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はじめに

　一昨年米国の大学病院に視察に行った際，たまた

ま作業療法学生が実習をしていた．その時，臨床教

育者（CE）と学生の間に「教える者」「教わる者」

という，日本にいると馴染みすぎた上下関係が少な

いと感じた．CE は「教えることで自分たちも学ぶ．

非常に大切な機会」と強調して言い，学生は「自分

の意見を CE に言うことが重要」と話してくれた．

この経験から，筆者は，私たちは何かに囚われてい

るのではないか，と考えるようになった．今回，筆

者はいかに学生たちに自分自身の学びを深めて作業

療法士の仲間になってもらえるか，そのためにどの

ような教育活動をするのか，について考えたい．

１．�前提：作業療法士養成と成人の発達を両立した

教育であること

　社会人経験者の集まりの中で，文字通り知識詰め

込みの養成を受けた自分たちと異なり，学生たちは

大学教育の中で普通の大学生活を送りながら作業療

法を学んでいる．毎年，大学４年間での成長の目

覚ましい変化を実感する．そのため，作業療法につ

いての科目的知識の教授だけでなく，学生個々の特

性を捉えて成長を促し見守る関わりを大切にしなく

てはならない．現代学生の特徴として，川上は，葛

藤を抱えられない断片的な心の構造があり，密着し

た親子関係などによって主体性が育ちにくい事を挙

げ，洞察を促す関わり，またはニーズや要求に応じ

るサービス的支援のいずれかに偏ることのない，柔

軟で粘り強い支援を行う重要性を述べている１）．実

際，臨床実習前後などに個別面談を行っても，学生

間でも今までの経験などにより，同じ事象に対する

感じ方は相当異なる．これに対し，筆者らが実習施

設の臨床教育者（CE）に対して行った質問紙調査

では，CE 側が「学生個人に合わせた実習の進め方」

を重視しているという記述解答が多くみられた．一

方で，教員側は学年やクラスという集団に対して対

応することが多いからか，個別性を重視した対応が

不足することがあるのではないかと個人的に感じて

いる．

２．作業療法教育とリフレクション

　筆者は，将来的に作業療法教育学が形となること

を望んでいる．それは単に制度の中に位置づけられ

た１専門職の養成ではなく，作業療法の可能性を引

き出すための教育である．そのためには現場でどう

すればより有効な実践ができるかを検討する必要が

あると考える．

　リフレクションという考え方を，筆者は最初にマ

サチューセッツ工科大学のドナルド・ショーンに

よって示された省察的実践家という新たな専門家の

モデルとして知った２）．従来型の専門家は，専門家

が持っている知識で解釈するために複雑な状況をそ

ぎ落とすことで厳密性を追求してきたことに対し，

実は人の最大の関心事は泥沼である現実世界にある

が，そこには既存の知識で解決できない問題が山積

みである．反省的実践家は「知識の有効範囲と限界

を知っている」「クライエントの思考や感情に注目

する」「状況の中で自分が持つ知識を生かす方法を

クライエント自身に気づかせる」「クライエントと

のリアルなつながりを重視する」と説明される３）．

　次に教師教育学における３つの原理を紹介する．

これは，専門家としての学びの３原理であり，変革

は実習生の内側から起こるべきであるという考え方

である．そのまま引用する４）．

　１． 教師教育者は，実習生が自身の学習のニーズ目白大学
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に気づくように手助けしなくてはならない

