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要旨：大学生の発達障害について，その定義と自閉症スペクトラム障害，注意欠陥多動性障害，学習障害の
それぞれ，また支援制度や法律についてまとめた．さらに２事例をあげて大学での問題と支援の実際をあげ
て，特に鍵となる合理的配慮についての筆者の見解を述べた．今後，大学では発達障害の大学生の理解と支
援がますます重要になると思われる．
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１．はじめに

を経て経験を積んだり得意な能力で補うことによっ

発達障害は乳幼児や児童の問題とされてきたが，

て，困難が減ったり上手く適応できる人もいるが，

その特性や問題は長期にわたって変わらずに続くこ

その基本特性は終生にわたり続くため，大学での修

と，また知的な問題はない人の方が多く，大学生で

学，対人関係，就職などの際に再び，或いは新たに

も数％の学生がこの障害を持つと想定される．筆者

困難を起こす人もいる．発達障害とは何らかの生物

は精神科クリニックの外来診療と大学の学生相談室

学的な要因による中枢神経系の障害のため認知やコ

で発達障害学生の支援を行っている．本論では事例

ミュニケーション，社会性，注意力や学習等の能力

を挙げて発達障害とはどのような問題か，大学生で

に偏りや問題を生じ，現実生活に困難をきたす以下

はどのような問題があり，どのように支援を行えば

の障害である．
１）生まれつき，あるいはごく早期からもってい

良いか，
“合理的配慮”についてどのように考えて対
応すれば良いか，などを精神科医の立場から述べる．

る特徴でその根本的な病理はあまり変化なく終生続
く．従って大学入学以前から，あるいは卒後もその

２．発達障害とは～定義と分類

病理に基づく問題を持ち続ける可能性がある．

2005（平成 17）年４月施行の発達障害支援法では

２）家庭での養育や学校での苛めなど社会環境の

「
『発達障害』とは，自閉症，アスペルガー症候群そ

問題で起きるものではない．ただし対人関係や養育

の他の広汎性発達障害，学習障害，注意欠陥多動性

に困難をきたしやすいので，虐待や苛めにあいやす

障害その他これに類する脳機能障害であってその症

く，二次的な問題を生じて複雑な病像を示すことも

状が通常低年齢において発現するもの」とされてい

ある．
３）薬物療法などで医学的に根本を治す治療法は

る．人口の数％はその特性を持つと考えられ，年齢

ない．しかしその問題を理解して環境や周囲の対応
＊

精神科医 / あつぎ心療クリニック

を改善することで，現実に起きている問題は十分に
解決可能である．従って医療と同等，あるいはそれ
以上に教育的な対応が重要である．
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これらの関係は専門家でも見解が一致していない

大学生で問題になる発達障害には以下がある．

が，文部科学省が 2002 年と 2012 年に全国の小中学

１）自閉症スペクトラム障害（ASD）
「コミュニケーションの障害～言葉の表面の意味

校で行った調査結果の図１★を参考にするとそれぞ

しか分からない」
「社会性の障害～常識が乏しく集

れが重なっているのがわかる．学習障害Ａと注意欠

団の中でうまくいかない」
「想像性の障害と固執傾

陥多動性障害Ｂが重複する人が多いのは知られてい

向～同じ状況へのこだわりが強く新しい状況に適応

たが，自閉症スペクトラムＣとも重複している人も

しづらい」の三つの障害（提唱した研究者の名から

多い．それぞれ典型的な方は違いがはっきりしてい

Wing の三つ組の障害という）を持つ人たちである．

るが，大学生になると表面に出てくる問題が変化し，

それ以外にも特定の音や触覚，気温 / 湿度などの環

自閉症とされた方が学習障害としての問題だけが

境に対しての感覚過敏を持つ人も多い．自閉症とア

残ったり，逆に学習障害＋注意欠陥障害の人が対人

スペルガー症候群の関係は議論があるが，多くの研

関係の問題が大きく出てアスペルガー症候群と診断

究者が本質的には同じ病理に基づく障害で「自閉症

されるなど，それぞれの境界が曖昧になることが多

スペクトラム（ASD）
」という連続する一つの障害

い．大学で対応する際は，学生の起こしている問題

としている．これは広汎性発達障害（PDD）とはほ

が発達障害による，すなわち生得的な能力の問題で

ぼ同義である．

あり，どのような能力の偏りや障害からくるかを把

２）注意欠陥多動性障害（ADHD）

握して実際に役立つ対応を考えていければよく，下

注意力に障害があってトラブルを生じたり，多動

位分類＝診断名にこだわる必要はない．また図１★

や衝動的な行動をしてしまう問題である．注意力に

によれば合計６％強の児童生徒が発達障害の可能性

は持続すること，いくつかの対象に注意を分配でき

があり，大学ではこのような調査は行われておらず

ること，状況に応じて注意を転換できることの三つ

正確なデータはないが，これに近い数値が推測され

の側面があり，それぞれに問題があると不注意でと

る．また性別では全体として男性の方がかなり多い

んでもないミスをしてしまう，遅刻が多い，よく物

が，表面上のコミュニケーションに問題が少ないア

を失くす，複数の課題をこなせない，提出物が期限

スペルガー症候群や不注意が主な ADHD は女性に

に間に合わない，時間管理ができない，好きなゲー

も多い．

ムには没頭できるが 90 分授業には集中できない，
一寸の刺激で注意が散る，落ち着きがない，待てな
い，並べない，つい余計なことをしてしまう，など
の困難をきたす．状態像として注意力の問題が主，
衝動性や多動が主，両者がある方に分類されるが，
多動や衝動性は長ずると目立たなくなり，また様々
なトラブルから大学入学に至らないことが多いた
め，大学生では注意力に問題がある方が主である．
３）学習障害（LD）
定義は複数ある．主に医療分野では知能など他の
能力に問題がないのに「読み」
「書き」
「計算」の一
つ或いは複数が障害されている場合を言い，教育分
野では上記に加え「聞く」
「話す」
「推論」のどれか
或いは複数が障害されている方も含む．dyslexia（失
読症）など学習障害だけの人は図１★にあるように
かなり多いと推察されるが，成績の悪い「単に勉強
ができない学生」と思われ“障害”と認識されずらい．

Ａ「聞く」
「話す」
「読む」
「書く」
「計算する」
「推論する」に
困難（学習障害（文部科学省定義）にあたる）
Ｂ「不注意」または「多動性－衝動性」の問題を示す（注意
欠陥多動性障害にあたる）
Ｃ「対人関係やこだわり等」の問題を示す（自閉症スペクト
ラム障害に当たる）

図１★

文部科学省 HP，今後の特別支援教育の在

り方について（中間まとめ）の「通常の学級に在籍
する特別な教育的支援を必要とする児童生徒に関す
る全国実態調査」調査結果（2003）より
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３．大学生や成人の発達障害の支援制度や法律

４．発達障害の大学生はどのように相談につながるか

ここ 10 年の間で児童の問題と思われていた発達

１）入学前に診断されていて，引き続き大学で相

障害が大学生や成人でも重要な問題であるという認

談を希望する

識が急速に高まり支援制度や法律が整備されつつあ

２）発達障害の病理や特性から学生生活で様々な

る．その一覧を表２★に示す．

トラブルを起こして来談する
３）学業不振，実験や実習がうまくこなせない，
就職活動が進まないことから教員が気づく

表２★ 成人期発達障害に関係する制度 / 法律
◆2 005年４月 発達障害者支援法が施行．成人の発達
障害への支援も明記され，発達障害者支援センターが
設立された．
◆2005年10月 全国の地域障害者職業支援センターで
「精神障害者（発達障害者含む）総合雇用支援」が開
始された．
◆2 006年４月 精神障害者（発達障害者含む）も障害
者雇用枠の対象となった．
◆2 006年12月 国連総会で障害者権利条約が採択，
2007年９月同条約に日本も署名，障害者差別解消法
案の成立など国内法が整備され2013年12月に批准/承
認された．
◆2 007年４月 「学校教育法等の一部を改正する法律
案」を受け特別支援教育が始まり普通学級で発達障害
児への支援が開始された．
◆2 011年１月 大学入試センター試験で発達障害を持
つ受験生の特別措置が認められ，同年４月大学に入学
した．
◆2 011年１月 厚生労働省が発達障害者も精神障害者
保健福祉手帳と自立支援医療の対象であると明記した
通達をだし同年４月から実施された．
◆2 011年８月 障害者基本法が改正，障害者の定義
に「身体障害，知的障害，精神障害（発達障害を含
む）」と児童，成人を問わず発達障害者に適切な支援
を行う事が明記された．
◆2012年８月 18歳以上で新規にADHDと診断された
人へのアトモキセチンの投与が認可された．
◆2 013年３月 厚生労働省労働政策審議会が精神障害
者も障害者の法定雇用義務に含めるよう求めた答申案
が出され，2018年４月から実施するよう「障害者の
雇用促進等に関する法律」の一部改正が国会に提出の
見込み．
◆2 013年４月 障害者自立支援法が障害者総合支援法
に改正され施行された．
◆2 013年４月 障害者雇用率が一般企業で1.8％から
2.0％に拡大された．
◆2 013年６月 障害者に必要な配慮や措置をしない
“合理的配慮”の不提供の禁止を含む障害者差別解消
法案が成立．2016年４月より施行予定．
◆2013年12月 障害者差別解消法案の成立に従い障害
者権利条約が国会で批准承認された．
◆2013年12月 18歳以上で新規にADHDと診断された
人へのメチルフェニデート製剤（コンサータ）の投与
が認可された．
-------------------------------------------------------------------------------（福田真也:成人期ADHD診療ガイドブック：齋藤万比
古，樋口輝彦編.じほう.2013.ｐ134を一部改変）

４）二次的，あるいは合併した精神・身体症状で
保健室を訪れる
５）不登校や休学している学生に多い
６）本人がネットや書物をみて自分もそうではな
いかと思い来談する
１）については平成 23 年より認められた大学入
試センター試験で障害を持つ方への受験特別措置
（2013 年１月 19 ～ 20 日実施）によれば，総志願者
573344 人中，障害があり受験特別措置を求めた受験
生 1618 人，そのうち発達障害方は 150 人であった．
また小中学校の特別支援教育の充実によって今後は
入学以前に診断され，高校や学外の相談機関から引
き続き大学でも支援を求める事例が増えてくると思
われる．しかし現時点では２）～６）の高校卒業ま
では自他ともに発達障害とは気づかなかったり，大
学には伝えずにいたが入学後，他の学生や教職員と
軋轢をおこす，授業，実習やゼミなどで適切に学べ
ない，就職活動が進まない，あるいは二次障害とし
て様々な身体・精神症状を生じてはじめて発達障害
を疑う事例が多い．
５．事例
筆者がかかわった２事例を挙げて，発達障害の大
学生の問題と支援について論じよう．
★事例１）男子大学１年生 18 歳，ASD（アスペルガー
症候群）のＡ君
一対一でのコミュニケーションは取れるが，元来，
社会性に乏しく友人はほとんどできなかった．しか
し知的にとても高く進学校に進み勉強はできたた
め，入学までは診断を受けることなく大学入試セン
ター試験でＢ大学に入学した．彼は音に対する感覚
過敏があり，高校は静かな環境の進学校であったた
め問題にならなかったが，大学のＣ先生の必修講義
は大人数で私語が多く騒がしく苦痛を感じていた．
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そのためヘッドホーンをつけ一番前の席に座って対

大学に入学することができ，実家からは遠いため一

処していた．しかしＣ先生は目の前でヘッドホーン

人暮らしを始めた．しかし朝起きてからの手順，す

をつけて受講するＡ君を，音楽を聴きながら受講す

なわち起きて顔を洗う→歯を磨く→着替える→お

る不真面目な学生と思い，出席もして定期試験もそ

茶を入れる→トーストを焼く→食べる→食器を洗う

れなりにできていたにもかかわらず落第させられ，

→授業に必要な教科書を鞄に入れる→お化粧をする

単位を落としてしまった．この授業は必修で単位を

→外用の服に着替える→暖房を消す→鍵を閉める→

取得しないと次の学年に進めないために困ってし

ゴミを所定の場所に出す→大学に向かう，の手順の

まったＡ君は学生相談室を訪れカウンセラーに対応

途中で友達から携帯に電話が入るなど予定外の出来

を相談した．その結果，発達障害に理解のある精神

事が生じると，始めからやり直したり混乱してしま

科医を受診して発達障害の診断を受け，医師からの

い時間がかかってしまう．また駅までの途中に大好

意見書があればＣ先生の理解が得られるだろうと考

きな猫がいると一時間もかまって遊んでしまい，遅

え，カウンセラーが普段から懇意にしている精神科

刻して必修の一限の単位がとれないため，主治医に

医（筆者）に連絡をとりＡ君は受診した．Ａ君とカ

「ADHD による注意力の障害があり大学での適切な

ウンセラーからの助言を受けて精神科医は「アスペ

配慮が必要である」という診断書を記載してもらい

ルガー症候群による感覚過敏があり，多人数の教室

学科事務室に提出し，遅刻しても出席と認めるよう

で受講する際に教室内の話し声，その他の騒音に絶

に求めた．しかし学科の担当職員は ADHD につい

えがたく講義中にヘッドホーンをつけるなど何らか

て聞いたことはあったが，どのような問題でどのよ

の騒音を防止する対応が必要である．
」という意見

うに困ってしまうのかはよく理解しておらず，また

書を記載した．それを持ってＡ君とカウンセラーが

上記のような経緯で遅刻した場合に出席と認めるこ

同伴してＣ先生の研究室を訪れ，カウンセラーがア

とに対しては，教員の側から「単なる甘えなのでは

スペルガー症候群の特性による感覚過敏がありヘッ

ないのか？」「遅刻を認めるにしても何分まで認め

ドホーンをつける必要性があることを説明して，

たら良いのか？」「このような場合に遅刻しても出

ヘッドホーンをつけての受講を認めてもらい次年度

席と認めると，遅刻しても出席と認められない他の

は無事に単位を取得できた．

学生との間で不公平ではないか？」という疑問や意
見が噴出して，学生相談室の相談員である精神科医

このように発達障害といってもその特性，学内で

（筆者）に意見を求めてきたが，このような場合に

どのような問題を起こすかは一人一人異なり，その

遅刻を出席と認める配慮を行っても良いかを容易に

困難を学生相談カウンセラーなど学内の支援者が正

決めることができなかった．

確に捉えて支援策を考えた上で，相談室での一対一
での面接に留まらず，授業担当教員や窓口職員など

６．大学での支援～コーディネーター機能が重要

実際に学生とかかわる教職員，外部医療機関の主治

身体障害学生への支援では，例えば視覚障害学生

医などとの間を繋いで，必要ならば実際に教職員に

のための点字テキストや音声化ソフトを用いて授業

出向いて説明し理解を求めるコーディネーターとし

を行う，聴覚障害学生のための手話通訳者の同伴，

ての支援が重要である．

肢体不自由で車椅子を必要とする学生のためのス
ロープやエレベーターの設置など，ハード面での支

次に発達障害による困難に対して大学として，ど

援は学内での理解が得やすく，またどのような支援

こまでの支援や配慮を行うか苦慮した事例をあげ

をすれば良いかを明確に定めやすい．また事例Ａ君

る．

のように一教員の裁量で対応でき，それほどの負担
がかからない支援は学内の支援者が学生と教員の間
を取り持つコーディネーターとして機能すれば支援

★事例２）女子大学２年生 19 歳，ADHD のＤさん
大学入学前に ADHD の診断を受け，注意力や物

することができる．しかし大学での支援では授業を

事の手順を進める実行機能に課題を持ちながらもＥ

担当する教員は多数いて，また出席の取り方，成績
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評価の方法も定期試験を行うかレポートにするかな

の延長やレポートへの代替を認める場合の根拠，そ

ど教員が独自に決めることが通例である．また入学

のような支援を行うことに対して教員や他の学生か

試験，入学時のガイダンス，履修登録，授業，実験・

らの「不公平ではないか」という声に対して説得力

実習，成績評価，学生生活，就職支援を含むキャリ

をもって支援や配慮の必要性を説明できる，大学と

ア支援，災害時の支援など多くの場面や状況でのサ

しての支援の基準や学内のコンセンサスが重要に

ポートや配慮が必要であり，教員に限らず学生部や

なってくると思う．

教務部，図書館，キャリア支援センターなど様々な
窓口職員がかかわることになる．そのためカウンセ

７．合理的配慮について
ここでポイントとなるのが“合理的配慮”である．

ラーや保健師などの学内支援者，特定の専任教員だ
けが支援を行うだけでは不十分で，発達障害学生と

これは平成 25 年６月に成立し，28 年４月より施行

関わる全ての教職員が，彼らが大学においてどのよ

される「障害者差別解消法案」でも“合理的配慮を

うな困難をもっているか理解して，その場と状況に

行わないことも差別に当たる”とされた鍵となる概

応じて支援することが求められる．これについては

念である．また文部科学省が平成 24 年 12 月に出し

日本学生支援機構が発行した「教職員のための障害

た『障がいのある学生の修学支援に関する検討会報

学生修学支援ガイド（平成 23 年度版）
」に詳しい．

告（第一次まとめ）』にも合理的配慮を行うように

最後にあげたホームページよりダウンロードできる

との記載がある．しかしどのような配慮が“合理的

ので参考にして欲しい．発達障害の大学生の支援で

配慮”に当たるのかの具体的な記述はなく，現状で

はこのように多くの教職員が状況に応じて臨機応変

は事例ごとに対応し経験や知見を蓄積していくしか

に支援をすることが求められるため全体を統括して

ない．

支援プランを考え，関係する教職員，あるいは主治

筆者は例えば事例Ｄさんのように『遅刻を認め

医など外部支援機関とも連携して能動的に動いて支

る』，『試験時間の延長』，『定期試験のレポートへの

援を進めていく橋渡し役＝コーディネーターの機能

代替』など“強い”支援も合理的配慮に当たるとす

が極めて重要であり，専任のコーディネーターを置

るならば，身体障害のように障害を証明できる公的

くことが理想的だが，それが難しければ保健管理セ

な証明書，例えば精神障害者保健福祉手帳を大学に

ンターの保健医・保健師，学生相談室カウンセラー

提示することが必要になると考えている．そのため

など発達障害の専門知識をもつ学内支援者がコー

にはまず学生自身と保護者が自身の障害がどのよう

ディネーターとして支援をしていくことになろう．

なものであるかを，専門家を受診して適切に告知さ

ここで問題となるのは事例Ｄさんのように発達障

れ理解しておくことが重要である．その上で大学に

害が外見からはわかりにくく，その困難がどのよう

手帳や主治医からの意見書を提出し，支援や配慮を

なものであるか，そのための支援や配慮をどの程度

申し出て，それを受けて大学では発達障害に詳しい

の障害をもつ学生にどこまで行うかである．平成 23

カウンセラーや精神科医などの学内の専門家が助言

年より大学入試センター試験で発達障害学生に対し

して，大学での支援や配慮を行うことが適切だと思

て試験時間の 1.3 倍の延長，別室受験などの特別措

う．平成 23 年に厚生労働省が広汎性発達障害，注

置が認められ，前述したように平成 25 年１月のセ

意欠陥多動性障害，学習障害など発達障害も精神障

ンター試験では総志願者 573344 人のうち 150 人が

害者保健福祉手帳の対象となることを明記した通達

発達障害としての受験特別措置を求めたが，その際

を出した．筆者もかなりの数の発達障害の大学生の

は主治医からの詳細な診断書と状況報告・意見書が

診断書を記載し手帳を取得させている．現状では就

必要であった．今後はセンター試験と同様な特別措

労において障害者雇用枠を用いる際に手帳を取得す

置を大学に求めてくる学生が増加すると思われ，大

ることが多いが，今後は大学においても上記のよう

学としても支援体制を整えていく必要がある．しか

な“強い”支援や配慮を求める場合も，手帳を取得

し大学での支援や配慮の具体的な内容についての指

した上で大学に提示・開示していくことを検討して

針はいまだ乏しく，例えば定期試験などで試験時間

も良いと思う．
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８．今後の課題～発達障害の支援は当事者に限らず

（4）福田真也：大学生の発達障害を支援する．こ

大学全体に役立つ

ころの科学 171 号．34-38. 2013.

