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要旨：作業療法概論は，作業療法士養成教育の初期に開講される科目であり，作業療法の学問領域を俯瞰す
ることを内容としている．学生が作業療法士となる役割同一性を育むことを支援できるよう，自身の生活と
作業療法の知識を結びつけて理解する授業を展開することが望ましい．そのためには，作業療法実践を念頭
においた授業計画と，作業療法の知識発展の原理を結びつけた教育目標を挙げることが必要と思われる．
キーワード：作業療法概論，シラバス，作業療法教育，役割同一性

作業療法概論：授業の構成

はじめに
作 業 療 法 概 論 は， 作 業 療 法 士 養 成 校 の 学 生 に

１．筆者が作成した作業療法概論のシラバスと教育

とって，入学後早期に履修する科目であると思わ

目標

れる．履修の目的は，作業療法の専門領域と専門

筆者が作成した作業療法概論のシラバスの一部を

職としての作業療法士

１）

についての理解を深め

２）

図１に示した．これは所属先で統一された書式と項

が述べたように，作業

目の通りである．ここで「テーマ」と表記されてい

療法はひとの人生に関わる専門職であり，作業療

るのは一般目標のことである．筆者は，以下の２点

法士自身の人生を創造することにもつながるゆえに，

に関して，学生に早くから伝えていきたいと考えて

作業療法を学ぶことの楽しさをいかに伝えるかが重

いる．そのことから，作業がひとの健康に影響を及

要である．

ぼすこと，そして，作業療法は理論に基づいて行わ

ることとなろうが，岩崎

このことを踏まえて，筆者は作業療法概論を講義
するうえで，学生がいかに自分の興味，価値，生き

れることを理解できることを，一般目標として挙げ
ている．

方と作業療法の知識を結びつけるかに焦点をあてて
①作業療法は病理学的にとらえられる疾患や障害

いる．
本論では，第 19 回日本作業療法教育研究学術集会

の治療に関わるものではなく，どのひとにも生

で行った「模擬授業：作業療法概論」について，筆

活満足感を与えるものとして，健康という概念

者が行っている授業の概要と当日の展開について報

を病理学とは異なった視点からみること
②チーム医療であるからこそ，他職種と異なる作

告をする．

業療法の専門職同一性を育むために，作業療法
常葉大学 保健医療学部 作業療法学科
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の諸理論を学ぶ必要があること
また，到達目標を４つ挙げているが，これは作業
療法の知識が発展するために必要と考えられる以下
の４つの原理３）に対応させている．
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③エビデンスに基づく実践

①クライアント中心の実践
 作業療法士とクライアントが協業して作業療

 介入の根拠や成果の予測を説明できるよう，

法に取り組む実践である．この実践の過程は，

研究で得られた知見をリーズニングに統合する

両者が，クライアントの過去から未来にわたる

実践である．クライアントが理解できるように

作業的生活史を作りあげるとともに，未来の生

作業療法士が説明することも含まれる．
④文化的に関連のある実践

活史を改訂していくことでもある．

 作業療法が行われる社会的，政治的，文化的

②作業中心の実践

な環境と一致した実践である．

 クライアントが価値を置く作業と結びつくよ
う支援する実践である．作業はクライアントの

筆者のシラバスにおける「到達目標１．」は作業

基本的ニーズを満たし，クライアントが家族，
友人，地域と結びつく生活をもたらす．

中心の実践の基盤となる作業の概念について，「到

作業療法概論シラバス
第19回日本作業療法教育学術集会 模擬授業資料
常葉大学 野藤弘幸

テーマ及び
授業の到達目標

テーマ：
１．人間－作業－環境の関係を様々な視点からとらえて、作業が健康に及ぼす影響について学ぶ。
２．人間－作業－環境に関する作業療法の諸理論と、作業療法で作業を用いる方法論の基礎を身につける。
到達目標：
１．作業の意味を具体的に説明できる。
２．クライアント中心のリーズニングを説明できる。
３．人間－作業－環境の関係を説明できる。
４．地域に根ざした作業療法を行うために重要となる考え方を説明することができる。

人間－作業－環境に関する作業療法の諸理論と、作業療法で作業を用いる方法論の基礎を身につける。作業療法の歴史と現代のパラダイ
ム、作業の定義、作業療法の介入過程、作業療法のリーズニング、作業療法の概念的実践モデル、人間－作業－環境と健康の関係、身
体・精神・発達・高齢期の各障害領域の作業療法の概略、作業療法の専門職同一性、以上の項目について行う。
授業の概要

授業の計画と内容

１．作業療法の歴史と現代のパラダイムⅠ （パラダイムとは何か、米国の作業療法のパラダイム転換）
２．作業療法の歴史と現代のパラダイムⅡ （日本の作業療法のパラダイム転換、現代作業療法パラダイム）
３．作業の定義（作業の辞書的定義、作業療法における定義）
４．作業療法の介入過程（クライアント中心、協業）
５．作業療法のリーズニング
６．作業療法の概念的実践モデルⅠ （生体力学的モデル、運動コントロールモデル、感覚統合モデル）
７．作業療法の概念的実践モデルⅡ （カナダ作業遂行モデル、人間作業モデル）
８．作業療法の概念的実践モデルⅢ （認知モデル、認知－知覚モデル、その他）
９．人間－作業－環境と健康 （文化、作業形態、健康、生活物語）
１０．地域に根ざした作業療法の実践（トップダウンとボトムアップアプローチ）
１１．身体障害領域の作業療法の実際
１２．高齢期障害領域の作業療法の実際
１３．発達障害領域の作業療法の実際
１４．精神障害領域の作業療法の実際
１５．作業療法の専門職同一性

図１

筆者が使用している作業療法概論のシラバスの一部
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達目標２．
」はクライアント中心の実践と，エビデ

「作業療法の理論」は，Kielhofner ４） が提示した

ンスを個々のクライアントに結びつける考え方につ

概念的実践モデルとともに，日本の現状をみて適用

いて，
「到達目標３．
」は文化的に関連のある実践に

されている理論を事例とともに紹介している．

おける環境との関係について，
「到達目標４．」は４

「作業療法に関連する知識」は，トップダウンア

つの原理を全て含むとともに，特にトップダウンア

プローチを意識して，そこに必要な文化への気づき，

プローチの理論によるエビデンスに基づく実践につ

健康概念の多様さ，特に，ナラティブを重視する立

いて，それぞれ対応するようにしている．

場を説明している．
「作業療法の実際」は，作業療法評価学と作業治

２．授業計画

療学，および臨床実習が，障害領域ごとに行われ

筆者が考えた「授業の計画と内容」の構成は「授

ていることを踏まえて，実際の作業療法場面の映像

業の概要」で示しているが，それをまとめたものと

資料により，診断名や評価法などの知識がなくとも

授業の各回との対照は以下の通りである．

トップダウンとボトムアップアプローチの違いを直
感的な理解ができるように講義している．
「作業療法士としての専門職同一性」は，作業療

①作業療法の歴史（第１回，第２回）
②作業の概念（第３回）

法士としてどのように成長するかを，筆者自身が歩

③作業療法実践の過程（第４回，第５回）

んできた作業療法士としての道のりを通して話して

④作業療法の理論（第６回，第７回，第８回）

いる．
教 科 書 は，Kielhofner に よ る「 作 業 療 法 の 理 論

⑤作業療法に関連する知識（第９回）
⑥作 業療法の実際（第 10 回，第 11 回，第 12 回，

原書第３版」（現在は，作業療法実践の理論

原書

第４版）を使用し，適宜，関連する資料を配布して

第 13 回，第 14 回）

いる．

⑦作業療法士としての専門職同一性（第 15 回）
「作業療法の歴史」は，Kielhofner ４） によるパラ
ダイムをもとにした作業療法の歴史をアメリカと日

模擬授業：作業療法概論
１．講義のねらいと資料の構成

本を対比しながら講義し，Mary Reilly による作業

模擬授業では，シラバスで示した第３回「作業の

行動の概念以降に生まれて現在展開しているパラダ

定義」の一部を紹介した．当日，配布した資料は図

イムを説明している．まずは，作業療法という職域

２である．

がどのような歴史的背景のもとで生まれたのか，そ

まずは，作業には行為という概念が含まれている

して，どのような経緯で日本に導入されたのか，そ

ことと，３つの領域に区分されることを説明する．

の必然性を理解することで，作業療法士に求められ

次 に， 世 界 作 業 療 法 士 連 盟（World Federation of

る思想への気づきを促すことを目的の一つにしてい

Occupational Therapists; WFOT）による作業療法

る．

の定義を説明し，対象が“people”であること，健

「作業の概念」は，作業の様々な定義を紹介する

康に貢献する専門職であること，ひとの能力と環

ことなどはせず，学生が自分の生活を作業の概念を

境の両者に介入することの３点を強調し，最後に，

使って説明することにより，作業を自身の経験とし

Kielhofner ５）による作業機能と作業機能障害の概念

て意味づけることを促している．

を提示して，作業機能の状態を健康と考えて，作業

「作業療法実践の過程」は，実際の作業療法の流

機能障害と対比することで，クライアントの作業を

れを説明するが，初回の情報収集を行う時点で，理

支援することが作業療法の目的であることの理解を

論に基づいて臨床疑問を立てる重要性を説明し，い

すすめることをねらいとする．

かに理論の選択をするか，そして，リーズニングで
はいかに様々なバイアスがあり，それらを省みてコ

２．講義の実際

ントロールする必要があるかを強調している．

当日，資料のみを使用して，約１時間の授業を行っ
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次に，WFOT による作業療法の定義を説明し，最

た．参加した学生は 18 名で，大学，専門学校，い

後に，障害をもつ／のある方が作業療法の対象者で

ずれもそのほとんどが初学年であった．
はじめに，３人の学生に，順に，
「今日，会場に
来るまでに行った作業をひとつ挙げてください」と

はなく，作業機能障害の方にこそ，作業療法が役立
つことを話した．

尋ねた．一人の学生が，
「お昼ごはんを食べてきま

まとめとして，自分が行う行為の意味を普段から

した」と答えたので，
「それは，いつも通りの時間

考える習慣を作ることは，クライアントが行う作業

でしたか」と尋ねた．すると，
「この授業に出席す

の意味を理解する力となること，作業療法の言葉，

るため，間に合うように食べてきました」と言った

例えば，クライアント，介入などについて，自分な

ことから，筆者は，そこで Kielhofner

６）

による「作

りに意味を考えて使っていくことを提案した．

業とは，最も広い意味では，行為あるいは行うこと」
という作業の定義と，作業が「生産的活動－余暇活

３．参加学生からのフィードバック

動－日常生活活動」の３つの領域で構成されている

講義終了時に，①講義で印象に残ったこと，②講

ことを紹介した．そして，答えた学生が，
「食べる」

義で難しかったこと，③講義の方法に関する印象，

と動詞を使って表現したことがまさに作業であり，

④講師（筆者）へのメッセージ，の４点をフィード

かつ，そのときの「食べる」という行為は，日常生

バックシートにより得た．
意味を損なうことのないよう文の表現を改変し

活活動でもあり，生産的活動のためでもある，とい

て，その一部を紹介する．

う意味をもつことを説明した．

図２

模擬授業：作業療法概論

−5−

配布資料
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るために他者と交流し，課題を判断し，行動を選択

①講義で印象に残ったこと
 「作業をすることに意味があること」
「作業療

する一連の組織化された図式を役割台本と概念化し

法は楽しいことを見つけること，筋力がなくと

た．作業療法士養成校の学生は，教育の過程で，作

もできるように工夫すること」
「障害があって

業療法士としての自分なりの役割台本を作っていく

も作業療法を必要としないひともいること」
「身

のだといえる．
台本にセリフや振る舞いを書き込んでいくため

のまわりのできごとは全て作業から成り立って

に，芝居のあらすじ，場面の展開，幕の構成，衣装

いること」

に道具の調達，こういったことを提示するのが作業

②講義で難しかったこと
 「自分では判断に迷うので，クライアント，

療法概論の授業の役割であると思われる．いわば，

介入といった言葉の使い方を教えてほしかっ

フォーマットを作ることなので，できるだけ簡便な

た」

引き出し作りを教えていきたいものである．という
のも，クライアントは「私たちの高尚な観念や概念

③講義の方法に関する印象
 「スライドを使った方が良い」
「学生に問いか

を気にかけているのではなく，私たちが彼らの生活

けがあったのが良かった」

に対して実践的なノウハウを持ち込むことができる
か，私たちが彼らの大事にしている希望に対する擁

④講師へのメッセージ
 「患者さんが日常生活に再び参加できるよう

護者として，また，彼らの最も恐れている事柄に対

に援助できる作業療法士を目指してがんばりま

する保護者として彼らのそばに立つだろうかという

す」

ことを気にかけている９）」ので，作業療法士の優し
さは，知識を即興的に実践へと結びつけてこそ形を

４．参加者からのフィードバック

なすものであると，学生に伝えていきたい．

模擬授業への参加者からは，
「作業療法の定義の
訳出について，その定義が作成された背景をくみ
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要旨：第 19 回日本作業療法教育研究学術集会において，３時間のプレイバックシアターのワークショップ
を実施した．参加者は，５つのウォームアップの後，プレイバックシアターのストーリーの手法を用い，教
員としての体験談を共有した．さらに，教員として困難な状況に直面した際に，どのような行動をとること
が可能かを検討し，参加者が劇中で実践した．終了後，参加者より，感想と授業への活用についての意見を
得た．
キーワード：プレイバックシアター，作業療法教育，ワークショップ，ストーリー