　２． 教師教育者は，実習生が有効な経験を見つけ

られるように手助けしなくてはならない

　３． 教師教育者は，実習生が自身の経験を詳細に

わたって省察することを手助けしなくてはな

らない

　教師教育学とはオランダの教師教育研究者フレッ

ト・コルトハーヘンらによって体系立てられてきた，

教師教育についての専門性の高い学問領域である．

著書には実習生という言葉が多く出てくる．コルト

ハーヘンは，変動する社会において実習生は自身の

経験から学ぶ意志の強い姿勢を発達させなければな

らない，と述べている４）．

　この言葉から，筆者は次のことに気づかされた．

我々も，作業療法学生をここで出てくる実習生と近

い存在として見るならば，学びの３原理は非常に有

用な考えとすることができる．それは，ティーチン

グ（教え込むこと）を主な手段としがちだった従来

型臨床実習から，クライエントに向きあう臨床家へ

と育つ事を目指している（願っている）実習生とし

て扱い，クリニカル・クラークシップ（CCS）に基

づいて実習を進めることに他ならない．これは冒頭

に挙げた，筆者が米国の臨床実習エピソードで経験

した実習生の主体的な態度にもつながる．CCS に基

づく臨床実習を行うことの要点には，次の３点があ

ると考えられる．

　１． 臨床教育者（CE）と近い目線でクライエント

理解や臨床の現象を解釈することを学ぶ（同

一視）

　２． 実際の臨床でのやり方・考え方・行動の仕方を，

自分で経験し考えながら学ぶ（経験学習）

　３． 組織の一員として，実務の役割を一部分担当

し，臨床家としての実務の実行方法を学ぶ（正

統的周辺参加）

　私は振り返ると「教えたい」思いの強い CE であ

り先輩だった．今も変わらないかもしれない．しか

し，教育学者の細川は，そうした姿勢は相手とのや

りとりの中に「壁」を作ってしまうと言う５）．対話

というインタラクティブな活動のためには，学生が

学ぶ問題は，CE にとっても目の前の対象者との重

要な問題である筈で，CE は伝える言葉と対話する

言葉を磨く必要がある．

３．振り返りを促す作業療法教育の諸場面

　学内教育，臨床実習，卒後教育の様々な場面で，

作業療法教育に携わる多くの人が学習者である学生

の振り返りを促す実践を行っている．筆者が行って

いる場面を幾つか紹介する．今後，こうした教育実

践の方法や内容について研究が進むといいと思う．

　１）授業リフレクション

　　 　毎回，授業終了時学生に授業中考えたこと，

感想や疑問を書いて提出してもらっている．次

回の冒頭に，それらの中から抜粋して紹介し，

学生の目線を借りて相互に理解を深めることに

役立てている．

　２）問題解決型授業（PBL）

　　 　臨床場面でよく遭遇する問題を取り上げ，学

生がグループ討論を行い，発表し，その後に各

自で解決案を作成して提出する．筆者の場合は

科目進行型授業を履修した後の段階で臨床実習

前の演習科目で主に行っている．ただ，模範解

答が欲しいという意見が必ずあるので，その点

に悩んでいる．

　３）臨床実習前後の面接

　　 　以前，本誌に臨床実習前の学習者分析と実習

後のコンピテンシー面接の活用についてまとめ

た６）．臨床実習前に担当する学生の特性や傾向

を捉えて指導に活用する（学習者分析）．一方，

実習終了後に学内で作成する事例報告を題材

に，実際場面で何を考えたか，どのように行っ

たか具体的な経験を話してもらう．（コンピテ

ンシー面接）

　４）臨床教育者（CE）へのフィードバック

　　 　筆者は，実習訪問等で CE に学生への実習指

導の仕方を振り返って頂くことをねらいとした

コメントをするように意識している．例えば，

「大まかにイメージはできているようなので，

一見模倣できていなくても，先生が途中まで見

せて頂いたところから学生に入らせて頂くと参

加できそうなのですが，いかがでしょうか」と

いった問いを投げかける．ただし，これはその

通りに修正してほしいという事ではなく，CE

に指導を振り返って頂き，より良くしてほしい

ために行うのである．

作業療法教育研究・第 20 巻・第１号・2020 年９月
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　５）学内実習での教員側の気づき

