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失語症者のためのリハビリテーションプラン作成支援機能を 
有する言語聴覚訓練システムの開発 
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概要：脳卒中等によって言語機能の中枢が損傷されたことにより，言語を操作する機能が障害された状態を失語症と
いう．失語症者に対する聴力や音声機能、言語機能のリハビリテーションは言語聴覚士が行う．失語症者のリハビリ

テーション効果を高めるために，言語聴覚士により失語症者ごとにホームワーク用課題で構成されるリハビリテーシ

ョンプランが作成される．そこで本研究では，リハビリテーションプランの作成を支援する機能を有した失語症者の
ための言語聴覚訓練システムを Androidタブレット端末上のアプリとして開発した．本稿では，開発したシステムと
その有用性について，言語聴覚士を対象としたアンケート結果をもとに報告する． 
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Development of a Language-Hearing Training System with Function 
of Making a Rehabilitation Plan for each Aphasia Patient 
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Abstract: Aphasia is the loss or impairment of language function caused by brain damage such as a cerebrovascular accident 
(stroke) and head trauma. A speech-language-hearing therapist (ST) is a specialist with training in the treatment of a variety of 
speech, voice, hearing, and language disorders. For each aphasia patient, an ST creates a rehabilitation plan. To enhance the 
rehabilitation effect of aphasia patients, homework tasks based on the rehabilitation plan are often given to an aphasia patient. In 
this paper, we develop a language-hearing training system for aphasia patients as an application on Android tablets. The language-
hearing training system has a function of creating a rehabilitation plan consisting of homework tasks. Then, we show the usefulness 
of the developed system by reporting results of questionnaires for STs. 
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1. はじめに    

失語症とは，大脳の言語を司る言語中枢が脳卒中等によ

って損傷をきたした結果，言語を操作する機能が障害され，

ことばを聴く，読む，話す，書くの全ての側面に何らかの

困難をきたした状態のことをいう[1]．失語症の患者（失語
症者）に対するリハビリテーション（リハビリ）は言語聴

覚士（ST）により行われる．失語症者に対するリハビリ効
果は，リハビリ回数をより多く，1 回あたりのリハビリ時
間をより長くすることでリハビリの効果が高まると考えら

れる．失語症者数は 2015年時点で約 50万人である[2]．一
方で，STの数は 2016年時点で約 2万 7千人である[3]．言
語聴覚士の資格保有者のうち，有職者数は 2017 年時点で
約 1 万 4 千人であるため，失語症者の数に対して ST の数
が少なく，失語症者 1人あたりのリハビリ回数およびリハ
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ビリ時間を増加させることは容易ではない．そこで本研究

では，ホームワークとしても活用できる失語症者のための

言語聴覚訓練システムを開発することを目的とする． 
失語症者に対するリハビリでは，パソコン，携帯端末，

ゲーム機などのデバイスが活用されている．例えば，失語

症者訓練支援ソフト「さくらさんと言葉の訓練」[4]，失語
症者のコミュニケーション支援を行う Android を用いた失
語症者向け料理名思い出しツール[5]，リハビリをホームワ
ークとして行う Androidアプリ[6]などがある．これらのシ
ステムは，個人の症状に細かく対応しているとは言い難い．

そのため川本ら[7]は, 失語症者個人の症状に合わせて ST
が出題する問題を選択する機能である「リハビリテーショ

ンプラン作成機能」を有した言語聴覚訓練システムを

Androidアプリとして開発した．このシステムには，失語症
者の解答結果を次のリハビリテーションプラン作成に十分
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に活用することができないという課題があった．そこで本

稿では，リハビリテーションプラン作成に活用できるよう

STに失語症者の過去の解答結果を提示することで，リハビ
リテーションプラン作成を支援する機能をもった言語聴覚

訓練システムを開発した．また，アンケート調査により開

発したシステムの有用性を確認したので，その報告を行う． 
 

2. 提案システム 

	 Android Studio version 3.1.3 上で，プログラミング言語
kotlin version 1.2.51 を用いて，失語症者のためのリハビリ
テーションプラン作成支援機能を有する言語聴覚訓練シス