まずは発達障害を持つ学生がいて，その特性を理

（5）国立特別支援教育総合研究所編：発達障害の

解して対応することが必要だという学内のコンセン

ある学生支援ガイドブック．ジアース教育新社．

サスを得る努力，例えば講演会や研修を積極的に行

2005.

うことで，筆者もパンフレットや小冊子を作り研修

（6）齋藤万比古，樋口輝彦編：成人期 ADHD 診療
ガイドブック．じほう．2013.

に役立てている．また最近は学生支援 GP で発達障
害等の学生支援のプロジェクトを立ち上げたり，障

（7）斎藤清二，西村優紀美，吉永崇史：発達障害
大学生支援への挑戦．金剛出版．2010.

害学生支援センターを設立した大学もある．
発達障害は終生続く問題なので，卒後の問題も大

（8）高石恭子，岩田淳子編著：学生相談と発達障害．
学苑社．2012.

きい．特に作業療法士など入学すると必然的に卒後
の資格や職種が決まってしまう専門性の高いコ・メ

（9）高橋知音：発達障害のある大学生のキャンパ

ディカルの学科や専門学校の学生の場合はその適

スライフサポートブック．学研教育出版．2012.

性そのものが問題になるので特に対応が難しい．そ
れ以外の学部学科の発達障害学生も就職活動が難し
く，また仮に就職できても職場では大学以上に困難

Web
（1）独立行政法人大学入試センター：受験特別措

な状況にある．産業領域でも発達障害の勤労者への

置案内（平成 25 年度）．2012.

対応が大きな課題となっており，今後は大学と産業

http://www.dnc.ac.jp/modules/center_exam/

保健との連携も重要になるだろう．

content0523.html

車椅子の学生のためにエレベーターやスロープな

（2）文部科学省：障がいのある学生の修学支援に

どを設置したことに最も恩恵を受けたのは，実は中

関する検討会報告（第一次まとめ）．2012.

高年の教職員であった．発達障害の特性を理解して

h t t p : / / w w w . m e x t . g o . j p / b _ m e n u / h o u d o u /

の配慮や支援，例えばディスレクシアのためのわ

24/12/1329295.htm

かりやすい資料を作成することは全ての学生に役立

（3）日本学生支援機後編：教職員のための障害学

つ．また学習障害をカミング・アウトした映画監督

生修学支援ガイド（平成 23 年度改訂版）．日本学

のスティーブン・スピールバーグのように発達障害

生支援機構．2012.

の方の中には素晴らしい才能を持つ人がいて文化・

http://www.jasso.go.jp/tokubetsu_shien/guide/

文明の発展に大きく寄与している．大学という社会

top.html

に出る一歩前で適切な配慮と支援を行い発達障害の
学生が自立し，社会で活躍できるようになっていく
ことは，社会全体の利益でもあることを銘記して支
援を進めて欲しい．
文献
（1）福田真也：大学生の広汎性発達障害の疑いの
ある２症例．精神科治療学，11（12）
，1301-1309,
1996.
（2）福田真也：大学教職員のための大学生のここ
ろのケア・ガイドブック．金剛出版．2007.
（3）福田真也：Ｑ＆Ａ大学生のアスペルガー症候
群

理解と支援を進めるためのガイドブック．明

石書店．2010.
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発達障害のある学生の特性と支援
～困難への気づきと（合理的）配慮～

Occupational Science: Tips for Teaching Occupational Therapy Students
菊池恵美子
Emiko KIKUCHI
Japanese Journal of Research for the Occupational Therapy Education 14(1):

8-11, 2014

Ⅱ．身近な存在としての発達障害

Ⅰ．はじめに
平成 20 年５月に発効した障害者権利条約を背景

今手元にある日本作業療法教育研究会ニュースを

に，我が国では，平成 23 年８月の障害者基本法の

振り返ると，酒井（2009 年）２）は，
“ワカランチンと

改正を経て，平成 25 年６月に障害者差別解消法が

異文化の存在”について，湯浅（2012 年）３）は“構

公布され，一部を除き平成 28 年４月１日から施行

造化と作業療法教育”と題して，巻頭言の中でいず

１）

されることとなった ．

れも発達障害の理解にも通じ得る提言をしている．

この障害者差別解消法において，障害者に対する

少子化による入学生の多様化は作業療法教育にお

差別的取扱いの禁止や「合理的配慮」の不提供の禁

いても例外ではなく，ゆとり教育による学力低下と

止が義務づけられ，企業のみならず，大学等高等教

はまた異質の問題を抱えた，いわゆる自閉症スペク

育機関でも向こう３年の間にその対応について検討

トラム（連続性）と思われる学生がある割合で入学

することが求められている．但し，国による合理的

して来るようになった．

配慮の対象とは，あくまで障害者手帳を所持し本人

程度にもよるが，従来の作業療法教育では成果が

から支援の要請がある場合と定められており，その

上がらないことから留年を繰り返すはめとなり，次

意味では作業療法教育において合理的配慮の対象と

第に養成校に対して不信感を抱く本人や保護者も増

なる学生はごくわずかと思われる．

加傾向にあると言っても過言ではない．「うちの子

そこで本稿では，ここ数年，作業療法士養成校に

はどうもだらしなくて‥」，「きめ細かな指導をする

入学してきた発達障害と思われる学生への対応の仕

と入試要項にあったから入学させたのに‥」，「自分

方に焦点を当て，教員や実習指導者に向け，彼らの

から質問できないのだから，先生の方から何とかし

特性の理解と学修支援の在り方，及び（合理的）配

て‥」等々，保護者からの要望には枚挙のいとまが

慮について最新の知識と動向をまとめた．敢えてタ

ない．
ところで，我が国に発達障害のある学生は果たし

イトルの“合理的”に括弧を付けた所以を理解して

てどの位いるのであろうか？今後とも増加するので

頂ければと思う．

あろうか？
帝京平成大学健康科学研究科

作業療法学専攻

文部科学省（2012）４） の調査によれば，我が国の
発達障害児（知的に遅れはないもの学習面または行
動面で著しい困難を示す児童生徒）の割合は 6.5％
である．徳永５）はこの数字を，日本人に多い名字ベ
スト５（佐藤 1.54％，鈴木 1.52％，田中 1.0％，渡辺
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0.94％，伊藤 0.92％，合計６％）と比べてほぼ同率

係がぎくしゃく，異性関係でのトラブル，表情や態

である，と指摘している．つまり，発達障害はその

度の取り方が不適切，相談することが不得手…等々，

位身近な存在ということになる．

云われると思い当たる学生の顔が浮かぶのではなか

では，大学ではどれ位の数の発達障害のある学生
が学んでいるのであろうか．日本学生支援機構によ

ろうか．学生が有する特性や学習上の課題は実に多
様で個別的である．

５）

しかし，教員や実習指導者が彼らの特性をより正

る調査（2012） によれば，全障害学生数 11,768 人
の内，
発達障害（診断書有）の学生は１,878 人（16.0％）．

しく理解して対応すれば，それなりの学習成果に繋

また，支援を受けている全障害学生数６,451 人の内，

がり，それはまた学生と教員双方のストレス軽減を

発達障害（診断書有）の数は１,291 人（20.0％）で，

可能にすると云えよう．
ここでは，発達障害の中でも大学・短大および高

この数字は６年前の 10 倍になると云う．総じて現在，
国公私立４年制大学に在籍する学生は約 256 万であ

等専門学校に最も多く在籍していた（前掲５，調査

ることから，発達障害学生は約 2.5 万と推測されて

2012）自閉症スペクトラム（以下，ASD）を中心に，

いる．

その特性について資料７）を基に整理した．

さらに同調査において，診断書は無いものの発達
障害と思われる学生の数も回答して貰ったところ，
その数は 3,198 人で，この内の何人が支援を受けて
いるか明らかではない．

１．主な３つの特性
１）コミュニーケーションの特性：
会話はできるのに実は言われたことがよく分
かっていない．言いたいことを言うのは得意であ

この様な現象は，平成 19 年度から特別支援教育

るが，話を聞いて理解するのは苦手．長時間の複

に LD や ADHD，
高機能自閉症が含まれることになっ

雑な話は聞き取れない．話し相手の意図を理解す

たことを受け，今，彼らが大学等高等教育機関に進

ることに困難があり，何でも字義通りに解釈する．

学してきたことに繋がり，今後はさらに増加するこ

会話が一方的で自分の好きなことだけを話し続

とが予測されている．

ける．感情や情緒についての会話を理解し表現す
ることが難しい．手助けが必要なのにそれを言葉

Ⅲ．発達障害とは？

で表現することができない．

発達障害者支援法（2005 年４月）によれば，発

２）社会性の特性：

達障害とは，高機能広汎性発達障害およびアスペル

周りに併せるのが苦手．そのため，周りから「空

ガー症候群（autism spectrum disorders: ASD：自

気が読めない人」と思われてしまう．もともと社

閉症スペクトラム）
，注意欠陥多動性障害（attention

会意識が低く想像力の発達が弱いため，周りに目

deficit hyperactive disorders: ADHD）および学習障

が向かない．

害（learning disabilities: LD）のことを指す．

社会性が乏しく人の気持ちに配慮できない．話

いずれも脳の働きに関する認知機能の障害であ

し相手に気を遣って言葉を濁したり，嘘をついた

り，スペクトラムとは連続線上のという意味であり，

りすることが苦手．何でも率直に口にするため，

連続線上にあるグレーディングということから，神

失礼な発言をすることがある．本人に悪意はなく，

６）

田橋

は，我々は皆，なにかしらの発達障害であり，

「治らないという考え方は，治りませんか？」との

思ったことを言っているに過ぎない．
３）想像力の特性：
想像力が弱いという特性は，こだわりの強さと

メッセージを発信している．

なってあらわれる．規則や正確な数値を覚えると，
Ⅳ．学生の特性と学習上の困難，およびその対応

例外を思い描くことができず，それを絶対視して

履修登録ミスが多い，グループワークが苦手，忘
れ物や落とし物をする，予定変更への対応ができな

しまう傾向がある．
人を困らせようとして物事にこだわっているので

い，試験やレポートへの取り組み方が分からない，

はない．予定外の出来事や，経験したことのない

自由時間（休み時間）が上手く過ごせない，友人関

様なことに対して，想像が及ばず強い不安を抱く．
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Ⅴ．学習場面で（むしろ教員が ?）困っていること，
及びその対応（

→で示す

４）遅刻が治らない：想像力の弱さと不注意とい

）

う特性により，好きなことに集中すると他の

１）ノートを取らない：ASD の学生は，同時に複

ことが頭に入らなくなり，講義の予定を忘れ

数の情報処理をすることが苦手であることか

てしまう．また，社会性の低さから，教員や

ら，講義を聞きながらノートを取ることが難

クラスメイトに共感できないことがストレス

しい．授業中の机間巡回で，資料をただ見て

となって疲れやすく，遅刻や欠席しがちにな

いるだけで一向に書き込む気配がない学生が

る．アルバイトの予定等を自分で管理するこ

いると，
“やる気のない学生”リストに入れ

とが苦手で生活リズムが崩れやすい．さらに

たくなる．しかし，彼らにとっては，話し言

は，こだわりの強さから完璧主義が極端にな

葉だけでは理解ができない特性もあることを

り，一度の欠席を気にして他の授業にも出ら

理解した方が良い．また，字義をそのまま解

れなくなることもある．

８）

釈する特性については，山口が成書

→

の中で，

学生には，誰か（保護者など）に理解し

上司から「空気を読め！」と叱咤された ASD

て手伝って貰う必要性を話し，時間管理は社

の青年が「空気は読むものではなく，吸うも

会生活上，重要なスキルになることを伝えて

のです」と真顔で抗議したという例がそれを

理解させる．毎日，実家からモーニングコー

よく表している．

ルをして貰うことも一法である．また，遅刻

→

や欠席は〇回までは良い，と明確に伝えてお

その様な学生に対しては，文字や絵を描

くと良い．

いた資料（情報量の多い資料ではなく，シン

５）グループワークで自分の意見が言えない：情

プルに要点を整理して）を渡すと理解を助け

報処理が苦手なことから，１対１の会話はで

ることになる．
２）レポートや論文が書けない：想像力の弱さか

きても，複数方向からの話は混乱してついて

ら，自分でテーマを考えることが苦手で，作

いけなくなる．仮に意見を言ってもテーマや

業全体を俯瞰することができない．今，気に

主張が独特で，他の人と話がかみ合わない．

なっていることに集中してしまう．過去の失

想像力の弱さから考えを上手くまとめて発言

敗経験の影響で緊張しやすくなっている．順

できないことが多い．

序立てて物事を遂行できない．情報処理が苦

→

手で優先順位を付けられない．

は，教員は他の学生とも相談し，周囲とのズ

→

レが生じないように配慮する必要がある．ま

この様な特性を有する学生に対しては，

グループワークで行うテーマを選ぶ時に

一緒に考えを整理しながら方向付けし，タイ

た，「A さんはどう思う？」といった聞き方

ムテーブルを具体的に示すことが有効とされ

ではなく，「A さんは，①の考えと②の考え

ている．

ではどちらが良いと思うか？」のように具体

３）他者の意見を受け入れることができない：自

的に質問して発言の機会を与えることは有効

分の習慣を変えることが難しく，自分が理解

とされている．また，どうしても発言できな

しづらい説明や指示は，いくら繰り返されて

い場合は，後で個別に文章で書かせて提出さ

も十分理解できず，注意や否定的に指示され

せるといった配慮が推奨される．

るとそれを過剰に受け取って，必要以上の落
Ⅵ．実習場面で（むしろ指導者が ?）困っていること，

ち込みや否定的な状態に陥ってしまう．
→

まず，学生から聞くことを優先させる．

及びその対応

上手く説明できない学生には，質問して話す

１）実習で適切な行動がとれない：自発的に質問

きっかけをつくり，学生が話したことに対し

して，意見を述べることができない．リスク

て短く肯定的にアドバイスすれば会話が成立

管理ができない．唐突に話しかける．休むな

するようになる．

どの連絡がとれない．利用者との関係が築け
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ない．

がアンバランスな自分を誰かが理解して強い（良い）

→

個性を伸ばすことができたことになる．

話しかける時は「今，宜しいですか」と

必ず聞く，など具体的に約束事を決める．休

合理的配慮の対象はあくまで障害者手帳を有

むときには，何時までに誰に，どんな理由か

し，学生自らが支援の必要を申し出た場合とされて

を伝えることを明確にしておく．また，分か

いるが，学修に困難性を有する学生を他の学生と

らないときは誰に聞けば良いか決めておく．

均一に扱うことは，結果的に差別につながる（A.

相手の気持ちを推し量るのが難しい場合に

Heelen&M. Quirke, 2013）９） のであり，学修への参

は，指導者の方で相手の気持ちを代弁して学

加資格を保障することにおいて，障害学生に個別対

生に伝える．

応を行わなければならない．高橋 10）の研修用オンラ

相手との距離は，例えば「腕の長さ」と決

イン動画コンテンツはどこからでもアクセスできる
し，福田の成書 11）も分かりやすい．

めておくと良い．
２）分かっていないのに，
「はい」と返答するこ
とがある．

文献

→

箇条書きした文字情報で伝える．比喩的

１）JASSO ウエブサイト障害学生修学支援情報報：

表現をしない．一度に一つのことのみ簡潔に

http://www.jasso.go.jp/tokubetsu_shien/index.

