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講演
世代間の違いは理解できるのだろうか
Would the difference between generations be understood?
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筆者には言い知れぬ後悔がある．都庁勤務時代の

被害者は「受忍論」
（国家の非常事態としての戦争

12 年間（1961-73）
，主に福祉事務所や民生事務所

では被害は全国民が等しく受忍すべき）の名の下に

でソーシャルワーカー（SW）として働いたが，保

片づけられ，裁判で敗訴が続いている．空襲で視力

護を求める人々の苦難の原因が戦争にあった事を深

を失い身体しょうがいを負った今年 99 歳の女性が，

く考えなかった．福祉６法（生活保護法，社会福祉

40 年以上も前に立ち上げた小さな空襲被害者の会が

法，児童・障害者・精神薄弱者・母子福祉法）を担

共感を呼び，全国組織になった大会に筆者も会員と

当し，多くの対象者と面接し訪問もしていながら何

して名を連ね，今日に至っている．

故？

“本当に苦しく辛い体験は容易には人に話せない”

更に作業療法（OT）の臨床でも元軍人や空

襲被災者が沢山いた筈なのに，その苦しみに思い至

という現実を，今年「戦後 70 年」特集で何人もの

らなかった．何故だったのかとわが身に問うた．そ

男性が苦渋の表情でメディアに語った．自らを省み

れは田舎育ちの筆者に悲惨な被災体験がなかったか

て“軍部の国威発揚の大宣伝に乗せられ戦争に加担

らだ．疎開してきた親族達との大所帯生活，１クラ

した”という苦い思いがあったのであろう．

ス 50 人以上の過密教室，食品買い出しに押し寄せ

「話してもわかって貰えない」と思う体験は誰も

る子連れの母親たちの疲労しきった顔はすぐに思い

が持っている．援助する側には対象者の深い心の傷

浮かぶ．しかし，太平洋戦争に至る原因・経過・結

には触れず，しかし深い思いを理解する方法がある．

果について学校で教わった事は無かった．７年間も

その一つがその人が生きてきた（生きている）時代

占領下に置かれ，戦犯の裁判が続く中で，国も教師

背景を知ることである．相手の反応をつい自分に対

も自国民の被害について教えにくかったのかも知れ

する好悪の反応と捉えがちな学生の短絡した思考方

ない．経験しなければ人の痛みは解らない．

法と感情の動きが，時代背景というバックグランド

2009 年退職後のある日，作家の早乙女勝元氏が，
館長を勤めている「東京大空襲資料センター」（江

から理解しようとする姿勢を持つだけで，深く広い
地平へと広がる．

東区）に訪問者が少なく，維持が難しいとテレビで

戦前の教育勅語と明治憲法のさわりだけでも読ん

話された．筆者は驚いて見学に駆け付けた．ここで

で欲しい．そして現憲法と比べて欲しい．何が違

初めて日本全国で 467 ケ所もの市区町村が B29 爆撃

い，生活にどういう影響を及ぼしたのか，学生に問

機の空爆を受けた事を知ってセンターの維持会員に

うて欲しい．社会科の授業のやり直しである．経済

なった．戦後補償は軍人軍属に限られ，民間の空襲

は・生活様式は・文化は・価値観はどう変化したの
か，文科省が縮小整理しようとしている文系科目こ

元・日本作業療法教育研究会会長
連絡先：日本作業療法教育研究会事務局

そが，人を理解する教材となる．
この講演では，世代間のギャップを生み出す転換
点となった戦前・戦後の事件を振り返る．戦後 70
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年間に急激に変化した意識の変化を，世代をくくる

社会の急激な変化で，我々 OT は職業的に自立し続

キャッチフレーズで提示し，参加者のみなさんと話

けられるのか，考えたい．

し合いたい．また，ネットと人工知能（AI）による
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第 20 回学術集会報告（2015.10.4）
養成教育の到達レベルを考える
「平成 28 年度国家試験改定にむけて」
Given the arrival level of training education －

Towards the 2016 fiscal year national exam revision
德永
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れるものであることから，作業療法士を積極的に活

①出題基準作成に関わって
德永

9-16, 2016

用することが望まれる．

千尋

＊ 移動，食事，排泄，入浴等の日常生活活動に関
する ADL 訓練

2011 年（平成 23 年）２月 25 日付で，日本作業療
法士協会養成教育部より作業療法士の養成教育につ

＊ 家事，外出等の IADL 訓練

いてアンケートの依頼が出され，カリキュラム改編

＊ 作業耐久性の向上，作業手順の習得，就労環境
への適応等の職業関連活動の訓練

の必要性，指定規則と指導要領，専門科目の比率，
コア・カリキュラム提示の必要性，４年間の教育課

＊

福祉用具の使用等に関する訓練

程への移行の是非等が問われた．

＊

退院後の住環境への適応訓練

これは，昭和 40 年の法施行から約半世紀変わら

＊ 発達障害や高次脳機能障害等に対するリハビリ
テーション

ない法と，著しく変化した社会情勢のひずみに対応
するための方策の一助であったと考えられよう．

さて，教育する現場に関してはどのような現状で

平成 22 年４月には，厚生労働省医政局発通知で，
医療スタッフの恊働・連携によるチーム医療の推進

あろうか．1972 年に全国理学療法士・作業療法士学

について（通知）の中で，
「作業療法」については

校連絡協議会が発足し，2012 年に理学療法，作業療

同項の ｢ 手芸．工作 ｣ の文言から，
「医療現場にお

法及び言語聴覚教育の養成校が統合された．全国リ

いて手工芸を行わせること」といった認識に拡大し

ハビリテーション学校協会である．会員校 258 校
（組

ている．そして以下の業務については理学療法士及

織率 95.6％），作業療法は 175 校 183 課程である．同

び作業療法士法第２条第１項の「作業療法」に含ま

じくリハビリテーション学校評価機構が設立．各協
会から資本提供され設立．教育の質の担保とその向

１）日本医療科学大学
DirectorofAcademicAffairsProfessor
DepartmentofOccupationalTherapy
NihonInstituteofMedicalScience
〒 350-0435 埼玉県入間郡毛呂山町下川原 1276
1276Shimogawara,Moroyamamachi,Irumagun,
Saitama,350-0435,Japan
２）東北福祉大学
３）沖縄リハビリテーション福祉学院

上を期待するものである．ではなぜこのような経緯
を辿ったかといえば，関係各省庁との折衝の円滑化
を主にしている．つまり，各々が独自の見解を披瀝
することによって，関係各省庁が相手にしない状況
をよしとしないことにある．そして，責任ある団体
として，専門家を育成する質の担保を目的としてい
る．ただし，管轄する省庁の違い，地方への権限委
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てくるが，短時間でできる攻略法は付け焼刃であり

譲など課題を抱えている．
一方，医道審議会理学療法士作業療法士分科会で

全国の国家試験合格率が厳しい年には不幸な結果を

は，理学療法士作業療法士国家試験出題基準作成部

招きやすいため，国家試験対策には「効率的勉強は

会が構成される．概ね６年で見直しが図られるが，

ない」と断言している．しかし，効率的ではないと

前回平成 22 年，今回 28 年に構成され招集された．

しても効果的で現代の学生気質に合う学習法を検討

構成委員は，医師６名，理学療法士４名，作業療法

する必要性を感じ，様々な取り組みをしている．本

士４名計 14 名である．ここに求められるのは，整

学科の教育目標には質の高い実践家の育成が含まれ

合性，正確性，合意形成である．診断基準が変わっ

ているものの，目に見える具体的な目標は高い卒業

たことによる変更箇所の確認などの作業が求められ

率と国家試験合格率にあり，全教員が一丸となって

る．そして大項目，中項目，小項目の組み立てを崩

取り組んでいる．本稿では本学の教育や学生の特徴

すことなく構成される．基本的に教科書や参考書が

と共に５年間の国家試験対策について紹介する．
本学は 2008 年にリハビリテーション学科を開設

根拠として示される．
次の出題基準見直しは既に６年を切っている．現

し，９年目の現在，５期生まで卒業した．東北福

状を良く把握し，法の改正等にしっかり対応してお

祉大学は「行学一如」を建学の精神に掲げ，理論と

く必要性が生じよう．

実践の融合を目標に学内教育の充実とともにボラン

各養成校においては，次の５年を，計画的に推進

ティア活動等の経験や豊富な関連施設での関わり，

し，日頃よりシラバスチェックを怠らず，教授内容，

長期間の臨床実習など実践経験の豊富さが本学の

時間数，深度を考慮しておかれることをお勧めした

アピールポイントでもある．学生支援の面ではリハ

い．

ビリテーション学科の全教員が全学生を把握できる
よう作業療法学専攻（以下，OT 専攻）及び理学療

追記：この３月と５月に，国会において理学療法士

法学専攻ともに定員を 40 名に抑え，学生の顔が見

及び作業療法士の臨床実習に関する質問屠蘇の答

える教育を実践している．また，OT 専攻では入学

弁，再質問には無資格診療の疑いがかけられてきた．

直後から将来のチーム内での協業を意識し，高頻度

そして，看護学生や医学生との比較がなされ，コア・

のグループワークや学生同士が縦横につながる機会

カリキュラム，ガイドラインなどへの言及されてい

（学生行事や縦断的ゼミ，臨床実習時の先輩・後輩

る．閉口して，現在指定規則の変更が検討されつつ

による壮行式）を設定している．入学者の学生気質

ある．新たに職業人養成のため専門職業大学，専門

は，福祉大学を選択したことからも気持ちがやさし

職業短期大学の制度化もある．パラダイムシフトの

く，人のために何かをしたいという思い（福祉の心）

予感もする．

の強い学生が多い反面，競争が苦手で強い指導や逆
境に弱く，気持ちが折れやすい．また，私学という
特性から，AO 入試や推薦入試等の入学者が多く，
その中には長期間の受験勉強や理系科目の学習機会

②国家試験対策の実践例１
国家試験対策としての本学の取り組み

が少ない学生もおり，医学系科目や暗記量の多い科

〜 取り組みに対する気持ち（気合い）の促しと

目への取り組みを苦手とする学生も少なくない．
その中での教育や国家試験対策は，従来の大学生

環境整備による対策〜
佐藤

として自己努力で乗り切るための対応やその対極に

善久

ある過剰な家庭教師的支援のみでは学習が進まない
はじめに

学生も多く，学生が主体的に国家試験対策に取り組

作業療法士としての登竜門である国家試験は学生

むための仕掛けが必要であり，その要素として学生

にとっては大きなハードルであり，合格点に達する

気質や特性と，目指す方向性の明示を考慮すること

ために大きな労力を要する課題でもある．学生は教

が重要であると感じている．本学の OT 専攻の教育

員に対し「効率的勉強法を教えてほしい」と質問し

や国家試験対策の中心には「気合い・意識（心の支
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援）」と「環境の充実」にあると言っても過言では