はじめに

１）グループ作り
ワークショップの冒頭は，マッピングというグ

第 19 回日本作業療法教育研究学術集会において，
３時間のプレイバックシアター（PBT）のワーク

ループ作りのエクササイズを行った．集団の構造を

ショップを実施した．PBT は台本なしの即興劇であ

測定するための手法であり，Moreno が考案したソ

る．観客の実際の体験をコンダクター（司会者）が

シオメトリーの理論に基づいている２）．講師の質問

インタビューし，数人のアクター（役者）がその場

に答える形式で参加者が移動し，グループの状態を

ですぐに劇として再現する．本研究会で PBT を実

確認する３）．２つの質問を用いて，マッピングを行っ

施するのは，３回目である．筆者は，PBT が作業療

た．まず，第１は「この研究会に参加する気持ちは，

１）

法学生の心の成長に役立つと考えている ．本稿で

どのくらい積極的ですか？」という質問である．第

は，学術集会でのワークショップについて報告する

２に「PBT の経験値はどの程度ですか？」という質

とともに，作業療法教育課程で PBT を授業に活用

問を投げかけた．参加者は，各質問について，自分

する方法について述べる．

自身の感覚に基づいて場所を決め，図１のように１
列に並んだ．参加者それぞれが，自身の状態を意識

１．ワークショップ報告
ワークショップで実施した内容を，経過に沿って
述べる．

劇団プレイバッカーズ
Playback AZ
〒 233-0011 神奈川県横浜市港南区東永谷 1-15-30305
1-15-30-305 Higashinagaya, Konana-ku, Yokohamashi, 233-0011, Japan

図１
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マッピングの様子
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取り組んだ．３つのストーリーが語られた．以下に

し，他者の状態を確認した．

紹介する．
①歴書に綴られた思い

２）チームワークと即興性の開発

ある学生が，「就職活動のための履歴書をチェッ

続いて，参加者同士のチームワークを高め，即興
性を開発するために，３つのエクササイズを行った．

クして欲しい」と私を訪ねてきた．彼女は授業中

①「ハッ」まわし

の居眠りが多く，作業療法を学ぶことに熱意がない

参加者全員で円型に並び，一人の人が「ハッ」と

と私が思っていた学生だった．その履歴書は，良く

大きな声で言いながら，左右どちらかの隣の人に向

書けているわけではなかった．しかし，そこに書か

けて両手を突きだす．
「ハッ」を送られた人は，同

れていた作業療法士を目指した理由には，胸を打つ

じように左右どちらかの人に，声と動きで「ハッ」

ものがあった．「リハビリテーションを十分に継続

を送る．一定のリズムで「ハッ」が円をまわってゆ

できなかったことで命を落とした家族がいた」とい

くように，グループ全体で息を合せる必要がある．

うのだ．「同じ経験をする人を少しでも減らしたい」

慣れてきたらテンポを速め，難易度を高くした．

この思いから，作業療法士になる道を目指そうと決

②歌と踊り「作業療法士は，何ができる？」

めたという．アルバイトや家の用事と，決して順調

作業療法士には何をすることが可能かを，４名程

とは言えない学校生活．でも，その思いが彼女をつ

度の小グループで数分間話し合い，短い歌と踊りで

なぎとめてきたことを知った．居眠りの理由もわ

表現した．その後，各グループで完成したものを発

かった．初めて，彼女の思いに触れ，感動した．教

表し，全員で歌い，踊った．

員と学生という関係性を越え，人間同士としてつな
がった気持ちになった．

③お助けゲーム

②１本の電話のために

参加者それぞれに１～３の番号をわりあて，部屋

夏期休暇をとって野球観戦を満喫しているとき

の中を自由に歩く．その後，講師に番号を呼ばれた
人が，声をあげながら倒れる．それを周囲にいる，

に，職場からの電話が入った．実習前に，学生から

その他の番号の参加者が助けるエクササイズであ

実習先の施設に確認の電話をすることになっている

る．倒れる人は，他の人に伝わるように，大きな声

のだが，ある学生が，その電話をかけていないらし

と動きで明示すること，助ける人は，会場全体をよ

いという知らせだった．実習先の指導者が，電話が

くみて倒れている人を探し，孤立している人がいな

ないことに困って学校に連絡してきたという．学生

いようにすることをゴールにして行った．

への実習ガイダンスのときに，「必ず電話をするよ

３）役を演じる練習

うに」とかなり強調して伝えた．一体なぜ，しなかっ

役を演じることに慣れるために，２人組で演じる

たのか，怒りをおぼえた．球場の歓声が響き渡る中，

エクササイズを行った．参加者それぞれがペアにな

学生に電話をした．「なぜ，電話をしなかったのか」

り，講師が「１人は『アイドル』
，もう１人は『ファ

と聞くと，「バイトが忙しかったから」だという．

ン』です」というように役をふる．その後，十数秒，

私の怒りはますます膨らみ，野球場の歓声と共に，

即興でかけ合いのシーンを演じる．
「老人と杖」「風

叱る声も大きくなった．それからしばらくして，学

とビニール袋」などを，演じる相手を交代しながら

生が実習を終えて学校に戻ってきた．その表情は，

様々な役を演じた．

はつらつとしており，良い実習だったことがうかが

４）ストーリーの上演

えた．きちんと実習を終えてくることができた学生

次に，PBT のストーリーの上演へと進んだ．参加

をみて，あのとき，もう少し本人の事情を聞いてあ

者から体験談を語るテラーを募り，テラーが語った

げれば良かったと思った．

ストーリーを３～４名のアクターが演じた．語るス

③真実が語られない討議

トーリーは「作業療法教育に関わる経験」とした．

学生たちが実習を終えたあとの，報告会でのこと

劇を演じるアクターは，劇団員，PBT 経験のある参

だ．報告会では，各学生が，自分が担当をしたケー

加者，今回初めて PBT に挑戦する参加者が一緒に

スについて発表する．１人の学生の発表で，あきら
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かにつじつまが合わないと思うところがあった．そ

臨床実習で困ったシーンとその対応策の場面をみる

の点を私は見逃さず，
「これはなぜ，こうなったの

と，実習中，同じような場面に出くわしたときの対

ですか？」と質問を投げかけた．学生からしてみれ

応に役立つのではないか」という意見があった．

ば，厳しい問いだったと思う．すると，彼は，まる
で私が空けた穴を埋めるかのように，真実だとは思

２．授業としての具体的活用

えないことを，流暢に話し始めた．深い真実には触

これまで PBT に参加した作業療法教員の感想と

れないまま，その討議が終わった．彼は勉強の成績

して，教育手法としての PBT の効果を認める感想

も良く，実習もこなした．問題なく卒業できるだろ

が多く挙がっており，教育に取り入れたいという意

う．しかし，うわべだけで，その場を取り繕い，困

見もある４）．筆者は，2012 年より作業療法教育課程

難を乗り切るというやり方しかできないまま，世に

の授業として，４校で PBT を実施している．多く

送り出していいものだろうかと思った．

は２限分（３時間）のワークショップで，講師１～

４）問題解決のためのロールトレーニング

２名で進行する．各学年の学習過程に合わせ，目的

最後に，教員として今後，困難な場面に遭遇した

を設定して行うことができる．低学年の授業では，

ときに，過去の固定化した反応から脱却し，新たな

コミュニケーションスキル，自己認知，状況対応力

行動パターンがとれるよう練習するセッションを設

の向上など，対人援助職として必要な，基本的な技

けた．上記のストーリーの１つを選択し，３～４名

術の習得を目的とすることが多い．高学年では，臨

の小グループで，ストーリーの中で教員がとった行

床実習準備として，作業療法士になろうと思った動

動と異なる言動をするとしたら，どのような可能性

機の再認識や，評価実習の振り返り，臨床実習後の

があるかを話し合った．それを各グループが発表し

振り返りという，より具体的なテーマで実施した．

た後，テラー自身が実践してみたいと行動を１つ選

いずれも，今回のワークショップのように，グルー

択し，舞台上で実演した．

プ作りのエクササイズから始め，後半は PBT のス

５）参加者の感想

トーリーとして，学生が経験を語り，他の学生が演

ワークショップ後，参加者より筆記式の感想を

じる．参加した学生の感想として「人の話を劇にす

得た．アクター経験についての感想として，「相手

るには，その人の話をしっかりと聞かなくてはなら

や物の立場になって気づかされたと同時に，相手の

ないということを学び，作業療法士の仕事にも，と

立場に立つことの難しさも強く感じた」
「その人は

ても関係のあることだと思った」という，他者の体

どんな想い，状況だったのかを想像してみる機会と

験をその人の立場で理解することに関するもの，
「み

なり，その経験が作業療法場面でも活かせると思

んなの演技を見て，どうしたらあんなに堂々と演技

う」など，他者を中心とした視点を得ることについ

ができ，緊張をおさえられているのか，すごいと本

てのものがあった．観客経験については，
「観てい

当に思った．私も，あと一歩踏み出せる勇気を身に

て様々な想いが湧いてきた，自分を振り返るチャン

つけて，これからはもっと，人前で話せて，緊張を

スになった」
「どの場面でも，その気持ちに接する

しすぎずに自分から積極的に行動をしていこうと

ことで，新しい経験をすることができた」という感

思った」のように，積極性や状況対応力に関するも

想があった．テラー経験については「やることで自

の，「テラーの行動が自分の考えにはない行動だっ

分を客観視でき，次に同じような場面で活かせそう

たときに，こういった行動もあり得るのかという学

だと思った」
「話すことで，それまで混沌としてい

びができた」という，視点の多様化についてのもの

たものが，まとまり，ひきだされた」という感想が

などがあった．これらの事例は，劇団プレイバッカー

あった．PBT を授業で活用することを想定した意見

ズのホームページにも紹介されている５）．

も挙げられた．
「相手の立場に立って考えてみよう，

県立広島大学では，2013 年に教員を中心とした劇

という気持ちを持ってもらう機会になるのではない

団が発足し４），定期的に活動している．数時間のワー

か」
，
「学生自身の問題を客観視する手段となったり，

クショップで，PBT 経験の無い人でも，ストーリー

解決の糸口になったりするのではないか」
「先輩が

を演じられるようになる６）．講師１名が教員に対し
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て PBT ワークショップを行い，教員を中心とした
グループで，学生のための公演を行う，という方法
も有用だと考える．
おわりに
第 19 回作業療法教育研究学術集会におけるワー
クショップについて報告した．PBT を創出した Fox
は，PBT ではお互いのストーリーを通して学習する
ことができ，そこに価値があることを述べている．
また，人々がストーリーを通してつながり，自分自
身を統合できることも指摘している７）．作業療法は，
人々の生活に関わるものである．PBT は，作業療法
士として関わる人々のストーリーにアクセスするた
め，自分自身を振り返り実践をつなげてゆくための
手段となり得る．今回，
教員に向けてのワークショッ
プで，PBT は参加者が自身の経験を振り返り，他者
の立場を想像することを促進した．教育課程で用い
られることにより，学生が自身の経験を振り返り消
化することや，関わる人々の立場，気持ちを理解す
るための手段になるのではないかと思う．
文献
１）小森亜紀．作業療法学生の心を育む：プレイバッ
クシアターワークショップを通して．OT ジャー
ナル，47：330．2013．
２）Fox, J: THE ESSENTIAL MORENO. Springer
Publishing Company, 1987.
３）小森亜紀：体験・プレイバックシアター

作業

療法教育への可能性を探る．作業療法教育研究，
13，２-７，2013．
４）吉川ひろみ，古山千佳子：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．作業療
法教育研究，14，12-15，2014．
５）劇団プレイバッカーズ．＜ http://www.playbackaz.com/index.html ＞参照日：2015 年６月 15 日
６）宗像佳代．プレイバックシアター入門：脚本の
ない即興劇．明石書店．2006．
７）吉川ひろみ：プレイバックシアター：ジョナサン・
フォックス氏へのインタビュー．作業科学研究 , 7,
28-32, 2013．
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作業療法士養成校における卒業研究の経験は，卒業後の研究への認識と取り組みに関連するか

研究と報告
作業療法士養成校における卒業研究の経験は，卒業後の研究への認識と取り組みに
関連するか
Do Occupational Therapists who have learned research in training school commit to research?
山根

伸吾１）・三木

恵美１）・高木

節２）・花岡

秀明１）

Shingo YAMANE・Emi MIKI・Isao TAKAKI・Hideaki HANAOKA
Japanese Journal of Research for the Occupational Therapy Education 15(1):

諸言

12-18, 2015

投稿論文数と掲載論文数の増加について報告されて

作業療法士は，臨床実践において，クライアント
に効果的な作業療法を提供する専門職である．その

いるが，有資格者数の増加を鑑みると，十分な増加
ではないと考える．

ため，作業療法実践におけるエビデンスを，研究を

この背景として，作業療法士の養成教育の影響が

通して明示していくことは，専門職として，また本

考えられる．日本の作業療法士養成課程は，履修年

学問領域において重要な課題と考える．

限として３年制課程と４年制課程が併存し，養成校

Guðrún

１）

は，作業療法の専門職の統合に関して，

の種類としては大学，短期大学，専門学校があり４）

臨床実践，アイデア，研究，教育，そして再び臨床

世界でも稀な状況にある．文部科学省の大学設置基

実践に戻るという，４つの柱とそのサイクルを述べ

準では４年制大学は 124 単位以上，短期大学設置基

ている．つまり，臨床実践から生じたアイデアを研

準では 93 単位以上の修得単位数が定められており，

究によりエビデンスを確認し，それを教育に用いる

また，理学療法士及び作業療法士法（昭和四十年法

ことで更に効果的な臨床実践が提供できるというこ

律第百三十七号）第十四条及び附則第六項の規定に

とである．このように考えると，研究は研究者が行

基づく，理学療法士作業療法士学校養成施設指定規

い，臨床は臨床家が行うという分業的な方略は，非

則（以下，指定規則）に定められている単位数は 93

効率的であり，臨床家と研究者の更なる協業や，臨

単位であり，各養成校はこれらに基づきカリキュラ

床家による研究が期待される．

ムを作成している．ただし，この指定規則には研究

しかしながら，臨床家が臨床業務を行いながら研
究活動を行うことは容易ではない．作業療法白書

２）

に関する単位は含まれておらず，養成校における研
究の教育内容は一定していない．

によると，臨床現場で研究を行う上での困難の理由

養成校における研究についての教育には，研究方

について 3296 人を対象に聞いたところ，時間がな

法の講義や卒業研究等があるが，特に卒業研究は，

い（69.4％）
，指導体制がない（56.4％）
，研究費がな

The Cone of experience ５） を 基 と し て 作 成 さ れ た

い（43.8％）研究方法が分からない（37.7％）が挙げ

ラーニングピラミッドにおいて，学習の定着率が高

られた．また，同白書

３）

では，機関誌作業療法への

１）広島大学大学院医歯薬保健学研究院
Hiroshima University

〒 734-8551

広島市南区霞１－２－３

Kasumi1-2-3,Minami-ku, Hiroshima, 7348551, Japan
２）済生会広島病院
Saiseikai Hiroshima Hospital