伝える．

html（2014 年６月２日）

３）レポートが書けない．評価したことから考察

２）酒井ひとみ：ワカランチン，巻頭言，日本作業

ができない．独力で作業療法支援計画が立て
られない．
→

療法教育研究会ニュース第 35 号，2009
３）湯浅孝男：「構造化」と作業療法教育，巻頭言，

一番必要なことは何か一緒に考え，幹か

ら枝へと当事者に関する単語をノートに書き

日本作業療法教育研究会ニュース第 46 号，2012
４）文部科学省中央審議協議会初等中等挙行く分科

出させ，カテゴリー化し，優先順位をつけ，

会特別支援教育の在り方に関する特別委員会：共

主語と述語で繋げさせる．

生社会の形成にむけたインクルーシブ教育システ

４）複数のことがこなせない．
→

ム構築のための特別支援教育の推進（報告）概要．

優先順位をつけ，同時に複数の課題を与

えない．時間がかかる提案ではなく，より楽

５）前掲１）
６）神田橋修治ほか著：発達障害は治りますか？花

に出来て時間短縮できるような提案をして，
苦労を軽減させる．

風社，2013
７）寺尾孝士，小田桐早苗，他：自閉症スペクトラ

ここまでしなければいけないのか，という声もあ

ムと学生に対する支援ハンドブック，川崎医療福

ると思う．しかし，教員や実習指導者が柔軟で多様
な指導力を身に付けることは，学生自身の気付きを

祉大学，
８）山口昇：作業療法臨床実習マニュアル−指導者

促すことにも繋がろう．彼らのできること（作業）
を一つずつ増やして，発達障害の発達を支援したい

と学生のために，p70，三輪書店，2013
９）Ann Heelan&Mary Quirke Ahead, Ireland：平

ものである．

成 25 年度高等教育における障害学生支援に関す
るシンポジウム資料，2013

おわりに

10）高橋知音：連続講演会「発達障害のある学生へ

古くはガリレオ・ガリレイ，アインシュタイン，

の支援」動画サイト多数有

レオナルドダビンチ，トーマスエジソン等，“優秀

例 http://elcent.shinshu-u.ac.jp/consortium/conte

であるが，ちょっと変わった人たち”
，最近ではス

nts/121031DevelopmentDisabilities04/#index=1

ティーブ・スティルバーク監督や俳優のトムクルー

11）福田真也：大学生のアスペルガー症候群−理解

ズらが，自ら発達障害であったことをカミングアウ

と支援を進めるためのガイドブック，明石書店，

トして話題になった．彼らを例に取れば，脳の働き

2012
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プレイバックシアターを使った倫理教育ワークショップの報告
Workshop of ethics education using playback theater
吉川ひろみ・古山千佳子
Hiromi YOSHIKAWA・Chikako KOYAMA

Japanese Journal of Research for the Occupational Therapy Education 14(1):

12-15, 2014

要旨：作業療法教育において，プレイバックシアターの活用が有意義であるという報告１）があり，本研究
会においても 2012 年からワークショップを開催している．第 18 回日本作業療法教育研究学術集会の二日目
（2013 年 10 月 20 日）
に，
リハビリテーション専門職のための倫理教育というテーマで，３時間のワークショッ
プを行った．時間経過に沿って報告する．

１．経験した倫理事例の検討

プンにしてよいと思えたなどがあった．

最初の 20 分間，３人１組で自分自身が経験した
倫理事例を話し合った．筆者らが作成した「リハビ

３．感想と振返り

２）

リテーション倫理事例集」 の事例を読みながら話

最後の１時間では，参加者から感想を聞いた．ア

す参加者もいた．その後の 40 分間では，話し合っ

クターの演技に感心したという声が複数あった．プ

た事例を発表してもらい，倫理概念を使って筆者が

レイバックシアターという手法については，倫理的

解説を行った．使用した主な倫理概念は表１の通り

感受性を高める効果がある，見えないものを形にす

である．

る点が作業療法と共通するという意見があった．一
方，次のストーリーに入るまでの時間をとり，共

２．プレイバックシアターのストーリー

感の時間をもつことの重要性を指摘する意見もあっ

次の１時間では，プレイバックシアターのストー

た．教育手法としてのプレイバックシアターの効果

リーの手法を使って，参加者からテラーを募り，テ

を認める感想が多かった．その理由は，視覚化する

ラーのストーリーをアクターが演じた．演じられた

ことでわかりやすい，客観視ができ内省の機会にな

４本のストーリーの概要を表２に示した．アクター

る，共感性や感受性の向上に役立つ，というものだっ

になったのは，当日の朝トレーニングを受けた参加

た．倫理教育としての有用性に言及した参加者も複

者や，以前プレイバックシアターのワークショップ

数おり，ディレンマや悩みを肯定的にとらえ，分析

に参加経験のある参加者だった．上演後のテラーの

し，問題を共有し，気づきが生まれるという指摘が

感想には，
「社会的責任」などキーワードが胸に響

あった．教育に取り入れたいという記載も複数あっ

いた，当時を思い出した，今まで蓋をしていたがオー

た．

県立広島大学 保健福祉学部 作業療法学科
Prefectural University of Hiroshima, Faculty of
Health and Welfare, Department of Occupational
Therapy
〒 723-0053 広島県三原市学園町 1-1
1-1 Gakuen, Mihara, Hiroshima, 723-0053 Japan

おわりに
筆頭著者は，2012 年からプレイバックシアターの
ワークショップや研修３）に参加している．研修に参
加しながら入門書４）を読むことで，知識と技能が徐々
に高まっていると感じている．2013 年には職場の有
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表１

事例開設に用いた主な倫理概念（アイウエオ順）

インフォームドコンセント informed consent：ケア提供者が，提案する介入方法すべての詳細，利益，リスク，
潜在的リスクを，患者に提示し，クライエントがこれを理解したうえで，選択，同意，拒否をすること
インテグリティ integrity：全体としてまとまりがあること．首尾一貫した行動をとることや，自分自身の
一部を失わないこと
カズイストリー，事例に基づく倫理 casuistry or case-based ethics：原則に基づくのではなく，個々の事例
の状況を踏まえて判断する考え
義務論 deontologism theory：行動の動機を重視する考え．人として行うべきことをしているかどうかを判
断の基準とする
苦悩 distress：何が正しいかわからない苦悩（タイプ A）と，正しい答えを知っているのに実行できない苦
悩（タイプ B）がある
結果主義 consequentialism or teleological theory：行動の結果において，利益が最大化したり，被害が最小
化することがよいとする考え．功利主義ともいわれる
権利に基づく倫理 right-based ethics：人権を守ることを主眼とする考え．インフォームドコンセントは患
者の権利の主張から法制化された
公正（正義）justice：個人だけでなく，他者や社会に照らして公平か，平等か，不当な不利益を被る人々が
いないかどうかを考える
自律尊重 respect for autonomy：決定によりもっとも影響を受ける人の決定を重視する考え．人間は自律的
存在である（単なる欲求を超えて人間は，自らの行動を判断できる）という前提に立つ
守秘義務 confidentiality：ヒポクラテスの誓い「治療の機会に見聞きしたことや，治療と関係なくても他人
の私生活についてのもらすべきでないことは，他言してはならないとの信念をもって，沈黙を守ります」
から続くケア提供者の義務
正直さ veracity：真実を話すことや，正直に行動すること．「真実は時に人を傷つける」
善行 beneficence：患者やクライエントのよい状態（well-being）を求めていくこと．他者への害を避け，他
者からの害を取り除き，益（good）を推進する
誠実さ fidelity：約束を守ったり，使命を果たすこと．クライエントは，ケア提供者が，明確にあるいは暗
黙のうちに約束を守るものと期待している
直感に基づく倫理 intuitionism-based ethics：直観的に感じる善悪を基盤とする考え．思考をめぐらす前に，
正しいか間違っているか，どちらかに心が動くことに着目する
ディレンマ dilemma：正しいと考えられる選択肢が複数あるが，どれをとっても何らかの害が想定され，
どれも最善だと判断できない状況
徳，人格に基づく倫理 virtue or character-based ethics：行為者の人間性を重視する考え．有徳の人の行為
であれば，みんなが納得する
パターナリズム paternalism：ケア提供者が，クライエントのためによかれと思って考えたり行動すること．
パターナリスティックな行動をする場合，自分の信念，意見，判断を，患者の判断に置き換えている．
パターナリズムが正当化される状況もある
無加害 nonmaleficence：助けることができないなら，せめて「害（harm）を与えるな」という考え．害には，
身体的，心理的害だけでなく，名声，自由，財産における害も含む
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表２

参加者から語られた倫理事例

１．実習はいいけど，その先は？
実習指導をする作業療法士の指導をする立場にある．学生の能力に合わせて実習をすることに決めていた
ので，指導者の作業療法士も自分も学生のレベルに合わせた実習内容としていた．そして実習は合格となっ
たが，この学生は作業療法士になり就職したらどうなるのだろう．就職先では仕事内容を合わせるなんてで
きないだろう．これでいいのだろうか．
２．きっと嘘，だから追いつめた，でも
担任をしている学生の中に，病気などを理由に休むことが多い学生がいた．最後の臨床実習でも休んだ．
学生は受診したと言うが真実とは思えない．もう一人の担任の教員はすっかり学生に騙されている．学生
が受診したという病院に電話し，事後でも証明書が出せることを確認し学生に伝え，受診の証明をするよう
迫った．しかし，こんなに追い詰めてよかったのか，何かあったらどうしようと不安だった．
３．善意からの抗議
病院で作業療法士として働いていた頃，患者のしたいことや家でもできることをしてほしいと考えたの
で，作業療法室では写経や仏画に取り組む患者がいた．ある時，別の患者が自身の宗教上の理由から「そん
なことをしていたら地獄に落ちる」と言い出し，患者たちにはやめろと言い，作業療法士にはやめさせろと
言った．以前は仲がよかった患者たちだったのに，トラブルになってしまった．時間調整でその場はしのい
だが，どうすればよかったのだろう．
４．これでいいのか，でもどうすることもできない
作業療法士養成校に勤務している．学校の方針は，実習不合格の学生には，別の実習地を用意し卒業させ
ることになっている．学生もそれを知っているので，不合格になりそうな実習に真剣に取り組まない．学生
は，卒業はしたい，作業療法士にはなりたいと口では言うが，態度が伴っていない．学校の方針に反するこ
とはできないし，どうしたらいいのか．

志と共に劇団を結成し，2014 年には歴史のある劇
団

５）

だ．

との合同公演を行った．リハビリテーション専

門職のための倫理教育というテーマで研究を進める

文献

中で，倫理学の知識と現実に生じている倫理的問題

１）小森亜紀（2013）．作業療法学生の心を育む：

への関心との間のギャップをどのように埋めるかに

プレイバックシアターワークショップを通して．

ついて悩んでいた．現在プレイバックシアターが，

OT ジャーナル 47：330．

この悩みを解消する有力な手段となるのではないか

２）吉川ひろみ：リハビリテーション倫理事例集．

＜ http://rehabrinri.tobiiro.jp/index.html ＞参照日：

と考えている．
さらに，創案者へのインタビュー

６）

2014 年６月 24 日

を通してプ

レイバックシアターが公正な社会を創造する手段に

３）スクール・オブ・プレイバックシアター日本校 .

なる可能性も感じている．公正な社会とは，誰もが

＜ http://www.playbackschool.com/ ＞ 参 照 日：

作業を通して成長でき，社会に貢献できる作業的公

2014 年６月 24 日

正が実現した社会でもある．つまり，プレイバック

４）宗像佳代（2006）．プレイバックシアター入門：
脚本のない即興劇．明石書店．

シアターは教育手段としてのみではなく，理想社会
を志向する作業療法の手段ともなりうるといえそう

５） 劇 団 プ レ イ バ ッ カ ー ズ． ＜ http://www.
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playback-az.com/index.html ＞ 参 照 日：2014 年 ６
月 24 日
６）吉川ひろみ：プレイバックシアター．作業科学
研究，7, 33-35, 2013
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学生の OSCE 前後の学習状況と自己評価

研究と報告
学生における客観的臨床能力試験（OSCE）前後の学習と臨床実習後の自己評価：
量的・質的分析による検討
Students’ Learning Outcomes from the Objective Structured Clinical Examination (OSCE)
and Self-evaluation: A Mixed Methods Research
大浦

智子・竹田

徳則・藤田

高史

Tomoko OHURA・Tokunori TAKEDA・Takashi FUJITA

Japanese Journal of Research for the Occupational Therapy Education 14(1):

16-22, 2014

要旨：本研究の目的は，客観的臨床能力試験（OSCE）前後における学生の学習特性を明らかにし，OSCE の
あり方を検討することである．評価主体の臨床実習（実習）開始約１カ月前に，検査・測定，症例課題からな
る OSCE を実施し，実習後に質問紙調査を実施した．対象学生 33 名中 32 名が OSCE の事前準備をしたと自
己評価していた．その内容は実技試験該当検査や提示された症例の身体機能関連検査の準備が８割以上で高
かった．一方，事前提示情報や画像に基づいた予測可能な高次脳機能検査と画像所見に関する準備は１-４割
程度で低かった．また，実習前には知識や評価のみならず，相手に合わせる応用技術を視野に入れた準備が必
要だと，学生は感じていた．今後，OSCE を含めて総合的判断力を育む解決学習機会の増加を図る取り組みが
必要である．
キーワード：客観的臨床能力試験（OSCE）
，形成的評価，量的・質的分析

Ⅰ．諸言

内外で取り組まれている．一方，作業療法士養成に

作業療法士の養成で求められる臨床能力は，知識・

おいては，OSCE は臨床実習履修の条件として位置

情報収集能力・総合的判断力・技能・態度の５つの

付けられておらず，実施は一部の教育機関で独自に

．医学や歯学領域の養

実施される６-９）のみである．例えば，提示された検査・

成教育における臨床能力の確認には，客観的臨床能

測定等の実技検査や医療面接などのステーションの

力 試 験（objective structured clinical examination:

課題を行う OSCE が主流で行われ，症例基盤型の面

OSCE）が，共通試験として位置づけられている．

接から検査・測定項目の選択・実施に至る総合的な

医学部・歯学部・薬学部（６年制課程）では臨床実

臨床評価を実施する形式の OSCE については報告が

習履修の条件として OSCE に合格することをカリ

みあたらない．

領域に分けて説明できる

１，２）

キュラム上義務付けている．これまで OSCE での標

教育の評価には，合否や進級判定のために行う評

準化された臨床場面の面接記録を分析し，患者−医

価を指す総括的評価（summative assessment）と学

師間のコミュニケーションに着目した研究

３-５）

が国

習過程の途中でその学習目標がどの程度達成されて
いるかについて測定しその後の学習に役立てる形成

星城大学リハビリテーション学部作業療法学専攻
Division of Occupational Therapy，Faculty of Care
and Rehabilitation，Seijoh University
〒 476-8588 愛知県東海市富貴ノ台 2-172
2-172 Fukinodai，Tokai City，Aichi 476-8588
JAPAN

的評価（formative assessment）がある 10，11）．本来，
OSCE は評価の手段であるが，本学における OSCE
は臨床実習前の学生の学習到達度を明確にして学習
に役立てるという形成的評価の意味を持つ．しかし，
OSCE を通した学生の学習状況や学習到達度につい
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ては，これまでほとんど報告されていない．

かでも量的研究と質的研究を同時に行う concurrent

本研究の目的は，まず本学における OSCE 実施前

nested strategy（並行的入れ子戦略）14） を用いた．

後の学生の学習特性を明らかにする．そして，今後

具体的には，量的データを主として収集し，同時に

の OSCE のあり方について検討する．

質的データを補完的に収集し，同時に考察するとい
う手法である．

Ⅱ．方法

OSCE 実施前後の学習の取り組みに関する自己評

１．対象と質問紙調査の時期

価について，その回答内訳の割合を求める量的分

対 象 は， 本 学 作 業 療 法（occupational therapy:

析を行った．具体的には，４段階の回答を２段階に

OT）学専攻における３年次の評価主体の臨床実習

リコード（準備した−しなかった，復習した−しな

（３週間）
（以下，実習）前に OSCE（2011 年 12 月）

かった）し，記述統計にて結果を示した．分析には

を受験し，その後に実習を終了した者である．質問

SPSS17.0J を使用した．一方，実習前に取り組むべ

紙調査は，実習終了後（2012 年２月）に実施した．

き内容と，OSCE に取り上げたら良いと思う内容は，

２．OSCE の内容と実施形式と時期

それぞれ質的に分析した 15，16）．具体的には，自由記

OSCE の内容は，１）筋力テストや反射などの実

述内容に基づいて帰納的に主題（テーマ）分析を行っ

技試験，２）症例課題で構成される．2010 年度以降

た 16，17）．手順として，文脈の意味単位ごとにコード

の症例課題では，あらかじめ提示された患者情報を

を付し，類似したコードから＜一次テーマ＞，類似

もとに受験者が 18 分の評価・面接計画をたてて評

した＜一次テーマ＞から［二次テーマ］，の順に集

価を実施する試験形式をとってきた．2011 年度の

約した．最後にこれらの結果をあわせて考察した．

症例課題は，20 代のクモ膜下出血症例（４年次学

５．倫理的配慮

生が模擬患者役）の主訴や日常生活活動（activities

研究実施にあたり，学内外の作業療法教育に役

of daily living: ADL）などの事前提示情報をもとに，

立てる研究であること，研究協力に伴う不利益が

面接と評価の実施とした．

ないことを，説明文を用いて説明した．なお，本

また，2011 年度には，すべての実習を終えた学
生（４年生）に OSCE 前後の学習状況や実習で活

研究は星城大学研究倫理審査専門委員会の承認
（2011C0014）を得て実施した．

かすことが出来たか等を質問紙にて問い，その結果
を 2011 年度 OSCE 対象の３年生の課題設定に反映

Ⅲ．結果

した．具体的には，患者のニーズを聴取し，動作観

質問紙の回答は，配布者全員 33 名（男性 15，女

察・分析から必要な検査・測定項目を考えて実施す

性 18）から得た．また，調査直前の実習分野は，身

る，いわゆるリーズニング
形式

13）

12）

の明確なトップダウン

体領域が対象者の 72.7% で多かった（表１）．

の評価を促進する課題設定とした．さらに，

OSCE 実施前に学習補助資料として，当該年度４年
次臨床実習を終了の学生が「実習前に準備しておく
べきこと」として挙げた項目の要約を配布した．
３．質問紙
質問紙調査は実習終了後に連結可能匿名化にて実
施した．内容は，１）OSCE 実施前後の学習の実施
（４段階尺度）
，２）実習前に取り組むべき内容（自
由記述）
，３）OSCE に取り上げたらよいと思う内
容（自由記述）などである．未記入回答は質問項目
毎に除外した．
４．分析方法
本研究では，mixed methods approach14，15） のな
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表１

対象者の基本情報

学生の OSCE 前後の学習状況と自己評価

３．OSCE に取り上げたらよい内容（質的分析）

１．OSCE 前後の学習（量的分析）

自由記述内容を帰納的に分析した結果を表４に示

事前に「
（総合的に）準備した」割合は 97%（32/33）
だ っ た． そ の 下 位 項 目 で は， 身 だ し な み 100%

した．全 33 コードから一次テーマ 16，二次テーマ

（33/33）
，
筋力検査 100%（33/33）
，
反射 90.9%（30/33），

６に集約された．二次テーマは，
［コミュニケーショ

介 助 方 法 90.9%（30/33）
， 関 節 可 動 域 測 定 84.8%

ン］，［状況に応じた方法］，［評価］，［知識］，［他分

（28/33）
，情報収集 84.8%（28/33）の順で準備割合

野の取り組み］，
［方法の見直し］だった．このうち，

が高かった．一方，高次脳機能検査 42.5%（14/33），

［状況に応じた方法］に占める＜制約下での評価方

画 像 診 断 12.1%（４/33）
， 脳 性 ま ひ 6.1%（２/33）

法＞が７コード，［知識］に占める＜検査・画像＞

で準備割合は５割未満だった．

が５コードの順で多かった（表４）．

OSCE 実施後に「
（総合的に）復習した」割合は，
66.7%（22/33） だ っ た． 下 位 項 目 で は， 筋 力 検 査

Ⅳ．考察
OSCE の事前準備として「（総合的に）準備した」

97.0%（32/33）
， 身 だ し な み 97.0%（32/33）
，反射
90.9%（30/33）
，介助方法 90.9%（30/33）
，関節可動

とほぼ全員が自覚していたが，実際の下位項目にお

域測定 90.9%（30/33）の順で復習割合が高かった（表

ける準備割合は実技試験該当検査や提示された症例

２）
．

の身体機能関連検査に偏っていた．一方，事前に提

２．実習前に取り組むべき内容（質的分析）

示された ADL や画像から予測可能な高次脳機能検

自由記述内容を帰納的に分析した結果を表３に示

査や画像所見に関する事前準備は不足していた．ま

した．全 55 コードから一次テーマ 23，二次テーマ

た，2011 年度の課題には含めなかった脳性まひにつ

７に集約された．二次テーマは，
［コミュニケーショ

いては，準備・復習ともに準備割合が低かった．こ

ン］
，
［相手に合わせた対応］
，
［評価］
，
［援助技術］，
［実

の理由として，発達領域への実習予定者がほとんど

技全般］
，
［知識］
，
［事前準備］だった．このうち，
［評

いなかったことや OSCE の試験項目に含まれていな

価］に占める＜評価＞が 23 コード，
［知識］に占め

かったことが考えられる．さらに，「実習前に取り

る＜疾患＞が４コードの順で多かった（表３）．

組むべき内容」として，知識や評価のみならず，相

表２

OSCE 前後における学習の実施割合（N=33）
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手に合わせた対応といった応用技術を視野に入れた