る．本学の学生には事前あるいは支援中に学生に以

ない．東北福祉大学は野球やゴルフ，ソフトボール

下のような情報を伝えている．

などスポーツが全国レベルにある大学であり，各選

１）全国及び本学の国家試験の合格率の推移

手の才能を伸ばす精神論的指導もなされており，体

全国の OT 国家試験の合格率は 10 年前と比較す

育会系気質を感じる大学でもあるが，OT 専攻の学

れば 10 〜 15% 低下傾向にあり，最近５年間の傾向

生はスポーツ経験者が目立って多いわけではない．

を十分に分析して取り組む必要があることと，低下

その中でも「気合い」は目標を達成するための大き

の要因の一つが２択問題であることを伝える．問題

な原動力であり，向かう方向性ややること（具体的

自体は従来よりもひねった問題や長文を理解する能

な指針と内容）を信じられれば学習するための大き

力を要する問題，解答が人によって分かれる問題は

なエネルギーにもなる．特に臨床実習や国家試験な

減少し，王道的問題が多くなり，確実に解答できる

どの難度の高い課題に対しては心の状態が大きく関

ことが得点を増やし合格につながることを伝える．

与し，その作業の進み具合には環境の要因が強いと

そのための学習方法は先輩たちが培ったものがあ

感じている．学習するための物理的環境，人的環境，

り，同じように学習することで合格につながること

システムとしての環境など良いあるいは特定の学生

を理解させる．
「きちんと勉強しないと試験に落ち

だけのために特別に準備された環境は学生のモチ

てしまう」というような失敗するイメージは学生を

ベーションを上げ，乗り越えるエネルギーになる．

萎縮させたり，不安を持つことにつながりやすく，

以下では本学の現状と共に学生の「気合い・やる

先輩と同じように学習することで合格できるという

気」を促すための取り組みとその指導内容，教育環

ポジティブなイメージを持つことが学生の安心感を

境の整備について紹介する．

生む．
２）出題傾向とその対策

１．本学（OT 専攻）の現状

国家試験対では，基礎系の解剖学や運動学に多く

過去５年間は，大学の知名度や特性，過去の国家

の時間をかけて学習する傾向にあるが，国家試験の

試験の結果の影響もあり，入学試験には定員を超え

出題比率を考えると専門基礎科目と専門科目の比率

ての志願者が集まっており，基礎学力という面では

は１：1.8 であり，学習時間もその比率に応じて学

比較的恵まれているが，文系の学生も多く入学後の

習することが重要であると伝える（図１参照）．学

理系科目に苦労している学生もいる．卒業時の状況

習当初は点数が伸びやすく出題比率も大きく専門科

は基礎医学系の科目や臨床実習の課題を乗り越えて

目にもつながる筋骨格系・神経系などの解剖や運動

80 数％の学生は卒業にたどり着き，４年次までの科

学の基礎学習をすることが学習意欲にもつながる．

目を履修したほとんどの学生が国家試験に１回で合

しかし，専門科目の解答には臨床の理解や解釈の妥

格（５年間の平均合格率 99.7％）している．OT 専

当性が求められることから丸暗記では点数が伸びな

攻の専任教員は 10 名で OT としてのキャリアの平

いことも理解してもらう．特に実施問題の答案には

均は 20 年を超え，身体障害系５名（基礎系，作業
科学系の教員を含む）
，精神障害系３名，老年期障
害系１名，発達障害系１名で領域のバランスもよく，
臨床にも強い教員が多いことから，国家試験での専
門科目の解説力は高い．国家試験対策は担任のみな
らず全員が集団及び個別指導に当たる．
２．学生への国家試験対策のための情報提供
国家試験に取り組むことは各学生にとって初めて
の経験であり，国家試験合格にたどり着くそのプロ
セスを十分にイメージできることが学習意欲を高め
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図１

内容と学習方法
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臨床実習などでの経験の豊富さ（障害や病気を理解

ことが多く自分自身を客観視したり，自己の変化を

できる経験）や臨床の判断や介入の妥当性を知る機

正しく認識できないことが多い．成績の上がる学生

会の提供が必要であり教科書のみでなく学生相互に

ではプラスの変化を感じながらも不安をいだき，十

あるいは臨床経験の豊富な教員からその解釈を伝え

分な学習時間を確保する傾向にあるものの，成績の

てもらう機会を作る必要性を伝える．特に 12 月以

伸びない学生は自分の勉強方法に頑なにこだわり，

降には実施問題の出来・不出来が成績の伸びに影響

自分の過去の結果も封印する傾向にある（客観視で

することから，学生が考えた解答の解釈に対して他

きない）．学習の成果は学習時間に比例しているこ

の学生や試験対策を担当する教員と確認作業をする

とについて成績票をもとに確認し，学習全内容を確

ことを求め，誤った認識が強化されないようにする．

認しながら，なぜ伸びないのか，どの部分が弱いの

専門基礎科目は暗記でも点数を上げることができる

か，偏った学習になっていないかなど指導教員と共

ものの，点数の比重が大きな実施問題は考え方が重

に確認作業をする．

要である意識を持つことを強調している．

５）国家試験合格までのスケジュールとスコア変化

３）合格のための学習のこつ

４年生前期には，８週間の臨床実習も開講されて

本学では国家試験対策に専念できるのは 11 月か

いることから国家試験問題の概要を知ることと勉強

らの４ヶ月間である．多くの学生はこうした長期に

の仕方を理解する時間に充てる（図２参照）
．カリ

わたる長時間の学習経験がなく，
勉強し続ける体（体

キュラムの中に国家試験対策用の科目が用意され，

力・気力）や習慣作りが最初の課題となることを伝

国家試験の概要を説明しながら問題の解き方，知識

える．現実的には，
「４年生まで進級できたすべて

の整理の仕方を伝え，専門基礎科目 100 問の解説ノー

の学生は１日に 12 時間の国家試験勉強を４ヶ月継

トの作成をしながら，国家試験の問題の傾向を理解

続すれば国家試験に合格できる」ことを強調し，合

することを伝える．前期は，臨床実習と 10 月まで

格するためは短時間の効率的な学習方法はなく，時

行われる卒業研究に多くのエネルギーを要すること

間をたっぷりかけ，繰り返しながら知識の定着する

から，現実的にはあまり自己学習は進まない状況に

ことが合格への近道であることを伝える．学習量の

あり，本格的な対策は 11 月からの４ヶ月間になる

多さを考えると覚えたことは他の学習により以前の

こと，効果的な学習にはメリハリが必要なことを伝

学習内容は記憶の外に押し出されてしまい，確実な

える．

合格レベルの学力を得るには過去５年分の国家試験

また，学習の成果として国家試験の学習を本格的

問題を５往復することが必須となり，３往復では合

に始める 11 月上旬から２月までの間の変化をイメー

格が運任せになることを伝える．５往復という高め

ジする機会を作る（図３参照）
．模擬試験の結果で

の目標値を設定することですべての学生が最低でも

は学習を始めてから３ヶ月で平均点が約 90 点伸び

３往復は熟している．

る傾向にあり，これは１日１点に相当する．対策が

４）偏差値による目標設定（成績票の配布）

始まる時点で 100 点あれば十分に合格圏に入りゆと

国家試験対策では学習の進行に応じて８〜 10 回
の模擬試験を実施するが，その総合点よりも同級生
あるいは全国の学生の中での偏差値を意識すること
も伝える．模擬試験はその難易度によって総点は変
動するが，過去の国家試験では 70% を切る合格率は
ほとんどないことから常に全体の上位 70% 以上にい
ることが合格につながると伝える．全学生にはそれ
まで受験した模擬試験の点数，順位及び偏差値の推
移を視覚的に理解できるように成績票として配布す
る．人の記憶はあいまいで過去の試験も難しかった．
成績が落ちたことなどはイメージとして覚えている
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図２

本学の国試対策内容：年間スケジュール
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ることを４月に明示する．伸び悩む学生には特別な
環境の整備や指導が提供され，すべての学生が国家
試験合格レベルに達するようにして行くことの方針
を明確に伝え，行動することを求める（体育会系的
指導）．
２）信念の刷り込み
先に挙げた情報のように国家試験対策の支援の視
点として以下の考え方を繰り返し学生に伝え，実際
に取り組むまで指導し続ける．
＜合格のための信念＞
図３

１．国 家試験対策には効率的な勉強法はなく，卒

模擬試験の結果の変化

業に必要な単位を修得できた学生は１日 12 時

りもできることを伝える．過去の学生のデータを元

間，３ヶ月継続的に学習すれば必ず１日１点

に研究法や卒業研究で学んだ統計学の知識（重回帰

ずつ伸び，すべての学生が国家試験で 200 点

分析，回帰曲線，偏差値など）を活用しながら，得

に達する能力を有する．

点の伸びる速さと軌跡をイメージ図でも示す．全体

２．暗 記を要する内容であっても，すぐに暗記を

の得点は１日１点伸び（専門基礎科目及び専門科目

始めるのではなく，学習すべき内容の全体把

は１日 0.5 点ずつ伸び）
，専門基礎科目は直線的に変

握をし，どのように整理したらよいか（暗記

化していくものの，実地問題を含む専門科目では知

の仕方）を考えてから学習を始める（森から

識が蓄積され始めた１月には一時停滞し，伸び悩み

木を見る学習，全体をイメージ化する学習，

を感じる時期がある（過去のデータの分析）
．この

ゴロ合わせやストーリー的理解の学習）．

時期に学習の伸びが思わしくない学生の中には大学

３．専 門科目の学習は，暗記するのではなく理解
し，説明できることが重要．

に来なくなり，他の学生とのペースの合わなさなど
を理由に集団学習を嫌い，独自の学習方法で対策を

４．国 家試験の模擬試験で 200 点に達する前まで

行おうとして合格点に至らない場合が多いことも伝

は，毎年出題される問題（全体の８割）の内

える．

容を中心に８割の正答率を目指す（280 点満
点 ×0.8 × 0.8 ＝ 179 点：合格点）．

３．本学の国試対策（教育支援として）

５．過去５年間分をしっかり学習し（５往復），さ

１）方針の明確化

らに６〜 10 年分は模擬試験として活用する．
６．限定されたテスト時間内での国家試験の受け

「作業療法総合特論」として授業を設定し，国家
試験の出題のポイントを伝えつつ，学習面では国家

方・解答の仕方を守る（解答法，見直し時間，

試験対策グループを４〜５名で編成し，各グループ

見直し方，迷った際の対応，ケアレスミスの

には担当教員を配置し，成績の伸び悩む学生（偏差

防止法，解答時の統計的見方）．

値 45 未満）は，特別グループとして別途夕方学習

３）本学の国試対策の実際

機会を設けている．国家試験の学習方法は，上記の

先の信念をもとに「勉強する」を習慣化すること

情報を伝え，全員合格のための環境整備と支援を行

を最初に取り組む．習慣化には「確固たる信念」と
「決

うことを，学習成果が上がった学生には自己の学習

まった場所」で「決まった行動」を「決まった時間」

方法で対策をしても良いが，伸び悩む学生で合格を

に実施することが重要とタル・ベン・シャハー１）が

目指す学生は指導教員の指示のもとで学習すること

述べている．国家試験の学習では，確固たる信念と

を求める．作業療法総合特論は，卒業要件の必修科

して「絶対に作業療法士になる」，
「絶対合格する！」

目であることから基準（８回の模擬試験の中で２度

思いを促すように支援することと，現在の学習方法

合格点をクリアすること）を達することが必須であ

で必ず合格できる信念が影響すると感じている．学
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養成教育の到達レベルを考える「平成 28 年度国家試験改定にむけて」

習方法と教員への信頼が国家試験で全員（全学生）

表１

合格点（目標は 200 点以上）を確保することにつ
ながる．
「決まった場所」に関しては，４年生のた
めの特別な環境（教室）を確保し，
「決まった行動」
及び「決まった時間」として，授業の有無にかかわ
らず，朝は１時限目が始まる時間には勉強するため
の場所で，午前中にはグループ学習（解説“暗記”，
討議，教える・教わる）を決められた問題数分行い，
予定が済んでから決まった場所で個人学習（暗記，
過去問を解く，解説作成など）の時間を設ける．実
際にそのように行動できているかは担任が時間と場
所の管理を行う．

伸び悩む学生の特徴

伸び悩む学生の特徴

伸びる学生の特徴

①勉強の進め方がわからない
・わからない所を一から始める
・解剖学，生理学・・と順番にのみ行う
・こなすこと（まとめること）に精一杯
②教員へ相談しない
・できていない事を知られたくない
③頑固
・学習スタイルが変えられない
・不安が強く，知識を深く追求し，混乱
・結果より頑張っていることを主張
④楽観的
・できない事を認めすぎる
・他者の解説を聞いて理解したつもり
・必要なポイントを絞らない，絞れない
・集中力がない，時間だけを費やしている
（携帯，休息時間が長い）