いとされる‘体験を通した学習’に該当し，重要な
学習の経験であると考える．しかしながら，カリキュ
ラムに卒業研究が含まれているかどうかは養成校に
より異なっているのが現状である．
そこで，本研究では，卒業研究の経験の有無の違
いによって，卒後の作業療法士の研究への認識や取
り組みに違いがあるかについてアンケート調査を
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るもの，あるいは仮説を形成することを目的とする

行った．
本研究の意義は，養成校での卒業研究の経験と，

もの」と説明して，回答させた．

卒後の作業療法士の研究への認識と取り組みとの関
連を明らかにすることであり，これにより，今後の

分析方法
分析では，まず記述統計を行い，対象者の基本属

作業療法士への研究の教育について示唆を得ること

性を確認した．そして，養成校で卒業研究を行った

である．

と回答した群を経験群，行っていないと回答した者
方法

を非経験群として，基本属性を比較して確認した後

2013 年度 10 月発行のＡ県作業療法士会の会報に

（X ２検定，または t 検定），両者の研究に関する質問

て，会員 1236 名に対して研究の説明と協力依頼，

の回答を比較した（X ２検定，または Mann-Whitney

並びにアンケートの送付を行った．研究同意の得ら

検定）．

れた会員にアンケートを回答頂き，郵送にて回収し
た．

さらに対象者が卒業研究を経験したかについて
は，養成校の違いや，作業療法士としての養成時期

アンケートの内容は，基本属性に関する質問と，

の影響があると考えられたため，これら基本属性と，

研究に関する質問で構成した．基本属性では，性別，

研究に関する質問の回答を用いて，主成分分析を用

年齢，
経験年数，
出身養成校の形態，
主な臨床領域（身

いて項目間の関係性を検討し，考察を行った．

体障害領域，精神障害領域，発達障害領域，老年期
倫理的配慮

障害領域，その他）を尋ねた．
研究に関する質問を表１に示す．養成校での研究

対象者の人権擁護の観点から，対象者には研究の

の教育を学んだ経験と認識を確認するために，卒業

合意を得たうえで，アンケートの回答を依頼した．

研究の経験，養成校で研究の教育を受けたと思うか，

研究協力同意後の協力の撤回が可能なことや，回答

養成校で研究の教育をもっと学んだ方が良かったか

したくない項目については回答しなくて良いことも

を尋ねた．そして，一般的な質問として，臨床活動

伝えた．またデータは匿名化し，プライバシーを保

への研究の必要性について尋ねた．また，研究に関

護する．本研究は，広島大学大学院保健学研究科心

する個人的な質問として，卒後の研究の経験を尋ね，

身機能生活制御科学講座倫理審査委員会により，研

今後の研究への意欲，自身にとっての研究の必要性，

究の倫理審査を受け，承認済み（承認番号 1307）で

研究に関する周囲からの要請を尋ねた．

ある．また A 県作業療法士会理事会にて研究実施の

なお，研究を「研究疑問を基に仮説をたて検証す

表１

承認を得て行った．

研究に関する質問

養成校での研究教育についての質問
1．卒業研究を行いましたか（２件法）
2．あなたは、養成校で研究について、教育を受けましたか（４件法）
3．あなたは、養成校で研究をもっと学んだ方が良かったと思いますか（４件法）
研究に関する一般的な質問
4．あなたは、臨床活動の質の向上に関連して、研究は必要と思われますか（４件法）
研究に関する個人的な質問
5．あなたは、研究を行ったことがありますか（卒後）（２件法）
6．あなたは、今後、研究をしたいと思いますか（４件法）
7．あなたは、研究をすることはあなた自身にとって必要なことだと思いますか（４件法）
8．あなたは、研究をすることを周囲（職場や所属している団体）から求められていると思いますか（４件法）
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結果

両群の間で，性別，経験年数，臨床領域には有意な

対象者の基本属性について（表２）

差は見られなかったが，経験群は非経験群より有意

2014 年１月末日を回答の締め切りとして，39 名か

に年齢が低かった．また，経験群と非経験群の出身

ら宛先不明にて返信があり，371 名（返却率 30.0％）

養成校における分布には有意差が見られ，大学の者

から回答が得られた．対象者の基本属性を表２に示

では経験群が，専門学校の者では非経験群が多かっ

す．男性 137 名，女性 234 名，年齢の平均 ± 標準

た．

偏差は 32.40 ± 7.20 であった．出身養成校は４年生
大学が 135 名と最も多く，４年生専門学校 110 名，

経験群と非経験群間での研究に関する質問への回答

３年生専門学校 109 名，３年生大学 17 名であった．

の比較（表３）

経験年数については，５年ごとに集計を行った．１

養成校で研究の教育を受けたと思うかという質問

～５年目が 136 名と最も多く，経験年数が多いほど

については，経験群は非経験群と比べ，有意に多く

人数が減少した．主な臨床領域は，身体障害領域が

の者が肯定的な回答をした．養成校で研究をもっと

184 人と最も多く，老年期障害領域 89 人，精神障害

学んだ方が良かったかについては，両群間で有意な

領域 61 名，
発達障害領域 22 名，
その他 15 名であった．

違いは見られなかった．
臨床活動への研究の必要性については，経験群は
非経験群より有意に肯定的な回答をしており，実際

経験群と非経験群の基本属性について（表２）
経験群と非経験群に基本属性とその比較を表２に
示す．経験群は 229 名，非経験群 142 名であった．

表２

より有意に多くの者が，経験があると述べた．

対象者の基本属性と経験群−非経験群間の基本属性の比較
対象者全体 n=371

性別
男性
女性

の卒後の研究の経験についても，経験群は非経験群

経験群 n=229

137
234

83 (36.2)
146 (63.8)

非経験群 n=142

p値
n.s.

54 (38.0)
88 (62.0)

年齢
平均±標準偏差

32.40±7.20

**

出身養成校
３年制専門学校
３年制大学
４年制専門学校
４年制大学

109
17
110
135

37
17
50
125

(16.2)
(7.4)
(21.8)
(54.6)

72
0
60
10

(50.7)
(0.0)
(42.3)
(7.0)

経験年数
1～5年目
6～10年目
11～15年目
16～20年目
21～25年目
26～30年目
31～35年目
36～40年目

136
113
60
34
17
6
4
1

89
70
36
22
8
1
2
1

(38.9)
(30.6)
(15.7)
(9.6)
(3.5)
(0.4)
(0.9)
(0.4)

47
43
24
12
9
5
2
0

(33.1)
(30.3)
(16.9)
(8.5)
(6.3)
(3.5)
(1.4)
(0)

主な臨床領域
身体障害領域
老年期障害領域
精神障害領域
発達障害領域
その他

184
89
61
22
15

116
46
38
17
12

(50.7)
(20.1)
(16.6)
(7.4)
(5.2)

68
43
23
5
3

(47.9)
(30.3)
(16.2)
(3.5)
(2.1)

31.62±7.17

33.65±7.14
**

n.s.

n.s.

( )内の値は％を示す
２
名義変数の比較にはχ 検定、連続変数の比較にはt検定を使用
** p<0.01 n.s. not sigfificant
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また，今後の研究への意欲，自身にとっての研究
の必要性，そして研究に関する周囲からの要請の全

４主成分までの累積寄与率は 68.97％であった（表
４）．
因子負荷量について，表５に示す．第１主成分は，

てにおいても，経験群は非経験群に比べ，有意に肯

研究に関する質問への回答と４年制大学卒業という

定的な回答をした．

基本属性に高い因子負荷量を示しており，研究志向
主成分分析の結果

度を示していると判断した．第２主成分は，年齢，

基本属性と，研究に関する質問への回答を用いて

経験年数，３年制専門学校卒業，そして４年制大学

主成分分析を行った．ただし，相関分析の結果，他

卒業，養成校での研究の教育を受けた認識に高い因

の質問の回答との間で相関が見られなかった，性別

子負荷量を示しており，養成時期の早期度とした．

と臨床領域は，分析対象から除外した．主成分分析

第３主成分は，卒業研究の経験，養成校での研究の

の結果，スクリープロットの変化を参照し，かつ，

教育を受けた認識，４年制大学卒業において高い因

分散が１以上であることから第４主成分までを採用

子負荷量を示しており，養成校での研究の経験度と

した．主成分分析における各成分の固有値は第１主

した．第４主成分は，各養成校の卒業において高い

成分で 3.56％，第２主成分で 3.07％，第３主成分で

因子負荷量を示しており，養成校の影響度とした．

1.79％，第４主成分で 1.24％あった．各主成分の寄

また，本研究の目的と照らし合わせ，第１主成分の

与率は第１主成分で 25.44％，第２主成分で 21.91％，

研究志向度と第３主成分の養成校での研究の経験度

第３主成分で 12.80％，第４主成分で 8.83％あり，第

の主成分得点を用いた散布図を図１に示す．

表３

経験群と非経験群の研究に関する認識と取り組みの比較

養成校で研究について、教育を受けましたか

経験群 n=229

有意差

○

あり

養成校で研究をもっと学んだ方が良かったと思いますか

非経験群 n=142

なし

臨床活動の質の向上に関連して、研究は必要と思いますか

○

あり

研究を行ったことがありますか（卒後）

○

あり

今後、研究をしたいと思いますか

○

あり

研究をすることはあなた自身にとって必要なことだと思いますか

○

あり

研究をすることを周囲から求められていると思いますか

○

あり
X 2 検定、またはMann-Whitney検定
○は有意に多かった群を示す

表４ 基
 本属性と研究に関する質問への回答における主成分分析の固有値，寄与
率，累積寄与率
主成分

固有値

寄与率（％）

累積寄与率 （％）

1

3.56

25.44

25.44

2

3.07

21.91

47.34

3

1.79

12.80

60.14

4

1.24

8.83

68.97

5

0.88

6.31

75.28

6

0.75

5.36

80.64

7
8

0.61

4.34

84.97

0.56

4.01

88.98
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表５

基本属性と研究に関する質問への回答の因子負荷量
第１主成分

第２主成分

第３主成分

第４主成分

今後、研究をしたいと思いますか

0.80

0.19

-0.31

-0.05

研究をすることはあなた自身にとって必要なことだと思いますか

0.76

0.16

-0.37

0.00

研究をすることを周囲から求められていると思いますか

0.68

0.23

-0.13

0.09

臨床活動の質の向上に関連して、研究は必要と思いますか

0.61

0.15

-0.23

-0.09

養成校で研究について、教育を受けましたか

0.58

-0.40

0.43

0.07

養成校で研究をもっと学んだ方が良かったと思いますか

0.56

0.16

-0.23

-0.18

卒業研究の経験

0.52

-0.38

0.48

0.27

研究を行ったことがありますか（卒後）

0.51

0.34

0.03

0.28

年齢

-0.01

0.86

0.27

0.12

経験年数

0.04

0.86

0.32

0.09

3年制専門学校卒業

-0.20

0.78

0.17

-0.40

4年制大学卒業

0.45

-0.60

0.40

-0.36

4年制専門学校卒業

-0.29

-0.18

-0.74

0.45

3年制大学卒業

0.03

0.08

0.34

0.72

下線は因子負荷量の絶対値が0.40以上のものを示す

図１

養成校の違いによる研究志向度と養成校での研究の経験度の主成分得点の分布
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考察