　　 　今回，新型コロナ感染症流行の影響で４年生

の学外での臨床実習を中止せざるを得なくな

り，代替となる学内実習プログラムをオンライ

ンで行った．この経験で，どこまでは適切だが

どこからは修正の必要があるとか，この点に焦

点を当てて考えてみてほしい，等個々の学生の

認識や理解度を捉えながら引き出す関わり（形

成的評価）を行う難しさをあらためて実感した．

教員の経験を学生に紹介しながら，自分だった

らこの場面でこうした判断に基づいてこう行動

する，といった事を伝えることで同じ目線を持

てるように助言した．そして，コメントしても

学生が本人なりに理解しないと本人の中での修

正につながらないことに気づかされた．また，

教員間で指導の進め方を共有することの難しさ

を感じ，具体的に話し合わないとお互いの指導

が見えてこなかった．この経験は今後 CE と教

員側が意見交換する際にも大変役立つと考えて

いる．

４．結語

　筆者はここに書かせて頂いた思いで大会テーマ

（リフレクション－作業療法教育の中でどう学習者

の内省を育てるか）を考えた．第 24 回日本作業療

法教育学術集会は 2019 年の台風 19 号や，その後の

新型コロナ感染症の影響で，特別講演や教育講演を

開催することができなかったが，誌上講演として各

講師の先生方に寄稿して頂いた．あらためて深く感

謝申し上げたい．そして，一読者としてじっくり読

みこみたいと思う．今後，作業療法教育の中でリフ

レクションの考え方がより活用されていくことを願

う．
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（１）近ごろゼミでやっている省察的実践のようす

　２年生ゼミの活動は「協働的な授業リフレクショ

ン」を中心に活動をしている．

　どうやるかというと，授業者学生が模擬授業を実

施した直後，一人１つずつその授業について気づい

たこと（省察）を発表する．いきなり発表ではなく，

２分～４分程の時間をとって気づいたことを箇条書

きし，その中で一番学びになったことを選んで話す．　

　以下は最近の実践について学生が書いたリフレク

ションレポートである．

　 　私が今日大事だと思ったのは，場面を振り返っ

てリフレクションをすることです．最初のリフレ

クションで，私は場面を振り返ったリフレクショ

ンができず感想になってしまいました．その時の

＊＊＊さんのリフレクションが，注目した部分が

同じだけどちゃんと場面が切り取れていて，それ

を聞いた後に「同じ部分の話だけど，一番楽しいっ

て思ったポイントは少し違うな，じゃあ自分はど

の部分で特にそう思ったんだろう？」と考えた

ら思い出すことができました．そして２回目の授

業のリフレクションの時，「どこでそう感じたの

か？」と自分に聞くことを意識したら，１回目よ

り場面を振り返ることができた気がしました．こ

れからは自分に「何で？どこで？」と細かく聞き

ながらリフレクションすることを意識して，場面

を振り返ったリフレクションができるようになり

たいです．

　この学生が書いているように「リフレクション」

と「（単なる）感想」の違いの１つが「気づき（洞

察）のきっかけになったシーンを切りとって言える

か」がある．学生のリフレクションは指導なしの場

合，「模擬授業」全体から受けた印象を漠然と語る「感

想」になりがちである．指導者は学生の「気づきの

きっかけになったシーン」がどこにあるかを対話に

よって引き出して，「きっかけシーン」と「気づき」

を結びつける必要がある．

　この対話指導を行うことによって学生の「省察」

は少しずつ深くなっていく．

（２）�省察的実践の学び方・学ばせ方：ライフヒス

トリー

①講義で「リフレクションカード」を書かせる

　2006 年に東北福祉大学教育学部（当時・子ども科

学部）で仕事をするようになった．前職は小学校教

員，NPO 法人「授業づくりネットワーク」代表であ

る．学生たちに省察的実践を学ばせるためにわたし

がとった方法は「リフレクションカード」であった．

　省察的実践の学び方・学ばせ方の最もポピュラー

な方法がこれだからである．

　講義で「模擬授業」などの体験活動をした後にそ

の活動をふり返らせた．

　ア．本日の活動をとおして

　イ．�気づいたこと・感じたこと，それをもとに考

えたことを

　ウ．�（あれもこれも書かないで）１つにしぼって

書きます．

　エ．�「たとえば／とくに」を使って（具体的に）

書きます．

　オ．およそ５分で書きます．

　学生に体験をふり返らせると「活動」を書かず

に「既に知っていること」を使って書くことが多い．

リフレクションではあくまで「活動」を通したこと

（体験）をふり返らせることが基本になる．その「活

動」を通して「気づいたこと・感じたこと」を焦点

特別講演１

省察的実践の学び方・学ばせ方

上條　晴夫

東北福祉大学教育学部
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をしぼって書かせる．対人支援職のリフレクション