・時間の管理，メリハリをつけて
勉強できる
・不安なこと，理解できない事な
ど自分の状況を話に来る．
・教員の言うことを素直に聞い
て，その通りまずこなそうと
する．
・わからない点を明確にできる
・解剖，生理学，運動学などの専
門基礎に自ら取り組める．
・さみしがり（もっと勉強してい
るところに教員が顔を出して
ほしい）
・自我が強いが，周囲を客観的に
みることができる．

るよりも丸暗記しようとする．一度解答したことの

特別グループは学力が伸びにくい学生が所属する

ある問題は解答番号で覚えており，選択肢がなぜ正

グループであるが，このグループにのみ伝える学習

しいのかに関して説明できない．そうした学生には

会があり，知識の整理の仕方，暗記の仕方などを

学習方法を伝えるとともに結果として成績が伸びた

伝える．たとえば，
「２時間で覚える上肢の筋の付

場合には受け入れが進む傾向にあり，得点が上がり

着と神経支配」などは暗記が進まない学生にとって

やすい部分に関して家庭教師的な指導をする必要が

は「目から鱗」の状態になる．ここで学んだ学生は，

ある．この作業は模擬試験で合格点に達するまで続

特別グループに参加しないグループ学習のメンバー

ける必要があり，担当する教員の労力は大きい．

に暗記法を伝えることで教えられる面白さや知識の
整理の仕方を学ぶ機会になる．夕方開催される学習

まとめ

会では上記の特別授業のほかはその教室内では一切

本稿では本学での国家試験対策に関する方針，環

私語を使ってはいけない状況であり，ひたすらグ

境調整，支援方法について述べた．国家試験は学生

ループ学習で学んだことを整理したり暗記する時間

個人として主体的に取り組むべきとの意見も多いか

に使い，だらだら話し込んでしまったりすることを

もしれないが，未経験な課題に対する取り組み方に

防止できる．参加メンバーは偏差値を基準に参加者

ついてはどの学生も不安を抱える．国家試験での合

を選定するが，参加しない学生はその中に入りたが

格は，養成校の最終目的とは言えないが，作業療法

り，参加している学生はそのグループから早く抜け

士として実践の場に出るためのパスポートであり，

たいと考える．

その資格をとることを目的に養成校の門をたたいた
学生がほとんどである以上，そのニーズをかなえる

４．伸び悩む学生への支援

ことが教員の使命でもある．国家試験勉強としての

学習の成果が表れやすい学生と伸び悩む学生の特

作業は学生本人がするにしてもその環境や学生本人

徴を表１に示す．伸びる学生は経験の中で学習方法

の資質と気持ちを考慮して支援することは学生の作

を獲得し，わからないことを表現することができ，

業権の支援であり，達成できたときには意味ある作

不安に対して教員に相談したり，意見を求めること

業として実感できるであろう．我々教員は学生の支

ができる．一方，伸び悩む学生は自分がわからない

援者として今後も努力していこうと考えている．

ことを隠す傾向にあり，相談することは少ない．結
果を心配して現状を教員が確認し，学習方法をアド

参考文献

バイスしても自分の勉強スタイルを変えることに不
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，成

安を強く感じ，受け入れることができない．学習時

瀬まゆみ（訳），ハーバードの人生を変える授業，

間に関してもかなりの時間をかけていても資料を眺

だいわ文庫

めていることが多く，すべての内容を理解して覚え
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る．ここから追い上げて基礎を再学習，理解し，そ

③国家試験対策の実践例２

の上で応用力を養い，国家試験問題の質問形式や表

第 20 回日本作業療法教育学術集会に参加して
金城

現に迷うことなく正答を導くようにしていかなくて

知子

はならない．
１．はじめに

「国家試験対策は，自分で積極的に取り組みなさ

平成 27 年 10 月３日〜４日にかけて開催された第

い」と伝えて，伝わるものでないのは，教育者とし

20 回作業療法教育学術集会に於いて，国家試験対策

て周知の事実である．また，それ以前の学年での机

の実践としての当学院の試みを話した．

上の学習の段階で「自分から積極的に自習云々」と

当学院は，私立の専門学校で，昼間部３年，夜間

説くのは簡単だが，学生にはピンと来ないのである．

部４年の教育課程であり，その後国家試験に臨むこ

実際に自分から課題に取り組み，その作業（学び）
に立ち向かうには，学生本人がその意味とその作業

とになる．
当学院は理学療法学科，作業療法学科，言語聴覚
学科，介護福祉学科の４学科からなり，介護福祉学

工程とその成果をイメージでき，自ら取り組むよう
に仕掛けることだと考えている．

科を除く３学科の過去５年の国家試験成績は理学療

国家試験の合格率が大幅に低下した７年前，不合

法学科平均合格率 98.3％，言語聴覚学科 97％，当作

格の学生に面談したところ「マイペースでできなく

業療法学科は 92.6％と比較すると低い値である．

て追い立てられた気がした」「焦った」などの言葉

また，合格率を挙げるため，留年，休学，退学と

が多く聞かれたのが印象的だった．この言葉の裏に

いう回り道をたどって学力向上させ，合格率アップ

何が見えるのかを考えて国家試験対策を試行錯誤し

につなげることが良策と考えるが，留年，休学，退

てきた．入学前から，
「入学前課題」入学後の「教

学を最低限に抑えることも当法人の方針になってい

務ゼミ」「臨床ゼミ」「臨床実習のあり方（新方式と

る．また，入試に於いて，昼間部 30 名，夜間部 30

言ってきた）」学生の作業療法のイメージ化を図る

名の定員を毎年満たすことも方針となっている．

ための「決意表明」
「専攻決定」という意思表示等々

入学時に国家試験合格まで辿りつけるかどうかの

のユニークな取り組み（？）を実施してきた．
教務ゼミという少人数グループでの体制で国家試

見極めをすることが可能であれば苦労はないのだが，
平成 21 年度入学生から開始となった AO 入試をはじ

験形式の模試問題（基礎）の解説ノートの作り方を

め，入試面接と学力試験での判断材料は非常に乏し

指導する．教授するのでなく，学生が遂行するもの

いと思われる．特に発達障害の学生・コミュニケー

を支援する．A ４用紙１ページにつき１問を切り貼

ションに諸問題を抱えている学生・精神的に耐性の

りし，その解説を教科書・講義資料を調べ書き込ん

低い学生が入試をクリアしている現状がある．

でいくというごく一般的な方法（図１）である．各

「沖縄」という土地柄（離島）と沖縄の子どもの
育成（戦争脳影響）に関する特性が相まって，他府

学年の新学期には，この解説書（ノート）の作り方
の教授をし，促進を図る．

県にない広い範囲の人材養成（例：礼儀等）が必要
となっている．
国家試験対策が本格的に始まる最終学年の 10 月，
基礎２科目試験の成績では，当学院理学と作業療法
学科間ではトップに差があるばかりでなく，理学療
法学科の下位の学生の同レベルに作業療法の上位学
生が位置する状態である．
臨床実習で基礎科目の内容を振り返る機会が少な
いというか基礎と臨床をつなげるところに到達でき
ない学生が多いという実習の現状があり，国家試験
対策が始まらないと基礎科目が伸びない現状があ
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＜図１＞

養成教育の到達レベルを考える「平成 28 年度国家試験改定にむけて」

国家試験対策が始まる最終学年 10 月には，国家

かに良いタイミングで向き合わせるかは，機を見計

試験過去問の徹底的な取り組みをさせるためのいわ

らっての面談と考えている．私立の専門学校であり，

ば洗脳的「勉強術」の伝達をする．教えられるので

学生のより身近に位置して人材育成を含めた指導を

は目標達成できない，自分から取り組むのでなけれ

常とする教員体制であるからこそ，早めにその焦り

ば追いつけないことを刷り込んでおく．基礎３科目

や迷いを掴むことが出来ると思っている．

を 12 月末まで取り組むこと，解説本を見ても決し

今回は，一養成校の一取り組みで，より良い方策

て近道ではないこと，自分だけでなくグループで教

を模索しながらの途中経過を振り返ったに過ぎな

えあうこと等々をしっかりと伝える．

い．むしろこの方法の修正点や改善点，もしくは他

100 点法を推奨している．学生の勉強への取り掛
かりとして，まず実力で過去問（図２・B パターン

の方法への変換などに参考になるご意見が頂ければ
ありがたいと考えている．

問題）を試験し採点，間違った問題を調べ，A パター
ン問題で上記解説書（ノート）づくりをする．問題

参考文献

の周辺領域をも視野に入れ，時間をかけて調べ，理

目黒力，理学療法士・作業療法士間違いだらけの国

解していく．間違った問題をすべて調べ終えたら自
分で B パターン問題を再実践，答え合わせし，そこ
で間違った問題をまた調べ，ノートを作る．これの
繰り返しをして，98 点でも 99 点でもやり直し，100
点になるまで実施する．これが 100 点法である．た
だの暗記は禁止しておく．解説本からの引用は推奨
しない．


＜図２＞
国家試験対策で最重要としていることがもう一つ
ある．学生の学びに寄り添うことである．毎日数回
質問を拾いながら各教員が巡回する．決して教員側
から教えるのでなく，質問してきて知りたいときに
応じるのである．こちらのペースとこちらの教えた
い衝動は抑え，あくまで学生のやる気を引き出すタ
イミングを「待つ」ようにしている．自分のことだ
から，自分で何とかしようと「自律する」ものと信
じて待っている．しかし，そうはいかないで目標を
見失い，ふらふらする場合も増えている．それをい
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第 20 回学術集会（2015.10.3）報告
教育方法論ワークショップ「コンピテンシー」
Workshop of the methodology about the competency
酒井

ひとみ１）・籔脇

健司２）・伊藤

健次郎２）３）・高島

千敬４）

HitomiSAKAI・KenjiYABUWAKI・KenjiroITO・KazunoriTAKASHIMA

Japanese Journal of Research for the Occupational Therapy Education 16(1):

17-22, 2016

た．話題提供時の司会進行は，永井洋一氏（新潟医

①「はじめに」
酒井

療福祉大学），発表者は，籔脇健司氏（吉備国際大学）
，

ひとみ

伊藤健次郎氏（アクティブ訪問看護ステーション大
第 20 回学術集会のワークショップは，作業療法

阪），高島千敬氏（広島都市学園大学）の３名である．

士のコンピテンシーを取り上げた．コンピテンシー

話題提供を受けて，後半のワークショップでは，

とは，ある職務や状況において，高い成果・業績を

ライル・M・スペンサー，スグネ・M・スペンサー

生み出すための特徴的な行動特性であり，一言でい

のモデルの構築の仕方に準拠し，コンピテンシー・

えば「成果につながる行動」を指す（ライル・M・

ディクショナリー１，２）を参照し，第一段階の「対象

スペンサーら）
．わが国では，年間約 5000 人の新人

者を選出するための“選出の基準”作成」に必要な

作業療法士が誕生した．コンピテンシーの必要性は

『インタビューガイド』の作成を試みた．司会進行は，

意識され始めているが，卒前教育に浸透していると

報告者：酒井ひとみ（関西福祉科学大学），ファシ

は言えない．一人前の作業療法士になるには，備え

リテーターに伊藤健次郎氏（先出），大谷将之氏（障

るべき知識や技術だけでなく，それらに価値観や特

がい者支援センターてらだ）
，松山厚樹氏・本田一

性を含めた表面に現れる実際の行動を可視化しレベ

樹氏（関西福祉科学大学保健医療学部付属総合リハ

ル付けを明確にしていく必要があると考える．中で

ビリテーション診療所）の４名が加わって実施した．

も，初期レベルは，作業療法分野の養成教育の到達

参加者 41 名が各自希望する領域を選択し，15 グルー

レベルを想定しており卒前教育課程のカリキュラム

プ 11 領域（就学支援 OT・児童発達支援・老健入所

構築に活用することができるだろう．

者に対する OT・OT 教育者・身障急性期 OT・身障

前半は，ワークショップでの受講者の発想を促す

回復期 OT・訪問と在宅の OT・精神科デイケアの

仕組みとして，３つの分野から話題提供をお願いし

OT・病院精神科の OT・デイケアの OT・認知症の

１）関西福祉科学大学 保健医療学部リハビリテー
ション学科
KansaiUniversityofWelfareSciencesFaculty
ofAlliedHealthSciences
DepartmentofRehabilitationSciences
〒 582-0026 大阪府柏原市旭ヶ丘 3-11-1
3-11-1Asahigaoka,Kashiwara,Osaka,582-0026,
Japan
２）吉備国際大学
３）アクティブ訪問看護ステーション大阪
４）広島都市学園大学

OT）のコンピテンシーのインタビューガイドの素
案を作成した．
今後，興味のある諸氏とコンピテンシーのワーキ
ンググループを立ち上げ，継続した活動をしていく
予定である．教育研究会コンピテンシー WG 窓口：
酒井ひとみ（sakai@tamateyama.ac.jp）
文献
１）ライル・M・スペンサー，スグネ・M・スペンサー
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著，梅津祐良他訳：コンピテンシー・マネージメ

を先進的に取り入れ，それらを実践に生かす教育を

ントの展開，pp11-19，生産性出版，2011.