良かったかという質問には，卒業研究の経験群と非

卒業研究の経験と，卒後の研究への認識と取り組み

経験群の間で有意差は見られず，両群とも，もっと

との関連について

学びたかったという回答が多かった．また，図１よ

養成校で研究をもっと学んだ方が良かったかとい

り第３主成分の養成校での研究の経験度については

う質問を除く，研究に関する質問の全てにおいて，

養成による分布の違いが見て取れるが，第１主成分

経験群は非経験群より有意に肯定的な回答をした．

の研究志向度においては，養成校による違いは明瞭

養成校で研究の教育を受けたと思うかという質問

ではなく，大学の者は概ね高い研究志向ではあった

において，両群間で有意差が見られていることから，

が，専門学校の者にも高い研究志向度を示す者もお

卒業研究の経験は，対象者にとって養成校で研究へ

り、個人によるばらつきが見られた．
現在の日本の作業療法士養成校において，カリ

の教育を受けた認識に関連していると考えられた．
また，臨床活動に研究は必要か，ならびに今後の

キュラムや養成の方向性の違いはあると考えるが，

研究への意欲，自身にとっての研究の必要性，研究

卒後の必要性を鑑みると，専門学校における学生の

に関する周囲からの要請という項目は，専門家とし

ニーズに応じた研究の教育の必要性の検討や，大学

ての自己研鑽や現在の研究に対する考えについての

における研究の教育内容の再検討の必要性を示唆し

質問である．これらにおいて経験群は非経験群と比

ていると考える．特に，大学の修了生から，もっと

べて，有意に肯定的な回答をしており，さらに，実

研究を学びたかったという回答が多かったことは，

際の研究への取り組みに関しても有意な差がみられ

学問としての作業療法学を発展させる人材を社会に

たことより，養成校において卒業研究を経験したこ

排出するという大学の役割を再認識し，研究の教育

とは，卒後の作業療法士の研究への取り組みや認識

を見直す必要があると考えた．

に影響していると考えた．
また，主成分分析による第１主成分の研究指向度

研究の限界と今後の展望
ある一県の県士会所属会員を対象にしているた

において，４年制大学卒業が因子として影響してお
り，第３主成分の養成校での研究の経験度において，

め，養成校数やその形態，さらにはその研究方法の

卒業研究の経験，養成校での研究の教育を受けた認

教育の内容といったものには地域による違いの影響

識，４年制大学卒業が，高い因子負荷量を示してい

があると考えられる，また，回答率も十分ではない

ることからも，大学での教育における卒業研究が，

ため，本研究の結果を，一般化することはできない．

卒後の作業療法士の研究への取り組みや認識に少な

今回の調査の結果により，卒業研究を行ったこと
が，その後の研究活動への認識や取り組みに関連す

からず影響を与えていることが伺えた．

ると考えられたが，どのような卒業研究の教育手段
や内容が適切であるのかについては，調査できてい

養成校の違いによる卒業研究の経験について
養成校の違い，即ち専門学校と大学間において，

ない．今後，養成校における研究方法の教育の質の

養成校での卒業研究の経験の有無が有意に異なって

担保と効果的な教育手段についても検討が必要であ

いた．このことは，養成校の主目的の違いによるも

ると考えられる．

のと考えられる．
そして，第２主成分の養成時期の早期度において，

結論

年齢，経験年数，３年生専門学校卒業と４年生大学

本研究の結果，養成校において卒業研究を経験し

卒業，養成校での研究の教育を受けた認識が高い因

た者は，そうでない者に比べて，研究の肯定的な認

子負荷量を示しており，早期の作業療法士養成教育

識を持ち，実際に取り組んでいることが明らかに

において，研究の教育に重きが置かれていなかった

なった．
養成校の形態の違いによる卒業研究の経験が，研

時代背景も伺えた．
しかしながら，現職の作業療法士へのアンケート

究に関する質問の結果に反映されていたが，必ずし

において，養成校で研究の教育をもっと学んだ方が

も大学での研究の教育が卒後の作業療法士の研究活
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我が国の作業療法における Clinical Reasoning に関する研究動向
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〜 Literature Review of 1993-2014〜
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要旨：
【緒言】本研究は我が国の Clinical Reasoning に関する研究動向から，作業療法教育における活用方法
について示唆を得ることを目的とした．
【方法】医学中央雑誌，CiNii，メディカルオンライン，J-GLOBAL
において「クリニカルリーズニング」及び「Clinical Reasoning」をキーワードとして文献を収集した．収
集した論文の著者，タイトル，対象，研究類型，分析方法，Clinical Reasoning の知見，発行年をまとめた．【結
果】我が国において 1993 年から 2014 年に発表された作業療法における Clinical Reasoning に関する論文は
16 編であった．調査対象は作業療法士，研究類型は調査研究が多く，分析方法は質的・量的分析が同程度
であり，エビデンスレベルの高い研究は見られなかった．【考察】今後，Clinical Reasoning を定量的に標準
化することができれば実験的に Clinical Reasoning を検証することも可能となるであろう．熟練作業療法士
の Clinical Reasoning を身に付けるためには，Clinical Reasoning の概念及びタイプや成長過程について知り，
事例を基に思考を言語化し，自身の Clinical Reasoning について検討を続けることが重要になる．
キーワード：作業療法教育，Clinical Reasoning（クリニカル・リーズニング），文献研究

Ⅰ

緒言

が用いるリーズニングとして診断的リーズニング，

Clinical Reasoning（以下，CR）とは，作業療法士

科学的リーズニング，手続き的リーズニング，叙述

（Occupational Therapist Registered 以 下，OTR）

的リーズニング，状況的リーズニング，相互交流的

が臨床においてどのような意志決定を行っているか

リーズニング，実際的リーズニング，倫理的リーズ

を明らかにしたもので，1983 年に Rogers

１）

がエレ

ノア・クラーク・スレーグル記念講演で述べてから

ニングの８種類が Professional Reasoning の名称で
紹介されている．
我 が 国 に お い て CR が 最 初 に 紹 介 さ れ た の は，

作業療法に導入された概念である．その後，1993 年
に発刊された Willard and Spackman’
s Occupational

1993 年に発刊された書籍，「作業療法の理論４）」に

Therapy の第８版２）から CR について記載されるよ

おいてであり，当初は臨床の論理と紹介された．

うになり，2014 年に発刊された第 12 版

３）

では OTR

1998 年発刊の「作業療法技術ガイド５）」でもセラピ
ストの推論過程として臨床の論理と紹介されていた

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

が，2001 年発刊の「作業療法の世界６）」では臨床に
おける思考のみちすじとして，2003 年発刊の「作業
療法技術ガイド第２版７）」では臨床における思考過
程として，2004 年発刊の「標準作業療法学 作業療
法学概論８）」では臨床の推論として『クリニカルリー
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ズニング』の名称で取り上げられてきた．導入当初

技術情報発信・流通システム），JAIRO（Japanese

の概念整理における混乱はあったものの，CR は作

Institutional Repositories Online），JDream Ⅲな

業療法における重要な概念として注目され続けてい

どがある．今回は，作業療法に関連する文献収録

９）

る．その後，2005 年に古川

によって作業療法士の

数 が 多 い 医 中 誌，CiNii， メ デ ィ カ ル オ ン ラ イ ン，

CR をテーマとした書籍である「作業療法のとらえ

J-GLOBAL を利用して資料収集した．先行研究では

かた」が発刊され，日本作業療法士協会監修の「作

CR に類似した用語である臨床的類推，臨床的推測，

10）

」
，医学書

意思決定などの用語で検索が行われているが，近年

院による標準作業療法学シリーズなどで広く取り上

は「クリニカルリーズニング」あるいは原文標記で

げられている．世界作業療法士連盟が 2002 年に有

あ る「Clinical Reasoning」 が 用 い ら れ る こ と が 多

能な実践の為の不可欠な知識・技能・態度として挙

く，キーワードを「クリニカルリーズニング」及び

げた５領域にリーズニングが取り上げられており，

「Clinical Reasoning」とした．期間は，我が国に CR

CR は OTR に必須の臨床能力の一つであると言え

の概念が持ち込まれた 1993 年から 2014 年とした．

業療法学全書 改訂第３版 作業療法概論

る．
しかし，我が国で発表された CR に関する論文は
長谷ら

２．手続き
第１段階として 2015 年１月末に医中誌，CiNii，

11）

が行った 1983 年から 2005 年の文献研究で
が行った 2006 年から 2012 年の文

メディカルオンライン，J-GLOBAL の４つの文献

献研究では３編であり，我が国における CR に関す

検索サイトにて「クリニカルリーズニング」及び

る知見は欧米の研究に依るものが大きいと言える．

「Clinical Reasoning」のキーワードで検索を行い，

欧米の CR に関する研究を基盤としつつ，我が国で

作業療法の CR に関する文献を収集した．第２段階

の CR に関する知見を得るためにさらなる研究を重

として，① OTR の CR に関する研究であること，

ねていくことが求められる．CR 研究において得ら

②日本語で記述された論文であること，③会議録及

れた知見は，作業療法学生が身に付ける CR 能力を

び解説，総説，特集を除く，原著論文あるいは研究

明らかにし，新人 OTR の臨床の指針となり，作業

論文であることの３点の条件を満たす論文のみに精

療法教育に重要な示唆を与えるであろう．

査した．第３段階として，長谷ら，丸山らの先行研

は４編，丸山ら

12）

先に述べた長谷ら，丸山らが行った先行研究は国

究の結果及び CR に関する研究論文を掲載したこと

内・国外における作業療法の CR に関する研究を分

のある作業療法，作業行動研究，作業療法教育研究，

析し，特に海外における研究動向を明らかにしてい

大阪作業療法ジャーナル，石川県作業療法学術雑誌，

る点で CR 研究に大きな示唆を与えている．しかし

日本保健科学学会誌，新潟医療福祉学会誌のハンド

ながら海外論文およそ 100 編を分析しているのに対

サーチの結果を加えた．収集した論文の著者，タイ

して，対象とした国内論文の取り扱い数が７編と少

トル，対象，研究類型，分析方法，CR の知見，発

なく，我が国における CR 研究動向を推し量るには

行年を表にまとめた．尚，類型は山田 13） の手法に

課題が残る．そこで，本研究では我が国の Clinical

よる類型を参考に，文献研究，システマティックレ

Reasoning に関する研究を広く収集し，その研究動

ビュー，調査研究，実験研究，事例研究に分類し，

向から，作業療法教育における活用方法について示

分析方法は量的分析・質的分析のいずれかに分類し

唆を得ることを目的とした．

た．

Ⅱ

Ⅲ

方法

１．検索対象及び検索キーワード

結果

１．検索結果

医療系の文献検索を行うための WEB サイトには，

医 中 誌，CiNii， メ デ ィ カ ル オ ン ラ イ ン，

医学中央雑誌（以下，医中誌）
，CiNii（NII 学術情

J-GLOBAL の４つの文献検索サイトにて「クリニカ

報ナビゲータ）
，メディカルオンライン，J-GLOBAL

ルリーズニング」のキーワードで検索を行った結果，

（科学技術総合リンクセンター）
，J-STAGE（科学

それぞれ 57 件，66 件，82 件，47 件の文献が見られた．
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その内，条件を満たした論文はそれぞれ５編，９編，

文が発表されていることが明らかになった．欧米で

10 編，３編であった．同じく「Clinical Reasoning」

は 2012 年までで 98 編発表されていることを考える

で検索を行った結果，それぞれ 25 件，137 件，143 件，

と更に発表数を増やしていくことが期待されるが，

140 件の文献が見られた．その内，条件を満たした

ここではこれまで発表された 16 編の論文の発表傾

論文は，それぞれ１編，７編，９編，１編であった．

向から今後の研究動向について検討する．
調査対象となっているのは OTR が多く，次いで

先行研究で報告されていた論文の内条件を満たした
論文５編，更にハンドサーチの結果１編を加えた．

症例を通じて OTR の CR を分析したものが多かっ

これら結果をまとめると我が国において 1993 年か

た．研究類型は調査研究が最も多く，次いで事例研

ら 2014 年に発表された作業療法における CR に関す

究が多かった．分析方法は質的・量的分析が同程度

る論文は 16 編発表されていることが分かった．

であった．これらは CR が OTR の思考過程に関す
ることを考えれば当然の結果と言える．
文献研究は１編見られたが，システマティック

２．論文の発表傾向
論文を発行年別にみると，1999 年１編，2002 年か

レビューは見られなかった．システマティックレ

ら 2006 年までが各１編ずつ，2007 年に３編，2010

ビューは，「特定の研究課題を解決するために，あ

年から 2013 年まで各１編ずつ，2014 年に３編となっ

らかじめ設定した適格性基準に合致するあらゆる

ている．2000 年，2001 年，2008 年，2009 年は０編

実証的根拠（研究論文）を収集・統合するもので

と多少の偏りは見られるものの 1999 年から平均す

ある 14）」とあり，主にランダム化比較試験（以下，

ると１年に１編のペースで論文が発表されているこ

RCT）を対象に実施され，最も高いエビデンスを持

とになる．研究類型別に見ると，調査研究９編，事

つとされている 15）．作業療法の CR 研究においても

例研究４編，実験研究２編，文献研究１編であり，

エビデンスレベルの高い研究が求められるが，本研

我が国の CR 研究は調査研究が最も多く，次いで事

究の結果から CR 研究における課題が挙げられた．

例研究が多いことが分かった．システマティックレ

１点目は，調査研究や事例研究が多く，質的分析が

ビューは見られなかった．対象は，OTR を対象と

多い点である．今回見られた実験研究は２編 16）17）

して CR を分析したもの 12 編（内，OTR の経験年

であり，CR に纏わるテーマであるが CR そのもの

数などを特定しないもの３編，熟練 OTR を対象と

を直接的に変数化したものではなかった．ここに２

したもの５編，新人 OTR を対象としたもの４編），

点目の課題がある．OTR の思考過程を表現した CR

症例を通じて OTR の CR を説明したもの４編，作

は定量化することが難しい．OTR の CR はこれまで，

業療法学生を対象としたもの４編，文献を対象とし

OTR へのインタビューの結果を質的に分析 18）19）す

たもの１編であった（尚１編の文献で２つ以上の対

るか，事例を通して分析 20-23）されてきた．鈴木ら 24）

象があった場合は，それぞれカウントした）．分析

は VTR 観察の前後に着目した情報領域の量の比較

方法は，質的分析が９編，量的分析が７編見られた．

によって，林 25）は事例情報に対する優先順位を数量

得られた CR の知見から，事例を通じて OTR の CR

化することによって定量化を試みているものの，CR

を分析した研究５編，OTR の CR を質的に分析した

を定量化する方法として標準化されているとは言い

研究が３編，CR を定量化して比較した研究が３編，

難い．最後は発表数の少なさである．CR を定量化

作業療法教育に関する調査研究が２編，作業療法教

することが標準化されれば実験的に CR を検証する

育に関する介入研究が２編，文献研究が１編，が見

ことも可能となる．RCT によって CR が検証され，

られた．結果を表１にまとめた．

発表数が増えればシステマティックレビューやメタ
アナリスも可能となるであろう．

Ⅳ

考察

鈴木 26）は，資料映像の観察評価における着目点と

１．CR の研究動向

推論内容における熟練 OTR 群の特徴を①広範囲②

今回の文献研究の結果から，1993 年に我が国に

詳細③多様な表現④複雑な関連づけ，と質的・計量

CR 概念が導入されてから 2014 年までに 16 編の論

的に分析した結果をまとめている．このように熟練
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OTR の CR 能力が明らかになれば，OTR としてど