の場合，頭で気づいたことだけではなく，心で感じ

たことも大事な要素になる．（＊最近の研究で「感

じる」が大事と言われている）

　後半の「１つにしぼって」「『たとえば／とくに』

を使って」「５分で」等は書かせ方の工夫であるが，

リフレクションとしても重要である．｢ 気づいたこ

と・感じたこと」は幾つも思い浮かぶが，それを並

列的に記述させていては「深掘り」ができない．ま

た感想文のように「気づいたこと・感じたこと」だ

けを書かせていても，「深掘り」ができない．

　具体例をもとに１つにしぼって書く習慣を身に付

けさせるため短く５分で書かせる．

　上記の中で特に重要なのは「たとえば／とくに」

を使ってという指示である．　

　この指示を使って書くことによって省察的実践が

「深掘り」をされる．

②�ゼミで「協働的な授業リフレクション」を開発す

る

　省察的実践では「レポートを書かせること」「そ

れに赤ペンを入れる」指導法が最もポピュラーなリ

フレクション指導法である．レポートに「たくさん

の点を指摘すること」で効果を上げようとする．し

かし赤ペン指導は労力がかかる割になかなか効果が

でない．この指導法には限界があるなあ，と 10 年

近く考えていたが，長い間打つ手がなかった．

　わたしのリフレクション指導における転換点に

なったのは学生の授業を検討するために協働的な授

業リフレクションというアプローチを開発したこと

である．開発のきっかけは F・コルトハーヘン編著

（武田信子監訳）『教師教育学』（学文社・2010）の

「ALACT モデル」である．教師などの実践家のリフ

レクションの標準的ステップを「①行為（Action）」

「②行為のふり返り（Looking back on the action）」

「 ③ 本 質 的 な 諸 相 へ の 気 づ き（Awareness of 

essential aspect）」「④行為の選択肢の拡大（Creating 

alternative methods of action）」「 ⑤ 試 み（Trial）」

の五段階にまとめたものである．協働的な授業リフ

レクションはこのモデルを日本に特有の「授業研究

（Lesson study）」という考え方と結びつけたもので

ある．

　ア．�授業に参加したメンバーが輪になって座りま

す．

　イ．�その授業の中で参加者が実感したポイントを

聴き合います．

　ウ．�自分と似た実感ポイントが出たら似ていると

感じたメンバーは積極的に付け足し発言をし

て，その意味を掘り下げます．（ここが「協

働的な」のポイントです）

　エ．�最後に授業者が自分の一番の実感ポイントを

語ります．

　オ．（大人数の場合は「金魚鉢」方式で実施します）

　リフレクションは自分の体験した実感を言語化す

る．言語化した言葉を手がかりに次の体験の質を上

げていく．それをくり返していく．いわゆる「経験

学習サイクル」（アクション⇔リフレクション）を

ぐるぐる回していく．一番難しいのは「実感を言語

化する」という箇所である．自分の実感をありきた

りの言葉に押し込めて説明することは出来ても，体

験の実感を言語化したことにはならない．｢ 実感の

言語化 ｣ の作業は，質的研究における「概念化」の

作業に相当する．一人でその言葉を言い当てるのは

難易度が高い．

　「協働的な授業リフレクション」では自分が授業

体験の中の実感したことを一人１つずつ言葉にして

いく．（最初に気づきを箇条書きし，その中から１

つ語る）．それを参加したメンバー全員で熱心に（「肯

定ファースト」で）聴き合う．「上手に話す」こと

ではなく「実感を言葉にする」という部分に焦点を

当てる．ファシリテーター（教師）は語り手の実感

を追体験できるように質問をしていく．ポイントは

語り手の実感（気づき）とその実感（気づき）を生

み出したシーン（出来事）を結びつけるように促す

ことである．

　次にメンバーの中に似ている気づきを持った者が

いればボランティアでそれを発言してもらう．語り

手は似ている気づきの「差異」を意識して聴いて，

改めて自らの気づきを語り直す．語り手は「語り直

し」をすることで自分の中にある実感を「深掘り」

していく．またこうしたやりとりを聴いている他の

参加メンバーもその語られ方の違いから自分の実感

を掘り深めていくヒントを得る．こうした「聴き合
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い」を 60 分間ほど続ける．