展開していた．そして現在，本学では開設以来の理
念を継承し，クライエントの「作業」を大切にして

２）コンピテンシー・ディクショナリー抜粋資料
http://www.nsweb.biz/coffee/0409compt_dic01.pdf

実践できる作業療法士の養成に力を入れている．
表１
学年

②作業に焦点を当てた支援ができるカリキュラム
籔脇

健司

要旨：作業療法士のコンピテンシーには，作業に

２年次

作業療法理論と連携 作業科学Ⅰ
の重要性を知る
キャリア開発Ⅱ

３年次

作業の捉え方とトップ 作業科学Ⅱ
ダウンアプローチの 老年期障害作業療法学
臨床評価実習
手法を知る

４年次

実際にクライエント 総合臨床実習Ⅰ
の大切な作業を支援 総合臨床実習Ⅱ
する

療法士の養成に力を入れている．そのためのカリ
ことを理解するために「人間と作業」
「キャリア
開発Ⅰ」
，２年次で作業療法理論と連携の重要性

主な授業

人は作業的存在であ 人間と作業
ることを理解する
キャリア開発Ⅰ

イエントの「作業」を大切にして実践できる作業
キュラムとして，１年次で人は作業的存在である

教育目標（一般目標）

１年次

焦点を当てた実践の能力が必要である．吉備国際
大学においては，開設以来の理念を継承し，クラ

吉備国際大学作業療法学科の教育目標

３．カリキュラムの特徴
本学では，作業療法学科の教育目標として，表１

を知るために「作業科学Ⅰ」
「キャリア開発Ⅱ」，

のような一般目標を各年次で定め，カリキュラムを

３年次で作業の捉え方とトップダウンアプローチ

実施している．

の手法を知るために「作業科学Ⅱ」
「老年期障害

１年次には，
「作業」を通して幸福感を高め，健康

作業療法学」
「臨床評価実習」
，４年次で実際にク

状態を改善できること，すなわち自らが作業的存在

ライエントの大切な作業を支援するために「総合

であることを理解するための教育を行っている．１

臨床実習Ⅰ」
「総合臨床実習Ⅱ」を開講している．

年次の主な授業である「人間と作業」では，例えば

キーワード：作 業に焦点を当てた実践，コンピテ
ンシー，カリキュラム，作業療法教育

フロー状態２）を擬似的に体験できるような作業を行
い，自分の中で生じた変化を報告させるなど，体験
型の活動をふんだんに取り入れ，学生の「作業」へ

１．はじめに

の関心が高まるように働きかけている．また，
「キャ

１）

Reilly は，
探索
（exploration）
，
有能性
（competency）
，

リア開発Ⅰ」では，スチューデントスキル教育の一

達成（achievement）という段階を通して作業が変化

環として，作業質問紙３）を用い，自らの学生生活を「作

することを述べており，competency（以下，コンピ

業」の観点から捉えて，教員と一緒に改善案を検討

テンシー）を求めて努力する過程は，新しい技能の発

するなど，人間が作業的存在であることの認識を高

達，古い技能の改良，これらの技能を習慣化すること

めるような取り組みを行っている４）．

へと導くとしている．今回の話題提供は，作業療法士

２年次には，「作業」の本質を捉え，作業療法に

のコンピテンシーに，
作業に焦点を当てた（occupation-

関連した諸理論と専門職連携の重要性を理解するた

focused）
，
あるいは作業を基盤とした
（occupation-based）

めの教育を行っている．２年次の主な授業である
「作

実践の能力が必要であるという前提のもとに行う．

業科学Ⅰ」では，事例を通した作業機能障害の種類
の分類演習，人間作業モデルや作業と結び付きのカ

２．吉備国際大学の紹介

ナダモデルに関する演習，信念対立解明アプローチ５）

本学作業療法学科は，1995（平成７）年にわが国

の講義などを実施している．また，
「キャリア開発Ⅱ」

４番目（私立大学では２番目）の大学養成課程とし

では，看護，理学療法，作業療法，社会福祉の４学

て誕生した．開設当初から，国際大学として Iwama

科合同演習による連携スキル学習プログラム６）を実

（現 Augusta University）らが海外の作業療法理論

施し，実際的な連携実践能力を養成している．これ
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らの授業によって，クライエントの「作業」の支援

４）岩田美幸，籔脇健司，京極真：人間作業モデル

は，連携なくしては困難であることを学生に伝えて

を用いた初年次教育プログラムの開発に関する予

いる．

備的研究．日保学誌，16（４），210-219，2014．

作業療法に関わる実践的な内容の教授が中心とな

５）京極真：医療関係者のための信念対立解明アプ

る３年次には，
クライエントの大切な「作業」を捉え，

ローチ−コミュニケーション・スキル入門．誠信

トップダウンアプローチに必要な基礎的，応用的な

書房，2011．

知識・技術を理解するための教育を行っている．３

６）横山奈緒枝：医療・福祉領域の連携スキル学習

年次の主な授業である「作業科学Ⅱ」では，事例を

プログラム−合同演習の試み．平成 20-22 年度吉

読み込んで評価結果を分析し，作業機能障害に対す

備国際大学質の高い大学教育推進プログラム（教

る支援計画を立案することを徹底的に行っている．

育 GP）成果報告書，2011．

また，
「老年期障害作業療法学」では，
作業ストーリー

７）Clark F, Ennevor BL, Richardson PL（ 村 井 真

の手法に準拠した作業ニーズ評価実習な

由美訳）：作業的ストーリーテリングと作業的ス

どを通して，作業ストーリーとニーズを捉える実践

トーリーメーキングのためのテクニックのグラウ

的な能力を養っている．これらの授業で得られた能

ンデッドセオリー．作業科学−作業的存在として

力は，
「評価臨床実習」での実践を通して強化される．

の人間の研究，三輪書店，pp.407-430，1999．

テリング

７）

４年次には，実際にクライエントの大切な「作業」
の支援を体験できるように「総合臨床実習Ⅰ」
「総
合臨床実習Ⅱ」の枠組みを整備している．ここでは，

③地域で活動するための作業療法コンピテンシー

作業に関する構成・半構成的評価の推奨や作業に対

伊藤

健次郎

するクライエントの認識を重視した介入について，
本会では，
「地域で活動するための作業療法コン

実習の手引きに明示し，実習指導者委員会でそれら

ピテンシー」をテーマに，在宅リハビリテーション

を説明するなどの働きかけを行っている．

や就労支援領域での経験を振り返り，成果をあげる
４．まとめ

ための“就労支援 OT コンピテンシー”
（図１

①ジョ

作業に焦点を当てた支援ができるカリキュラムで

ブマッチング力②環境調整力③実行力④創造力⑤経

は，学生自身が作業的存在であるという自覚を促す

営力⑥人材開発力 OT 学会 2013 にて報告）等に関

ことが重要である．また，学生の実践能力を高める

する話題を提供した． WFOT2014 コングレスワー

ために，専門職連携の中で作業療法理論をいかに活

クショップでは，「就労支援領域で使える OT，一人

用するかを考える必要がある．さらに，作業療法士

前の OT になるための能力や有能さ」“就労支援 OT

のコンピテンシーには，クライエントの作業ストー

コンピテンシー”について協議した．また５名の有

リーとニーズを捉える能力が必要不可欠であると考
えられる．
５．文献
１）Reilly M: Play as exploratory learning. Sage
Publications,1974.
２）CsikszentmihalyiM（今村浩明訳）
：フロー体験
−喜びの現象学．世界思想社，1996．
３）KielhofnerG,ForsythK,SumanM,etal（中村
Thomas 裕美訳）
：自己報告−クライアントの視点
を明らかにすること．人間作業モデル−理論と応
用，第４版，協同医書出版，pp.257-282，2012．

図１
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能な OT に行なったコンピテンシーインタビューか
ら得られた思考・行動特性を報告した．
「本コンピ
テンシーは OT だけでなく，クライエントにも向け
たものであるべきでは」との意見があり，運用する
上での課題として残った．OT 学会 2015 では，在宅
リハビリテーションにおいて，本コンピテンシーを
OT とクライエントに活用した就労支援の事例を報
告した．
コンピテンシーの概念は，1973 年ハーバード大学
の行動科学研究者の D.C. マクレランド教授らが「外
交官の業績の高さと学歴や知能はさほど比例するこ

図２

となく，高業績者にはいくつか共通の行動特性があ
る」との調査結果を発表したことに始まったとされ

えて，人材開発・育成担当としてスタッフ育成に関

ている．また高橋は，コンピテンシーを活用するこ

わっている．
“キャリアのオーナーは自分”という

とで「ある職種において長期的かつ安定的に高い成

マインドセットで，自律的に自分のキャリアを自分

果を出せる人と，そうでない人，たまに出せたとし

で切り開き，
“OT+α”（“+α”として休日を活用し

ても安定的に出せない人を比べ，その違いを行動心

NPO 法人や企業，学校などと連携しながら様々な地

理学的に分析する．すると，成果の安定性と高い相

域活動に参画し，多様な人とのつながりを持ちパラ

関が見られるような特定の思考特性や行動能力が浮

レルキャリアを形成するなかで OT の潜在能力を開

かび上がってくる」としている．

発・発揮する）の働き方が，変化の激しい時代のな

地域で活動する OT が多く在籍する弊社では個人

か地域 OT が地域の情勢や社会的な課題等の把握及

及び組織の業績向上を図るため，独自の“アクティ

び適切な支援を行なう一助になると考える．それら

ブコンピテンシー”
（図２

①人間力②リハビリテー

全ての経験が地域 OT として成果を上げることにつ

ションマネジメント力③自己成長力）を開発し人材

ながり，
“人生を豊かにする作業を地域の方々に提

育成に活用している．その土台は弊社創設当初の平

供できる”礎になると考える．

成 18 年から利用者が「らしく活きる」ことを念頭に，
利用者とスタッフが目標に向かって主体的に取り組

参考文献

んだその経験からである．無償で保健所や地域の老

高橋俊介著「キャリアショック」SB 文庫，2006 年

人会，他事業所などで介護，嚥下，リハに関する勉

金井壽宏著「働くひとのキャリア・デザイン」PHP

強会や講師派遣や利用者・家族向けの活動・参加型
イベント
「アクティブクラブ」
を実施している．また，

研究所，2002 年
花田光世著「働く居場所の作り方」日本経済新聞出

就労支援の一環で失語症のある利用者と PT，OT，
ST 養成校等に有償のリハモデルとして講義や評価

版社，2013 年
遠藤仁著「コンピテンシー戦略の導入と実践」かん

体験，トークライブ，失語症漫才をサポートする試
みや，利用者の就労生活トレーニングの場としてカ

き出版，2000 年
川上真史著「コンピテンシー面接マニュアル」弘文

フェ２店舗を自社経営している．平成 26 年に開設
した人材開発室，代表と管理職 11 名が共同で人材

堂，2005 年
ピーター・ドラッカー著「明日を支配するもの」ダ

開発プログラムを策定し，平成 27 年度より本格的
に運用を開始した．社員個々のスキル，知識，態度，

イアモンド社，1999 年
戸田智弘著「働く理由」ディスカヴァー・トゥエン

動機，価値観，行動特性，使命感などを見極め，行
動事実の質・量の引き上げを試みている．

ティワン，2008 年
エドガー・H・シャイン著

現在は在宅リハとデイサービスでのリハ業務に加
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金井壽宏訳「キャリア・