疾患・障害の知識確認，情報収集の一手段としての

準備が必要だと感じていたことが確認できた．

会話，ニーズの再確認と堀下げ，動作観察，検査・

症例課題では，教員は事前提示情報から学生が，

表３

表４

測定といった一連の評価を，指定時間内で状況に応

実習前に取り組むべき内容（記載者 29 名分）

OSCE に取り上げたらよいと思う内容（記載者 23 名分）
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学生の OSCE 前後の学習状況と自己評価

じて行い，態度，技能のみでなく総合的判断力１，２）

的をさらに明確に提示したうえで，実習前に学生が

を問う試験として位置付けていた．つまり，教育評

繰り返し学習できる仕組みを構築する必要がある．

18，19）

にある認知領域（知識・理解・応用・分析

また，専門職教育において実践的な状況で学べるよ

など）
・精神運動領域（模倣・巧妙化・精密化など）
・

うにすることがねらいの課題基盤型学習（Problem-

情意領域（受け入れ・反応・価値づけなど）を包含

based learning）や実践基盤型学習（Practice-based

した評価の機会と考えていた．医学教育領域では，

learning）22）が知られており，OSCE のみならず総合

論述試験や口頭試験が認知領域中心であるのに対し

的判断力を育む解決学習機会の増加を図る取り組み

て，OSCE のような模擬患者の協力による臨床能力

を意識的に行うことが課題であろう．

価

を確認する試験では，精神運動領域および情意領域
の要素が大きいとされている

20）

．したがって，本学

本研究には２点の限界がある．第一に，本学の一
学年の結果であり，一般化することへの限界がある．

の OSCE 症例課題は，認知領域を前提に，検査・測

しかし，今回の結果は教育実践とその変化をみるた

定を中心とした実技試験の特徴である精神運動領域

めの基礎資料となり得る．第二に，教員が質問紙調

にとどまらず，情意領域にも焦点をあてている点が

査を実施したことによって，OSCE 前後の学習実施

特徴と言える．

状況を高く測定した可能性がある．しかしながら，

しかしながら，学生の OSCE 準備状況は実技試

本研究の結果では項目別の学習状況の特性がみられ

験該当検査や提示された症例の身体機能関連検査に

たことから，結果に大きなゆがみを生じるバイアス

偏っており，特定の技能や態度に焦点が向けられて

ではないと考える．

いたことは否定できない．例えば，OSCE 前後の学
習実施割合の低い項目があることや，OSCE に取り

Ⅴ．教育実践上の進展

上げたらよい内容にコミュニケーションや状況に応

本学の OSCE 症例課題は，認知領域を前提に，精

じた方法が挙げられていた．学生は，OSCE 症例課

神運動領域や情意領域にも焦点をあてている．そし

題で教員が意図した総合的判断力を含む試験である

て，身体障害領域の症例課題の提示にとどまってい

ことを，十分に認識できていなかったのかもしれな

るものの，患者のニーズ聴取から動作観察・分析を

い．これは，学生が取り上げたらよいと挙げている

経て必要な検査・測定項目を考えて実施する形式は，

（＝取り上げていたと認識されていない）項目が存

「作業」に焦点をあてる作業療法士には対象領域を

在することからも，うかがえる．また，
「実習前に

問わず欠かせない思考過程である．よって，臨床実

準備しておくべきこと」を学習の補助として配布・

習前の学生に必要な思考力を養うために有効に作用

説明したが，これも十分に理解及び活用されていな

するものと考える．
本研究の結果から，臨床実習前における複数回

かったものと推察される．
OSCE の［方法の見直し］として，＜複数回の

の OSCE 機会やフィードバック方法の工夫の必要性

OSCE ＞や，＜事前情報制限と観察・面接重視＞な

が示唆された．本学では，2011 年度の OSCE 実施

どの臨床実習領域に応じた OSCE を望むカテゴリが

から臨床実習開始までの期間が約１カ月であった．

生成された．医学教育分野ではすでに，プロフェッ

OSCE 実施直後に全教員から受験者全員に対する言

ショナリズム教育や学習として“経験から学ぶ”重

語的フィードバックを実施するほか，担当教員（２

要性から，OSCE のような標準化された臨床場面を

名）が実習までの期間に少人数でのグループによる

形成的評価として活用することが望まれている

21）

．

ふり返り活動を中心とした討議機会を設け，各自の

今回，各専門科目講義で少なからず経験しているで

実習に向けた改善課題の確認と行動目標の設定を促

あろう症例検討課題の提示を，実習を終えた段階で

すよう取り組んだ．さらに，不合格者には担当教員

は「
（OSCE に）取り入れてほしい」と望んでいるこ

が再試験を実施し，必要に応じて個別の指導を実施

とが明らかとなった．すなわち，教育機会の提供に

した．また，実技試験等は該当科目の成績評価に反

ついて，教員と学生間での認識の乖離がある可能性

映していたが，本報告の中心である症例課題は成績

が示唆された．今後，OSCE 課題の意図と学習の目

評価には含まず，あくまで臨床実習にむけた事前教
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育と位置付けていた．そこで，2012 年度の OSCE で

５）岩崎直子，長原光，寺村正尚，他： Breaking

はこれまでの取り組みに加え，学生実施場面のビデ

bad news 教育の有用性と OSCE における評価の

オ撮影を取り入れ，また採点表の見直しを行い，さ

試み．医学教育，41（２），103-109，2010．

らには OSCE の実施時期を早めた．これにより，学

６）河野光伸，渡辺章由，櫻井 宏明，他：【作業療

生はビデオ映像の確認と同時に教員によるフィード

法士の教育・評価】実践報告

バックを受け，OSCE の複数機会を得ることが可能

る客観的臨床能力試験（OSCE）．作業療法ジャー

になった．

ナル，38（３），198-200，2004．

さらに，2013 年度の OSCE からはカリキュラムの

療法士教育におけ

７）片桐一敏，大堀具視，本家寿洋，他：作業療法

変更に伴い，症例課題を身体領域の実習科目の成績

教育における客観的臨床能力評価試験（OSCE）

評定の一部として位置づける予定である．今後，養

の実践．北海道作業療法，26（２），87-92，2009．

成教育における教授方法について，模擬患者参加型
演習の導入

23）

８）大歳太郎，鈴木孝治，齋藤さわ子，他：発達
障害作業療法教育における客観的臨床能力試験
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研究と報告
初年次教育における参加体験型授業の必要性
～ ID stretching を利用した授業からの考察～
The need of the active learning for the first time annual education
～A consideration through the class using ID stretching～
榊原

康仁・林

亜遊・岸村

厚志

Yasufumi SAKAKIBARA・Ayu HAYASHI・Atsushi KISHIMURA

Japanese Journal of Research for the Occupational Therapy Education 14(1):

23-29, 2014

要旨：作業療法士養成施設は現在，学生の多様化傾向に対して授業方法を工夫する必要性に迫られている．
今回，初年次学生に，ID ストレッチングを利用した参加体験型授業を実施した．その前後で体表からの骨
格筋のイメージについてアンケート調査を実施し，授業終了後には KJ 法を用いた質的調査を行った．結果，
骨格筋の起始停止・支配神経・走行・作用イメージ向上について全て p<0.001 水準で有意であった．KJ 法
では参加体験型授業に主体性やコミュニケーション面に関するラベルが成立し，結果として知識・技能の学
習だけでなく情意領域にも介入できる授業形態であることが確認できた．しかし，能動的な面を重視するた
め時間不足や，グループワークのメンバー構成など課題も残る．
キーワード：作業療法士養成施設，参加体験型授業，作業療法士学生，作業療法初年次教育

Ⅰ．はじめに

く社会性の未熟な学生が増えているという「養成施
１）

は，当時の

設の入学定員割れと学生の資質の問題」に関する報

厚生省が学校や大学の厳しい設置基準を改め規制緩

告は多く，各養成施設では時代とともに変化する学

和へと方向転換を行った 1998 年以降，作業療法養

生の価値観や行動様式を理解した上で，教育目標に

成施設（以下，養成施設）は増え続け 2008 年には

到達する授業方法を考えることが課題といえる２）３）．

175 校，入学定員は 7,606 名になり，養成施設数は世

授業方法に関して，日本作業療法士協会教育部に

界一になったことを報告している．反対に養成施設

より作成された「作業療法士教育の最低基準」では，

が急増してきた一方で，
定員割れになる養成施設（専

学内カリキュラムの構成は基礎分野，専門基礎分

門学校の 70％）が続出し，比例してボーダーフリー

野，専門分野を基本としている４）．教育形態には講

化して入学してきた学生の学力低下と学習意欲の低

義，演習，実習などを効果的に組み合わせて用いた

下は著名になっていることも，合わせて報告してい

カリキュラムを構成することが重要であることも提

る．近年，養成施設への入学者は以前に比べて多様

示している．しかし，教育の大綱化による自由裁量

化傾向にあり，学力不足に加えて意欲と主体性がな

が相まって，教育指導方法に相当の工夫を必要とす

日本作業療法士協会教育部の陣内ら

るようになってきた１）．教員から学生への一方向に
大阪医療福祉専門学校 作業療法士学科
Osaka College of Medical & Welfare Department of
Occupational Therapy
〒 532-0003 大阪市淀川区宮原１丁目２番 14 号
1-2-14 MIYAHARA, YODOGAWA-KU, OSAKA,
532-0003, JAPAN

留まる縦割り型の教育だけでなく，学生各々の知識・
技術を互いに理解し課題を解決する過程を重視した
問題解決型学習（PBL）や対象者や医療スタッフと
の情意領域の学習を取り入れた客観的臨床能力試験
（OSCE）などさまざまな教育方法が模索・試行され
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ている．しかし，講義形式の授業を改め教育方法を

実施した．加えて，そこから得られた参加体験型授

工夫している背景には，近年の学生に目立ってきて

業の知見を深めるために，学生の自由記述を参考に

いる「能動的に自己研鑽する能力の低下」の表れで

質的調査も行った．本研究では，量的調査と質的調

５）

査から初年次教育における参加体験型授業の必要性

はないだろうかという指摘もされている ．
特に養成施設の初年次教育では，基礎分野や専門

について明確にすることを目的とした．

基礎を主軸とした講義形式の座学が多い印象を受け
る．日本作業療法協会教育部が編纂している「作業

Ⅱ．研究方法

療法教育ガイドライン（案）
」にも作業療法モデル・

１．対象

コア・カリキュラム科目が掲載しており，その１つ

対象は作業療法士学科３年制課程１年生（以下学

である「骨格筋系の構造と機能」では，骨格筋の起

生）
44 名
（男子 15 名，
女子 29 名，
平均年齢 20.3 ± 4.7 歳）

始停止・支配神経・走行・作用の学習は講義形式に

である．学生は前期授業（2011 年４月から 2011 年

６）

属している ．作業療法モデル・コア・カリキュラ

８月まで）にて解剖学で骨学と筋学を履修している．

ム科目は「案」ではあるが実際，骨格筋の学習では

なお，解剖学の授業は，講義形式であった．

初年次教育時，学生が講義形式で授業を受け必死に
暗記し，
「覚えられない」と言って不安を訴え，「な

２．実施方法

ぜ覚えなければならないのか」と挫折している場面

１）手順
参加体験型授業は以下の手順で実施した．最初に

に遭遇することもある．
「骨格筋系の構造と機能」
についての演習・実習形式の授業では，実際のご献

学生は４人１組のワークショップ形式になる．次に

体を観察させていただく解剖学実習ある．しかし，

ID ストレッチで伸張する対象筋の起始，停止，支配

医学部のある大学機関などと提携を結ばなければ授

神経，走行，作用の位置関係を，グループで運動学

業回数に制限がある．他には養成施設によっては，

の教科書を使用し話し合いながら確認する．そのう

体表解剖，標本や模型を参考にした演習・実習や筋

ち伸張する骨格筋の起始，停止については，相互に

電図などの演習・実習が用意されている．しかし，

触診する．ID ストレッチで伸張する対象筋の走行に

それらは「なぜ解剖の知識が必要なのか」という治

ついてグループ内で話し合いながら塗り絵を完成さ

療的効果までは踏み込めていない．そのような中で

せる．その後，ID ストレッチングをグループ内で相

学生が受身的に学習するのではなく，相互間で教え

互に実施する．最後に ID ストレッチの効果がある

あい討議し，共に体験し，新しい知識を発見し，問

かを対象となる骨格筋の作用で確認した．以上を一

題解決や共感的理解を図ろうとする教育方法である

連の流れとした（図１）．対象筋は，１回の授業で

参加体験型授業

７）

が，作業療法教育にも必要である

４筋程度の骨格筋であった．
２）ID ストレッチングを用いた理由

と考える．
今回，講義形式での解剖学前期授業後，骨学，筋

個別筋を他動的に伸張するため起始，停止，走行

学 を 履 修 し て い る 初 年 次 教 育 学 生 に，Individual

の位置関係の理解が重要であることや，可動域柔軟

Muscle Stretching（以下 ID ストレッチング） を

の改善に効果が出やすく骨格筋の作用を学生が理解

取り入れた参加体験型授業を 10 コマ実施した．１

しやすいためである８）．

８）

つの ID ストレッチングを実施するのに対象になる

また，ID ストレッチングは他動的ストレッチであ

骨格筋の起止停止・神経・走行・作用について教科

るため施行者と被施行者に分かれることや，開始肢

書で調べ，対象になる骨格筋の塗り絵をグループ内

位，施行者の位置，伸張法などを教本で確認する人

で話し合いながら描きで触診し，知識を得た上で実

などグループ内で役割が分割され，相互的協力関係

施した．

を促すことが期待できると考えた．

基礎を学習し話し合う体験を通した授業の方が，

３）実施回数と期間

骨格筋の起始停止・支配神経・走行・作用のイメー

今回の参加体験型授業は，運動学の授業の一部と

ジがしやすいと考え，質問紙調査で授業前後比較を

した．授業は 90 分× 10 コマ実施し，期間は 2011
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統計処理ソフトには，エクセル統計 2010 を用いた．

年９月から 2012 年１月までであった．

質的調査として，ID ストレッチングを取り入れた
参加体験型授業（10 コマ）終了した介入直後に，箇

３．分析方法
今回の ID ストレッチングを取り入れた参加体験

条書きでの自由記述形式で感想文提出を課した．箇

型授業の介入直前と ID ストレッチングを取り入れ

条書きでの自由記載は，カード化し１枚のラベルと

た参加体験型授業（10 コマ）終了した介入直後に，

して，KJ 法９） に準じた手法を用いて分析した．最

骨格筋の①「起始停止」②「支配神経」③「走行」

初に参加体験型学習について，類似した内容のラベ

④「作用」の４項目のイメージを質問紙法によりア

ルを小グループにまとめ，サブカテゴリーを生成し

ンケート調査した．アンケートは４項目のそれぞれ

た．さらに，類似した小グループを大グループにま

に対して，
「イメージできない」
「どちらかといえば

とめ，カテゴリーを生成した．カテゴリーとサブカ

イメージできない」
「どちらともいえない」
「どちら

テゴリーをプラス要因とマイナス要因に仕分け，関

かといえばイメージできる」
「イメージできる」の

連図を生成した．

５件法から１つを選択した．介入直前後のアンケー

本研究の分析方法は，参加体験型授業での情報を

トは，Wilcoxon 符号順位検定で比較し，有意水準は

数値として集め，統計解析するだけでは学生の意見

５％未満とした．なお Wilcoxon 符号順位検定での

や感想などが反映されず限界がある．そのため学生

図１

今回の参加体験型授業

表１

介入前後の比較
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の感想に焦点を当てた質的調査も参考にして，参加

り組み」といったサブカテゴリーを生成した．以上

体験型授業について考察した．

２つのサブカテゴリーをまとめ『「主体性・実行力」
という「個」の資質や能力の向上の可能性』という
カテゴリーを生成した．また，
「教員のフィードバッ

４．倫理的配慮
対象とする学生には本研究の説明を行い書面にて

ク」というサブカテゴリーも生成され，「主体性・

同意を得た．研究説明には，研究の目的と方法，参

実行力」の向上は，「教員のフィードバック」によ

加は拒否しても不利益をこうむらないこと，個人情

り促進されることが関連づけられた．
次に参加体験型授業では，グループ内で話し合い

報を守ることを伝えた．

や ID ストレッチングを通して交流するなど「グルー
Ⅲ．結果

プ内での相互的な交流」というサブカテゴリーを生

１．介入前後のイメージについて

成した．また，話し合いや体験を通してのグループ

ID ストレッチングの参加体験型授業前後のアン

交流は，授業の楽しさにも影響し，「授業の楽しさ」

ケートについて，骨格筋の起始停止・支配神経・走

といったサブカテゴリーを生成した．以上２つのサ

行・作用の４項目のイメージについて全て P ＜ 0.001

ブカテゴリーをまとめ『「協調性・コミュニケーショ

を示す高い有意水準であった（表１）
．

ン能力」など「集団」での資質や能力向上の可能性』

２．KJ 法の分析結果

というカテゴリーを生成した．また，
「協調性・コミュ

箇条書きでの自由記載より，118 枚をカード化し

ニケーション」も「教員のフィードバック」により

ラベルとした．ラベルが類似したものを分類，整理

促進される可能性も示唆した．

した結果，７つのサブカテゴリーを抽出し，各サブ

２）参加体験型授業のマイナス要因

カテゴリーは更に３つのカテゴリーにまとめた（表

グループによっては騒がしく学習が進まないラベ

２）
．カテゴリーとサブカテゴリーをプラス要因と

ルや ID ストレッチをするにも体格差があり体験の

マイナス要因に仕分けラベル同士の関係性を検討

困難さなどのラベルが存在し「グループ活動の困難

し，空間配慮した関係図を示した（図２）
．

さ」をサブカテゴリーとし，４筋程度の骨格筋しか

１）参加体験型授業のプラス要因

学習できないことや ID ストレッチの伸張感が時間

最初に各骨格筋の起始停止，神経，走行，作用

内に理解できなかったなどのラベルから「時間の短

の基礎学習から，それを用いた ID ストレッチング

さの影響で学習が不十分」がサブカテゴリーとして

の体験という応用を用いることで，
「基礎と体験を

まとめられた．以上２つのサブカテゴリーは，「参

通した学習理解」が促進されるといったサブカテゴ

加体験型授業の問題点」として１つのカテゴリーが

リーを生成した．学習理解が向上し，ID ストレッ

生成された．しかし，「参加体験型授業の問題点」

チングを家族や友達へ授業以外に試したことや骨格

も「教員のフィードバック」によりプラス要因へ展

筋の作用と ADL と関連づけたいなど「能動的な取

開される可能性も示唆した．

表２

参加体験型学習に関連する自由記述の分類と整理
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Ⅳ . 考察