　ちなみに人数が多い場合は「聴き手」を 10 人ほ

どにしぼり，残りは周りで，そうした聴き合いコミュ

ニケーションのようすを観察してもらう．このやり

方を「金魚鉢 ｣（フィッシュボウル）と呼ぶ．聴き

合いを観察することによって「実感（言葉）」とそ

の言葉のきっかけになっている「シーン」を結びつ

ける語り方を具体的に観察することができる．似て

いるけれど微妙に違う実感を言葉にしていくようす

を観察することができる．

③�講義を「省察中心の授業づくり」にモデル転換す

る

　「協働的な授業リフレクション」は２年ゼミ生の

活動の中で開発された訓練法である．学生が「（20

分間の）実験授業」をした後「（70 分間の）協働的

な授業リフレクション」をするという極端な時間配

分でリフレクショントレーニングをする．ゼミの学

生たちはほぼ１年間ずっとこのトレーニングを続け

る．ゼミは 10 ～ 15 人くらいのメンバーで行うので

ていねいな指導ができる．互いの省察の特徴なども

少しずつ理解し合うようになる．

　しかし 40 ～ 100 人の講義ではゼミで行うような

「協働的な授業リフレクション」の指導を行うこと

は難しい．「協働的な授業リフレクション」を開発

してからも，講義中のリフレクション指導は「リフ

レクションカード」を書かせる簡易リフレクション

指導に終始していた．ある時もう一歩踏み込めない

かと「省察中心の授業」をデザインした．

　ア．前時のリフレクションを読む（15分間）

　イ．�活動（模擬授業・教材体験会・ワークショップ）

をする（45分間）

　ウ．本時のリフレクションを書く（30分間）

　もちろん講義が必要なので全てを「省察中心の授

業」にすることは難しい．しかしこのデザインを基

本に据えることで講義内容を精選することになっ

た．また，この時間配分で授業することで「リフレ

クションを書く／読むプロセスの指導」が進化をは

じめた．

　書くプロセスの指導では「ALACT モデル」の「②

行為のふり返り（Looking back on the action）」「③

本質的な諸相への気づき（Awareness of essential 

aspect）」の部分を「気づきを箇条書きする」「箇条

書きをした言葉の中で（自分として）最も価値の高

い気づきを１つ選び出す」「それを５分間じっくり

記述する」のように置き換えて行った．それまでは

活動後「５分ほど」でさっと行っていたものを「30

分間」（実際の授業ではそれよりも短くなるけれど

も）をかけて「書くプロセス」の指導を行うことが

できるようになった．学生が「省察」をする際にど

こで躓くかを観察することもできるようになった．

④ゼミで「メタ・リフレクション」を書かせる

　講義の「書く／読むリフレクション」指導が成果

を上げたことをきっかけにそれまで聴き合うだけで

終わっていたゼミの「協働的な授業リフレクション」

の後に「リフレクションのリフレクション」（メタ・

リフレクション）を書き合うという指導を開始した．

　ア．�ゼミ内で「協働的な授業リフレクション」を

実施する．

　イ．�ゼミ後にゼミ内リフレクションを踏まえたメ

タ・リフレクションを書く．

　ウ．�他のゼミ生のメタ・リフレクションにコメン

トを書く．

　ゼミ内の「協働的な授業リフレクション」で終わ

りにせず，更に「リフレクションのリフレクション」

を書き合うことによって，一回ごと途切れがちで

あったリフレクションのテーマ（自問）が連続性を

持つようになった．ゼミの中での協働的なリフレク

ションでも自分の関心にそった「自問」にもとづく

リフレクションをすることが増えていった．

　この「自問」にもとづくリフレクションをメンバー

が行うようになると，それが持論を生み出すように

なった．そして各自が創った「持論」を少しずつ進

化させることができるようになった．複数の持論が

並び立つと，持論間での磨き合いも起こった．協働

的なリフレクションのレベルもアップし，より質の

高いリフレクションに変化をした．

（３）省察的実践の学ばせ方のヒント

　上記の「省察的実践の学び方・学ばせ方：ライフ

ヒストリー」の背景には以下のような研究的な蓄積

作業療法教育研究・第 20 巻・第１号・2020 年９月
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がある．ちなみに「リフレクション（省察）」の理