彼らが重視する作業に関する叙述データに注目し，

の程度習熟しているのかについて評定できるように

対象者の問題の作業の意味を知り，それに沿った援

なり，CR 能力を定量的に検証することが可能とな

助ができたとしている．しかし，小田原 32） は OTR

ると思われる．今後はこれまで通り領域別の OTR

が満足しなかった事例を分析し，OTR は対象者と共

の CR を質的に分析することに合わせて，CR の定

に作業に従事したが，作業の意味を共有して同じ目

量化を図る研究が望まれる．

標を目指すことはなかったので充実感を持てなかっ
たとしている．作業療法は対象者を作業的存在とし

２．CR 研究が与える作業療法教育に対する示唆

て捉え，対象者と共に生活の再構築を図る．対象者

今回得られた CR 研究の結果から，作業療法教育

と OTR は共に作業療法に取り組むパートナーであ

における活用方法について検討する．尚，作業療法

り，対象者の望む生活に向けて作業の可能化を通し

教育とは一般的には養成校における学内教育を指す

て協業していく．その際 OTR の叙述的リーズニン

ことが多いが，ここでは臨床実習や卒後の新人教育，

グが重要となり，それはお互いの関係の深まりと共

またその後も続く作業療法士としての成長を意味す

に対象者と OTR が関係を築きながら課題を調整し

る生涯教育までを含むものとする．

ていく相互交流的リーズニング３）に発展するであろ

これまで CR 研究によって熟練 OTR の CR の特徴

う．

３）

や成長過程が明らかになっている ．熟練 OTR の

上村ら 33）は養成校で教授する CR は診断的リーズ

CR を明らかにすることは作業療法業界全体にとっ

ニングに偏っていたと報告している．各リーズニン

て蓄財となり

21）

，臨床場面において対象者に還元さ

グは OTR の成長と共に発達し，初心者は手続き的

れることが望まれる．しかしながら作業療法学生や

リーズニングを使い，叙述的リーズニングを実践に

新人 OTR にとってはこのような知見が自身の経験

用いることは難しいが，成長するにつれ使えるリー

に伴って実践されるまでは相応の時間と訓練が必要

ズニングのタイプが増え，熟練者になると膨大な知

27）

であろう．Yerxa

は，作業療法士の専門職として
28）

識を基に瞬時にパターン認識することが可能とな

は作業療

り，対象者の人生物語を作り出すことができると言

法士としての成長は悩み苦しんだ，あるいは失敗し

う３）．熟練 OTR の CR を身に付けるためには，CR

た事例からの学びと，成功例で経験した専門職とし

の概念及び８つのタイプ，CR の成長過程について

ての満足など，臨床の実践から得られるものである

知り，事例を基に思考を言語化し，自身の CR につ

の存在価値は臨床実践にあるとし，村田

としている．野藤ら

20）21）

22）

は症例への CR

いて検討を続けることが重要になると思われる．作

を再検討することで臨床の経過を見直すことに繋が

業療法学生を対象として京極ら 16），林ら 17）が CR の

り，事例にとって建設的な介入に繋がったとしてい

教育方法に関する報告をしているものの CR をどの

る．OTR の CR は事例との関わりから生まれており，

ように教授すべきかについては触れられていない．

事例研究が CR 能力を育成する上で重要な方法であ

理学療法教育領域では，有馬 34）が CR 教授法につい

ると言える．

て，河西 35）が CR 能力を高める教育的アプローチに

，宗形ら

CR 能力の成長の観点から注目すべきリーズニン

ついて述べている．作業療法は学問としての複雑性

グは叙述的リーズニングや相互交流的リーズニング

を包含する 36）．CR は OTR の思考過程を説明したも

である．高橋ら 29），田中ら 30） はアプローチに失敗

のであるため，職業の持つ専門性を表す．そのため，

した事例に対して，生育歴に注目したプログラムを

その教授方法も独自性を含むであろう．作業療法の

立案し直したことにより事例に変化が生まれたこと

専門性を表す OTR の CR をどのような方法で教授

から叙述的リーズニングの重要性を述べている．叙

すべきか，学内教育，臨床実習，臨床教育における

述的リーズニングは対象者が置かれている状況の意

具体的な実践方法やその成果について今後も CR 教

味を理解するために，語りを利用するリーズニング

授法の探索が求められるであろう．

３）

のことを言う ．山内ら

31）

は対象者の問題が彼らの

文脈で持つ意味を理解することの重要性を認識し，
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龍太郎

智成

宗形

長谷

憲雄

亜遊

拡志

亜遊

悦子

憲雄

鈴木

林

西川

林

小田原

鈴木

著者

対象
作業療法学生29名と 熟練
作業療法士23名

作業療法士1名

作業療法士81名と作 業療
法学生113名

70歳代男性，心原性 左脳
塞栓

作業療法学生66名

新人作業療法士7名，ベ
テラン作業療法士9名

60歳代男性，脳梗塞

臨床経験10年以上の 作業
療法士5名，4年未満5名

タイトル

脳卒中片麻痺患者に対する
作業療法観察評価の着目点と推論内容
-作業療法学生と熟練作業療法士の比較研究-

新しい作業的場所
-作業療法士のクリニカルリーズニング-

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 -

A-ONEで効果的な治療戦略が立案でき た
左脳塞栓の一事例
-ADL障害から高次脳機能障害を
クリニカルリーズニングする重要性 -

作業療法専門学生の作業療法への
志向性を高める講義
-クリニカル・リーズニングの教育を通して-

作業療法士が初回評価時に着目する
対象者の情報に関する研究
-新人とベテランの比較研究-

価値ある作業に従事することで
生活を再構築し始めた事例

脳性マヒ児に対する作業療法における
クリニカルリーズニング区分の研究

1

調査研究

事例研究

調査研究

実験研究

事例研究

調査研究

調査研究

調査研究

研究類型

質的分析

質的分析

量的分析

量的分析

質的分析

量的分析

質的分析

質的分析

分析方法

2012

2011

2010

2007

VTR観察の前後とも着目した情報領域と作 業療法士の経験には差は認
められず，着目する情報でクリニカルリー ズニング技能の違いを説
明することはできないとの結果を示してい る．
リーズニングを見直し，主に生活史と作業 バランスを踏まえたリー
ズニングによって価値を置く作業を導き出 し，その作業に従事する
ことで本事例に良循環が生じた．作業に焦 点を当てた介入と，クラ
イエントが価値を置く作業に従事すること の効果と重要性が改めて
示唆されたとしている．
治療介入上の推論を記述し，4種類に類型 化している．また，臨床場
面の楽しい雰囲気の維持は，対象児の作業 遂行を継続し発達を促
し，作業療法を効果的に展開する上で重要 なリーズニングの一つで
あると示めしている．

2014

作業療法士と作業療法学生は同様の回答傾 向を見せたが，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 のが多かったとしてい
る．

講義終了時のアンケートから作業療法への 志向性の高まりが見ら
た．作業療法専門学生の作業療法への志向 性を高めるために，事例
を基に作業療法士がクリニカルリーズニン グを伝えていくことの重
要性を示唆している．

2014

状況を共有し同じ方向を目指す作業的場所 だけでなく，患者の生活
の安全・安心のために作業療法士が患者と 共に作業に従事する作業
的場所があるとすることによって，患者の 新生活の構築という治療
的意味に加え，患者の安全な日常生活の参 加という新しい治療的意
味があることを示唆している．

2013

2014

熟練作業療法士群の特徴は①広範囲②詳細 ③多様な表現④複雑な関
連づけ，作業療法学生群は①限定的な範囲 ②表面的視点③貧困な表
現④短絡的な関連付けとまとめられた．

車椅子駆動と食事で神経行動学的障害の改 善にあわせて介助量の軽
減を認め，A-ONEによるクリニカルリーズ ニングの有効性を示唆して
いる．

発行年

CRの 知見

1 我が国におけるClinical
Clinical Reasoning
Reasoning に関する研究論文の題名と概要
表１ 表我が国における
に関する研究論文の題名と概要
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弘幸

智子

上村

テル子

弘幸

野藤

岩崎

野藤

幹

真

京極

藤本

真

龍太郎

京極

長谷

著者

対象

調査研究

事例研究

ベテラン作業療法士2名
筋萎縮性側索硬化症 の45
歳男性，多発性脳梗 塞と
脳血管性認知症の90歳女
性，頭部外傷の23歳 女
性，脳出血の81歳男 性

新卒作業療法士11名

ダウン症，14歳，女 性

作業療法養成校14校

重症心身障害児を対象とした
作業療法士の治療の実践過程の分析

事例研究を通して見えてくるもの
-クリニカルリーズニングと協業-

臨床を経験した学生の自己評価の変化と
作業療法実践に役立つ実習指導
-成績ならびに指導方法に対す る
学生へのアンケート調査報告-

クリニカルリーズニングの変化が
作業療法経過に影響を及ぼした一例

学内授業で対象者の個別状況を
多面的に考慮した作業療法技能を育てるために

2

調査研究

事例研究

調査研究

調査研究

熟練作業療法士16名 ，新
人作業療法士10名

非構成的評価法の確かさに
影響する条件とは何か

実験研究

作業療法学生19名

非構成的評価法教育プログラムの
開発と実践の有効性

文献研究

研究類型

量的分析

質的分析

量的分析

質的分析

質的分析

量的分析

量的分析

質的分析

分析方法

2004

2003

2002

1999

2種類の実習方法;「積み上げ方式(ボトム アップ方式)」と「クリニ
カルリーズニング先行方式(トップダウン 方式)」では，トップダウ
ン方式が臨床的有効性に直結すると評価し た回答者が多い結果で
あったとしている．

クリニカルリーズニングを再検討すること で作業療法士にとって，
臨床経過を建設的に省み，認識する可能性 を開いた．また，作業療
法の効果をクライエント側から検討するこ とが可能であることが示
唆している．
作業療法のクリニカルリーズニングの授業 と対象者の包括的理解に
役立つ理論的枠組み適用の授業の実施方法 を調査し，診断的リーズ
ニングを教示する学校が最も多いとしてい る．

2005

事例研究を公開することは作業療法学にと って蓄財となり，作業療
法学生や新人作業療法士にとっては作業療 法実践の指針を示すこと
になるとしている．

各作業療法士は，児と児を巡る他者との共 感的関係を築くこと，児
の有意義な時間を作る実践を行い，児と児 を巡る他者との関係を深
め，広げる成果をあげていた．

2006

2007

2007

我が国における1983年から2005年までの検 索では,クリニカルリーズ
ニングに言及した論文は4篇であり，欧米 における1956年から2005年
までの検索の結果,該当した論文数70編で あったとしている．
非構成的評価結果判断能力はクリニカルリ ーズニングの一種である
とし，非構成的評価結果判断能力を向上さ せる非構成的評価教育プ
ログラムを開発し，実践の有効性を検討し ている．プログラムを実
施した結果，非構成的評価教育プログラム は学生の非構成的評価結
果判断能力を向上させたとしている．
クリニカルリーズニングの内容を表現した ものである非構成的評価
法の確かさに影響する条件を明らかにし， 熟練作業療法士・新人作
業療法士群共同意の条件は，作業遂行を通 して変化した語りから作
業有能性を評価し，推論過程の省略が少な く暗黙の前提を共有でき
ることとしている．

発行年

CRの 知見

表 1 我が国における
Clinical
Reasoning に関する研究論文の題名と概要(続き)
我が国における
Clinical
Reasoning
に関する研究論文の題名と概要（続き）

作業療法におけるクリニカルリーズニング概念 欧米のCR論文70編， 日本
の活用に関する文献的研究
のCR論文4編

タイトル

表１

我が国の Clinical Reasoning に関する研究動向

我が国の作業療法における Clinical Reasoning に関する研究動向
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作業療法教育研究会研究助成報告 2013 年度助成
作業療法士のキャリア形成に影響を及ぼす要因に関する研究
−認定作業療法士のキャリアコンピテンシーとの比較から−
An Investigation of factors influencing career development of occupational therapists
−Comparison of career competences of certified occupational therapists−
北上

守俊１）２）

Moritoshi KITAKAMI

Japanese Journal of Research for the Occupational Therapy Education 15(1):

27-38, 2015

要旨：本研究は，認定作業療法士（以下，COT）とのキャリアコンピテンシーの差やどのような要因がキャ
リアコンピテンシーに影響を及ぼすのか検討を行った．その結果，作業療法士（以下，OTR）に比し COT
はキャリアコンピテンシーが高く，特に「キャリアアイデンティティー」は OTR に比し COT が高値であっ
た．つまり，作業療法に対する関心や価値を吟味し熟知するプロセスは，継続してキャリアを形成していく
上で重要であることが示唆された．また，キャリアコンピテンシーの影響要因については「キャリアに対す
る認識」が最も影響を及ぼしている可能性が示唆され，上司や同僚等との話し合いを通じて自己のキャリア
のゴールを確認・修正していくプロセスは継続してキャリアを形成していく上で重要な要因であることが明
らかとなった．
キーワード：キャリアコンピテンシー，キャリア形成，卒後教育

１．背景

療法士としての自己研鑽の継続」であると述べてお

１−１．卒後教育の現状とキャリア形成に関して

り３），卒前から卒後まで継続してキャリアを形成し，

作業療法士（Registered Occupational Therapist；

自己研鑽していく事４），生涯学習の習慣化（学び続

以下，OTR）が年々増加している一方で作業療法学

ける力の保持）など長期的な人材育成プログラムの

生の学力低下

１）

や作業療法の質の低下

２）

に関する問

実践が重要である事が報告されている５）．そこで日

題が懸念されている．日本作業療法士協会は OTR

本作業療法士協会は，2013 年から 2017 年までの間，

の資質を高めるための一貫した教育制度の柱として

第２次作業療法５ヵ年戦略を掲げ，その中で専門

2003 年度に生涯教育制度を施行し，2004 年度に認

作業療法士分野の拡大と認定作業療法士（Certified

定作業療法士制度を創設，2009 年度には専門作業療

Occupational Therapist；以下，COT）の資格認定

法士制度が始動している．制度が始動した主たる目

の在り方，OTR の質の向上のため生涯教育制度に

的は「作業療法臨床実践能力の質の向上」と「作業

試験制度の導入等を検討している６）．2015 年２月６
日時点，COT は全国で 650 名であり OTR 全体の 0.1％

１）新潟リハビリテーション大学
Niigata University of Rehabilitation
〒 958-0053 新潟県村上市上の山２-16
２-16 Kaminoyama, Murakami City, Niigata 9580053, JAPAN
２）新潟県障害者リハビリテーションセンター
Niigata Prefectural Rehabilitation Center for
Persons with Disabilities

に留まっている７）．
１−２．キャリア形成の関連要因と発達段階に関して
キ ャ リ ア 形 成 は， こ れ ま で に キ ャ リ ア 満 足
度

８ ～ 12）

， 職 務 満 足 度 13 ～ 15）， 職 務 遂 行 能 力 15）， 全

体的生活満足度８） を高めることが実証されている．
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キャリア形成の促進要因として，作業療法領域では，