アンカー」白桃書房，2003 年
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大宮登監修「キャリアデザイン講座」日経 BP 社，
2012 年

携も欠かせないものである．ここで重要となるこ
とは，聴くことはもちろんのこと，情報を適切に伝

稲葉陽二著「ソーシャルキャピタル」生産性出版，
2007 年

達し，協議するなどの表出のスキルである．地域包
括ケアシステム時代の進展により，作業療法士をア

ワークス研究所編「Works“コンピテンシーとは何
だったのか”
」リクルート，2003 年

ピールする機会も増えてきているが，逆に誤解を受
ける機会ともなり得るため，作業療法士個々のスキ

人材開発プロフェッショナル養成講座資料，2012 年

ルの確立が課題であるといえる．

慶応義塾大学 SFC 研究所キャリアリソースラボラト
リー「キャリアセルフリライアンスプログラム」
阪東祐一郎他

訪問リハビリテーション

第６巻・

第１号（通巻 31 号）2016 年４・５月号，63-67

もちろん適切に作業療法を提供できる臨床実践能
力も問われる．前述したように，現在の医療現場で
は，限られた時間内で適切な介入を行う能力が問わ
れるため，計画性が欠かせない．
介入内容については，多角的な分析を基に機能予
後を予測し，最も効率的な手段を選択する必要があ
ろう．筆者が勤務していた急性期病院においては，

④医療職としての作業療法士に求められる能力
高島

特に早期から対象者の今後の生活を見据えたセルフ

千敬

ケアの自立，役割の再獲得を中心に支援を行ってい
１．はじめに

た．そうすることで対象者の自立心を損なうことな

臨床において作業療法士に求められる能力は，対

く，以前厚生労働省の高齢者リハビリテーション研

象者の治療技術はもちろんのこと，職員教育や管理

究会で批判された「漫然と展開されている機能訓練」

運営などの業務等を含めると多岐に渡る．本講演で

からの脱却を図ることができると考えられる２）．

は，
「作業療法士に求められるコンピテンシー」作

平成 28 年の診療報酬改定では，回復期リハ病棟

成の話題提供として，臨床で必要とされる①コミュ

において，成果主義が導入された１）．これは入院期

ニケーション能力，②臨床実践能力，③管理運営能

間中に，FIM などの尺度が一定の改善を示すことが

力について話題提供を行った．

できていない場合，対象者個人の１日の算定単位数
が制限されるというものである．

２．医療職としての作業療法士に求められる能力と
課題

その是非はともかくとして，わが国の医療費は平
成 25 年に 40 兆円を超え，国内総生産に対する比率

身体障害関連の医療機関に従事している例で考え

は 8.29％と膨張し続けている．また，その中でリハ

ると，各疾患別リハビリテーション（以下，リハ）

料の占める割合は約５％と急速に増加しており，医

料の枠組みを抜きには語ることができない．現行の

療費削減に向けて看過できない額になってきてい

疾患別リハは，脳血管疾患等など５つの疾患に分類
され，各リハ料の点数も異なる．さらに，発症初期
には 30 日をめどとして，初期加算，早期加算など
が加算される１）．加えて，１単位 20 分として，１日
24 単位，週 108 単位を上限とした時間枠で日々の業
務が展開されている（図）
．その間に，複数科のカ
ンファレンスへの出席や報告書の作成等が加わり，
さらに役職者は部門管理業務も担う必要があるため
に多忙を極めることになる．
種々の業務の根底となる能力として必要なものの
一つに，コミュニケーション能力があげられる．円
滑な臨床業務の遂行に向け，院内外の他職種との連

図．１日 24 単位を算定すると想定した場合の業務ス
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ケジュール例

教育方法論ワークショップ「コンピテンシー」

る．この状況下において，いかに作業療法，リハビ

告は行ってきていたものの，日々の業務に追われ，

リテーションの効果を示すかが，職域確保のための

成果の発表や論文執筆がおろそかになっていたこと

大きな課題となる．

に気づかされたのである．

臨床においては対象者への治療に必要な直接時間

これ以降には他団体との渉外活動などの雑務も増

とカルテ記載やカンファレンスなどのその他の業務

え，物理的仕事量の増加から，１日 24 時間の行動

に要する間接時間がある．この間接時間をいかに円

計画を見直さなければならないという課題に直面し

滑に遂行するかが，昨今社会的な問題になっている

た．これを機会に業務分析に取り組み，ベッドサイ

長時間労働の回避への重要な因子となっている．

ドの時間や訓練予約時間の調整，加えて業務とプラ

以上のように，現行の診療報酬体系における作業
療法士の職務内容は多岐に渡り，俗にいう一人前に

イベートの時間の区別の徹底などストレスを蓄積し
ない生活設計に務めた．

なるためには，表に記したような能力が求められて

その数年後には，両リハ料の作業療法士の関わり

いる．また，バランスの取れた臨床家になるための

の制限は解除され，自己の日々の臨床業務の円滑化

素地は，一朝一夕に育まれるものではなく，養成校

も達成できるに至り，結果的に部下の教育に割く時間

教育の時点から意識的に築いていく必要があると考

も確保でき，組織強化へも注力できるようになった．
必要に迫られて変革に取り組んだ訳であるが，自

えられる．
コンピテンシーを「成果につながる行動」と考え

身の臨床を変える良いきっかけとなり，患者サービ

た場合，何をもって「成果」とするかにより，要求

スの充実や組織強化，ひいては自身の成長のために

される行動特性が異なるが，仮に「成果」を収益や

も，各々の立場に応じたコンピテンシーの作成が重

臨床研究結果とするとなれば，成果の給与への反映

要であるとの認識を得る機会となった．

なども考慮されるべき課題であろう．
４．まとめ
表．医療職として作業療法士に求められる能力（例）
コミュニケーション能力（共感力），礼節，
コミュニ ケ ー
周囲への配慮（目配り，気配り，心配り）
ション能力
など
基本的臨床能力（カルテ記載なども含む），
臨床判断能力，危険予知能力，問題解決
臨床実践能力
能力，患者教育，専門職としての高い意識
（研究心，探求心）など
業務管理能力
（時間管理能力，コスト管理），
部門管理，医療事故への対応，ハラスメン
管理運営能力
トへの対応，心身の自己管理，後輩の育
成など

１）地域包括ケアシステムの進展により，院内外の
他職種との連携が欠かせないものとなっており，
コミュニケーション能力が問われている．
２）また，回復期リハ病棟にて成果主義が導入され
るなど，限られた時間の中で成果につながる行動
が求められる時代となった．
３）一方でカンファレンスや診療録記載などが長時
間労働につながっている実態があり，患者サービス，
現場の教育力低下などへの弊害が懸念されている．
４）適切な部門運営には，成果につながる行動の確
立が喫緊の課題となっており，立場に応じたコン

３．成果につながる行動の実現に向けて

ピテンシーの作成が期待されている．

以下に筆者が成果につながる行動について意識す
るようになったきっかけについて述べる．自身の行
動様式を振り返る機会となったのは，平成 18 年に

５．文献

疾患別リハが導入された際にさかのぼる．当時は呼

１）厚生労働省 平成 28 年度診療報酬改定につい

吸器リハ料，心大血管リハ料の施設基準に作業療法

て http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/

士の職名はなく，当時大学病院で毎日のように同疾

bunya/0000106421.html

患の対象者への作業療法を実施していた著者にはま

２）厚生労働省高齢者のリハビリテーションのある
べき方向

さに青天の霹靂であった．
この対応として必要となったことに，臨床の成果
の提示があった．それまでに最低限の臨床成果の報
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研究と報告
作業療法学学生に対する臨床実習前コミュニケーション講座の試み
Trial of a communication lecture series before practical training for occupational therapy students
飯塚

照史１）・今井

あい子１）・竹田

徳則１）・綾野

眞理２）

TerufumiIITSUKA・AikoIMAI・TokunoriTAKEDA・MariAYANO

Japanese Journal of Research for the Occupational Therapy Education 16(1):

23-29, 2016

要旨：作業療法学専攻３年次学生 35 名を対象として，臨床実習（以下，実習）に向けた対人コミュニケーショ
ン能力向上と心理的支援を目的とした講座を４回実施した．講座実施中の学生の実習に対する不安は，講座
開始当初は指導者や対象者との「関係作り」であった．しかし，実習直前には「知識・技術不足」に対する
不安が高まる傾向にあった．しかし，講座における指導者などとの対人関係を意図したロールプレイングや
ストレスマネジメントとしてのリラクゼーション方法の教示は，実習前不安の自己評価得点を軽減していた
（P<0.008）
．一方，実習後のアンケートでは，コミュニケーション困難として対象者の疾患特性や沈黙，消
極的態度といった状況に直面し，対人反応への戸惑いを感じていた．今後は作業療法実践におけるコミュニ
ケーション特性を具体的に検討した上で，実習で想定される困難場面に対するロールプレイングや客観的評
価に関する検討が必要である．
キーワード：コミュニケーション，臨床実習，養成教育

諸言

ての認識を高めること」２）である．養成教育の方針

理学療法士作業療法士養成指定規則では，臨床実

に照らし合わせると，認知領域（知識），精神運動

習（以下，実習）実施が 18 単位（810 時間）と規

領域（技術），情意領域（態度・習慣）であり，実

１）

定されている ．その目的は「対象者の全体像を把

習前にはこれらについて一定以上の到達が必要とな

握，作業療法計画，治療・指導・援助などを通して，

る．

作業療法士としての知識と技術・技能および態度を

しかし，実習で躓く学生が全国的に増加している

身につけ，保健・医療・福祉にかかわる専門職とし

と推測されている３）．これは認知，精神運動領域だ
けではなく，情意領域におけるコミュニケーション

１）星城大学リハビリテーション学部作業療法学専攻
The faculty of rehabilitation and care, Seijoh
University

〒 476-8588
172 番地

愛知県東海市富貴ノ台 2 丁目

Thefacultyofrehabilitationandcare,Seijoh
university
2-172Fukinodai,Tokaicity,Aichiprefecture,
Japan476-8588
２）鈴鹿医療科学大学保健衛生学部医療福祉学科臨床
心理コース
Clinical Psychology Course, Department of
Medical Welfare, Faculty of Health Science,
SuzukaUniversityofMedicalScience

能力が起因しているとの指摘がされている４，５）．
山口６）は，現代の学生を理解するうえで避けて通
れないものに「ゆとり教育」を挙げ，
「関心・意欲・
態度」を評価されるという意識から，
“失敗はでき
ない”という感覚をもっていると述べている．実習
指導者と学生は多くの場合評価者と被評価者の関係
性にある．学生にとって実習という非日常的な異文
化体験は心理面に対する多大な負荷 ７） となり，そ
の管理も実習遂行には必要となる．実際に，実習遂
行が困難になった学生との面談では“指導されたこ
と”を“注意された”と感じ，自己否定的に捉えて
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いるような印象が報告されている７）．そのため，工
藤