テムを，タブレット端末上で動作する Android アプリとし
て開発した．本システムは，「リハビリテーションプラン作

成機能」と「問題解答トレーニング機能」により構成され

るシステム[7]を拡張および改良したものである．リハビリ
テーションプラン作成機能とは，失語症者がホームワーク

として行うリハビリを STがプランニングする機能である．
さらに，問題解答トレーニング機能とは, STが作成したリ
ハビリテーションプランに基づき，失語症者がホームワー

クとして行うリハビリ用課題を提供する機能である．出題

する問題についての説明を 2.1 節で行う．さらに，図１と
図２のフローチャートに従って，リハビリテーションプラ

ン作成機能と問題解答トレーニング機能の説明を，それぞ

れ 2.2節と 2.3節で行う．なお，青枠は今回新しく追加した
機能である． 
 

2.1  出題する問題 
失語症者に対するリハビリは，一般に ST と１対１で行

われ，個人の症状に応じた国語の問題や ST との会話など
により行われる．このため，ホームワークとして国語の問

題が提示されることが多い．このことを踏まえて，本シス

テムでは以下の基礎的な 13 種類の国語の問題を用いる：
（1）仲間はずれを選ぶ練習，（2）初めの音が違う言葉を選
ぶ練習，（3）仲間を選ぶ練習，（4）初めの音が同じ言葉を
選ぶ練習，（5）仲間同士をくっつける練習，（6）適切な助
詞を選ぶ練習１，（7）適切な助詞を選ぶ練習２，（8）適切
な助詞を選ぶ練習３，（9）適切な助動詞を選ぶ練習，（10）
読んで理解する練習１，（11）読んで理解する練習２，（12）
読んで理解する練習３，（13）リスニング． 
 

2.2  リハビリテーションプラン作成機能 
リハビリテーションプランは，１日１パターンを目安に

最大 3 週間分である 21 パターンで構成される．パターン
とは，問題とその設問数の組の集合である．リハビリテー

ションプラン作成手順を以下に示す（図１参照）． 
(1) してリハビリテーションプラン作成機能に入る． 
(2) ログイン画面（a-1）で，STがログインを行う．未登録
の場合は, ST 登録画面（a-2）を用いてログインする． 

(3) 患者選択画面（a-4）で，登録患者を選択し，作成する
パターン数を入力する（図 4参照）．なお，１日１パタ
ーンを実施することを想定し，最大３週間分の 21パタ
ーンまで設定できる．患者が未登録の場合は，患者登

録画面（a-5）を用いて登録する．また患者を選択する
と，情報提示画面（a-3）および結果表示画面（a-6）に

図２：問題解答トレーニング機能フローチャート 
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図３：スタート画面 	       図４：患者選択画面  

�'���-)(. �'������

�'�"�����

�

�'�$�����

/�
�'����*+0,

�'�!������'���	���

�'� ������'���%&�� �'�#�����

図１：リハビリテーションプラン作成機能フローチャート 
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移ることができる．情報提示画面（a-3）では，患者の
登録情報やパターンごとの実施日等の履歴情報が提示

される（図 5参照）．結果表示画面（a-6）では，患者の
過去の解答結果や解答時間がレーダーチャートや表で

提示できる（図 6参照）．これらの機能により，リハビ
リ課題を定期的に行なっているかの確認や，リハビリ

効果の確認を行うことができ，次のリハビリテーショ

ンプラン作成に活用できる． 
(4) 出題問題選択画面（a-7）では，パターンごとに 13 種
類の問題から出題する問題と設問数を設定する（図 7，
図 8 参照）．この作業を設定したパターン数分繰り返
す．例題ボタン（a-8）を押すことで，出題する問題の
形式を確認する事ができる．  

(5) 内容確認・修正画面（a-9）では，設定した問題や設問
数の確認・修正を行う（図 9参照）．この画面において，
リハビリテーションプラン全体を通して，設問数を細

かく再設定できるなど修正を行えるようにした．完了

ボタンを押すとリハビリテーションプラン作成が完了

し，問題解答トレーニング機能のスタート画面（a-10）
に移る（図 10参照）． 

 