向は目立ち，教員から学生へ一方向に留まりやすい

１．参加体験型授業の必要性について

講義形式授業には，内容を理解しようとする意欲を

今回の研究の対象は，前期授業で解剖学の骨学，

示さない学生も多くなったと考えられる．現在，作

筋学を履修している初年次学生であった．しかし，

業療法の教育現場では，一方では養成施設の増加が

介入前のアンケート調査では，骨格筋の起始停止，

あり，他方では学生の資質確保において難しい局面

支配神経，走行，作用がイメージできない学生が多

に到達している．授業形態においても講義中心の授

く存在していた．そして，参加体験型授業での介入

業から学生中心の教育，学生が実践力，問題解決能

後は，骨格筋の起始停止，支配神経，走行，作用の

力，あるべき態度を身につける授業中心へ変わりつ

イメージが有意に向上した．

つある 11）．

近年，作業療法養成施設の増加に伴い学生の質を
３）

確保することが難しいという現状がある．高木

は

最初に各骨格筋の起始停止，神経，走行，作用
の基礎学習から，それを用いた ID ストレッチング

大学全入時代の到来は，目的意識の希薄な学生と，

の体験という応用を用いることで，「基礎と体験を

基礎学力が不足した学生の増加を招いたと報告して

通した学習理解」が促進されるといったサブカテゴ

いる．その傾向は養成施設においてもみられるよう

リーを生成した．学習理解が向上し，ID ストレッチ

になっており，目的意識が希薄なままでは意欲的に

ングを家族や友達へ授業以外に試したことや骨格筋

なるのは難しいとも報告している．西方

10）

は，作業

療法教育場面での授業や課題への態度を報告し，学

の作用と ADL と関連づけたいなど「能動的な取り
組み」といったサブカテゴリーを生成した．

生が授業中の教員からの質問に対して反応しないな

今回の参加体験型授業では，グループで話し合い

どの具体例が多く報告されている．学生の多様化傾

ながら，ID ストレッチングで用いる対象筋の起始停

図２

参加体験型授業についてカテゴリーとサブカテゴリーの関連図
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止・支配神経・走行・作用の位置関係を確認し，起

田２） は，「実数は明らかでないが，養成施設での教

始停止に関しては触診し，走行に関しては塗り絵を

育と臨床実習での各教育目標に達することが困難な

用いた．その上で ID ストレッチングの体験を用いた．

ことから留年や退学をする学生が増加傾向にある」

基礎知識を知った上での応用である．講義形式授業

と述べている．参加体験型授業は初年次教育を取り

では知識を得るだけであるが，参加体験型授業は基

入れることは，専門基礎科目を学ぶことが応用に役

礎知識を使いこなすための「考える作業」が求めら

立ち，情意面を促せることから臨床実習でも役立つ

れる．学生からは体験を通した理解の声も聞かれた

ことから，必要性は高いと考える．

が，応用には基本が必要であるという理解の声も聞
かれた．理解が高まれば「ID ストレッチングを家族

２．参加体験型授業のデメリット

や友人に試してみたい」という考えや「骨格筋の働

KJ 法のネガティブなラベルでは，参加体験型授業

きを ADL に関連づけたい」という能動的な展開も

は「時間の短さの影響で学習が不十分」で骨格筋の

学生に起こる．第１に参加体験型授業は，
「主体性・

知識が少ししか得られなかったというカテゴリーを

実行力」という「個」の資質や能力向上の可能性に

あげた．今回の参加体験型授業では，ID ストレッチ

ついて期待できるのではないかと考える．

ングのできた対象筋は１つの講義で４筋程度であっ

また，グループワークによる触診や塗り絵実施は

た．能動的にグループで授業をするため時間を要す

コミュニケーションを通して協調性が高められる．

る．それに対して，講義形式授業には，多くの知識

学生同士が学び合い，助け合いながら協同で知識を

を学生に伝えることが可能であるというメリットが

構成していく学びの場は，学生にとって「授業が楽

ある．その上，聞き手である学生のモチベーション

しい」と感じるのではないだろうか．学生は自分の

が高ければ効果的な授業形式であり，参加体験型授

意見を述べたり，他者の意見を聞いたり両側面のバ

業にはない利点を持っていることも考えておかなけ

ランスの獲得により情意面の向上を促せる．ID スト

ればならない．実践に偏りすぎると時間が短くなり，

レッチングも効果的にするためにグループ内で話し

理論がおろそかになる．そこで理論と実践を行き来

合うことや被験者に対する態度と接遇を考えるなど

するカリキュラムが必要となる．学生に参加体験型

相互的協力関係が促せる可能性がある．KJ 法のカ

授業で興味や楽しさを持たせつつ，一方で講義形式

テゴリーでは，第２にグループのメンバーとして貢

の授業で知識を増やしていくことが必要であると考

献するための「協調性・コミュニケーション能力」

える．

が促進され，参加体験型授業は，
「集団」での資質
や能力の向上が期待できると考える．
経済産業省の最新の報告では

また，「グループが騒がしい」，「体格差があり ID
ストレッチングができない」という意見も認められ

12）

，企業側は大学生

た．グループのメンバー構成は課題に残る．グルー

に対し，
「主体性」
「コミュニケーション力」といっ

プの構成は成績下位者同士が集まることを避け，成

た内面的な基本能力の不足を感じている．参加体験

績を均等化することや傍観するだけのメンバーが

型授業は，社会が求める「主体性」
「コミュニケー

出ない人数構成など考慮が必要であると考える．グ

ション力」
の向上に役立つ要素が多くあると考える．

ループ機能が滞る場合は，教員がフィードバックで

作業療法教育ガイドライン

６）

においても，作業療法

方向性を示すなどの介入も必要であると考える．

率前教育の目標は「自ら学ぶ力を育て，作業療法の
基本的な知識と技術を習得する」と設定されている．

Ⅴ．おわりに

以上を考慮に入れると作業療法士教育における基礎

参加体験型授業の必要性を検討することを目的に

知識を応用し，グループでコミュニケーションを促

急増した養成施設に入学する学生を対象に，ID スト

せる参加体験型授業の必要性は高いと考える．

レッチングを取り入れた参加体験授業を行い介入前

特に初年度では，専門基礎領域を中心とした講義

後の骨格筋の起始停止・支配神経・走行・作用の４

形式の授業が多くなり，体験を取り入れた授業は勉

項目のイメージについての比較と，介入後に KJ 法

強の面白さを学ぶ上で有意義であると考える．竹

を施行した．
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結果，講義形式授業と比較して，参加体験型授業
では，骨格筋のイメージが向上しやすいことが明ら
かになった．また，学生の興味を高めやすい能動性
や，コミュニケーション能力の向上を促す可能性が
示唆された．
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倫理的ディレンマ

研究と報告
作業療法士と作業療法学生の Clinical Reasoning の数量的検討
－倫理的ディレンマを抱える事例の情景理解における情報の重要度から－
Quantitative examination of Clinical Reasoning of an occupational therapist and an occupational therapy student

−From the importance of the information in the sight understanding of an example which holds ethical dilemma−
林

亜遊

Ayu HAYASHI

Japanese Journal of Research for the Occupational Therapy Education 14(1):

30-36, 2014

要旨：本研究の目的は，作業療法士と作業療法学生の Clinical Reasoning を数量化して比較し，教育的な知
見を得ることである．倫理的ディレンマを抱える事例の情景理解をする際にどのような情報を重要視してい
るかアンケート調査を行った．
その結果，
作業療法士は作業療法学生と比較して「本人の属性」，
「家庭内自立」
，
「家族とのトラブル」など ICF における活動や環境因子，個人因子に関する情報に高い評定を示したがその
他の情報に差は見られず，作業療法士と作業療法学生は同様の傾向を見せた．しかし，情報間の相関分析の
結果では作業療法士は各情報間の相関が高いものが多く，作業療法学生の情報間の相関は低いものが多かっ
た．事例の情景を理解する際に，情報間の関連性について注目して教育する必要性が示された．
キーワード：作業療法教育，Clinical Reasoning，（倫理的ディレンマ）

Ⅰ

緒言

ると報告している．その内 27 編が教育に関するも

臨床場面で情報を収集，評価を分析し，これを解

ので，作業療法教育領域における CR の注目の高さ

釈・統合し安全で効果的な臨床実践の根拠，道筋を

が伺える．我が国の作業療法教育と CR に関する研

考える思考と意思決定の過程を Clinical Reasoning

究は，上村ら４）が CR の授業と教員の理論的枠組み

（クリニカル・リーズニング 以下，CR）と呼ぶ１）．

に関する郵送調査から，授業において科学的リーズ

CR は 民 族 誌 学 的 手 法 に よ っ て 導 き 出 さ れ た 概

ニングを活用する傾向があることを示した報告，野

念 で あ り， 作 業 療 法 士（Occupational Therapist

藤５）の卒業研究の指導及び新人 OTR のスーパービ

Registered 以 下，OTR） の CR は 手 続 き 的， 相 互

ジョンにおいて事例研究を行うことは，自分の CR

交流的，状況的，叙述的，実際的，倫理的リーズニ

を振り返ることであり，それはセラピストとしての

ングの６種類に分類されることが明らかになってい

自己認識を問うことでもあるとしている報告，辻ら６）

る２）．

の臨床実習で求められる能力の獲得・向上に向けて

長谷ら

３）

は CR に関する文献研究から，2006 年１

の取り組みが様々な CR を体験できる場になったと

月時点の米国において 70 編の論文が発表されてい

いう報告，林ら７）の学内授業において事例を基に作
業療法士が自身の CR を伝えていくことで作業療法

大阪医療福祉専門学校 作業療法士学科
Osaka College of Medical & Welfare Department of
Occupational Therapy
〒 532-0003 大阪市淀川区宮原１丁目２番 14 号
1-2-14 MIYAHARA, YODOGAWA-KU, OSAKA,
532-0003, JAPAN

学 生（Occupational Therapy Student 以 下，OTS）
の作業療法への志向性が高まったという報告が見ら
れる．我が国の作業療法教育領域においても CR は
注目されているが現状調査や実践報告に留まってお
り，CR の教授方法については更なる検討が必要で
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年７名，11 ～ 15 年５名，16 ～ 20 年３名，21 年以

あると言える．
８）

は，事例を通して CR を省みることは

上２名であった．調査は，平成 24 年 11 月～平成 25

OTR 自身が日々行っていることを言語化し，認識す

年４月の６ヶ月間に行った．学生は，３年制課程の

野藤ら

る過程であったとしている．有馬

９）

は CR の教授に

作業療法士学科１年生 43 名（女性 32 名，男性 11 名，

関して，学生の頭の中の推論を外在化，あるいは物

平均年齢 ± 標準偏差 19.88±4.01 歳），２年生 42 名（女

理的に可視化することの必要性を述べている．OTR

性 27 名，男性 15 名，平均年齢 ± 標準偏差 21.33±4.69

の CR は内在化しており，CR を教育に活用するた

歳），３年生 28 名（女性 22 名，男性６名，平均年

めには言語化し，可視化することが必要である．そ

齢 ± 標準偏差 22.11±4.04 歳）の計 113 名であった．

の為これまでは OTR の CR が質的に分析されてき

調査は平成 25 年４月に行った．

２）

たが ，OTR の CR を数量化することができれば統

アンケート：OTR の CR の特徴を数量的に検討す

計学的に OTR の CR の特徴を検討することも可能

ることを目的とするため，OTR の CR の特徴が表

となるであろう．

現されるアンケートが必要であった．CR は一般的

そこで，本研究では事例に対して，OTR や OTS

な形式に沿って行われるのではなく，領域固有性を

がどのような CR を行っているかを数量的に調査す

持っているとされる 11）．そのため，専門領域に関す

ることとする．心理・社会的特性を調査対象者が自

る臨床事例に対する判断を問うことで OTR の CR

らの記述や報告によって測定し，値を提示する尺度

を知ることができると考えた．特に倫理的ディレン

にはリカート法やガットマン尺度，意味的微分法，

マを抱える事例は明確な答えが示されないため，個

視覚的アナログスケール（Visual Analogue Scale 以

人の判断の特徴が現れると思われる．そこで，岩崎

下，VAS）などがある

10）

．OTR の CR は専門領域

テル子編集

標準作業療法学

専門分野

作業療法

における情報に対して繊細に情報処理していること

概論

第２版に提示された倫理的ディレンマを抱え

が予想される．そのため VAS や VAS に類似した

る事例の情報をアンケートとして利用した．事例の

尺度である Verbal Rating Scale，Numerical Rating

情報をひとまとまりの意味が保てるように 10 の情

Scale（以下，NRS）のように評定の範囲が広い尺

報に分け，10 の情報には便宜上，「情報 1．本人の

度の方が，その特徴を適切に表わすことができるの

属性」，「情報 2．受傷経緯と医学的診断」，「情報

ではないかと考えた．特に NRS はカナダ作業療法

3．経過」，「情報４．家族の協力」，「情報 5．身体

士協会が作成したカナダ作業遂行測定にも採用され

機能」，「情報 6．知的機能 ･ 高次機能」，「情報 7．

ており，OTR には馴染みが深いと考えられる．本

家庭内自立」，「情報 8．家族とのトラブル」，「情報

研究の目的は OTR や OTS が事例の情景理解をする

9．医療スタッフの葛藤」，「情報 10．本人の語りと

際にどのような情報を重要視しているかについて，

家族の葛藤」とタイトルをつけた（表１）．

NRS の指標を基に CR を数量化して統計学的に比較

手続き：対象にはアンケートを手渡し，内容を記

し，そこから得られる知見を作業療法教育の一助と

入したアンケートの返却を依頼した．アンケートは，
「あなたは外来担当の OTR として次の患者を担当す

することである．

ることになりました．患者を理解するために次の情
Ⅱ

方法

報をどの程度重要視するかについて，１（あまり重

対象：近畿圏内で身体障害領域において中枢疾患

要視しない）～ 10（とても重要視する）の 10 段階

を持つ患者を外来で担当したことのある OTR を対

で点数をつけてください」という指示文を読んでも

象とした．本校卒業生及び本校で実習依頼をしてい

らい点数をつけてもらった．

る施設にアンケート協力を依頼し，協力の得られた

分析方法：アンケート結果を OTR・OTS 別に集

OTR 90 名の内欠損値があったものを除き 81 名（女

計し，中央値，平均値，標準偏差を算出した．両

性 39 名，男性 42 名，平均年齢 ± 標準偏差 28.14±

群に差が見られるかどうかについて Mann-Whitney

6.73 歳，平均経験年数 4.94 年）を分析対象とした．

の U 検 定 で 分 析 し た． ま た， 各 情 報 間 に つ い て

OTR の経験年数の分布は，１～５年 64 名，６～ 10

Spearman の順位相関分析にて関連を調べ，相関係
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数（r）が 0.4 以上を相関があると判断した．統計学

OTR（mean=8.44）（p=0.004） で OTS に 対 し て，

的分析には R2.14.1 を使用し，有意水準は５% 未満

OTR が統計学的に有意に高い値を評定した．しかし，

とした．

その他の情報には差が見られず，OTR と OTS は概

倫理的配慮：アンケートの実施に当たって無記名

ね同様の傾向を示した（表２）．

で行い，個人が特定できないようにした．また，ア

Spearman の 順 位 相 関 分 析 の 結 果，OTR は 多 数

ンケートの使用にあたっては，研究の目的と方法を

の情報間に相関が見られた（表３）．特に「情報７．

口頭および文章で説明した上で，書面で同意を得ら

家庭内自立」は８つの情報との相関が見られ，「情

れたもののみを使用した．

報１．本人の属性」，
「情報５．身体機能」，
「情報６．
知的機能・高次機能」，「情報８．家族とのトラブル」

Ⅲ

結果

についても７つの情報との相関が見られた．OTR

アンケートの回収率は OTR，OTS とも 100% で，

が事例の家庭内の状況と心身機能，個人因子に注目

有 効 回 答 率 は OTR が 90%，OTS が 100% で あ っ

しながら，事例の理解を進めている状況が伺えた．

た．Mann-Whitney の U 検定の結果，
「情報１．本

反面，OTS は情報間の関連性が見られたものが少な

人の属性」が OTS（平均 以下，mean=7.71）・OTR

かった（表４）．相関が見られたのは，「情報１．本

（mean=8.67）
（p ＜ 0.001）
，
「情報７．家庭内自立」

人の属性」と「情報 10．本人の語りと家族の葛藤」
，

が OTS（mean=8.21）
・OTR（mean=8.61）
（p=0.016），

「情報 2．受傷経緯と医学的診断」と「情報 3．経

「情報８．家族とのトラブル」が OTS（mean=7.93）
・

過」，
「情報 3．経過」と「情報４．家族の協力」，
「情

表１

表２

アンケートの情報

作業療法士と作業療法学生のアンケート結果の比較
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報４．家族の協力」と「情報 7．家庭内自立」，「情

ど ICF における活動や個人因子，環境因子を重要視

報５．身体機能」
と
「情報６．知的機能・高次機能」，
「情

していることが読み取れる．しかし，その他の情報

報 7．家庭内自立」と「情報８．家族とのトラブル」，

に差は見られず，概ね OTR と OTS は同様の傾向を

「情報８．家族とのトラブル」と「情報 10．本人の

見せたと言える．
本事例の特徴である倫理的ディレンマを問う「情

語りと家族の葛藤」
，
「情報 9．医療スタッフの葛藤」
と「情報 10．本人の語りと家族の葛藤」の８情報間

報９．医療スタッフの葛藤」，「情報 10．本人の語り

であった．OTS に相関が見られたものは OTR にも

と家族の葛藤」の重要度は OTR と OTS の間に有意

相関が見られており，OTS は OTR と概ね同様の視

な差は見られなかった．作業療法士の成長過程にお

点で情報を関連付けているが，明らかに関連性の高

ける研究では経験年数０年の初心者でも明らかな倫

い情報のみを関連付けて事例の理解を進めている状

理的問題であれば分かり，経験年数が５年を超える

況が伺えた．

熟達した OTR になると倫理的リーズニングを考え
られるようになるとされている 12）．本研究の結果で

Ⅳ

考察

も OTS は倫理的な問題の情報を高く評定しており，

１．OTR と OTS の評定結果の比較

OTS はこの事例の倫理的な問題に気づくことができ

OTR は OTS と比較して「情報１．本人の属性」，

ていると言える．しかし，今回対象とした OTR や

「情報７．家庭内自立」
，
「情報８．家族とのトラブ

OTS には，情報９や情報 10 に低い評定をつけるも

ル」において高い評定を示した．これらの結果から

のもいた．岡本 13）は，「作業療法士がよい臨床実践

OTR は OTS よりも家庭生活や本人，家庭の状況な

を行うためには，望ましい人間関係が信頼と納得の

表３

表４

作業療法士の各情報間の相関係数（r）

作業療法学生の各情報間の相関係数（r）
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医療に寄与することを意識して，倫理的な配慮する