論は決して１つではない．「省察的実践」となると，

更に多様な実践がある．以下は対人支援職のリフレ

クションの学び方・学ばせ方を考える際にヒントに

なるだろうものを中心に選んだ文献である．

①�藤岡信勝著『ストップモーション方式による授業

研究の方法』（学事出版・1911）

　 　授業リフレクションの先駆的研究の１つであ

る．ビデオ録画装置を再生しながら授業の指導意

図と「差し手」のズレなどを検討する．録画した

実践をもとにシーンと気づきを結びつけた検討を

できる点がすぐれている．多人数の検討にも適し

た方法である．

②�ドナルド・ショーン著『専門家の知恵』（ゆみる

出版・2001）

　 　専門家は理論・スキルを現実に適応工夫するだ

けでは十分影響力のある仕事はできず，状況をリ

フレクションする力が必要であることを研究的に

明らかにした．ただしリフレクションをどのよう

にトレーニングすればよいかについては研究がさ

れていなかった．

　 　『省察的実践とは何か』（鳳書房・2007）の妙訳

である．しかし佐藤学・秋田喜代美による本書は

専門家教育にリフレクションの重要性を知らせた

最初の書籍である．

③ �F・コルトハーヘン編『教師教育学』（学文社・

2010）

　�　長い間難しいとされていたリフレクション

トレーニングの足場になる基礎理論といえる

「ALACT モデル」を創出した．ベースには D・

コルブが理論的に導出した ｢ 経験学習サイクル」

があるが，｢ALACT モデル」は活用可能性の高

さが注目されている．

④�上條晴夫著『理想の授業づくり』（ナカニシヤ出版・

2017）

　 　中心のテーマはリフレクションではなくて，「教

材開発」「授業開発」である．ただし開発をされ

た教材・授業の検討の仕方として ｢ 協働的な授業

リフレクション」の方法論が端的に記述されてい

る．｢ 協働的な授業リフレクション」を知るのに

参考になる．

　 　本書中に池見陽著『心のメッセージを聴く－実

感を語る心理学』（講談社・1995）の記事がある．

上記（２）①②などで書かれた ｢ 実感」という言

葉はこの本で使われている ｢ 実感」という言葉が

強く影響している．リフレクションを学ぶ上で貴

重な一冊である．

プロフィール

上條　晴夫（かみじょうはるお）

東北福祉大学教育学部教授．研究分野：教師教育学，

教育方法学，ワークショップ．現在，教師教育の重

要キーワードになっているリフレクションの実践研

究に没頭中．著書に『理想の授業づくり』（ナカニ

シヤ出版），『あすの授業が上手くいく〈ふり返り〉

の技術①身体スキル』（合同出版），『教師教育－い

ま考えるべき教師の成長とは－』（さくら出版）な

どがある．
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１．緩和ケアに至った経緯

１）私が緩和ケアを目指した理由

　私は医学生時代から，何科に進むべきか迷いなが

らも，「心と体の両方を支えることができる医師に

なりたい」という思いだけは強く胸に抱いていまし

た．

　そう思うきっかけとなったのは，小学生の頃から

続けていた剣道です．剣道を通して，肉体的な瞬発

力や腕力だけでなく，自分の心の在り様が自身の体

に影響することを，身をもって体験してきたからで

す．そして，「心が体に作用する」というのは，患

者さんも同じではないかと考えました．患者さんと

向き合った時，心のケアを通して信頼関係を構築す

ることで，治療の結果が変わるかもしれない，また

は治療の結果が同じだとしても患者さんの満足度が

違うのではないか，たとえ死に至ったとしても患者

さんの満足感が違うのではないか，と思ったのです．

これは，作業療法士としても同じ考え方ができるの

ではないでしょうか．

　私が医師になった 1985 年当時は「緩和ケア」と

いう分野がまだなかったのですが，何はともあれ身

体の勉強が必要と思い，外科医の道を選びました．