２．問題の所在と研究目的
臨床実践能力の質の向上や自己研鑽の継続が期待

OTR に求められる知識や技能をマネージメントす
ること

16 ～ 17）

されているがキャリア形成に関しては OTR 自身の

，作業療法領域以外では，どのような

判断に委ねられている．

環境でも自身のキャリアを切り開き続ける行動・思

そこで本研究では，COT と OTR でキャリアコン

考特性（キャリアコンピテンシー）が近年注目され
ている

18 ～ 19）

ピテンシーの程度に差があるのか，そして，どのよ

．

うな要因がキャリアコンピテンシーを促進するのか

キャリアコンピテンシーを促進する要因は，キャ
リアに対する認識
外人脈
ル

19）

，積極性

19 ～ 21）

，相談相手

19）

，開放性

25）

，キャリアコミットメント

24）

いくための基礎資料とする．

，組織キャリ

26）

，キャリア満
３．用語の操作的定義

27）

が報告されている．
28）

Haiyan

を明らかにすることを目的とする．本研究の結果は，
卒前から卒後教育まで継続してキャリアを形成して

，仕事に関係するスキ

，キャリアアイデンティティー

足度

，職場内・

19，22）

23）

ア管理

19）

以下のほかに，論文中で使用している用語の内容

は，キャリアコンピテンシーの構成因

について表１に示した．

子として「キャリアに対する認識」
，
「積極性」，「開
放性」
，
「職場内人脈」
，
「職場外人脈」
，
「相談相手」，

（１）キャリア形成

「仕事に関係するスキル」
，
「キャリアアイデンティ

「技能，専門性，職場内外のネットワークに内包

ティー」
，
「組織キャリア管理」
，
「キャリアコミット

される情報や知識の蓄積が，労働経験の発展する連

メント」
，
「キャリア満足度」の 11 因子について確

続を通して獲得される形成プロセス 31）」と定義する．

認的因子分析を実施した結果，一定の適合度を示し

（２）キャリアコンピテンシー

ている．

「どのような環境でも自身のキャリアを切り開き
29）

キャリアの発達段階について，Super

続ける行動・思考特性 32）」と定義する．

は①【探

索段階】試行期 22 ～ 24 歳，②【確立段階】試行期・
安定期 25 ～ 30 歳，向上期 31 ～ 44 歳，③【維持段
階】45 歳以降等に分けてそれぞれの特徴を述べてい

４．研究内容
（１）研究設問（Research Question；以下，RQ）

る．確立段階は，選択した職業に落ち着き，向上期

RQ １：OTR と COT のキャリアコンピテンシーの

31 ～ 44 歳は職業生活における安定のために努力が

因子構造は妥当であるか？

なされ，維持段階は，新しい地盤が開拓されること

RQ ２：OTR と COT の２群間でキャリアコンピテ

はほとんどなく，職業生活の継続がみられる時期で

ンシーの程度に差があるのか？

30）

あると述べている．一方で，Schein

は 35 ～ 45 歳

RQ ３：年齢によってキャリアコンピテンシーの程

を「中期キャリア危機」の時期であると提言してお

度に差があるのか？

り，気が滅入り，落胆し，モチベーションを失いや

RQ ４：キャリアコンピテンシーに影響を及ぼす要

すい時期であるとも言われている．

因は何か？

表1
項目
キャリアに対する認識
積極性
開放性
職場内・外人脈
相談相手
仕事に関係するスキル
キャリアアイデンティティー
組織キャリア管理
キャリアコミットメント
キャリア満足度

用語の説明

内容
自身の体験や上司・同僚等と話し合いながらキャリアの目標を立てたり、計画すること。
問題・課題に対して現状を打破する為に良い方法を模索したり、良い変化をもたらすために行動すること。
自身のことに対して独創的、想像的、哲学的等であると認識していること。
職場内・外に広い人脈があり、定期的に情報交換等を行っていること。
職場内・外の経験豊富な方（上司や専門家）からキャリアに関する助言を得ること。
作業療法に関わる技能に対し継続的に学習し、遅れをとらないようにすること。
職業に対する関心や価値のことを指す。例えば、作業療法の発展状況を常に把握していること。
職員のキャリア形成に向けて所属機関が能力開発の支援者としてキャリアをマネージメントすることと考えら
れている 33）。本研究では、その定義に準じて用いる。
自己の専門分野や職業への態度・志向性のことと考えられている 34） 。本研究では、その定義に準じて用いる。
自己の職位や収入額等、キャリアに関わる目標の経過に満足している
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ジの認定作業療法士リスト７）から 594 名（2014 年９

（２）研究仮設
RQ １：先行研究 28）と同様に，①職業に対する価値

月 10 日時点）をリスト化した．その後，Microsoft

やモチベーション（キャリアに対する認識，積極性，

Excel の RAND 関数を使用してランダム化し，数値

開放性）
，②ネットワーク（職場内・外人脈，相談

の大きい上位 250 名を抽出した．

相手）
，③スキル・技能（仕事に関係するスキル，キャ

３）調査票：Haiyan28）が作成したキャリアコンピテ

リアアイデンティティー）の３つの構造と促進要

ンシーの測定尺度を翻訳し，調査票を作成した．キャ

因として組織キャリア管理（第１因子：キャリア発

リアコンピテンシー 11 因子と調査項目 63 項目の内

達プログラム，第２因子：キャリア形成の評価と指

容妥当性は Haiyan の研究 28）によって確保されてい

導，第３因子：キャリア教育の実践）
，キャリアコ

るため，原文の意味を損なわないよう配慮し，作業

ミットメント，キャリア満足度の４つの因子構造は

療法領域に応じた日本語訳原案を作成後，調査項目

OTR・COT においても妥当であると考える．

を翻訳経験の豊富な翻訳家に原案を確認してもらっ

RQ２：日本作業療法士協会は，OTR の生涯教育制

た調査票を用いた．

度として COT 制度を開始した．COT は OTR に比

キャリアコンピテンシーの尺度（質問文：「質問

し継続して日本作業療法士協会が開催する研修会を

項目はキャリア形成に関連する項目です．あなたが

受講する機会が多い．それも影響しキャリアコンピ

最も当てはまるものを選んでください．」）は，７件

テンシーは COT が OTR に比し高いと考える．

法で評定した．１= 全く当てはまらない，２= 当て

RQ ３：Super の前述した発達段階

29）

の特徴からす

はまらない，３= あまり当てはまらない，４= どち

ると OTR，COT 共に 30 歳代まではキャリアコンピ

らとも言えない，５= やや当てはまる，６= 当ては

テンシーが高まっていくが，40 歳代になると変化は

まる，７= よく当てはまる，で回答を求めた．

少なくなると考える．

４）データ収集方法：調査期間は 2014 年９月 26 日

RQ４：キャリアコンピテンシーの促進要因として，

～ 11 月 18 日であり，無記名自記式質問紙調査法に

先行研究と同様

28）

にキャリアに対する認識，
積極性，

よる調査票を郵送にて実施した．

開放性，職場内・外人脈，相談相手，仕事に関係す

５）データ分析方法

るスキル，キャリアアイデンティティー，組織キャ

RQ１：先行研究 28） で用いた４つの因子（キャリア

リア管理，キャリアコミットメント，キャリア満足

コンピテンシー，組織キャリア管理，キャリア満

度が影響していると考える．

足度，キャリアコミットメント）について OTR と

（３）方法

COT を合わせたデータでも適合するのか確認的因

１）対象：OTR は，日本作業療法士協会が 2003 年

子分析を用いて検討した．先行研究 28）と同様にキャ

度に発行（2003 年９月１日時点）した会員名簿 35）

リアコンピテンシーは，①職業に対する価値やモチ

から 249 名を抽出した．COT は，日本作業療法士協

ベーション，②ネットワーク，③スキル・技能の３

７）

から 250

要因，組織キャリア管理は，①キャリア発達プログ

名を抽出した．１施設に対し１名に依頼し合計 499

ラム，②キャリア形成の評価と指導，③キャリア教

名に調査票を郵送した．

育の実践の３要因に分類し分析した．

２）サンプリング方法：OTR の 249 名は，2003 年

RQ２：独立変数を OTR，COT，従属変数をキャリ

会ホームページの認定作業療法士リスト

35）

をもとに全国の施設から抽出した．

アコンピテンシー，組織キャリア管理，キャリア満

新人からベテランが所属している可能性を考慮し，

足度，キャリアコミットメントの程度とし，それぞ

会員名簿１施設に対し７名以上 OTR の氏名が記載

れについて Shapiro-Wilk 検定による正規性の検定

されている全国の施設を抽出した．OTR の経験年

後，対応のない t 検定または Mann-Whitney 検定を

数のデータの偏りを考慮し 20 歳代，30 歳代，40 歳

用いて処理を行った．

代以降の３段階（20 歳代；83 施設，30 歳代；83 施

RQ ３：独立変数を OTR と COT の年齢，従属変数

設，40 歳代；83 施設）に分けて調査票を郵送した．

をキャリアコンピテンシー，組織キャリア管理，キャ

COT の 250 名は，日本作業療法士協会ホームペー

リア満足度，キャリアコミットメントの程度とし，

度の会員名簿
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それぞれについて Shapiro-Wilk 検定による正規性

（２）基本属性について（表２）

の検定後，一元配置分散分析（多重比較法：Tukey

年齢は，OTR は 33.8±7.54 歳，COT は 42.9±8.32

法）または Kruskal-Wallis 検定（多重比較法：Steel-

歳であり，OTR と COT の年齢の差について Mann-

Dwass 検定）を用いて処理を行った．

Whitney 検定を行った結果，１％有意水準で有意

RQ４：キャリアコンピテンシーの合計平均値を算

差 を 認 め た（p<0.01， 効 果 量 =0.50）．OT の 経 験

出し，その後数値の高い順に並び替えた．中央値を

月 数 は，OTR は 123.8±86.3 ヵ 月，COT は 241.0±

基準にデータを２群に分け，中央値より下位を「０

104.3 ヵ月であり，OTR と COT の経験月数の差に

= 低群」
，上位を「１= 高群」としたものを従属変数，

ついて Mann-Whitney 検定を行った結果，１％有意

キャリアに対する認識，積極性，開放性，職場内・

水準で有意差を認めた（p<0.01，効果量 =0.53）．ま

外人脈，相談相手，仕事に関係するスキル，キャリ

た，COT の経験月数は 63.3±45.4 ヵ月であった．活

アアイデンティティー，組織キャリア管理，キャリ

動領域は，OTR は身体障害（急性期）18 名（11.5％）
，

アコミットメント，キャリア満足感を独立変数とし

身体障害（回復期）65 名（41.7％），身体障害（維持期）

て重回帰分析（ステップワイズ法）を用いてキャリ

28 名（18.0％），精神障害 26 名（16.7％），小児４名

アコンピテンシーの影響要因を検討した．本研究の

（2.56％），教育０名（０％），行政１名（0.64％），老

分析は統計解析ソフトウェア R 2.15.1 と Amos 22.0

人 12 名（7.69％），COT は身体障害（急性期）39 名
（22.7％），身体障害（回復期）30 名（17.4％），身体

を用いた．
６）倫理的配慮：新潟大学医学部倫理審査委員会の

障害（維持期）21 名（12.2％），精神障害 12 名（6.98％）
，

承認（1932）を得て実施した．

小児 11 名（6.40％），教育 42 名（24.4％），行政２名
（1.16％），老人 10 名（5.81％）であった．

５．結果

（３）キャリアコンピテンシーの構成概念妥当性の
結果（表３）

（１）回収率

キ ャ リ ア コ ン ピ テ ン シ ー 尺 度 63 項 目 が 先 行 研

調 査 票 を 499 件郵送し，284 通（回収率 56.9 ％）
の返信があった．その内，４通が研究協力者のご厚

究 28）の結果と同様に 11 因子の構造となることを確

意で複数部調査票の返信があり，44 件の調査票が追

かめるために確認的因子分析を行った．パラメータ

加となった．そのため，328 件を分析対象とした．

の推定法は最尤法とした．11 の因子からそれぞれ

表２

基本属性の結果

N ＝ 328

OTR（％） COT（％）
69（44.2）
98（57.6）
87（55.8）
72（42.4）
年齢（156/170）
33.8±7.54
42.9±8.32
OT 経験月数（156/168）
123.8±86.3 241.0±104.3
COT 経験月数（－/153）
―
63.3±45.4
活動領域（156/171）
身体障害（急性期） 18（11.5）
39（22.7）
身体障害（回復期） 65（41.7）
30（17.4）
身体障害（維持期） 28（18.0）
21（12.2）
精神障害
26（16.7）
12（6.98）
小児
4（2.56）
11（6.40）
教育
0（0）
42（24.4）
行政
1（0.64）
2 （1.16）
老人
12（7.69）
10（5.81）
その他
2（1.28）
4 （2.32）
最終学歴（156/168）
専門学校
83（53.2）
53（30.8）
短期大学
13（8.33）
15（8.72）
4 年制大学
50（32.1）
44（25.6）
32（18.6）
大学院（修士課程） 9（5.77）
大学院（博士課程） 1（0.64）
24（14.0）
項目（n（OTR/COT）
）
性別（156/170）



：Mann-Whitney 検定

内容

男性
女性

：χ2検定



ns：not significant

− 30 −

p値
<0.05

効果量
―

<0.01 
<0.01 
<0.01

0.50
0.53
―
―

<0.01

―
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該当する項目が影響を受け，すべての因子間に共

向上期 31 ～ 44 歳，【維持段階】45 歳以降）分けて

分散を仮定したモデルで分析を行ったところ，適

OTR と COT それぞれのキャリアコンピテンシーの

合 度 指 標 は GFI=0.91，CFI=0.90，RMSEA=0.073，

程度を比較した．
「 キ ャ リ ア に 対 す る 認 識 」 は 25 ～ 30 歳（t 値

AIC=327.5 であり，一定の適合が得られた．
（４）OTR と COT のキャリアコンピテンシーの平

=-1.12，df =55，ns）は有意差を認めなかったが，
31 ～ 44 歳（t 値 =-2.01，df =157，p<0.05）， と 45

均値・標準偏差と２群間の差について
キャリアコンピテンシー 63 項目の OTR と COT

歳 以 降（t 値 =-2.36，df =91，p<0.05） は OTR に

の平均値と標準偏差の結果を表４に示した．OTR

比し COT が有意に高かった．「積極性」は，25 ～

と COT のキャリアコンピテンシーの程度を比較し

30 歳（t 値 =-0.79，df =55，ns） と 45 歳 以 降（t 値

た結果，
81.8％
（９因子/11 因子）
で有意差を認めた（表

=-1.42，df =91，ns）では有意差を認めなかったが，

５）
．
「キャリアに対する認識（t 値 =-3.92，df =326，

31 ～ 44 歳（p<0.01）は OTR に比し COT が有意に

p<0.01）
」
，
「積極性（p<0.01）
」
，
「開放性（p<0.01）」，

高かった．「開放性」は，25 ～ 30 歳（p<0.01），31

「職場内人脈（p<0.01）
」
，
「職場外人脈（p<0.01）」，
「仕

～ 44 歳（t 値 =-2.26，df =157，p<0.05），45 歳 以

事に関係するスキル（p<0.01）
」
，
「キャリアアイデン

降（t 値 =-2.33，df =91，p<0.05） と も に OTR に

ティティー（t 値 =-6.17，df =326，p<0.01）
」
，「キャ

比し COT が有意に高かった．「相談相手」は，25

リアコミットメント（p<0.01）
」
，
「キャリア満足度

～ 30 歳（t 値 =-0.22，df =55，ns），31 ～ 44 歳（t

（p<0.01）
」の９因子は OTR に比し COT の方が有意

値 =-0.85，df =157，ns），45 歳 以 降（ns） と も に

に高かった（表４）
．効果量は，
「キャリアアイデン

有 意 差 を 認 め な か っ た．「 職 場 内 人 脈 」 は，25 ～

36）

ティティー（効果量 =0.68）
」の１因子が Cohen

が

30 歳（t 値 =0.32，df =55，ns），31 ～ 44 歳（t 値
=-1.36，df =157，ns），45 歳以降（ns）ともに有意

提唱する「効果量大（0.5 以上）
」であった．
（５）OTR と COT のキャリアコンピテンシーの年

差を認めなかった．「職場外人脈」は，25 ～ 30 歳
（t 値 =-0.53，df =55，ns） は 有 意 差 を 認 め な か っ

齢差について
表５は OTR と COT の総計で比較を行ったが，表
６は Super のキャリアの発達段階を参考

29）

に年齢

を３群に（
【確立段階】試行期・安定期 25 ～ 30 歳，

表３

たが，31 ～ 44 歳（p<0.01），と 45 歳以降（p<0.01）
は OTR に 比 し COT が 有 意 に 高 か っ た．「 仕 事 に
関 係 す る ス キ ル 」 は，25 ～ 30 歳（p<0.05），31 ～