情報間の関連に注目しながら学ぶ必要があると言え

ことも必要である」とし，卒前の倫理教育の必要性

る．

を述べている．このような事例を通じて倫理的ディ
レンマを評定した理由について明らかにすることや

２．CR を数値化する意義
事例情報の重要度を数値化して評定することで，

倫理的問題の重要性について教授することで，事例
を通じた倫理教育を実践していくことが可能であろ

OTR や OTS の CR を統計学的に比較することがで

う．

きた．このような方法を用いることにより OTR や

また，OTR の評定結果は，相関分析の結果から

OTS の CR の一端を明らかにすることができると考

各情報間の相関が高いことが明らかになった．特に

えられる．白井ら 14）の重度認知症高齢者に対する熟

「情報７ . 家庭内自立」
，
「情報１．本人の属性」，「情

練 OTR の介入ストラテジーに関する研究から OTR

報５．身体機能」
「情報６．知的機能・高次機能」，
，
「情

の成長を支えるものとして「言語化する事」が導き

報８．家族とのトラブル」は他の情報との相関が多

出されている．OTS が事例に対して自身の CR を言

く見られ，OTR が対象者の個人因子や家庭の状況

語化することは OTR として成長していく上で重要

と心身機能に注目しているという作業療法の視点が

であろう．しかし，OTS にとっては自身の CR を言

表されていると言える．OTS は「情報５．身体機能」

語化することに困難を伴う場合も多く，数値化して

と「情報６．知的機能・高次機能」
，
「情報８．家族

評定することで言語化するきっかけとなると思われ

とのトラブル」と「情報 10．本人の語りと家族の葛

る．
京極ら 15） の研究において熟練 OTR は，「理解で

藤」のように類似した情報間に相関が見られていた．
ICF に沿って考えると「情報５．身体機能」と「情

きないほどリーズニングの過程が省略されておら

報６．知的機能・高次機能」は「情報２．受傷経緯

ず，共有できないほど難解な前提があるわけでもな

と医学的診断」に起因している情報であると分かる．

い場合，経験が豊かな熟練群では，経験によって解

OTR の評定結果を見てみると，情報２と情報５・

釈が多様になるため評定が収斂しないが，新人群で

情報６に相関が見られる．OTS は情報の類似性に注

はいずれかに評定が収斂する」と報告している．こ

目できるものの，その意味や関連性に注目できない

のような熟練した ORT の叡智は後進にとって重要

９）

は学生の思考上の問題を

な知見となることは言うに及ばない．しかし，先行

知識不足，知識は有しているが使えない不活性化知

研究において「10 年以上の実践を持つエキスパート

識，知識は活性化しているが他の可能性に注意を払

OTR は素早い直感プロセスの CR になる 12）」とあ

わないマインドレスに分けて捉える方法を紹介して

り，今回対象とした経験年数が 20 年を超える熟練

いる．学生の課題が機能レベルの問題が疾患に起因

OTR からも思考よりも判断の方が早い事があると

することを知らなければ，そのことについて教授す

いう声が聞かれた．また，Kielhofner16） は専門的実

る必要があり，知識は有しているものの繋がりを意

践や問題の枠づけ，解決の実行，物事が悪化したと

識していないなら繋がるように促し，別の思い込み

きの改善といった諸側面を実行するには，芸術的才

に囚われているなら違う視点を与えることが必要で

能が必要とされるとしている．このような領域では

あろう．

熟練 OTR もすべての判断を意識的に行っていると

ことが予測される．有馬

今回対象とした OTR の内，経験年数が 20 年を超

は考えづらい．事例に対する情報の重要度を数値化

える熟練 OTR から，情報が増えるごとに評定が更

することで熟練 OTR の CR の意識化が促され，熟

新されることがあるという声が聞かれた．これは一

練 OTR の叡智を知る手がかりとなるであろう．

つ一つの情報に関連性を持たせながら評定している
CR の特徴が現れていると言える．OTR と OTS は

３．研究の限界と今後の方向性

倫理的ディレンマを抱える事例情報の重要度に関し

今回の評定は NRS を用いて行った．そのため，

て概ね同じ傾向を見せたが，情報間の相関は OTR

情報間の細かな優先順位の違いを表現することが可

の方が高く，OTS は問題の優先順位を考える際に，

能となり，評定した数値の関連性から知見が得られ
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た．しかし，評定した数値の基準が不明瞭となりや
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研究と報告
2011-2013 年度作業療法教育研究会助成研究
「地域作業療法学」ミニマムスタンダードの構築に関する調査研究報告書
A Study on construction of minimum standard in community based occupational therapy
岩崎テル子１）・遠藤

浩之２）・大熊

明３）・塚原

正志４）

Teruko IWASAKI・Hiroyuki ENDO・Akira OKUMA・ Masashi TSUKAHARA

Japanese Journal of Research for the Occupational Therapy Education 14(1):

37-51, 2014

要旨：作業療法の教科書で社会問題となった事件を取り上げることは殆どない．教師が体験として語るか，
学生が一般教養として学ぶ程度である．しかし，東日本大震災と原発事故による生活の破壊と地域崩壊は，
心身の健康維持と生活の充実に貢献すべき作業療法士にとって，座視できない問題であった．地域作業療法
学がこの問題を丁寧に追跡し，被災者に寄り添うように再生の過程を辿る事で，社会問題に目を開き，単な
る知識ではなく人間性も養えるよう，作業療法教育研究会の助成研究としてミニマムスタンダードを提案し
た．国は自助・共助・公助に民間活力をフル活用する「互助」を加えた「地域包括ケアシステム」策定を進
めている．これに沿う OT 協会の５カ年戦略にも生かせるシラバスとした．
キーワード：地域作業療法学，大震災，地域包括ケアシステム，ミニマムスタンダード

はじめに

住民も理想的な復興の青写真が描けないでいる．

失って初めて気づく価値がある．
「地域」もその

この深い喪失感の中で，「地域社会」の持つ意味

一つである．2011 年３月 11 日の東日本大震災と福

が極めて明確に意識されてきた．単なる知識とは異

島第一原発事故によって，文字通り失われてしまっ

なる身近で切迫感を伴った意識である．地域に何が

た「地域」がある．被災の範囲があまりにも広大，

あれば人は生きていけるのか，人はどうすれば地域

且つ被害が余りにも甚大な上，また再び大震災と原

社会を形成できるのか，身をもって学べる機会であ

発事故が日本全土で起こる可能性が予見されている

る．
この小論では，人が地域で生きる事の意味を問い，

が故に，３年が経過した今でも，国も地方自治体も

「地域作業療法学」の理念・目的を明確にし，含む
べき知識・技術のミニマムスタンダードを提案する．
１）新潟医療福祉大学名誉教授
Professor Emerita Niigata University of Health
and Welfare
〒 160-0012 東京都新宿区南元町 4-15-204
4-15-204 MINAMIMOTO-MACHI
SHINJUKU-KU TOKYO, 160-0012, JAPAN
2）浜松大学保健医療学部
Faculty of Health Science, Hamamatsu University
3）あおぞらケア・リハビリ
Day Service Center Aozora Care Rehabili
4）神戸学院大学総合リハビリテーション学部
The Faculty of Rehabilitation, Kobe Gakuin
University

被災地の実状，生活の実態，識者の提案などを参照
しやすいように可能な限り公・民各機関がネット上
で公表した資料で提示する．これは大震災・原発事
故を忘れず，「地域再生」という社会的課題にも取
り組める作業療法士の育成を願って，実例として多
く引用することを予めお断りしておく．
この調査研究は作業療法教育研究会の助成金を得
て行われた．
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調査対象と方法

３． 養成校アンケート調査：平成 12 年度段階での

１．東日本大震災と原発事故の被災状況の把握と地

WFOT 認定校で，全国の養成機関（大学と専門

域再生の現実を知る：ボランティア活動と視察，

学校）から地域と養成課程に偏りなく選定した 80

被災者の方々のお話と国・自治体の発表資料，新

校の「地域作業療法学」担当教員にアンケート用

聞・雑誌などのメディアや出版物から被災状況・

紙を送付し，20 校から回答とシラバスの送付を得

復旧・復興情報を把握する，
「地域」の持つ意味

た．回収率 25％と少数で全体の傾向を把握できる

と役割について改めて考察する．

までには至らなかった．

２．実態調査：今後特に必要とされる訪問リハビリ

４．この結果は教育現場で教師が授業の参考にでき

テーション（訪問リハ）に携わる作業療法士（以

るよう願い，見出しは可能な限りシラバスに沿っ

下 OT）の面接調査を実施し，現場の声を教育に

たテーマとし，上記調査結果と調査対象を織り込

どう反映させるか検討する．

んで述べることにした．

３． 養成校アンケート調査：平成 12 年度段階での
WFOT 認定校の中から全国の養成機関（大学と

５．東日本大震災と原発事故から見えてきたもの
・大震災による地域崩壊と再生

専門学校）から地域と養成課程に偏りなく選定し

この激甚災害からの３年を振り返り，地域とは何

た 80 校の「地域作業療法学」担当教員からの意

か，地域社会の再生には何が必要なのかを考えるた

見を聞く．

め，被害の実態と再生の物語を記録する．

４．上記１～３の結果，
地域作業療法学の教科書（日

①失われた命

本作業療法士協会編と医学書院版）で更に言及が
必要と思われる内容を洗い出す．

大震災から１年が経過しようとしていた 2012 年
２月，政府は復興庁を発足させた．被災の正確な

５．障害者施策のメインストリーミング化が進んで

データも把握できず，救援復旧もバラバラであった

来た中での国の財政逼迫で，医療・保健・福祉政

対応が漸く司令塔ができて落ち着いてきた．３年経

策が目まぐるしく変化している．この変化に教育

過した時点での被災は，死者 15,884 人，行方不明者

現場がどう対応し，卒前教育として最低限必要な

2,633 人，震災関連死 2,973 人（89,5％が高齢者），避

内容をどう教育したらよいか，描ける範囲をミニ

難者数 267,719 人（2014. 3. 10 復興庁，警察庁）と

マムスタンダードとして提示する．

いう甚大なものであった．地震・津波・原発事故と
いう三重苦に見舞われた福島県の震災関連死は全体

結果

の 55.8％を占め，直接死を超えた．

１． 被災状況の把握：筆者の一人遠藤は 2011 年４

この三陸沖地震はプレート境界型地震と言われ，

月以降３回協会の被災地支援ボランティアとして

マグニチュード 9.0 という日本では観測史上最大規

宮城・岩手・福島の３県に入った．その体験を学

模，世界的にも 1900 年以降４番目の規模という（以

校教育に取り入れ，経過を作業療法教育研究会学

降数値は復興庁）３）．三陸地方のリアス式海岸が駆

術集会で報告した１）．岩崎は 2012 年８月以降２回，

け上がる津波の高さを増し，沿岸部の海に流れ出る

宮城・岩手の沿岸被災地と，福島第一原発 20km

河川の存在が津波を奥地に誘ったとされる．美しい

圏内の富岡町まで視察し被災者のお話を聞き，地

自然が凶暴な爪痕を残す現実を見せつけた（朝日新

熱発電と風力発電の現場視察も行った．

聞）４）．

２．アンケートと面接調査：① OT の企業家で在宅

②生活の場の喪失

リハサービス会社 S 社社長（従業員 600 人）と役
員との面談

②Ｓ社所属６事業所の訪問リハ部門

地震津波により甚大な被害を受けたのは岩手・宮
城・福島３県であったが，建物全壊・半壊・土地の

OT36 名へのアンケートと面接を実施．結果は，

液状化被害で住まいを無くした人は北海道から東北

キーワードの出現頻度をテキストマイニング手法

５県，関東の１都５県と神奈川県にも広がった．更

で分析しヒストグラフ化した．結果は中間報告と

に，福島第一原発周辺 11 市町村では放射能被害を恐

２）

して上記学術集会で発表した ．

れて子を持つ若い親たちが先ず他県へ脱出し，的確
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な誘導も帰還見通しも得られなかった多くの人々が

て 2014 年度小中学校７校が閉校・休校する．いわ

着の身着のまま逃げ惑った．結局，被災者 47 万人

き市５校と南相馬市１校，福島市内の小学校１校で

は避難所への緊急避難の後，親類縁者・友人知人を

ある．福島市内の小学校は福島第一原発から 60km

頼り，交通網が寸断された中２度３度と住まいを変

以上離れていたが，事故３カ月後の校庭の空間放射

え 47 都道府県に散らばった．３年経った今年，約

線量が年 16.3mSv と県内一を記録し，30 人いた児

27 万人（前出）の内自県以外の民間住宅に避難して

童が 13 年度には１人に激減したとの事である．市

いる人は 21.1％にものぼり，それ以外は県内の仮設

が除染し国の目標値年 1.0mSv 以下にまで下げたが，

３）

住宅・災害公営住宅の順に入っている（復興庁） ．

父母の恐怖心を取り除くことは出来なかったよう

岩手・宮城沿岸部では，津波再来に備え高台に災害

だ．

公営住宅の建設を予定しているが，土地売買や漁港

⑤仕事・コミュニティの崩壊と再生

からの距離，防潮堤建設の可否などで揺れ，住まい

コミュニティは道路・鉄道・港湾など産業関連の

という最も基本的な生活条件さえまだ満たされてい

インフラ（社会資本）と，学校・病院・社会福祉施

ない．

設など生活関連のインフラの上に成り立つ．更に，

③ふるさと脱出―放射能汚染

田畑・漁船漁具・商店や加工工場などが働く場と生

放射能汚染は濃度の差こそあれ被災３県と山形

活手段を提供する．大震災はこれら全てを流し去り，

県，関東１都５県に広がった．目に見えず匂いも無

仕事と収入の道を絶ち，コミュニティを崩壊の危機

く，しかも風雨に乗って飛散し，人体への影響が未

に立たせた．

知数の放射能汚染は，広島・長崎の原爆以来日本人

しかし，福島以外ではがれき処理が進み，道路網

が抱き続けているいわば根源的な恐怖である．高線

が復旧してからその他のインフラと産業が徐々に回

量地帯は放射性物質が雨とともに地表に落ち沈着し

復した．医療施設の回復は 2013. 11 時点で 93％と進

たためで，その自然減衰率は 34％と発表されてい

み，学校の復旧も 94％となった（復興庁）９）．規制

る５）．それでもセシウム 137 の半減期が 30 年と言わ

を緩めた復興交付金（グループ補助金という）の交

れると，不安にかられた若い親たちが先ずふるさと

付状況（2013. 6）からみると企業の復旧は，建設業

を脱出し，多くがもう戻らないとアンケートに答え

（66.0％）と運輸業（42.3％）で高く，小売り・サー

た（大熊町の 30 代 74.8％，40 代 69.0％，2013. 12. 6，

ビス業と製造業が 33％で続き，最も低いのは水産

６）

食品加工業（14.0％）であった．これらに比し農業

復興庁） ．
濃度の濃い原発 20km 圏内を主とする福島県沿岸

の回復は，水稲作付面積でみる限り被災３県で 94％

部 11 市町村は，帰還困難区域・居住制限区域・避

９）
（2013. 12）
（復興庁）
と順調であった．報道で目立っ

難指示解除準備区域に３区分され，国の直轄除染地

たのは，地域性を生かして付加価値をつけた産業を

域として指定された．原発立地２村（大熊町・双葉

興して人口の流失を防ぐことが重要で，従来のよう

町）は帰宅困難区域の上除染後の廃棄物中間貯蔵施

な道路・防潮堤・公共施設建設などの一時的需要で

設として今後 30 年間使用される方針が村民に示さ

終わらせてはならないという論調であった．

れ，ふるさと喪失の危機にある．しかし，防護服に

⑥基礎自治体（市町村）の機能低下と再生

身を包み，いつか帰る子孫のために線量計を持って

大震災・原発事故後，地域の範囲を考える上で重

除染にいそしみ，家屋・道路・田畑のあぜ道の修理・

要性が際立ったのは，市町村という基礎自治体の役

７）

清掃を毎日行う大熊町の元幹部“じじい部隊” ６

割と機能の大きさであった．1995 年の阪神淡路大震

人のような人々もいる．

災の際住民が散り散りに避難し，救助と復旧・復興

④放 射能の恐怖―児童数の減少で小中学校の休校・

計画の策定と実施に大きな支障がでた．の反省を踏

８）

閉校（朝日新聞）

まえて今回の避難は可能な限り町村単位，或いはそ

大震災，原発事故による避難のため児童・生徒が

の中の地区単位での避難が模索された．しかし，岩

減少している．地元に仕事が無くなって移住する親

手県・宮城県沿岸部では庁舎が損壊・流失し，原発

と共に転校する児童生徒もいる．原発事故では初め

被災地の福島県 11 市町村でも損壊と緊急避難のた

− 39 −

2011-2013 年度作業療法教育研究会助成研究「地域作業療法学」ミニマムスタンダードの構築に関する調査研究報告書

め，共に住民の基礎データの喪失や持ち出し困難に

復旧，２位以下の５項目が放射線関連で線量低下や

見舞われた．避難所の設定・設営・管理，避難者の

除染・安全性などの情報であった．避難指示解除準

把握，救援隊・県・国との連絡調整など，残された

備区域の楢葉町でも傾向は同じであったが，帰還す

少ない職員は極限まで働いた．

る場合に希望する行政サービスのトップに挙がった

避難者は全国 47 都道府県 1,200 市町村と国外に散

のが「医療機関・介護・福祉サービスの再開」であっ

らばり（2014. 2. 26，復興庁 HP）
，被災市町村は住

た．生命の危機に晒された人々の切なる願いである

民の安否確認と被災状況の把握に困難を極めた．事

と言える．

情は被災者も同じで，住環境の極端な変化，生活物

⑨少子高齢社会と被災地の過疎化

資調達から教育・医療・福祉など必要な支援を必要

平成 25 年度高齢社会白書によると，2012 年の日

な時に受けられず，また孤立した者も多かった．し

本の総人口は１億 2,732 万人，65 歳以上の高齢人口

かし，徐々に住民の基本情報が市町村に集積され，

と高齢化率が過去最高の 3,079 万人，24.1％（沖縄県

それを元に都道府県や政府との支援ルートが確立さ

17.7％～秋田県 30.7％）になった．しかし，人口推

れてきた．

計図をみると出生数減少による総人口が減少に転ず

⑦国の役割―復興庁創設

る中で，相対的に高齢者数が多くなっている．高齢

被災市町村は職員が避難・移住などで減少し，激

化率も増加し続け，2060 年には全国平均で 39.9％と

増する業務量に追いつけずに疲労困憊している．

推計されている 12）．高齢者１人を生産年齢層が支え

2012 年２月に創設された復興庁は，被災自治体の

る型は，胴上げ型（1969），騎馬型（2012），肩車型

職員確保に向け全国の自治体からの応援職員の派遣

（2050）と例えられ，今日本社会の大きな課題となっ

や任期付き職員採用，OB 職員の活用，民間企業か

ている．減少する生産年齢層が増大する高齢者の医

らの派遣や復興庁自身が市町村業務担う 3,485 人の

療・福祉など社会保障費を負担し，介護も担うから

職員を採用派遣するなどの支援策を繰り出している

である．

３）

（復興庁） ．漸く市町村⇔都道府県⇔国の間で状況

同白書では，被災３県の高齢化率（2012）が岩

把握と支援ルートが出来た．復興庁は未曾有の緊急

手 27.9％，宮城 22.9％，福島 26.1％である．３県と

事態に対応するために関係省庁から急遽集めた職員

も県庁所在地に若者が集中している．全国的に見れ

520 人による期限付き官庁である．寄合所帯のため

ば東京一極集中，道府県を見れば道府県庁所在地

省益優先から抜けきれず，真に優先すべき課題の合

に人口が集中する様子がわかる．ただ，福島県 HP

意形成が困難という批判がある．速やかな事業の執

（2014）13）には高齢化率 57.4％という地域が見える反

行のため，手続きや規制・規則を緩めたと言われる

面，原発被災地 11 市町村（国直轄除染地域）では低く，

がまだ不足で，予算や事業を執行する地方自治体側

福島第一原発の立地する大熊町は 23.1％である．こ

からの不満が多々聞かれる

10）11）

の値は原発という職場が若者の流出を食い止める役

．

割を果たしてきて，更に今汚染水対策と廃炉作業に

⑧何があれば人々はふるさとへ帰ろうと思うのか
上記③で触れた復興庁による原発被災地住民の意

従事せざるを得ない現実が推測される．
大震災による被災３県沿岸部市町村の人口減少

向調査は，復興公営住宅への入居意向を知るため実
施された．回を追う毎に住民の意向は変化している．

は，震災前（2010. 1）を１とした場合，被災直後に

原発立地で帰宅困難区域を含む大熊町では戻らな

急減したが，岩手・宮城では 0.94 レベルと上昇した

いと決めている住民が 67.1％に上る（2013. 10）．戻

（2013. 10）が，福島では 0.92 を下回っている（復興

るとしたら全町避難している今の会津若松市ではな

３）
庁）
．

く，隣のいわき市が良いという．また，家賃の低い
復興公営住宅の希望者は 48％に過ぎず，その他は一

考察

戸建てを建てて住みたいと言う．

提案する「地域作業療法学」のミニマムスタンダー

帰還の可否決定に必要な情報 10 項目中の１位は
社会的インフラ（道路・鉄道・学校・病院など）の

ドは，表１のシラバスにまとめた．調査結果を踏ま
えて，以下表の項目に沿って記述する．
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この表は，かねて日本作業療法士協会（OT 協会）

