが難しくなって
いるため，一度に複数のことは言わない，できる
だけ，説明はシンプルにする，動作課題もシンプ

ルにする，などのことを意識して行うようにする
必要がある。

さらに，高齢者を念頭において健康動作法を行
う場合，上記のことを念頭に置いた上で，動作課
題を選択することも重要である。例えば，一般的
な健康動作法では，いす坐位での肩上げ動作課題
の場合，まず背を背もたれから離し，腰を起こし，
上体をできるだけまっすぐにした基本姿位の上で，
片方ずつ肩の上げ下げ動作を行う。その際，「肩
先（肩峰部位）が耳たぶにつくようなつもりで上
げてみましょう」という教示を行うことが多い。
高齢者は，体型的に肩関節部位が内屈している，
いわゆる前肩になっていることが多い。したがっ
て，肩関節部位の特徴から，「いったん背中を丸
めましょう」「両肩を前にすぼめるようにしまし
ょう」「元に戻しましょう」「今度は背を少し伸ば
しましょう」「両肩を上にあげてみましょう」と
いうように，高齢者の姿勢特徴に合わせて，一つ
ずつ，教示を進めるなどの工夫が必要となる。

ただ，さまざまな工夫をこらしながら，オンラ
インによる健康動作法を行うにしても，それには，
当然限度もあるため，個人での対応が難しい場合，
例えば，家族がフォローする，高齢者施設の利用
者の場合，施設の職員がフォローしながら，実施
することが必要となってこよう。また，認知症高
齢者の方への臨床動作法の実践も，対面では行わ
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れており，認知面と身体面共に大幅な機能低下が
みられ，言語的交流が困難な事例であっても，臨
床動作法を用いた心理支援により，緘黙の緩和や
感情表出の増大，対人交流の活性化，身体機能の
向上が認められている（上倉・成田，2014）。認
知症の方に対するオンラインによる臨床動作法の
実施の方法については，その効果の検証も含めて，
今後の課題としたい。

利益相反
本論文に関して，開示すべき利益相反関連事項

はない。
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Instruction manual for practicing simultaneous,  
interactive online psychological support using  Dohsa-hou� 
̶With support for the healthy older adults in mind̶

 Gymnastics and other physical and recreational activities that were held at senior citizens’ facilities 

have been suspended during the COVID-19 pandemic to prevent infections. Moreover, globally, meetings, 

lectures, and training programs are now conducted using Zoom and Microsoft teams. In light of the cur-

rent situation, we developed a method and an instruction manual for simultaneous, interactive online train-

ing for providing psychological support using  Dohsa-hou through lectures and practicums. Specifically, 

we developed a practical training format for conducting  Dohsa-hou consisting of explanations and 

practicums, structured as a flow from preparations, explanations, exercises to a questionnaire for partici-

pants. We also presented the key points of the training and developed a checklist, which would be com-

piled as an instruction manual. We also discussed the essential issues for supporters implementing this 

method with older adults.

Key words ⇒  Dohsa-hou, healthy older adults, instruction manual, online,  

psychological support practice
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