キャリアコンピテンシーの確認的因子分析結果（標準化推定値） N=328

キャリア発達プログラム
キャリア形成の評価と指導
キャリア教育の実践
間違いなく作業療法士としてキャリアが欲しい
全てをやり直せたとしても作業療法士のキャリアを選ぶと思う
他の人にも作業療法士の職を薦めると思う
働かなくても生活できる経済力があったとしても作業療法士を続けると
思う
膨大な私的時間を作業療法に関わる学会誌や本に費やしている
職業に対する価値やモチベーション
ネットワーク
スキル・技能
目標収入額を達成するための経過に満足している
出世目標を達成するための経過に満足している
新たな専門技術の開発目標を達成するための経過に満足している
総合的キャリア目標を達成するための経過に満足している
作業療法士キャリアで得た成果に満足している
因子間相関
①
②
③
④

①
.64
.68
.52

②

②
.42
－

.80
.86
.80

③
.79
.54
－

①組織キャリア管理、②キャリアコミットメント、③キャリアコンピテンシー、④キャリア満足度
GFI=0.91、CFI=0.90、RMSEA = .073、AIC=327.5
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④

.62
.80
.67
.53
.48

①
－

③

.51
.64
.71
.91
.75
④
.51
.45
.51
－

作業療法士のキャリア形成に影響を及ぼす要因に関する研究−認定作業療法士のキャリアコンピテンシーとの比較から−

表４

キャリアコンピテンシーの平均値・標準偏差と有意差
項目（n（OTR/COT）
）

【キャリアに対する認識】クロンバックα係数 0.77
明確なキャリアのゴールと計画がある（154/172）
キャリアのゴールにつながる職務に現在就いている（154/171）
新たな情報や経験に基づいてキャリアの目標を変更もしくは修正している（153/172）
自ら率先し上司と自分のキャリア目標について話し合いしたことがある（156/172）
尊敬する同僚に自分の仕事ぶりについてフィードバックを求めたことがある（156/171）
上司に自分の具体的な強みと弱みについて話す機会を求めたことがある（155/172）
【積極性】クロンバックα係数 0.80
生活向上のために新たな仕事のやり方を探している（155/172）
自分の活動地域に変化をもたらすことに意欲を感じる（156/171）
仕事に変化をもたらすことに意欲を感じる（155/172）
自分のアイデアが現実化すること以上に興奮する事はない（155/172）
チャンスを見つけることが得意だ（156/171）
ピンチをチャンスに変えることが得意だ（155/172）
物事に対して効率の良い方法を常に探す方だ（156/172）
問題が生じた際には、真正面から挑んでいく（156/172）
困っている人を見たら出来る限り力になる（156/172）
【開放性】クロンバックα係数 0.85
私は独創的（クリエイティブ）である（155/172）
私は想像力に富んでいる（156/172）
私は哲学的（理性的）である（156/172）
私は知性的である（156/172）
【相談相手】クロンバックα係数 0.64
職場内の経験豊富な上司や先輩からキャリアについて助言を得ている（156/172）
職場外の経験豊富な上司や先輩からキャリアについて助言を得ている（155/172）
プロの専門家からキャリアについて助言を得ている（156/172）
【職場内人脈】クロンバックα係数 0.80
職場内に多くの知り合いがいると同僚に言われる（156/171）
職場内の多くのスタッフが私を知っている（156/172）
職場内に広い人脈がある（156/172）
仕事で問題を抱えている時、誰に相談するべきかを知っている（156/172）
同僚は私と恊働（連携）することが好きだ（155/168）
職場内に有力なコネがある（155/170）
【職場外人脈】クロンバックα係数 0.85
作業療法士にたくさんの知り合いがいる（155/170）
職場外に多くの知り合いがいると同僚に言われる（154/170）
職場外の人と定期的に情報交換（勉強会など）している（155/170）
【仕事に関係するスキル】クロンバックα係数 0.85
キャリアに関わる継続的な学習をしている（155/170）
スキルアップの機会を探している（154/170）
作業療法に関係する多様な技能を習得している（155/170）
作業療法に関わる技能を常に更新している（155/170）
作業療法の動向や進歩に遅れを取らないようにしている（155/170）
【キャリアアイデンティティー】クロンバックα係数 0.69
キャリア目標に関わる専門団体に加入した（153/169）
仕事のためになる活動に余暇を費やした（155/170）
仕事に関連する学位取得に向けてコースを受講している（155/170）
作業療法の発展状況を常に把握している（155/170）
【組織キャリア管理】
＜①キャリア発達プログラム＞クロンバックα係数 0.73
職場から継続的な教育のための財政的な支援がある（154/169）
経験を得るために関連組織内での配置転換（病院から老人保健施設など）を経験した（155/169）
後継者育成計画、主任の交代の可能性、昇進の可能性を告げられたことがある（155/169）
職場内の求人掲示（インターネットなど）でスタッフの欠員を知らされたことがある（155/168）
職場で昇進と評価のための人事制度を導入している（155/169）
＜②キャリア形成の評価と指導＞クロンバックα係数 0.64
自分の業務での言動に関して業績評価を経験している（153/170）
自分の成果に関して明確な評価を受けている（155/170）
必要な時に、上司・先輩から必要なキャリアアドバイスをもらったことがある（154/170）
上司と自分のキャリア開発計画について話し合ったことがある（154/170）
入職時のオリエンテーションで、職場の理念や歴史について学んだ（155/170）
＜③キャリア教育の実践＞クロンバックα係数 0.68
外部の勉強会や研修会へ参加する方である（155/170）
職場でキャリア開発に役立つ学習の機会を得ている（155/170）
職場内の勉強会や研修会に参加する（154/170）
【キャリアコミットメント】クロンバックα係数 0.74
間違いなく作業療法士としてのキャリアが欲しい（155/170）
全てをやり直せたとしても作業療法士のキャリアを選ぶと思う（155/169）
他の人にも作業療法士の職を薦めると思う（153/169）
働かなくても生活できる経済力があったとしても作業療法士を続けると思う（155/170）
余暇時間を作業療法に関わる学会誌や専門書を読む時間に費やしている（155/170）
【キャリア満足度】クロンバックα係数 0.84
目標とする収入額を達成するための経過に満足している（156/170）
出世目標を達成するための経過に満足している（155/170）
新たな専門技術の開発や発見に満足している（156/171）
キャリア目標を達成するための経過に満足している（156/171）
作業療法士のキャリアで得た成果に満足している（156/171）
MEAN：平均値 SD：標準偏差 2 群間の統計処理： Mann-Whitney 検定 ns：not significant
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MEAN±SD
OTR

MEAN±SD
COT

p値

効果量

3.91±1.47
3.99±1.50
4.20±1.54
3.33±1.61
3.33±1.61
3.26±1.55

4.67±1.52
4.68±1.52
5.00±1.49
3.57±1.90
3.84±1.86
3.42±1.88

<0.01
<0.01
<0.01
ns
ns
ns

0.25
0.21
0.24
0.06
0.05
0.04

4.41±1.54
4.25±1.59
4.70±1.38
3.69±1.54
3.78±1.22
3.70±1.22
4.81±1.30
4.28±1.22
5.06±1.02

4.88±1.68
5.06±1.49
5.40±1.36
4.14±1.51
4.36±1.26
4.14±1.24
5.27±1.32
4.72±1.20
5.34±1.00

<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01

0.17
0.26
0.26
0.15
0.23
0.18
0.19
0.17
0.14

3.66±1.28
3.72±1.27
3.55±1.29
3.29±1.26

4.33±1.39
4.33±1.35
4.12±1.33
3.89±1.25

<0.01
<0.01
<0.01
<0.01

0.24
0.23
0.22
0.25

4.09±1.49
3.86±1.64
2.60±1.64

3.81±1.85
4.34±1.87
2.59±1.78

ns
<0.01
ns

0.07
0.16
0.03

3.53±1.50
4.59±1.34
3.94±1.31
5.11±1.24
4.47±0.98
3.05±1.55

3.78±1.65
5.18±1.46
4.29±1.43
5.41±1.15
4.57±1.13
3.62±1.52

ns
<0.01
<0.01
<0.05
ns
<0.01

0.08
0.23
0.15
0.11
0.06
0.19

3.94±1.43
3.43±1.51
3.81±1.73

4.81±1.47
4.46±1.67
4.96±1.63

<0.01
<0.01
<0.01

0.30
0.32
0.33

3.79±1.60
4.77±1.37
3.65±1.26
4.06±1.20
4.35±1.24

4.76±1.72
5.44±1.31
4.52±1.17
4.78±1.14
5.18±1.12

<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01

0.30
0.27
0.35
0.31
0.33

3.11±1.89
3.87±1.58
2.30±1.70
3.83±1.23

4.27±2.03
4.71±1.61
2.93±2.25
4.75±1.21

<0.01
<0.01
<0.05
<0.01

0.28
0.26
0.11
0.37

3.71±1.64
3.51±2.30
3.47±2.16
3.33±2.15
4.53±2.01

3.92±1.85
3.89±2.37
4.50±2.12
3.32±2.17
4.38±2.28

ns
ns
<0.01
ns
ns

0.07
0.07
0.24
0.01
0.01

3.99±1.57
4.21±1.29
4.58±1.41
3.49±1.48
5.18±1.46

4.36±1.79
4.27±1.45
4.07±1.76
3.58±1.78
4.54±1.86

<0.05
ns
<0.05
ns
<0.01

0.12
0.02
0.13
0.02
0.17

4.45±1.43
3.92±1.49
5.85±0.93

5.21±1.37
4.11±1.61
5.61±1.36

<0.01
ns
ns

0.29
0.08
0.05

4.54±1.59
4.20±1.39
4.22±1.30
4.71±1.58
3.74±1.47

5.00±1.46
4.49±1.68
4.50±1.60
4.98±1.75
4.54±1.46

<0.01
<0.05
ns
<0.05
<0.01

0.15
0.12
0.10
0.11
0.27

3.40±1.25
3.36±1.21
3.71±1.26
3.62±1.19
3.97±1.24

3.80±1.32
3.70±1.37
4.08±1.40
4.21±1.40
4.48±1.44

<0.01
<0.05
<0.01
<0.01
<0.01

0.15
0.13
0.16
0.22
0.19
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44 歳（p<0.01）
，45 歳 以 降（p<0.01） と も に OTR

に有意差を認めなかった．「キャリアコミットメン

に 比 し COT が 有 意 に 高 か っ た．
「キャリアアイ

ト 」 は，25 ～ 30 歳（ns） と 45 歳 以 降（ns） で は

デ ン テ ィ テ ィ ー」 は，25 ～ 30 歳（t 値 =-2.37，

有意差を認めなかったが，31 ～ 44 歳（p<0.05）は

df =55，p<0.05）
，31 ～ 44 歳（t 値 =-4.06，df =157，

OTR に比し COT が有意に高かった．「キャリア満

p<0.01）
，45 歳 以 降（t 値 =-2.12，df =91，p<0.05）

足度」は，25 ～ 30 歳（ns）と 45 歳以降（ns）では

ともに OTR に比し COT が有意に高かった．「組織

有意差を認めなかったが，31 ～ 44 歳（t 値 =-2.21，

キ ャ リ ア 管 理 」 は，25 ～ 30 歳（ns）
，31 ～ 44 歳

df =157，p<0.05）は OTR に比し COT が有意に高かっ

（t 値 =-1.28，df =157，ns）
，45 歳 以 降（ns） と も

た．効果量は，「効果量大：0.5」以上の値を示した

表５

OTR と COT のキャリアコンピテンシーの程度の比較結果

項目（n（OTR/COT））
キャリアコンピテンシー
キャリアに対する認識（156/172）
積極性（156/172）
開放性（156/172）
相談相手（156/172）
職場内人脈（156/172）
職場外人脈（156/172）
仕事に関係するスキル（156/172）
キャリアアイデンティティー（156/172）
組織キャリア管理（156/172）
キャリアコミットメント（156/172）
キャリア満足度（156/172）
*：対応のない t 検定

表６



： Mann-Whitney 検定

OTR

COT

p値

効果量

3.71±1.08
4.30±0.83
3.56±1.04
3.52±1.19
4.12±0.94
3.70±1.39
4.10±1.10
3.26±1.20
4.14±0.89
4.26±1.06
3.61±0.92

4.19±1.16
4.81±0.81
4.17±1.09
3.58±1.43
4.47±1.00
4.69±1.45
4.88±1.11
4.11±1.31
4.26±1.00
4.65±1.23
4.04±1.15