らわれた命・人々が折々に語ったことばが新聞や映

が検討を重ねていた理学療法士作業療法士法改正要

像で記録されている．家庭で死を体験することの無

求の資料として，2012 年度教育部から委嘱を受けた

くなった若者達の心にも届くように，具体的に死が

代表研究者（岩崎）が作成し，分担研究者の意見も

もたらす意味を語り合うことが必要である．

得て提出したものである．講義２単位・30 時間，演習・

②生活の場の喪失
生活とは何か．生存し活動すること（広辞苑６版）
．

実習４単位・120 時間という膨大な時間数と一般教
育目標は教育部案であり，筆者らも了解してシラバ

英語では life，living で，生命・存在，生きている状

スを策定した．この時間数は，OT 協会の第二次作

態，人生，生き方，生活などと和訳される（プログレッ

業療法５カ年戦略（2013-2017）
「地域生活移行・地

シブ英和辞典４版）．生活を横軸で分類すると生活

域生活継続支援の推進～作業療法 5.5 計画」 の重点

機能分類（ICF）になり，縦軸で分類するとライフ

スローガンを体現すべく教育部が「地域作業療法学」

サイクルになる．何れの軸で分類しても作業の意味

に割り振ったものである．この第二次５カ年戦略は，

と重なる．

14）

国が目指す地域包括ケアシステムに呼応して作られ

『「生活」とは何か』をテーマに「生活」を正面か
ら取り上げた社会学者富永俊明 15）は，上記内容に「自

た．

然の法則的営みの中にあること（後述の生活の基本
１．地域とは

形式の４要素の一つ）を加えている．大震災を振り

１）大震災から学ぶ地域再生の物語と作業療法士の

返ると，日本列島のプレート上の位置・地形・気候

役割

などが生活と密接不可分であった事からも頷ける．

我々はこの大震災によって地域崩壊の姿を垣間見

従来，作業療法は構造物としての住居を当然ある

た．これは，実は近い将来日本各地で起こる共通課

べきものとして，主にその内部構造を問題としてき

題の先鋭的な姿であるとメディアは報じた．つまり

た．しかし今回，住居の喪失は生命と生活の喪失に

過疎化・少子高齢化の進展，税収の減少による社会

つながる事を思い知らされ，その立地する環境と共

保障費の削減，若い世代の負担増，人口流失に伴う

に改めて考慮すべき生活基盤である事を認識した．

地場産業の衰退，農林漁業の衰退による食糧自給率

特に被災３県の沿岸部は農漁村が多く，ゆったりと

の更なる低下などである．再生の道筋が国や地方自

大きな家屋が多かった．自然に囲まれ，大きな空間

治体から，民間の研究機関から，また多くの識者か

の中で生活してきた人々が，突然多勢がひしめく避

ら語られている．

難所へ，次に６畳２間，或いは４畳半２間の仮設住

作業療法士は社会的視野を持って地域の抱えるこ

宅へ，最後に今建設中の復興住宅（災害公営住宅）

れらの問題を認識し，地域の人々と共に問題解決に

へ移ることになる．あきらめて賃貸住宅に住む者も

取り組み，専門職としての役割を果たす事が望まれ

多い．仮設住宅が狭いが故に，或いは放射能被害か

る．以下は大震災の結果見えてきた共通課題・個別

ら逃れるために，若夫婦が移住し３世代同居家庭が

課題を整理したものである．

分解した例も多い．介護を受けていた高齢者のスト

２）大震災と原発事故で地域の何が失われたのか

レスも計り知れない．

①失われた人の命

我々が当然のように接する入院・入所者が，ベッ

人の命が突然目の前で奪われる現実に，生き残っ

ド一つを自己の生活空間としている非日常性にも目

た被災当事者は元より，繰り返し映像で目撃した国

を向ける機会となった筈である．

民は深く傷ついた．自然災害，事故事件，世界を見

③ふるさと喪失の危機―放射能汚染

渡せば貧困と内戦で人々の命が脅かされ続けてい

空間放射線量に従って原発 20km 圏内を中心に，

る．命の尊さと失われる命の痛みを深く感じるのは，

福島県 11 市町村の全部か一部に３通りの避難指示

知識・技術以上に大切な専門職としての資質である

が出されている．緊急避難の時期を過ぎ，数度の変

と言える．父母の死，こどもの死，兄弟の死，友人

更を経て今避難区域は３種類に分けられた．同じ市

の死，動けずに家に残した人の死，目の前で波にさ

町村の中に線量の違いで指定区域に違いが出た．災
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害補償金にも違いが出て住民同士の一体感が失われ

ているようだが，漁業協同組合（単位漁協）に所属し，

た例もある．家屋の除染が済み，畑の塩害除去も済

共同で漁業と生活を守っている．ちょうど農協組織

み農業を復活させた例もある．一方でこどもの為に

と同じで組織の結束力が強い．全国組織（JF 全国漁

ふるさとを捨てた若夫婦も多い．こどもと母親が脱

業協同組合）も持つ．この結束力が全体として復旧・

出して父親が仕事のために残る例も見られた．多く

復興を早めたと考えられる．

が“帰りたい”
“帰れない”の間で揺れている．何

全村避難をしている福島県の町（大熊町・浪江町・

故か？低線量被爆による健康被害への危惧と，風評

富岡町・双葉町）が避難先のいわき市と「町外コミュ

被害により農業・漁業が再開できないためである．

ニティ（仮のまち）」について，初会合を持ったと

共に家族と生活が守れないことへの不安がある．

報 道 さ れ た（2013. 6. 22 YOMIURI ONLINE）． 県

④エネルギー政策への批判―原発から再生可能エネ

と復興庁の担当者も参加した．避難側は町民がまと

ルギーへ

まって居住でき，役場や学校，病院なども一体的に

スリーマイル（1979 年）
，チェルノブイリ（1986

整備したいという希望である．しかし，受け入れ側

年）に続く福島の原発事故は，世界のエネルギー政

は土地の広さ制限と元々の都市計画との兼ね合いも

策に大きな衝撃を与えた．ドイツのように自然エネ

あり，分散型で既存施設も利用してなら，という案

ルギーへの転換を決めた国もある．現在の科学技術

を示したようだ．避難側は住民同士のつながりが薄

レベルでは，核のゴミの安全な廃棄処分は困難であ

れる事を案じている．避難側には高齢者が多いこと

る事がわかり，国民各層から脱原発の声が上がった．

から，介護予防や福祉サービスが同時に提供されな

2012 年５月から全国 54 基の原発が運転停止状態で

ければならず，場所と資金と人材の同時確保という

ある．しかし，原発再稼働で経済発展を主張する経

17）
困難な問題が立ちはだかる（朝日新聞）
．

済界と政府，脱原発で生活の安全を確保しようとす
る住民側では意見の対立がある．

２．地域を理解する４つの枠組み

一方，原発や化石燃料（石油・石炭）の代わりに

「地域」の定義は地理学，社会学，経済学などの

再生可能エネルギーとして，我が国にも豊かに存在

学問分野で異なり，またドイツの地域論とイギリス・

している水力，太陽光，風力，地熱，バイオマスに

アメリカの地域論は異なる（Wikipedia）という．我々

よる発電が福島をはじめ各地に広まっている．経

に馴染みのあるのは，「地域とは，他から区別され

済産業省エネルギー庁（HP）の「エネルギー白書

る特性をもった地表の部分」という地理学の定義で

2013」では，2011 年度分のこれら新エネルギーの割

ある．その特性は以下の４軸 18）で，地域作業療法に

合は僅か４％である．しかし，
“持続可能社会”へ

従事しようとする作業療法士は，上述の実例を踏ま

の原動力として政府が方向性を示し，財政支援をす

え，且つ次項で述べる「４つの観点」と合わせて担

ればこのエネルギーは未来に希望をもたらしてくれ

当地域を理解する必要がある（以下説明は筆者）．

そうである．

１）自然軸：人間の営みは自然と共にあり，その土

⑤コミュニティ再生の道

地の気候風土を理解せずにそこに生きる人々の気

コミュニティの定義は極めて多義的である．94

質や生活・文化を理解することは出来ない．今回

通りもの使われ方を整理した社会学者のヒラリー

の大震災では，日本列島の特殊な地理的条件，つ

（Hillery, G.A.）は，最低限の共通項として，①地域

まり列島が４つのプレート上にあるという世界に

性（area）と②共同性（common ties）の２つを上

類を見ない立地，リアス式海岸，海に流れ出る多

げている

．この定義は今回の被災地，三陸沿岸地

くの河川が大地震と津波被害を増大させたという

方の状況に良く合う．山と海に囲まれた地域に人々

認識が人々に広く共有され，地域再生計画で配慮

が固まって居住し，多くが漁業関係の仕事という共

すべき第一条件となった．美しい四季の景観も，

通性と精神的繋がり（tie）を持つため，地域への所

それに伴う多くの災害と表裏一体となって，古来

属意識（共属感情）が強い．漁船を持つ漁師，カキ

日本人の無常観を育ててきた．

16）

やホタテの養殖業者，水産加工業者など専門分化し
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に差が出た．専ら漁業が主であった地域では漁港

家庭や地域の生活の営みを観察・体験する生活教

と漁船・漁具が流されて仕事を失い，カキやホタ

育である．作業療法養成校は 2007 年度から既に

テの養殖を主に行っていた地域では比較的復旧が

生活科を学んだ学生を受け入れている．学生の質

早かった．この仕事の違いは，海岸の地形つまり

に変化があったのか，まだ検証はされていない．

漁港の広さ・水深の深さによっても得意とする分
野が自ずと異なっていたからであろう．生活様式

３．地域を把握する４つの観点と地域診断

が均質な都会に比べ，自然環境が変化に富んでい

これは地域福祉分野で政策立案に用いられる評価

る日本の各地には，多様な生活が営まれている．

対象と方法を指す．この４側面から地域の問題を診

作業療法士は個人生活に目が向きがちであるが，

断する．「地域」の類語としては，中央に対する地方，

生活の背景となる自然環境にもっと目を向ける必

範囲を区切る地区・区域・エリア・ブロック，ある

要がある．

目的の下に作られる圏・圏域などがある．語られる

２）空間軸：地理的な広がりの意であり，都道府県，
市町村など地方自治体の単位空間でもある．

文脈で理解する必要がある．
１）地理的把握：上記自然軸に同じ．

３）歴史軸：その土地を特徴づける伝統行事・風俗

２）行政区画的把握：行政機関がその権限を行使す

習慣・伝統的な生活様式などから地域を理解する

る範囲として定められた区画を指す．市町村や都

観点であり，住民のアイデンティティが把握でき

道府県の範囲，国の出先機関の管轄範囲などがあ

る．一方，日本の近現代史的観点からみれば，地

る．

方は明治期の富国強兵・戦後の経済復興のための

住民に最も身近な基礎自治体―市町村の機能

人材供給地となり，過疎化を生み出した．その経

と役割が今回の震災程認識された災害はなかっ

済発展を支えたのが原発である．国が進んできた

た．“ゼロからの出発は住民の意思で”という地

道に立ち塞がった大震災と原発事故という壁をど

域再生のコンセプトが浸透し始めた．その先頭に

う乗り越えていくのか，それは奇しくも産業とエ

立ったのが地域住民であった．既存の組織と自然

ネルギーの「地域移転」と「地域再生」というシ

発生的な組織や個人が様々な復旧・復興のプラン

ナリオの浮上となった．地域再生のシナリオは，

を持ち寄った．また，被災３県に設置された復興

その土地を良く知る地域住民が描かなければなら

庁の出先機関や有識者の支援を受けつつ地区或い

ない．国家機能と企業の本社機能が集中する東京

は市町村で，まとまりのある計画も作られつつあ

は首都直下型地震が予告され，地域移転或いは機

る 23）．

能分散は現実的課題であると言える．と同時に地

地方分権も大きな議論となり，明治維新以降築

方分権の強化も図られなければならない．大震災

かれてきた上意下達の中央集権的行政の在り方が

と原発事故があぶり出したこの国の歴史的な統治

見直される機会となった 19）～ 21）．

の在り方と，中央と地方の関係性が問い直される
ことになった

３）コミュニティ論的把握：住民の繋がりと言う点

19 ～ 21）

で一体感を保っている地域をコミュニティと言う

．

４）生活軸：生活とは生存して活動すること（広辞

なら，「４地域住民をつなぐもの」で述べる市町

苑）である．この活動は地域作業療法学が従来対

村の中の「地区」と呼ばれる狭い範囲であろう．

象としてきたものと同じで，日常生活用品の買い

何故なら政府主導で実施された「平成の合併」に

物圏や通学・通院・通所など学校・病院・施設な

より，1999 年から 2009 年の 10 年間で市町村数が

どの各種サービスが受けられる生活圏から地域を

3,232 から 1,730 に激減した（総務省 HP）．地域は

理解することである．生活を重視するのは作業療

広くなり財政基盤も強くなり，地方分権の強化が

法だけではない．文科省は 1989 年改定の学習指

図られた．この時期は介護保険法の実施主体が市

導要領から小学校低学年の教科として生活科を設

町村とされたように，市町村が基礎自治体として

22）

．それまでの知識偏重・教科書中心の伝統

権限と責任をもって自立するよう国から促された

的な教育を改め，学習者の生活経験を中心とした

時期と重なる．広域化して役所との距離，住民同

けた
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士の距離も遠くなり，生活共同体的コミュニティ

ビで放映されるような全国的に有名な祭りも，その

機能は低下した．震災対策でコミュニティの語が

核にあるのは鎮守の祭りであり，核となって支え

見えるのは厚生労働省で，
「地域コミュニティ復

ているのは地域の人々である．そしてその祭りは全

興支援事業」として高齢者・障害者・失業若年層

国に散らばった出身地の人々の心を一つにする．心

が地域との繋がりを保てるよう支援事業を行って

を一つにするという意味では，地域名を冠したサッ

いる．また多くの有識者や NPO が人々の繋がり

カーや高校野球・プロ野球さえ祭りの一種である．

を保てるよう助言援助している．いわばこれから

それこそ「地域」への帰属感であり安心感であり，

は，コミュニティとは住民が意識的に作り上げて

ふるさとの意味である．同時にオリンピックのよう

いくべきものとなった．

な世界規模になるとナショナリズム発揚の場ともな

４）機能分野的把握：ドイツの社会学者Ｆ．
テンニー

る．

ス（1855-1936）は，人間の結合様式を本質意思
で形成されるゲマインシャフトと，選択意思で形

５．世界と日本における地域リハビリテーションの

成されるゲゼルシャフトに分け，社会集団の類型

歴史と現状―ノーマライゼーションの思想と地域

分類に用いた．前者は家族や村落のような共同体，

社会の変革

後者は目的や役割機能によって繋がる利益集団で

地域リハを入院・入所に対する在宅ケアと規定す

あり，前者から後者への移行を社会発展の過程と

れば，早くから主治医制度があり入院期間の短い英

24）

．この分類に従うと，コミュニティ

連邦やアメリカでは，訪問診療と訪問リハと通所

がゲマインシャフトで，学校・会社・自治体・ク

リハが主流で，つまり地域リハが主流であったと

ラブ・医療圏や福祉圏などがゲゼルシャフトとな

い う こ と に な る． 一 方，1994 年 ILO・UNESCO・

る．この分類は分かり易い．そうすると国家はど

WHO によって発表された CBR（Community Based

ちらに入るのか．

Rehabilitation）26） は，専門職の少ない発展途上国に

捉えている

導入され，その理念と共に世界各地に広まったが，
４．地域住民をつなぐもの―「祭り」
「集まり」「伝

根底にある理念はノーマライゼーションの思想，つ

統行事」

まり障害者の完全な社会参加ということである．一

民族研究家結城登美雄は「東北を歩く」の中で，

般の人と変わらない生活とは，地域で生活しながら

観光向けではない心のこもった良い祭りとして，北

必要なサービスを受け，主体的に社会と関わるとい

上川河口の村，石巻市北上町追波地区釣石神社の大

うことである．その対象や実施方法・内容や頻度は

祭を紹介している．準備し実施するのは村の若者達

国によって異なる．2010 年「CBR ガイドライン」

である．祭りの主役は太鼓を叩くこども達で．仕え

が発表され，保健・教育・生計・社会・エンパワメ

るのは神輿をかつぐ与力と呼ばれる 30 人の若者達．

ントの５領域の戦略を示した「CBR マトリックス」

人口 90 人の集落なので，村を出た者にも参加を呼

が発表された．澤村は CBR 採択当初に比べ，社会

び掛ける．若者達は太鼓指導，神輿巡航の順序と人

変革への比重が強められた印象があると述べてい

選，神輿が立ち寄る家々（御旅所）の了解など，仕

る．

事の合間に必死に準備する．祭りの前夜はこどもも

我が国で地域リハを強く主張しなければならな

含め全員が社務所で寝食を共にする．当日は太鼓の

かった理由は，家庭復帰後に心身機能が低下する例

先導で，15 ヶ所の御旅所で厄払いの神輿の揉み合い

があまりにも多かったからである．リハの理念から

をし，振る舞い酒を飲む．くたくたになるが皆一体

も放置できず，独自に地域で集団リハ訓練や訪問リ

感に包まれ，こども達は責任感と誇りを身につける

ハを実施する個人や施設が増えっていった．このよ

という

25）

．正に「祭りが人を育て，人が村を支えて

うな実践の積み重ねが 2000 年の介護保険法の施行
に結実し，診療報酬も加わって，体系的な地域リハ

いく」
．
このような習俗は少なくなったとは言えまだ日本

の実施が可能となった．

各地に残り，ふるさとへの郷愁を掻き立てる．テレ
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（地域リハ）の定義を作っていないので，作業療法