８）

ケーション能力」を，「言語的・非言語的手段を円

が評しているように「話ができない」
「内容を

滑に運用でき，場と相手に関する状況を読む力」と

膨らませて会話を続けられない」
「対象者に歩み寄

した．また，
「不安」については「実習に挑むにあたっ

り，一緒に喜んだり悩んだりすること」が困難であ

ての全般的な不安」と定義した．

り，結果的に「動けない・聞けない・やる気がない」
等の印象を指導者（評価者）に与えてしまっている

【講座テーマおよび内容】
講座内容は作業療法学教員３名と臨床心理士との

と推察される．
一方，実習に必要なコミュニケーションについて
９）

協議によって決定し，講座実施は２名の教員が４回

は，“新しい環境に適応するためのコミュニ

連続して主担当で実施した（表１）．講座の方針は

ケーション能力”
，
“新たな人間関係を築くためのコ

前述の目的に沿い，円滑な対人コミュニケーション

ミュニケーション能力”
，
“誰とでもどのような事で

の理解について講座１〜３を実施した．この段階で

も取り組むことが出来るコミュニケーション能力”

は，言語的・非言語コミュニケーションの重要性に

の３点が作業療法士・理学療法士に必要であること

基づき，会話内の言葉を解釈すること，傾聴するこ

を強調している．これらは学内教育での涵養が重要

とをゲーム形式での演習を用いながら教示，共有し

であるものと思われる．しかし，学生が実習前に備

た．前半のまとめとなる講座３では，主に指導者・

えておくべき到達目標が不明確であり，さらにコ

患者・学生の立場で異なる倫理観を教示し，実際に

ミュニケーションについて体系的に習得する機会が

実習で起こり得る対応困難場面を想定しロールプレ

山口

少ないことなどが問題として認識されている

10）

イを行った．のち，各グループの対応と自身の対応

．

これらの現状を踏まえ，星城大学では 2012 年度

を対比させ，教員も含めて討論し，共有した．これ

より作業療法学専攻学生に対し，主に円滑な対人コ

を受け講座４では，自己管理およびストレスマネジ

ミュニケーションと実習中の自己管理およびストレ

メントについて，指示，指導する側の倫理観とこれ

スマネジメントの理解を目的とした講座を実習前に

に対するストレスへの自己管理の重要性について教

月１回，４回シリーズで実施している．本報告では

示した．理解を深めるためにあえて“良い対応”
“悪

講座の内容紹介と，講座による学生の意識変容と実

い対応”についてロールプレイを行い，学生役を行っ

習に対する不安の推移を受講後アンケート及び実習

た者に心情を語らせることで自身の心理的ストレス

後アンケートから検討することを目的とした．

についても学生・教員で共有した．さらに，臨床心

なお，本報告では山口の定義

９）

に倣い「コミュニ
表１

理士よりストレスが招く身体的不調や他者への相談

コミュニケーション講座概要
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も含めた自己管理の重要性について周知し講座を閉

【検討項目】
１）自己評価得点推移

じた．

Mann-whitney 検 定 を 用 い て， 講 座 毎 の 自 己 評
【対象および方法】

価得点推移について多重比較を行った．この際，

対象は３年生 35 名（平均年齢：21.1 ± 0.5 歳，男

Bonferroni の 不 等 式 か ら 検 定 回 数 で 除 し た 0.8 ％

13 名，女 22 名）とし，当該年度の１月下旬から始

（0.05/ ６）を有意水準とした．なお，臨床実習Ⅱ終

まる臨床実習Ⅱ（３週間；身体障害領域，精神障害

了後の自己評価得点については，中央値および最頻

領域）に臨む前の，10 月から講座を毎月１回，合計

値を示した．

４回実施した．各講座実施後および臨床実習Ⅱ終了

２）自由記述項目

後の合計５回，アンケートを実施した．アンケート

講座実施後および臨床実習Ⅱ終了後アンケート自

内容は筆者らで“講座によって学生はコミュニケー

由記述項目については，内容の意味単位ごとにコー

ション能力の向上を感じられ，実習に対する不安が

ドを付し，類似したコードから「一次カテゴリ」，

軽減する”という目的を共有したうえで，講座実施

さらに類似した「一次カテゴリ」から＜二次カテゴ

後の自己評価として「自身のコミュニケーション能

リ＞と集約する主題分析を行った．

力」「実習に対する不安」の２項目とした．尺度は，
０（全くない）から 10（とてもある）までの 11 段
階とし，さらに「実習に対する不安」については自

【結果】
１）自己評価得点推移

由記述項目を設けた．また，実習終了後アンケート

学生の自己評価として「自身のコミュニケーショ

では，
「実習前よりコミュニケーション能力は高まっ

ン能力」は各講座間に有意差は認められなかった．

たか」「コミュニケーション不安」について前述の

一方，「実習に対する不安」は１，３回目より４回目

11 段階自己評価を用い，
「実習前の不安が解消され

で有意に減少していた（P ＜ 0.008）
（図１）
．実習

た理由」「講座で役立ったプログラム」
「実習後も不

終了後においては，
「実習前よりコミュニケーショ

安が残存した要因」
「実習中のコミュニケーション

ン能力は高まったか」は中央値６，最頻値８で学生

困難」については，自由記述項目を設定した．本研

は高まりを感じていた．
「コミュニケーション不安」

究は所属施設における研究倫理委員会にて承認を受

は，中央値６，最頻値３であり，傾向として半数程

けて実施した（承認番号 2012C0024）
．なお，対象

度はコミュニケーションに対する不安が残存してい

となる学生に対しては研究目的等を文書および口頭

た（表２）．

にて説明のうえ，アンケート記入を以て同意したも

２）自由記述項目
講座後の自由記述の不安内容を表３に示した．１，

のとした．

図１

講座実施中の自己評価得点結果
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表２

表３

実習後の自己評価得点（n=34）

講座後の不安内容とコード数（※）

生 して

1
1
1

信頼
5

不

2
1

し
1
4
1
2
1

1

2

2

2

2

10
1
1
2

5

1
機
い

1
る

は

全

3
1

不

3
1

間
間
しい生

生

1
3
1

間
作

1

1

3
1

13

6
1

2

不
全
不

不

1
13

6
4
1
1
7

不
体
17
1

る不
し 不
不

不

不

し

3

る
不
不

2
2

2
1

1
1
2
4
4
1
10

1
2
1

2

1

4

1
1

1
2

1

6

35

55

1
4

74

39
5

し

２回目においては指導者や対象者への不安として，

１回目で多く，その後減少し実習直前で多くなる傾

うまく信頼関係が築けるかなどの「関係づくり」
，

向であった．

３回目においては対人対応として，状況に合わせて

表４に示した実習後アンケートでは，実習前の不

コミュニケーションを行えるか，対応が出来るかな

安が解消された要因として「実習経験」によるもの

どの「臨機応変な対応」が多い傾向であった．実習

を挙げている学生が多く，逆に実習後も不安が残存

遂行への不安では，知識・技術不足に対する不安が

した要因には，
「患者対応」を挙げているものが多
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表４

実習後アンケート結果

/
不 が
る
（82％）

2
16
4

る
（18％）
不 が
し
（33％）
（ 7％）

2
1
1
1
1
1
1
1

不
不

（3％）
（3％）
（12％）

生 して
重
不

（3％）
（18％）

い（37％）

い
（24％）
い
体 不
（93％）

1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
3
1
1
2
4
1
1
3
1
2
1
1
13
1
1

（7％）

かった．実習中のコミュニケーション困難について

足」へと変化していた．これらは講座内容によって

は，
「沈黙」や対象者の「消極的態度」などの対人

も影響されていると思われ，「自身の態度」「臨機応

反応への戸惑いを感じている学生が多かった．一方，

変な対応」は３回目に，「知識・技術不足」「様々な

講座で役立ったプログラムには「ロールプレイング」

人との関係」は４回目に特徴的に抽出されていた．

を多く挙げていた．

いずれも対象者あるいは指導者との関係性について
ロールプレイングと討論を通じた共有を行ってお

【考察】

り，様々な意見を聞き，自身の事として捉えている

【講座実施および実習後の学生におけるコミュニ

ことを反映しているものと思われる．一方で，
「知識・

ケーション能力・不安について】

技術不足」は，３回目で減じていることから，当初

本報告における講座全体を通じた不安内容の傾向
は，初期の指導者や対象者との「関係づくり」と

からあった不安が実習を目前にして顕在化している
ものと捉えられた．

「知識・技術不足」が実習直前には「知識・技術不
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の不安５分類のうち「実習の状況に対する不安」は

ないものの，“思っていたより会話が出来た”“共通

指導者からの評価や課題の困難度に対する不安，
「心

の趣味があった”などの実習経験での気づきが重要

理的不適応感に対する不安」は実習で曝されるスト

なことを示していると思われる．しかし，実習中の，

レスや精神的疲労感と定義している．安田ら

14，
15）

は，

「対象者の沈黙」や「消極的態度」，「失語症」など，

実習に対する不安の傾向は実習前で高くなり実習後

対人対応への戸惑い，相手の状況に合わせた対応に

に軽減することを指摘し，実習場面を想定した教育

おいてコミュニケーション困難を感じていた．学生

指導の必要性を説いている．対照群を設定していな

自身が学内で想定し得なかった場面では，対処法の

い本結果は，先行報告と異なっているが，講座での

未熟さもあり問題解決まで至らなかったものと考え

座学的教示とともに，指導者や対象者との場面を意

られた．

識したロールプレイング，あるいはストレスマネジ
メント方法は，
“対処法のない不安”から“対処法

【講座の意義および本研究の限界と今後の課題】

のある不安”へと学生の意識が変容し，実習に対す

全４回の実習前のコミュニケーション講座は，学

る“過度な”不安が講座４回目で軽減した可能性が

生の実習前の過度な不安を軽減する可能性が示唆さ

考えられる．

れた．また，教示方法としては困難場面を想定した

さらに，作業療法学における専門知識の必要性に

ロールプレイングが有効であるものと推察された．

関する不安が顕在化したことは，
「関係づくり」に

しかし，いずれも学生自身による主観的評価を基に

対する不安の感じ方が相対的に変化した事も考えら

しており，コミュニケーションに関する講座が実習

れる．つまり，
“対処法のある不安”への学生の意

前に備えておくべき事柄をどの程度達成しているの

識変容は，実習に向けて漠然とあった「関係作り」

かについての客観的評価を示すことはできない．た

と表現した不安を相対的に和らげるものであったも

だし，標準化された客観的評価が限られている状況

のと考えられた．

下では，学生が自覚しているコミュニケーション能

一方で「コミュニケーション能力」の向上につい

力や不安を指標とした本結果は意義深いものと考え

て，今回は学生の自己評価による講座の効果は見出

る．また，教員は実習訪問時の学生対応として，実

せなかった．学生自身が“出来るようになった”と

習遂行の不十分さにコミュニケーションが起因して

感じるには，実習場面での実践が必須であり，実習

いる場合には，講座内容を思い起こさせ再度気づき

後アンケートより，
実習による効果と判断できる「実

を促すとともに改善に向けた行動につなげることが

習完遂」および「実習経験」が 80％を超えること

情意領域を高めるうえでは肝心な教育指導と言え

からも裏付けられる．医学生を対象としたコミュニ

る．
また，本研究では学生個々の知識・技術あるいは

ケーション教育の即時的効果に関して，Mukohara
らの報告

16）

は，疾病が患者に与える影響に対する学

コミュニケーションに関する課題と習得についての

は，病

具体的な提案が出来ない．さらに実習における経験

歴聴取，診断に関する説明について学生の学習の意

値は，学生自身の性格的特徴，指導者あるいは施

義に対する理解が深まることを示している．本研究

設による差異などにより影響するものと想定される

における「コミュニケーション能力」の定義と，実

が，本研究では言及できず，限界である．

生の解釈が向上する点を示し，Lengerk ら

17）

習で想定される心理的ストレスに対する支援を目的

今後は，作業療法学分野におけるコミュニケー

のひとつとした講座内容には違いがあり，先行研究

ション上の特徴を具体的に抽出し，学生個々の経験

で報告されているような即時的効果を示すことが出

値の差を加味したうえでの，学内での指導方法につ

来なかったと考えられる．

いて検討することが必要と思われる．

一方，実習後の自己評価では「コミュニケーショ
ン能力の高まり」を感じる学生が多く，さらに「コ

【謝辞】

ミュニケーション不安」の軽減を感じている者が多

本研究は，星城大学元気創造研究センターの研究

かった．これは講座による直接的効果は明らかでは

助成（学生のコミュニケーション技能向上に向けた
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研究と報告
本学科評価実習でのカナダ作業遂行測定の活用状況について
〜学生が活用するための展望を検討〜
The utilization of Canadian Occupational Performance Measure (COPM) in the evaluation fieldwork
〜 Examining the prospects for students to use COPM〜
榊原