<0.01*
<0.01
<0.01
ns
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01*
ns
<0.01
<0.01

0.43
0.31
0.29
0.04
0.20
0.36
0.38
0.68
0.08
0.20
0.23

ns：not significant

OTR と COT のキャリアコンピテンシーの年齢差の結果

項目（n（OTR/COT））
年齢
OTR
COT
キャリアコンピテンシー
キャリアに対する認識（47/10） 25～30
3.65±1.04 4.07±1.12
3.86±1.08 4.24±1.20
（79/80） 31～44
3.47±1.26 4.21±1.11
（16/77） 45～
4.17±0.84 4.40±0.76
積極性（47/10） 25～30
4.34±0.83 4.99±0.86
（79/80） 31～44
4.42±0.91 4.71±0.71
（16/77） 45～
3.46±0.86 4.40±0.83
開放性（47/10） 25～30
3.66±1.21 4.10±1.24
（79/80） 31～44
3.64±0.79 4.23±0.94
（16/77） 45～
相談相手（47/10） 25～30
3.67±1.17 3.77±1.52
（79/80） 31～44
3.48±1.22 3.66±1.46
（16/77） 45～
3.42±1.16 3.50±1.40
職場内人脈（47/10） 25～30
4.01±0.94 3.90±0.99
（79/80） 31～44
4.23±0.94 4.45±1.05
4.38±0.93 4.58±0.90
（16/77） 45～
3.77±1.38 4.03±1.70
職場外人脈（47/10） 25～30
3.72±1.42 4.70±1.50
（79/80） 31～44
3.63±1.76 4.78±1.36
（16/77） 45～
4.08±1.28 5.12±1.27
仕事に関係するスキル（47/10） 25～30
4.18±1.05 4.98±1.16
（79/80） 31～44
3.93±1.20 4.74±0.97
（16/77） 45～
3.13±1.22 4.15±1.29
キャリアアイデンティティー（47/10） 25～30
3.43±1.30 4.28±1.36
（79/80） 31～44
3.27±0.84 3.95±1.24
（16/77） 45～
組織キャリア管理（47/10） 25～30
3.99±1.01 3.96±0.88
（79/80） 31～44
4.25±0.84 4.42±0.91
（16/77） 45～
4.40±0.94 4.18±1.06
25～30
4.03±1.11 4.42±1.32
キャリアコミットメント（47/10）
4.28±1.04 4.63±1.12
（79/80）
31～44
4.61±1.16 4.67±1.28
45～
（16/77）
25～30
3.41±0.97 3.66±0.95
キャリア満足度（47/10）
31～44
3.70±0.90 4.05±1.10
（79/80）
45～
4.00±0.71 4.07±1.20
（16/77）
*：対応のない t 検定 ：Mann-Whitney 検定 ns：not significant

− 33 −

p値

効果量

ns*
<0.05*
<0.05*
ns*
<0.05
ns*
<0.01
<0.05*
<0.05*
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
<0.01
<0.01*
<0.05
<0.01
<0.01
<0.05*
<0.01*
<0.05*
ns
ns
ns
ns
<0.05
ns
ns
<0.05*
ns

0.39
0.33
0.65
0.27
0.46
0.39
0.35
0.36
0.64
0.08
0.13
0.05
0.11
0.22
0.09
0.19
0.34
0.27
0.28
0.39
0.28
0.83
0.64
0.58
0.05
0.20
0.05
0.04
0.16
0.06
0.12
0.35
0.07

作業療法士のキャリア形成に影響を及ぼす要因に関する研究−認定作業療法士のキャリアコンピテンシーとの比較から−

項目は「キャリアに対する認識：45 歳以降（効果

因子）で有意差を認めた．OTR は，「職場内人脈」
，

量 =0.65）
」
，
「 開 放 性：45 歳 以 降（ 効 果 量 =0.64）」，

「キャリアアイデンティティー」，「キャリア満足度」

「キャリアアイデンティティー：25 ～ 30 歳（効果量
=0.83）
，31 ～ 44 歳（効果量 =0.64）
，45 歳以降（効

の３因子，COT は「積極性」の１因子であり，年
齢間で差がみられた因子は少なかった（表７）．
（６）キャリアコンピテンシーに影響を及ぼす要因

果量 =0.58）
」であった．
OTR と COT の 年 齢 間 の 比 較 で は，OTR は

に関する結果（表８）
キャリアコンピテンシーの程度を従属変数として

27.3％（３因子/11 因子）
，COT は 9.1％（１因子/11

表７

OTR と COT の年齢間の比較結果
25～30 歳
OTR（n=47）
COT（n=10）

31～44 歳
OTR（n=79）
COT（n=80）

45 歳以降
OTR（n=16）
COT（n=77）

p値

3.65±1.04
4.07±1.12

3.86±1.08
4.24±1.20

3.47±1.26
4.21±1.11

ns
ns

4.17±0.84
4.40±0.76

4.34±0.83
4.99±0.86

4.42±0.91
4.71±0.71

ns
<0.01

3.20±0.70
－

3.46±0.86
4.40±0.83

3.66±1.21
4.10±1.24

3.64±0.79
4.23±0.94

ns
ns

3.38±1.20
－

3.67±1.17
3.77±1.52

3.48±1.22
3.66±1.46

3.42±1.16
3.50±1.40

ns
ns

3.53±0.73

4.01±0.94

4.23±0.94

4.38±0.93

<0.05

COT
－
職場外人脈
OTR
3.43±0.79
COT
－
仕事に関係するスキル
OTR
3.89±0.51
COT
－
キャリアアイデンティティー
OTR
2.70±0.69

3.90±0.99

*
4.45±1.05

4.58±0.90

ns

3.77±1.38
4.03±1.70

3.72±1.42
4.70±1.50

3.63±1.76
4.78±1.36

ns
ns

4.08±1.28
5.12±1.27

4.18±1.05
4.98±1.16

3.93±1.20
4.74±0.97

ns
ns

3.13±1.22

3.43±1.30

3.27±0.84

<0.05

22～24 歳
OTR（n=14）
キャリアに対する認識
OTR
3.29±0.92
COT
－
積極性
OTR
4.35±0.68
COT
－
開放性
OTR
COT
相談相手
OTR
COT
職場内人脈
OTR

*

*
COT
－
4.15±1.29
4.28±1.36
3.95±1.24
ns
組織キャリア管理
OTR
3.77±0.52
3.99±1.01
4.25±0.84
4.40±0.94
ns
COT
－
3.96±0.88
4.42±0.91
4.18±1.06
ns
キャリアコミットメント
OTR
4.49±0.81
4.03±1.11
4.28±1.04
4.61±1.16
ns
COT
－
4.42±1.32
4.63±1.12
4.67±1.28
ns
キャリア満足度
OTR
3.37±0.91
3.41±0.97
3.70±0.90
4.00±0.71
<0.05
COT
－
3.66±0.95
4.05±1.10
4.07±1.20
ns


：一元配置分散分析（多重比較法：Tukey 法） ：Kruskal-Wallis 検定（多重比較法：Steel-Dwass 検定）
*：<0.05

ns：not significant

表８ キ
 ャリアコンピテンシーに影
響を及ぼす要因に関する結果
β
要因
キャリアに対する認識
0.250
積極性
0.152
組織キャリア管理
0.151
キャリアアイデンティティー
0.148
職場内人脈
0.135
開放性
0.132
キャリア満足度
0.117
重回帰分析（ステップワイズ法）
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31 ～ 44 歳は，OTR と COT の２群間で最も差が

重回帰分析（ステップワイズ法）を行った結果，
「キャ
リアに対する認識（β =0.25）
」が最も高値を示した．

多くみられた時期であった．Super29） はこの時期に

自由度調整済み R２ は 0.61（F（７）=73.9，p<0.01）

ついて「職業生活の努力がなされる創造的な時期で

であった．

ある」と述べている．キャリアコンピテンシー 11
因子の内，「キャリアコミットメント」と「キャリ

６．考察

ア満足度」の２因子は，この時期のみ OTR と COT

OTR と COT の ２ 群 間 の キ ャ リ ア コ ン ピ テ ン

の２群間で有意差を認めた．従って，この時期の

シーの程度を比較した結果，合計平均値の比較では

COT は OTR に比し作業療法の専門分野や職業に対

81.8％（９因子/11 因子）が COT が OTR に比し有

するキャリアを形成していくことを望み，これまで

意に高い結果となった
（表５）
．年齢による比較では，

のキャリア形成について満足している傾向が示唆さ

25 ～ 30 歳は 27.3％（３因子/11 因子）
，31 ～ 44 歳

れた．一方で Schein は 35 ～ 45 歳を「中期キャリア

は 72.3％（８因子/11 因子）
，45 歳以降は 45.5％（５

危機」30）の時期であると提言しているが，本研究で

因子/11 因子）が COT が OTR に比し有意に高いこ

そのような傾向は確認出来なかった．作業療法士の

とが明らかとなった（表６）
．また，OTR と COT

キャリア発達において「中期キャリア危機」が存在

の年齢差間を比較した結果，OTR は 27.3％（３因

するのか今後さらなる検証が必要である．

子/11 因子）
，COT は 9.1％（１因子/11 因子）であ

45 歳以降の特徴は，「キャリアに対する認識」と

り，両者ともそれぞれのキャリア発達段階で一定の

「開放性」の２因子は，25 ～ 30 歳と 31 ～ 44 歳の群

変動はみられたが，統計学的な差が確認出来た項目

で OTR と COT 間の効果量が高値を示した．つまり，

は少なかった（表７）
．以上の結果より，OTR に比

OTR に比し COT は状況に応じてキャリアを修正し

し COT の方がキャリアコンピテンシーが高く，特

ながらキャリアのゴールに向けて計画的に実行し，

に 31 ～ 44 歳の段階で差が多くみられた．つまり，

さらには自身について独創的等な存在であると認識

COT は 31 ～ 44 歳の段階で OTR に比しキャリアコ

している可能性が示唆された．そのほかに，「キャ

ンピテンシーが高くなる傾向にあり，その後も高値

リアに対する認識」は，この度検討した要因の中で

を保ったままキャリアを形成していくことが明らか

最もキャリアコンピテンシーに影響を及ぼしている

となった．今後詳細に 31 ～ 44 歳のキャリア形成の

可能性が示唆された．つまり，継続したキャリア形

在り方を検証していく必要がある．

成を図るためには，上司や同僚等とキャリアについ

25 ～ 30 歳 の 特 徴 は，31 ～ 44 歳 と 45 歳 以 降 の

て話し合いを通して，自分の強みと弱みを把握した

群より OTR と COT の差を認めた因子は少なかっ

り，自己のキャリアのゴールを確認・修正していく

た．しかし OTR と COT の「キャリアアイデンティ

プロセスが必要であることが明らかとなった．その

ティー」の効果量は高値であり，また「キャリアア

ほか，看護師によるキャリア形成の要因として林

イデンティティー」はキャリアコンピテンシーに影

ら 45）は職場内におけるモデルやメンターの存在も影

響を及ぶ要因であることも明らかになった．従って，

響を与えたと報告している．本研究でも「職場内人

25 ～ 30 歳の段階で作業療法に対する関心や価値を

脈」がキャリアコンピテンシーの影響要因として明

吟味し熟知するプロセスは，継続してキャリアを形

らかにされ，職場内の人的環境はキャリア形成上重

成していく上で重要な要因である可能性が示唆され

要な要因であると考える．

た．作業療法のキャリアアイデンティティーに関し
て，
長谷ら

37）

は日本の研究の少なさを指摘している．

作業療法学生に対する研究

38 ～ 42）

は報告されている

が，卒後の作業療法士を対象とした研究はまだ少な
い状況である

43，44）

．今後，作業療法学生に限らず，

研究の制限は，本研究は 25 歳以降のデータ分析
が中心になっており，臨床経験の少ない新人期の
キャリア形成に関する検討が出来ていない．今後，
養成学校の卒業前後でどのようなプロセスを通じて
キャリアが形成されていくのか縦断的な研究が重要

卒後の作業療法士を対象とした研究が必要であると

であると考える．そのほかに，作業療法士がキャリ

考える．

アを形成していくことが，現場でどのような変化を
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もたらすのか不明確な点が多い．キャリア形成がど
のようなアウトカムをもたらすのか明らかにしてい

（２），114-118，2003．
５）寺山久美子：特集

国家試験としての作業療法

を問い直す；医学関連教育改革の潮流と国家試験

くことが必要である．

の位置づけ－作業療法教育の視点から探る－，OT
７．結論

ジャーナル，46（13），1608-1614，2012．

本研究はキャリアコンピテンシーに注目し，OTR

６）日本作業療法士協会：第二次作業療法５ヵ年

と COT のキャリアコンピテンシーの程度を比較し，

戦 略（2013-2017）． 日 本 作 業 療 法 士 協 会 発 行，

どのような要因がキャリアコンピテンシーに影響を

９-10，2013．

及ぼすのかも検討を行った．その結果，OTR に比

７）日本作業療法士協会．認定作業療法士リスト＆

し COT の方がキャリアコンピテンシーが高いこと

専門作業療法士リスト．＜ http://www.jaot.or.jp/

が示された．特に「キャリアに対する認識」と「キャ

post_education/ninteiot-list.html ＞，2014 年 ９ 月

リアアイデンティティー」が継続したキャリアの形

10 日アクセス

成を図る上で重要な要因であることが明らかとなっ

８）小野公一．職務満足感と生活満足感，白桃書房，
1993．

た．つまり，作業療法に対する関心や価値を吟味
したり，上司や同僚等とキャリアについて話し合

９）Wayne SJ, Linden RC, Kraimer ML & Graf

い，自己のキャリアのゴールを確認・修正していく

IK: The role of human capital motivation and

プロセスがキャリア形成に重要であることが示唆さ

supervisor sponsorship in predicting career

れた．今後，作業療法士がキャリアを形成していく

success. Journal of Organizational Behavior, 20,

ことが，現場でどのような変化をもたらすのか不明

577-595, 1999.

確な点が多い．キャリア形成がどのようなアウトカ

10）Higgins MC & Kram KE: Reconceptualizing

ムをもたらすのか明らかにしていくことが必要であ

mentoring at work: A developmental network

る．

perspective. Academy of Management Review, 26
（２），264-288, 2001.
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