活支援サービス」と捉え，その需要に社会全体で答

分野の教科書では，CBR の定義（1994）と日本リハ

える方法として「自助」「共助」「互助」「公助」と

ビリテーション病院・施設協会の定義（2001）を援

いう考え方を取り入れた．先ず対象者自身が生活の

用している

26）

自立に取り組み（自助），病気や要介護の時には医

．

療保険・介護保険という保険制度で助け合い（共助）
，
隣近所や互助会，自治会や NPO などの地域住民同

Ⅰ．
「地域」の現状―過疎化と家族機能の変化
人口の都市集中で地方の過疎化と家族機能の弱化

士が助け合い（互助），それでもカバーしきれない

をもたらしたのは，明治期の富国強兵政策と第二次

部分を国や地方公共団体が支える（公助）というシ

世界大戦後の経済発展の飽くなき追求であった．旧

ステムである 27）．

民法の「イエ」制度が戦後解体されて人の動きが自

厚労省は特別養護老人ホーム（特養）の待機者が

由になり，経済的豊かさの追求が人口の都市集中に

全国で 521,688 人（2013. 10. 1 現在）に上ったと発

よる一層の核家族化を加速させ，下記１～５に至る

表した．これは全国の特養入所者 51 万人を上回り，

問題を引き起こした．大震災でみたように，原子力

介護難民を多量に生むことになった 28）．

という科学の粋を集めたエネルギー政策の破綻が，

国は 2015 年度から特養入所対象者を要介護度３

生活の豊かさとは何か，戦後の日本人の生き方を痛

以上に制限する予定だ．ADL に何らかの介護を要す

切に反省させる事となった．つまり，生活の基盤と

る高齢者が地域に溢れることになる．特に「2025 年

国民の価値観を揺るがす出来事という意味で，東日

問題」と言われる団塊世代が後期高齢者（75 歳以上）

本大震災と原発事故は，明治維新・第二次世界大戦

となる 2025 年までには，国は地域で高齢者を支え

に次ぐ３番目のエポックメイキングな出来事だった

るシステムを作る必要があった．これが地域包括ケ

と言える．

アシステムである．2025 年にはこのシステムを稼働

１．
「イエ」制度から核家族化へ－子育て・介護の

させる予定である．全国の取り組みを厚労省ホーム

援助者がいない

ページで紹介している．

２．高度経済成長のツケ－人口の都市集中と地方の
過疎化

Ⅱ．地域包括ケアシステムを機能させるために

３． 集落から店が無くなる－車社会，高速道路網，
郊外型大型量販店

このシステムは作業療法分野では既に良く理解さ
れ実績もあるので，上で述べきれなかった部分のみ

４． こどもの苦悩－老親介護と仕事との両立，嫁・
娘へのしわ寄せ

簡単な説明をつける．
１．生活の構造的視点

５．社会的介護への期待－地域包括ケアシステム

日本の社会学で 1960－1970 年代にかけて盛んに研

2000 年の介護保険法施行時，過疎化・少子化・高

究された分野 29）．生活者としての個人に焦点をあて，

齢化の将来を見越して社会的介護が真剣に論じら

個人の生活状況から社会構造を捉え直そうとする試

れ，地域包括支援センターも作られた．センターは

み．①労働力の再生産過程と消費生活，②生活時間

2012 年度全国 4,328 ヵ所に上り，介護予防やケアマ

構造と生活空間構造，③社会関係などから分析する．

ネジメントに力を発揮してきた

27）

．しかし日本経済

リハビリテーション分野では，生活機能分類（ICF）

は，失われた 20 年と言われる 90 年代初期のバブル

が構造論的視点に立脚しているとも言えるが，構造

経済破綻に続き，デフレ経済に陥った．国の財政も

論は更に立体的に生活を見る視点を与えてくれる 30）

逼迫し社会保障費の急増が懸念され，介護の主体を

“構造化”自体は既に発達障害分野で使われ，日常

家族から社会へ移すという方向性が弱化した．家族

生活で行うべきことを要素別に分解し，視覚的に理

は既に弱体化し介護の主役を担えない状態で，期待

解できるよう再構成して指導されている．

されたのが地域社会である．

２．対象者中心の実践（生活者，自己決定，自立支援，

2009 年地域包括ケア研究会報告書では，地域包括
ケアとは医療・介護・福祉サービスを広い意味で「生
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もすれば介護する家族の意向が強く働き，対象者中

程から知ることが出来る．

心にならない場合がある．またセラピスト側も生活

1999 年度，地域作業療法学が独立科目として専

経験が少なくて問題を把握しきれない恐れも出てく

門教育課程に新設された．急速な少子高齢社会をに

る．僅かな滞在時間で目に見える効果を上げなけれ

らんで介護予防を重視する政策の表れである．今後

ばと焦り，つい運動指導や ADL 訓練に傾き勝ちに

地域リハの役割がどうなるか考察を深める必要があ

なる

31）

．信頼関係を築き，対象者中心の実践４項目

を常に意識して生活構造を把握すれば，漏れの無い

る．
２．生活構造の評価

立体的な指導・援助が可能となる筈である．そこま

生活構造を分かりやすく「人」・「物」・「金」に当

でどのようにもっていくか考えると良い体験が出来

てはめると「人的資源（家族・地域住民・医療福祉

る．

スタッフ）」
・
「住居・移動手段・生活用具・近隣の病院・

３．地域包括ケアシステムの５要素（厚労省 HP）

施設」・「経済的状況・医療・福祉制度の適応」など

①医療との連携

を知る必要がある．介護保険では反映されない人的

② 24 時間対応型在宅サービス

資源（協力体制の有無や家族関係）は在宅生活を継

③介護予防

続する為には重要な要素であることも理解する．

④住宅整備

３．地域で働く作業療法士の拠点と活動内容
病院・施設勤務の OT でも，外来訓練や往診・通

⑤権利擁護と生活支援（見守り，声掛け，配食）
４．地域包括ケアに関わる専門職の種類と役割，サー

所リハの担当として「地域に関わる」者がいる．一

ビス内容

方，対象者の自宅を訪問してリハの指導・援助者と

日本作業療法士協会はリハ関連 10 団体とリハビ

して「地域で働く」OT がいる．両者は活動拠点や

リ医療関連５団体に属し，被災士会と共に人的・物

関わる時間が異なる．また身障・精神・発達・高齢

的・金銭的支援をしてきた．地域包括ケアは医療・

期などの分野によっても活動内容が異なる．作業療

保健・福祉・介護・行政・施設など，対象者の生

法としての診療報酬点数が取れる部分の「地域作業

活に関わる全ての専門職が，その専門性を生かして

療法」の実践をまず学んでおく．

多職種連携のシステムをつくらないと成り立たない

面接調査 ２） によると，訪問リハに関わり始めの

という事を認識する必要がある．厚労省は 2025 年

OT が最も心配していたのは，リハ関係で関わるの

までにシステムを完成させる予定である．アイデア

が自分一人の場合，本当に自分のやり方で良いのか

を出し合って地域包括ケアシステムを作成してみる

という事．一方ベテラン OT の場合は多職種連携

と，地域リハの立体的な姿が見えてくる筈である．

に時間と労力を取られる事であった．両者に共通し
ていたのは「やり甲斐」である．家族も含めて対象

Ⅲ． 地域で行われる作業療法の評価と治療・指導・
援助

者の全人生に関われる事が，難しくもあり喜びでも
あると言う．OT でもある社長は「病院 OT と地域

１．地域作業療法の歴史

OT は似て非なるもの．OT は先ず地域を体験して，

公的に地域リハビリテーション（地域リハ）が開

生活にとって何が大切か理解してから病院に勤める

始されたのは，1982 年の老人保健法施行による．こ

べきでは」と言われた．逆転の発想で，地域包括ケ

の法律が規定する事業の１つが機能訓練事業で，リ

アシステムが動き出すとその通りになるかも知れな

ハスタッフとして作業療法士も加わり現在に至って

い．

いる．この間，2000 年の介護保険法施行，2008 年

４．要介護認定とケアマネジメント

老人保健法を廃止して生活習慣病対策の新法へ，更

介護保険制度の概要を理解し，多くの作業療法士

に 2015 年度には介護保険法から介護予防対象者が

が平常業務の他に，市町村から指名されて要介護認

外れて市町村事業へ継承される予定である．我々は

定審査会などの公的業務に携わっている事を知る．

国民としても職業人としても国の政策と無縁ではい

多職種連携の要としてのケアマネジャー（ケアマネ）

られないという事実を，この医療介護政策の改変過

として働いている作業療法士もいることを知る．ケ
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アマネ受験資格は，医師・看護師・PT・OT・ST

が社会参加であり，集団の力を利用しながら意味の

など 21 の専門職と，施設などで働いた実務経験年

ある活動が提供できる仕組みを作る事も作業療法士

数が規定数ある事が条件である．

の役割となる．個別訓練と組み合わせ，在宅生活を

５．在宅支援に必要な特定疾患の評価・治療・予後

支える役割を担う．実際に通所施設勤務の作業療法

特定疾患には，それぞれの疾患の共通理解をする

士から実践例を聞ければイメージが膨らみ理解につ

ための重症度分類を示す評価表があり，その障害の

ながる．

治療や予後，治療プログラムの目安になることを知

10．障害者総合支援法（精神障害に関する部分）

る．在宅支援は生活がベースとなるので，簡易で分

障害者総合支援法による精神障害者の地域生活支

かりやすい生活評価表の開発が作業療法の中で検討

援の内容を知る．地域で生活が営めるように社会資

されていることを知る．

源の整備と地域の理解が必要となる．チームでの個

６． 在宅支援に必要な医学的知識（吸引，胃ろう，

別支援と危機介入ができる仕組みが必要となる．デ

人口呼吸器，褥瘡）

イケアでの活動やピアサポートの会の運営など，幅

基本的な知識や対処方法は学生時に習得しておく

広い支援活動を作業療法士も担っていることを知

必要がある．機器操作や吸引等の技術や経験を必要

る．当事者参加の授業展開なども，より理解が深ま

とするものは，卒後 OT 協会や関連団体が主催する

る．

実技研修を受け実践経験，臨床経験を積む必要があ

11．発達支援・教育分野の作業療法（特別支援学校・

る．

学級・障害者総合支援法）

７．心身の健康状態チェックとリスク管理

就学前では，通園施設での発達障害に関わる作業

医師・看護師・リハスタッフなどからの連絡箋・

療法や公的センター・幼稚園・保育園からの相談業

申し送りで禁忌事項や注意点を把握する．ルーティ

務に関わることがある．学童以降は，特別支援学校

ン業務としては，原疾患の症状の確認と体温・血圧・

等の職員としての直接的な関わりや，定期的な相談

脈拍・心肺機能チェックがある．地域リハに必須の

やサポートをする．体の使い方や道具の操作，生活

チェック項目には，視力・聴覚言語機能・接触嚥下

用具の工夫，コミュニケーションツール等の情報提

機能，食欲・排尿排便，睡眠状態など生活障害の原

供が重要となること等を知る．

因となる症状の把握がある．OT がリハ専門職とし

12．職業関連領域の作業療法（職能評価・訓練・就

て単独で担当する場合があるので，重大な病気の兆

労支援・障害者総合支援法）

候を見逃さない事が大切である．突然の体調変化や

作業所等での直接的支援や運営に関わる．障害を

転倒など緊急時対応の手順を明確にしておく（フ

評価しながらどのようなサポートで職能に結び付け

ローチャート等で）
．

られるか，ジョブコーチとしての役割も担う．年齢

８．訪問作業療法の実際

や疾患も様々であるが，地域で働く仲間としての関

生活をベースにした作業療法の展開が期待される

わりが重要となる．作業所の見学や作業療法士の実

が，訪問リハへのニーズが歩行や運動機能の向上を

体験を聞くことで，より理解を深めることができる．

求められる場合も多い．限られた時間の中で何をす

13．生活適応への工夫（日常生活活動，日常生活関

べきか，ケアマネジャーやチームとしての目標に

連活動）

そった作業療法を展開しなくてはならない．実際に

家庭等で，その日常生活活動の動作が可能で，毎

訪問作業療法士から症例紹介や指導・援助の実例を

日継続できるかを評価する必要があるが，ADL 自

聞き，難しさや楽しさを知ればイメージしやすく理

立が生活のすべてではないので「できる時に，でき

解につながる．訪問リハビリテーションとして医療

る範囲で」行なう余裕のある設定を考えたい．また

分野では診療報酬の対象となった．

日常生活関連活動も楽しみながら遂行できる環境で

９．通所作業療法の実際

の工夫を考える．

通所では，利用者の相互（社会）交流が生まれ，

14．生活適応への工夫（住環境，福祉用具）

モチベーションを高める働きがある．通所すること
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険や介護保険で使用できる福祉用具・生活用具の種

効果としてエビデンスを示すことが難しいことを知

類とアダプテーションの方法を知る．基本的な用具

る．しかし充実しつつある学会演題と事例報告を集

は作製するか装着体験をする．家屋改造や生活用具

約した「学術データーベース」や，リハビリテーショ

が生活にどのように生かされているのか，事例を通

ン・データベースから地域作業療法に関わる研究や

して知る．また自助具等の工夫やアイデアで生活を

報告を検索し，作業療法の効果を検証していく必要

サポートできることを体験学習する．

性があることを理解する．

15．創造的生活 －したい作業の発見と挑戦－
創造的であるということは、
夢や希望を持って“し
たい作業”に取り組む事である．心身機能はその作

Ⅴ．自己学習で特記すべきもの
１．身近な事例で援助の実例をイメージ出来るよう
にする．

業に伴ってついてくる．その夢や希望を実現させて
いく手段・方法・環境を対象者と共に整える「目標
志向型アプローチ」である．人―作業―環境に対す

Ⅵ．演習・実習

る理解を深める良い機会となる．

１．演習手段の多様化

16．多職種，他機関との連携の方法・手段（含保健・

①この震災を機に，GPS 情報や携帯情報を可視化す

行政，私的支援組織）

るビッグデータが紹介された．IT 技術の更なる進

地域で活動する作業療法士が，他職種や組織とど

歩で，作業療法が必要とする情報もビッグデータ

う連携を取りながら活動しているかを知る．訪問リ

化出来るかも知れない．IT 技術を駆使できる事が

ハでの申し送り方法の例や，保健・行政組織との繋

演習には必要である．

がり方，私的支援組織での方法など，具体的な例を

② ICT（情報通信技術）に馴染んだ学生に相応しい

通してイメージを持つ．生活行為向上マネージメン

演習方法として，「朝日新聞デジタル for school」

トの利用についての実践報告を参考にする．

のような教材が小中高校で利用されているという

17．仲間作り支援（全国・地方の友の会組織の紹介

（朝日新聞）32）．特に地域リハは地域特異性があり，

と自主組織作りへの援助）

映像でみて考えるのに適している．養成校が連携

こども～終末期まで，難病や認知症・精神科領域

して作るか，OT 協会で作るか検討出来ると良い．

など，当事者や家族が展開するピアサポートの現状

③「反転授業」
という授業形式がネットで話題になっ

を知る．作業療法士が関わる事が多い断酒会の活動

ている．教師が教室で教える内容を予めビデオに

やサポートの様子等の具体例を通して，活動の意義

撮って学生に配布，学生はそれを家で見て，考え，

や必要性を知る．

調べて授業に臨む．授業は専らディスカッショ

18．地域の祭りや集まりへの参加計画・実施

ンで，従来の授業形式を反転させたもの．学生生

地域で開かれる行事に参加・企画することで参加

徒の自宅学習の時間が増え，考える力も身につく

（ICF の Participation）や役割を遂行する意味や価値

という．e ラーニング戦略研究所の調査では，こ

を理解する．積極的に社会へ出ることで，地域で疾

れを知っている大学教員は４割だったと報道され

病や障害の理解を得，近隣で生活する仲間として存

た 33）．

在をアピールすることに繋がることを知る．有事（震

④題解決型学習（Problem Based Learning，PBL）も，

災等）の際の協力関係を高める機会になることを知

問題の発見と解決を自己学習とグループ・ディス

る．

カッションで行うので，個別性の高い地域作業療
法学には適している．カナダで始められた授業形

Ⅳ．地域作業療法のエビデンス

態で 30 年余の歴史があり，既に日本の医学教育・

１．調査・研究によって証明されたエビデンスの検

作業療法教育でも導入されている 34）．

索

２．臨床実習

地域での作業療法はチームで関わることが多く，
個別的で多様な生活に関わるため，作業療法のみの

“作業療法士の半数を地域へ”という協会の目標
（第一次５ヵ年戦略）は，病院勤務者以外を全て含
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結果の公表．

めれば終了年でほぼ達成の見通しがついた．
（2012. 7.
21 理事会）
．更なる地域移行支援に向けて第二次５
カ年戦略が策定された

７）NHK 総合：NHK スペシャル：無人の町の“じ
じい部隊”．放映 2014. 3. 7．

14）

．しかし，地域リハの経験

や実績があって生涯教育も積んだ実習指導者はまだ

８）朝日新聞：原発影響７校閉・休校―福島県内避
難の子ら戻らず．2014. 3. 13 朝刊．

まだ不足している．面接調査で訪問作業療法士が学
校教育に臨む事の第一が，一度でも訪問リハの現場

９）復興庁：復興の現状―８産業の復旧・復興の現
状①②．

２）

を見せて欲しかったという要望であった ．養成教
育のどの年次，どの実習場面でも一度現場を踏んで

10）中野重規：東日本大震災３年特集，福島からの

おく事が，安心して地域リハを志向できる事にもつ

民主主義―地域の異議統合した未来図を．2014. 3.

ながる．

18 朝日新聞朝刊 17 面．
11）桜井勝延：東日本大震災３年特集，福島からの

結語

民主主義―アメ玉で言いなり

いいのか．2014. 3.

18 朝日新聞朝刊 17 面．

我々は時時刻刻変化し続ける被災地の状況を，メ
ディアの報道を元に記録し続けた．どの時点で「地

12） 内 閣 府： 平 成 25 年 度 高 齢 社 会 白 書．http://

域」の問題を提示すれば地域作業療法学の将来像を

www8.cao.go..jp/kourei/whitepaper/w-2013/

描くのに役立つのか判断が難しかった．地震・津

zenbun/

波被害が甚大であった岩手・宮城両県沿岸部と，原

13） 福 島 県 企 画 調 査 部： 福 島 県 の 推 計 人 口（ 福

発被害の福島県とでは被害の意味も程度も異なって

島 県 現 住 人 口 調 査 結 果，2014. 11 現 在 ）http://

いたからである．大震災から３年が経過し，明るい

wwwcms.pref.fukusima.jp/pcp_portal/

ニュースも聞かれるようになった．被災者の苦難か

14）一般社団法人日本作業療法士協会：第二次作業

ら教訓を得て，真に役立つ OT を育てるためにこの

療法５カ年戦略（2013-2017）．会員向け普及版．

ミニマムスタンダードが役立つことを願っている．

2013. 6. 20．

御多忙な中調査にご協力頂いた多くの OT の皆様

15）徳永敏明：「生活」とは何か．合同フォレスト，
140-147，2014．

と，報告の遅延を許容して下さった研究会に感謝申

16）濱嶋
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