康仁・林

亜遊

YasufumiSAKAKIBARA・AyuHAYASHI

Japanese Journal of Research for the Occupational Therapy Education 16(1):

30-37, 2016

要旨：本学科の作業療法学生（以下，学生）は，臨床実習での，クライエントに焦点をあてた代表的な評価
法であるカナダ作業遂行測定（以下，COPM）の活用が少ない．本研究の目的は，本学科で COPM の演習
を経験した学生を対象に，評価実習での COPM 活用の有無を調査し，その内容から本学科の授業のあり方
を検討することである．
結果，量的調査より COPM の活用は少なく，質的調査より「今後の COPM 活用のヒント」，
「本学科での教
育の問題」
，
「実習施設での問題」というカテゴリーを抽出した．今後，本学科が世界作業療法連盟の基準に
合う教育をするには，
「作業療法はクライエント中心」という理念に基づき，カリキュラムの再構築や実習
施設との連携が重要であると検討した．
キーワード：カナダ作業遂行測定（COPM），トップダウンアプローチ，作業療法学生，世界作業療法連盟
（WFOT）

Ⅰ．緒言

るトップダウン形式のカナダ作業遂行測定（以下，

世界作業療法連盟（以下，WFOT）が発表してい

COPM）がある４）．本学科でもクライエントの意味

る作業療法の定義１） では，
「作業療法士とは作業を

ある作業について話し合い作業療法を進めていく

通して健康と幸福を促進しようとするクライエント

COPM ４）を，学生が卒後に職場で活用できることを

中心の健康専門職」としている．さらに WFOT は，

期待している．そのためまず学生には学内の授業を

世界の作業療法教育を WFOT 基準に合わせること

受講させ，臨床実習で活用することを促進している．

２）

も提案している ．日本の作業療法教育も医学モデ

しかし，本学科の臨床実習での到達目標は，
「実

ル中心からクライエント中心への教育へと見直すこ

習生が臨床実習指導者（以下，SV）の指導のもとに，

３）

対象者の全体像を把握，作業療法計画，治療・指導・

とへの提案もなされている ．
「クライエント中心の作業療法」の代表的な評価

援助などを通して，作業療法士としての知識と技術・

法の１つには，クライエントにとって意味のある

技能および態度を身につけ，保健・医療・福祉にか

作業に焦点を当て，その実現に向けてアプローチす

かわる専門職としての認識を高めること」としてお

大阪医療福祉専門学校 作業療法士学科
OsakaCollegeofMedical&WelfareDepartmentof
OccupationalTherapy
〒 532-0003 大阪市淀川区宮原 1-2-14
1-2-14，MIYAHARA，YODOGAWA-KU，OSAKA，
532-0003，JAPAN

り，SV にはトップダウンアプローチ（以下，トッ
プダウン）なのか或いはボトムアップアプローチ（以
下，ボトムアップ）の指導をしていただくかは明確
でない．SV の自由裁量に任せられている．また，
SV には本学科教員が実習指導者会議や実習施設へ
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の訪問時などで，COPM や日本作業療法士協会が推
５）

した学生を対象に評価実習後，評価実習での COPM

などクライ

活用の有無を調査し，それぞれの理由から本学科の

エント中心の作業を基盤とした実践について紹介し

COPM に関するカリキュラムのあり方を検討するこ

可能であれば臨床実習に取り入れてほしいとは伝え

とである．

進している生活行為向上マネジメント

ているが，必ず活用して指導してほしいという依頼
まではしていない．ただ学科内では「クライエント

Ⅱ．方法

の作業（生活行為）に着目できる学生を育成する」

１．対象

ことをコンセプトにしている．そのため SV にはク

対象は３年次後期（2013 年 11 月），COPM に関

ライエントの作業に着目した視点から学生を指導し

する演習形式授業（以下，演習）を受講した本学科

ていただくことをお願いしている．

夜間部４年制課程の３年生 40 名の内，授業に欠席

最初に学生が COPM を活用しトップダウンを経

や遅刻があった学生 12 名，COPM に理解がなく活

験する場面としては，比較的長期にクライエントと

用を拒んだ学生１名，さらに本研究に関する同意書

関われる評価実習がチャンスであると考える．本学

に同意が得られなかった学生７名を除外し，演習後

科の評価実習は，日本作業療法士協会の作業療法臨

COPM をアンケートで理解できたと回答した 20 名

床実習の手引き第４版

６）

の内容を基本としており，

「評価計画を立てる」
，
「評価を実施する」，
「評価結

（男性 10 名，女性 10 名，平均年齢 28.6 ± 7.32 歳）と
した．

果から全体像をまとめる」
，
「将来像を予測する」，
「作

なお今回の COPM の演習は２回実施し，１回が

業療法の対象となる生活機能と障害について焦点化

90 分授業であった．演習は，第 18 回作業療法教育

する」
，「長期目標および短期目標を設定する」，「治

研究学術集会で実施された模擬授業を参考にし，そ

療・指導・援助を計画する」までを一般目標におい

の内容は講師である吉川８）により作業療法教育研究

ている．その中でも「作業療法の対象となる生活機

第 13 巻第１号にまとめられている．

能と障害について焦点化する」という一般目標には

演習の内容は，COPM のオリエンテーション後に

「抽出した各側面に優先順位をつける」が，
「長期目

学生同士がペアを組んで，面接する側の作業療法士

標および短期目標を設定する」という一般目標には

役と面接される側のクライエント役に分かれ COPM

「対象者及び家族と目標を共有する」が行動目標の

の面接を実施した．なお一方の面接終了後，作業療

１つとして上げられており，半構成的面接によりク

法士役とクライエント役は入れ替わり，COPM の面

ライエントの作業をクライエントと作業療法士がと

接をそれぞれ１回ずつ体験した．面接の手順は作業

もに探り重要度，遂行度，満足度を決める COPM

７）

療法士役がクライエント役に，第１段階として作業

は，
「抽出した各側面に優先順位をつける」，「対象

（「したいこと」，「する必要があること」，「すること

者及び家族と目標を共有する」という行動目標を実

を期待されていること」
）を聞く，第２段階として

施する上で適していると考える．そのため評価実習

複数あった作業に優先順位をつけるために，各作業

前の授業で，学生には COPM の演習も実施し内容

の重要度を１〜 10 点で聞く，第３段階として各作

を理解してもらうことに努めており，強制ではない

業について現在どれくらいうまくできるか（遂行度）

が授業後の評価実習において COPM 活用を呼びか

と，それについてどれだけ満足しているか（満足度）

けている．

をそれぞれ１〜 10 点で聞いた．なお今回，対象の

ところが本学科での評価実習後の症例発表会で

作業は例えば「歩行周期を学習する」など勉強に関

は，学生の COPM 活用が少ないのが現状である．

するものを選択してもらった．第４段階としてクラ

そのため長期の実習において COPM の活用状況を

イエント役には自己学習やグループワークなどを実

明確にして，COPM 活用の有無の理由から今後のカ

施した上で３週間後に遂行度と満足度の再評価をし

リキュラムの再構築を検討することは，有意義であ

た．第１段階から第３段階までは２コマある中の１

ると考える．

回目の演習で，第４段階は２回目の演習で実施した．

本研究の目的は，本学科で COPM の演習を経験
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Ⅲ . 結果