2.3  問題解答トレーニング機能 
	 ST により作成されたリハビリテーションプランに従っ
て，患者が行うリハビリを提供する問題解答トレーニング

機能の手順を以下に示す（図 2参照）． 
(1) スタート画面（b-1）から中央のスタートボタンを押し
て問題解答トレーニング機能に入る（図 10参照）． 

(2) 問題一覧表示画面（b-2）では，STがプランニングした
1パターン分のすべての問題が表示され（図 11参照），
患者がその中から解答する問題を自由に選択する．な

お，選択できる問題は濃い灰色，選択済みの問題は薄

い灰色の文字で表示される．1 パターン分全ての問題
を解くと，現れた結果表示ボタンを押すことで総合結

果表示画面（b-5）に移る． 
(3) 問題解答画面（b-3）では，問題ごとに STがプランニ
ングした設問について患者が解答する．設問ごとに正

図 5：患者情報提示画面 図 6：解答結果表示画面 

設問数 

 

図 7：出題問題選択画面	 	 図 8：出題設問数選択画面 

図 9：内容確認・修正画面 	 	 図 10：スタート画面 図 11：問題一覧画面  図 12：問題解答画面 
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誤判定が行われ（図 12参照），すべての設問を解答し
終わると解答結果表示画面（b-4）に移る（図 13参照）．
解答結果画面では正解数，不正解数，解答時間が表示

される．STがプランニングした問題数分繰り返す． 
(4) 総合結果表示画面（b-5）では，1パターン分の総合結
果がレーダーチャートで確認できる（図 14参照）．ST
が設定したリハビリテーションプランをすべて実施し

終えると，終了ボタンを押すことでスタート画面（図

3参照）に移る．次のパターンがあれば，終了ボタンを
押すことでスタート画面（図 10参照）に移り，中央の
スタートボタンを押して次のパターンを開始すること

ができる． 
 

3. 評価実験と考察 

3.1 実験の手順 
	 以下の手順に従った評価実験を，広島市立リハビリテー

ション病院に勤務する 16名の STを対象に行った．（1）ST
が 1人の失語症者を想定して複数パターンのリハビリテー
ションプランを作成する．（2）作成したリハビリテーショ
ンプランに従い，問題解答トレーニング機能を用いて，ST
が失語症者になりきりリハビリを実行する．（3）STがリハ
ビリテーションプラン作成機能および問題解答トレーニン

グ機能に関するアンケートに答える．なお，システムの操

作でわからないことや迷うことがあればその都度，操作説

明書を確認してもらった． 
	 アンケートでは，肯定的な評価から否定的な評価まで６

段階，5段階，4段階の選択肢をそれぞれ設けて評価しても
らった．例えば，「どちらが良いか」など 2者択一の質問で
は選択肢を 6段階にし，上位 3段階を肯定的な評価とし下
位 3段階を否定的な評価とした．「とても良いと思う」など
程度を測る質問は 5段階にし，上位２段階を肯定的な評価，
残りを否定的な評価とした．4 段階評価のものは上位 2 段

階を肯定的な評価，残りを否定的な評価とした． 
 

3.2 リハビリテーションプラン作成機能の評価結果 
	 以下の 4項目に関するアンケートにより，リハビリテー
ションプラン作成機能を評価した．そのアンケート結果を