２．評価実習後の質問紙調査

１．量的調査について

対象には，３年次評価実習（期間は 2014 年１月
13 日から 2014 年２月７日までの４週間）終了から

COPM の 活 用 は 20 名 中 ３ 名 で あ り，17 名 が 活

７日後，質問紙にて以下の内容について調査した．

用しなかった．実習施設の実習指導者が COPM 活

質問紙の内容は，評価実習における COPM 活用

用を促したと答えた対象は，１名であった．１サ

の有無，実習指導者から COPM 活用の促しの有無，

ンプルカイ２乗検定では，５％以下の有意差があ

作業選択意思決定支援ソフト（以下，ADOC）や

り，COPM 活用や促進が少ないと結論づけた．同じ

生活行為向上マネジメントなど COPM 以外のトッ

く COPM 以外のトップダウン形式で ADOC あるい

プダウン評価についての有無を調査した．また，

は生活行為向上マネジメントの活用があった対象は

COPM 活用の有無については，その理由を自由記載

１名で，同様に活用が少ないと結論づけた（表１）
．

形式で回答してもらった．

なお COPM を活用した３名の学生の実習施設は３
名とも大阪で，分野は身体障害部門２名と老年期障

なお対象 20 名の評価実習施設の所在地は，大阪
府８名，京都府４名，兵庫県３名，和歌山県３名，

害部門１名であった．

滋賀県２名であった．分野は身体障害領域 16 名，

２．質的調査について
KJ 法の手続きに則って自由記述の内容をカード

老年期障害領域２名，精神障害領域１名，発達障害
領域１名であった．

にまとめたところ，図１の通り７つの小カテゴリー

３．分析方法

と３つの大カテゴリーが生成された．

量的調査では，COPM 活用の有無，実習指導者か

COPM を活用したと答えた自由記述からは，対象

らの COPM 活用の促しの有無，ADOC あるいは生

がクライエントにとっての重要な作業を明確化した

活行為向上マネジメントなど COPM 以外のトップ

いと考えている記述が２ラベルあり「クライエント

ダウン評価の活用の有無についてのデータを，ワン

の作業の明確化」
，COPM 利用が実習施設で基本で

サンプルカイ２乗検定を用いて有意水準５％未満と

あるとの記載が１ラベルあり「COPM を活用して

して検討した．統計処理は，Excel 2010 に表を作成

いる実習施設」という合計２つの小カテゴリーが生

し解析した．

成された．更に２つの小カテゴリーは臨床実習での

質的調査では，KJ 法を用いて意味あるカテゴリー

今後の COPM 活用のヒントになると考え「今後の

を生成した．COPM 活用の有無についての自由記述

COPM 活用のヒント」という大カテゴリーが生成さ

の内容を文脈に応じてラベル化し．類似性のあるラ

れた．
COPM を活用しなかったと答えた自由記述から

ベルを集め小カテゴリーを生成し，さらに小カテゴ
リーをまとめて大カテゴリーを生成した．

は，クライエントの意欲や認知機能の低下があり意

４．倫理的配慮

思疎通が困難であったという記述が３ラベルあり

対象とする学生には本調査の説明を行い書面にて

「クライエントとのコミュニケーションの問題」，症

同意を得た．研究説明には，研究の目的と方法，参

例を評価することでいっぱいになるなど時間がない

加は拒否しても不利益を被らないこと，個人情報を

ことを強調する記述が６ラベルあり「余裕や経験の

守ることを伝えた．

なさ」，
 COPM の活用が思いつかなかったという記
述が６ラベルあり「COPM 活用が思いつかない」，
対象がクライエントには COPM を必要としないと

表１

学生の COPM など活用状況

有

無

合計

X2 検定

COPM 活用

３（15%）

17（85%）

20（100%）

P<0.05

COPM 促進

１（５%）

19（95%）

20（100%）

P<0.05

ADOC など活用

１（５%）

19（95%）

20（100%）

P<0.05
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図１

自由記述のまとめ

判断したという記述が２ラベルあり「必要性の認識

Ⅳ . 考察

の低さ」
，実習指導者から COPM 活用を拒まれた記

１．量的調査の結果から

述が１ラベルあり「実習指導者の理解度」という合

東９）は「トップダウンとは，COPM を用いたクラ

計５つの小カテゴリーが生成された．５つの小カテ

イエント中心の作業療法や，日本作業療法士協会に

ゴリーの内，
「クライエントとのコミュニケーショ

よる生活行為向上マネジメントのように，対象者に

ンの問題」
，
「余裕や経験のなさ」
，
「COPM 活用が思

とって意味のある作業に焦点を当て，その実現に向

いつかない」
，
「必要性の認識の低さ」の４つの小カ

けてアプローチすることを言う」と述べており，対

テゴリーは，養成施設の教育内容を見直せば対象が

照的に「対象者の機能に焦点を当て，機能の改善を

実習施設で COPM 活用できる可能性があると反省

目的にアプローチすることをボトムアップという」

し「養成施設での教育の問題」という大カテゴリー

というように，現在の日本の作業療法には２つのア

にまとめ，「実習指導者の理解度」という小カテゴ

プローチがあることについて述べている．

リーは実習で対象が COPM を活用しにくい環境で
あり「実習施設の問題」という大カテゴリーとした．

しかし，結果より今回の実習では COPM 活用や
実習施設からの COPM の促しが少なく，ADOC や
生活行為向上マネジメントの活用も少ないことか
ら，トップダウン自体が少ないと言える．加えて本
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学科の評価実習において，トップダウンが浸透しな

とがない限り，かなりの部分で知識・技術ともに不

い理由を，探索する必要性があると考える．

足している可能性が高い」と指摘している．そのた

なぜトップダウンの評価をしている実習施設が圧

め教員が適切に知識技術を教授できない可能性があ

は「わが国

ることも同時に示唆している 11）．例えばクライエン

の作業療法は医学モデルとともに発展し，現在でも

トの作業には，作業がどのように観察されているか

医療職として位置付けられている．医学モデルと相

という形態，作業がどのように役立つかという機能，

性が良いのはボトムアップであり，トップダウンを

その作業をすることにこめられた内容，意図，理由，

実践するには様々な障壁が存在する」と述べている．

目的，気持ちなどの意味という３つの側面があり，

すなわちボトムアップは，機能改善に基づく介助量

その側面に注目しながら評価・介入を行うことで，

の軽減や自立度の向上が中心であるため，クライエ

クライエントの作業をより詳細にとらえることが可

ントや家族に貢献しているという思考になりやすい

能である 10）．学生には作業の基本となるその３つの

と考える．

側面さえ説明されていない．そのため学生がクライ

倒的に少ないのかを考えた場合，友利

しかし，
東

10）

９）

は「ボトムアップに裏付けされたトッ

エントの作業に興味を持つには，本学科の教員がク

プダウンこそ，我々が目指すべきアプローチではな

ライエントの作業について把握できる知識や技術を

いだろうか」とも独自の見解を述べている．確かに

学習し，学生に教授できる体制を整備する必要があ

作業療法士がクライエントにとって大切な作業を通

ると考える．加えて，クライエントの作業遂行文脈

して健康を促進する専門職であれば，機能の改善自

をもとに面接を行った後，その作用について，なる

体が最終目標となる事はない．しかし，機能の改善

べく実際に行われる場面に近い形で観察し，遂行分

もクライエントにとって大切な作業を行う上での１

析を実施し，そして実際に観察された問題点に関連

つの目標となりうると考える．今後，学生がトップ

する検査を実施し，その結果を解釈するトップダウ

ダウンを実習で学習するには，トップダウンは機能

ン形式のレポートの書き方も提案されている 11）．そ

改善に焦点を当てたボトムアップとは対立関係には

のようなトップダウン形式のレポートの書き方を学

ないことを，実習施設側へ伝え理解してもらう必要

生は指導されれば，クライエントの作業選択におい

があると考える．

て，COPM や ADOC などを活用し，作業をあげた

２．質的調査の結果から

理由やデータを数値化する意味が分かりやすく，事

１）COPM 活用へのヒント

例などを通してクライエントの作業に興味を持つ学

対象の一部には，
「クライントの意味ある作業」

生も多くなると考える．

を明確化したいと考えている学生が存在したが，少
数であった．しかし，WFOT

１）

が「作業療法はク

また COPM を使用することが基本になっている
実習施設も存在した．そこは COPM により面接し，

ライエント中心の保健専門職で，作業を通して健康

作業療法士がクライエントの意味ある作業を見出

と安寧を促進する」と定義し，同じく世界中の作業

し，その実現に向けてクライエントと協働したトッ

療法教育を WFOT 基準

２）

に合うものにすると声明

プダウン形式の評価や介入を実施している施設の可

している現在，日本でも COPM などを通してクラ

能性もある．そうであれば本学科の実習地としては，

イエント中心の作業を基盤とした，ないしは作業に

先駆的な取り組みをしており，情報を共有したい．

焦点を当てた実践を行っていく能力を持つ学生を育

内容を聞き出し，他の実習施設にお願いできる可能

成していく必要があると考える．

性もある．

作業に焦点を当てた実践を行うために作業療法士

近年，日本作業療法学会の演題レビューを行った

は，クライエントの内発的動機や主体性に関心を持

結果，クライエントの「意味ある作業」について言

10）

11）

は

及した演題が増加傾向にあり，クライエントの「意

「少なくとも 10 年以上前に養成校を卒後して OT に

味ある作業」を見出し，その実現に向けて作業療

なった人たちは，卒後自分なりに勉強したり，作業

法を行うトップダウンの重要性が強調されるように

を用いた実践経験上で自ら身につけているというこ

なってきている 12）．今回はトップダウンで実習を実

つことは極めて重要である

．しかし，齋藤
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施している施設が少ない結果に終わったが，クライ

および「作業をする人」について探る学問としては，

エントの「意味ある作業」の実現を目的として作業

作業科学がある．近藤 14） は「作業療法士が持つべ

療法を実践している施設が増加することも期待した

き知識として作業科学をあげており，学生は『作業

い．

を通して健康と幸福を促進しようとするクライエン

２）養成施設での教育の問題

ト中心の健康専門職』になることができ，その教育

７つの小カテゴリーのうち，
「クライエントとの

の一端に不可欠なのが作業科学である」と述べてい

コミュニケーションの問題」
，
「余裕や経験の無さ」
，

る．WFOT でも２） 作業科学は適切な実践を行うた

「COPM 活用が思いつかない」
，
「必要性の認識の低

めに不可欠なものとしている．今回の実習でもクラ

さ」の４つの小カテゴリーは，養成施設での準備が

イエントの作業というものが重要であると対象が理

あれば学生の COPM 活用が可能であったのではな

解していたら，
「必要性の認識の低さ」
，
「COPM 活

いかという反省から「養成施設での教育の問題」と

用が思いつかない」というカテゴリーは少なかった

いう大カテゴリーにまとめた．

であろうと考える．また，吉川ら 13） は，COPM 後

最初にクライエントとのコミュニケーションを問

にクライエントの作業遂行を観察できることから運

題にして，COPM が活用できなかったと答えた対象

動とプロセス技能評価（以下，AMPS）を実施する

が存在した．吉川

13）

は，クライエント自身が話せな

ことも提案している．AMPS が実施できなくても，

い場合は家族などを代理回答者として面接を行うと

AMPS の視点でクライエントの作業遂行を観察し，

説明している．今回の演習では，
対象にコミュニケー

記録を書くことができる．AMPS 後に作業療法介入

ションが困難なクライエントに対しての面接につい

プロセスモデル（以下，OPTIM）による介入も提

て具体的に講じたことはなかった．反省として失語

案している．COPM でクライエントの作業を明確

症，重度の認知症，意識障害など事例を通した演習

にし，AMPS で作業遂行を観察し OPTIM による介

などが必要であったと考える．

入というクライエント中心の遂行文脈ができあがっ

「余裕や経験の無さ」から COPM 活用ができな
いことを訴える学生も多く存在した．吉川

12）

は，

ていく．それらを実施するには長期的で計画的にカ
リキュラムを実施しなければならないが，クライエ

COPM を上達させるには繰り返し実施することが必

ント中心の遂行文脈が学生に知識として学習されれ

要であると述べている．本学科のカリキュラムにお

ば，学生にとって臨床で COPM を活用する自信に

いても学生の実習での活用を促すのであれば，繰り

つながると考えられる．
茨城県立医療大学では，「作業学」，「基礎作業学」

返し実施する機会が必要であると考える．先駆的に
は「クライエント中心」と「作業」を中心においた

で学んだことを応用し，実際に作業を用いた評価と

客観的臨床能力試験（以下，OSCE）に取り組んで

治療・介入を強調する内容の授業を４年間構成で

，OSCE を経験することで学

行っている 13）15）．１年次で作業遂行分析の概要，２

生も面接を事前に練習し，実習で導入もしやすいと

年次で COPM や ANPS を用いた運動とプロセス技

考える．

能を用いた作業遂行分析，３年次になると治療学の

いる養成施設もあり

11）

「COPM 活用が思いつかない」
，「必要性の認識の

演習でクライエントの作業遂行分析をして課題を分

低さ」と記述している対象も存在した．そのもっと

析し評価計画を立て実施し介入計画を立て実施する

根本的な原因は学生の「クライエント中心の作業」

問題解決型授業，更にクライエント中心の作業を基

に関する理解や知識が不足していることが考えられ

盤とした実践の基礎が実習前や卒業前に身につけて

る．更にその原因を作ったのは，本学科の教育の問

いるかを確認するための OSCE を実施している．そ

題でもある．もしクライエントのしたい，しなけれ

れらは COPM などを活用するトップダウン形式の

ばならない，することが期待されている作業の効果

カリキュラムを導入するには，理想的な取り組みで

や可能性を対象に気付かせることができたならば，

あり，本学科としても参考にしたい．

対象は実習においてもクライエントの作業に自ら興

３）実習施設の問題

味を持ち，面接を実施していくと考える．「作業」
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実習施設によっては，医学モデルしか受け入れら

本学科評価実習でのカナダ作業遂行測定の活用状況について

れない雰囲気がありボトムアップ評価に傾倒する学

も「クライエントの作業についての知識を高め，学

生や，実習指導者が COPM 活用に否定的な考えを

生がクライエントの意味ある作業を重要視するカリ

示す場合もある．

キュラムの充実が必要であり，COPM 活用が困難な

原因として，齋藤ら

11）

は「現在の実習指導者が

受けた卒前教育では，クライエント中心の実践や作

実習施設には理解を求めるために養成施設からの働
きかけが必要であると検討した．

業に関する知識や技術は重要視されていない」こと
や，「養成施設によっては作業の技術や知識に関す

謝辞

る内容が 10 年以上前から変わっていない場合もあ

本研究を遂行するにあたり，研究の主旨をご理解

る」との報告があり卒業生が実習指導者になった場

いただき，質問紙と自由記述に答えていただいた学

合，「クライエント中心の実践や作業」に理解を示

生の皆様に心から感謝申し上げます．

さないと考える．
しかし今後，WFOT が定義する「クライエント
中心」を日本の作業療法業界で推進するためには，
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