表 1に示す． 
① STの負担を軽減するか． 
② 失語症者のリハビリに有効か． 
③ リハビリテーションプランを作成しやすいインタフ

ェースになっているか． 
④ 結果表示機能やリハビリテーションプラン確認・修

正機能などの新機能は，次のリハビリテーションプ

図 13：解答結果画面 	 	 	 	 図 14：総合結果表示画面 

表１：リハビリテーションプラン作成機能の評価結果 

項

目 
質問 

肯定数 二項

検定 否定数 

①  
言語聴覚士が本システムに慣れ

ることは難しいと思いますか？ 
16 

p< .01 
0 

① 

本システムを使用することで言

語聴覚士の負担が軽減されると

思いますか？ 

14 
p< .01 

1 

② 

患者さんが本人専用のタブレッ

トを使用できる場合，リハビリ

に本システムを使用したいと思

いますか？ 

16 

p< .01 
0 

② 

システムを使用することがリハ

ビリ全体の効率化につながると

思いますか？ 

15 
p< .01 

1 

③ 

図８の問題数選択画面を見たと

き，問題数を設定することはで

きますか？ 

15 
p< .01 

1 

③ 
図９の問題確認画面を見たとき

設定の確認はできますか？ 

14 
p< .05 

2 

③ 
図９の問題確認画面を見たとき

設定の修正はできますか？ 

11 
n.s. 

5 

④ 
新しい機能として実装された言

語聴覚士の新規登録は利用でき

ると思いますか？ 

16 
p< .01 

0 

①  

新しい機能として患者さんの過

去の解答結果を表示する機能が

実装されていますが，リハビリ

テーションプランを作成する上

でこの機能は有用ですか？ 

15 

p< .01 

0 

④ 

新しく実装された問題確認画面

での設問数の修正機能は，リハ

ビリテーションプラン作成に有

効ですか？ 

16 

p< .01 
0 
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ラン作成に役立つか． 
表 1 より，4 項目に関する多くの質問に対して肯定的な

意見が有意に多かった．これにより，リハビリテーション

プラン作成機能は 4項目に関して十分な評価を得ていると
いえる．また，アンケートの「本システムの機能の中でよ

かった機能があればあげてください」という質問に対する

記述式での回答において，過去の患者の結果表示機能，過

去に作成したリハビリテーションプラン確認機能およびパ

ターン数や設問数の設定機能などがあげられた．さらに，

「本システムを使用することで ST の負担が軽減される点
を教えてください」という質問に対する記述式での回答に

おいて，問題を考える必要がないこと，宿題の準備の負担

が減ることなどが多かった．これらの意見から，リハビリ

テーションプラン作成機能は ST のホームワーク課題を作
成するための負担を軽減できるといえる．一方で，インタ

フェースに関するいくつかの質問に対しては肯定的な意見

を有意に得られなかったものもあり，インタフェースにつ

いて改善が必要である． 
 

3.3 問題解答トレーニング機能の評価結果 
	 問題解答トレーニング機能について，以下の 3項目に関
するアンケートにより評価した．そのアンケート結果を表

2に示す． 
① 問題のレイアウトは見やすかったか，使いやすかっ

たか． 
② リハビリに役立つか． 
③ 結果表示は役立つか． 
表 2 より，3 項目に関する幾つかの質問に対して肯定的

な意見が有意に多かった．これにより問題解答トレーニン

グ機能は 3項目について十分な評価を得ているといえる．
このような結果は，総合結果表示機能によりもたらされた

と考えられる． 
 

3.4 システムの改善点 
	 アンケート結果から多く挙げられたシステムの改善点や

取り入れて欲しい機能を以下に示す． 
（a） 間違えた問題の答えを表示すること． 
（b） 問題の種類や設問数が少ないこと． 
（c） ヒントを表示する機能． 
(a)に関して，現段階では問題および設問数が少ないため
答えを表示してしまうと，暗記されてしまう可能性があ

る．そのため，（b）の改善点である問題の種類や設問数を
増やしたのち，（a）を改善したいと考えている．（b）に関
しては，リハビリ用問題作成機能を実装し，アプリ内から

問題を作成できるようにしようと考えている．取り入れて

欲しい機能として最も多かったものが（c）である．リハ
ビリに役立つと考えられるヒント表示機能を実装する必要

である． 

4. おわりに 

	 失語症者リハビリテーションプラン作成支援機能を有し

た言語聴覚訓練システム AphaRehaSys を開発した．ST に
よる評価実験結果から，提案システムが失語症者のリハビ

リに有用である可能性が十分にあることを示した．さらに，

提案システムの利用は ST の負担軽減につながることがわ
かった．今後の課題として，リハビリ用問題作成機能や失

語症者による評価実験の実施などが挙げられる． 
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