私が担当した多くはがんの患者さんでしたが，自分

がメスを入れた患者さんは再発や転移をしても同じ

外科医が診る，最後の看取りまでする，というのが

当時の外科学教室の方針．終末期のケアに慣れない

外科医が最期の看取りをするわけですから，がん患

者さんの痛みはなかなか取りきれませんでした．

　同じ頃，英国のホスピスで，心のケアをしてモル

ヒネなどをうまく使い，患者さんの痛みを緩和して

いる事例があると聞いて，私はさっそく研修のため

海を渡りました．そこで見たホスピスケア，緩和ケ

アこそ，自分が今までやりたかった心と体のケアだ

と確信し，その時から一生の仕事と決め，取り組ん

できたのです．

　1992 年に昭和大学病院の緩和ケアチームを創設．

2001 年より昭和大学横浜市北部病院の緩和ケア病棟

の立ち上げに関わり，緩和ケアの臨床をしてきまし

た．07 年からは，緩和ケアで学んだ全人的ケアを，

医療系学生や若い医療者に伝える教育に携わってい

ます．

２）希望を支えることによっても痛みが和らぐ

　緩和ケアの重要性を再発見させてくれた患者さん

がいます．18 歳で乳がんを発症した女性ですが，再

発・転移を繰り返して 23 歳の時点では肺転移と全

身の骨にがんが転移．予後は数ヵ月という状況でし

た．

　彼女は外来通院だったので，入院を勧めたのです

が「入院したくない」と強く拒否されました．一番

の理由は婚約者の方と，自宅生活を続けたいという

こと．そのため，急場で医師が往診し，看護師も訪

問する在宅緩和ケアに移行したのですが，骨転移の

痛みはなかなか消えません．モルヒネを飲んでいた

だいて，安静時の痛みは軽快したものの，階段の昇

降など体動時には強い痛みがありました．

　婚約者の方にも病状や予後の話はすべて伝えて

いましたが，ある時婚約者の方から，「ずいぶん延

期にしている結婚式をどうしても挙げたい」という

相談を持ちかけられました．医療者である私たちは

非常に悩みました．新婦が数ヵ月後には亡くなる結

婚ってなんだろうか？　籍はどうする？　親族への

説明は…．さんざん悩んだ末，二人の一生懸命さに

折れて，結局，式をサポートすることにしたのです．

急な決定で，式場の手配も難しかったため，病院の

中で式を挙げることになりました．

　結婚式場は，昭和大学病院にある 17 階建ての病

特別講演２

人生の最終章を輝かせる緩和ケア
－スピリチュアルケア，医療者自身のケア，死から生といのちを考える－

髙宮　有介

昭和大学医学部医学教育学講座　教授　
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棟の最上階．大きな会議室にバージンロードを敷い

て，牧師さんにも来ていただき，派手ではありませ

んがとても温かい式を挙げました．この式から１ヵ

月ほど，患者さんは非常にお元気で新婚旅行にも行

かれたのですが，半年後に肺転移が増悪．残念なが

らわずか 23 歳でこの世を去りました．

　この患者さんから教えていただいたこと，それは

緩和ケアにおいて，私たち医療者は「薬」の処方に

ばかり頭が働きがちですが，案外，患者さんの希望

や目標を支えることによっても痛みが和らぐという

ことです．実は，患者さんが引き出物や招待状の用

意など，結婚式の準備をする中で，驚くべき変化が

ありました．特に薬を変えていないにも関わらず，

なんとこれまで苦しんでいた体の痛みが徐々に和ら

いでいったのです．

　末期の患者さんというと弱々しいイメージがあり

ますが，皆さん潜在的にすごいエネルギーを持って

おられます．それを「引き出す」というとおこがま

しいですが，限られた時間を一生懸命燃焼される，

そのお手伝いができるのは緩和ケアに携わる医療者

のやりがいだと思っています．

２．全人的痛みの理解が重要

　緩和ケアのキーワードには全人的な四つの痛みが

あります．一つ目は身体的痛み，二つ目は精神的痛

み，そして三つ目が社会的痛みです．

　社会的痛みとは何か．例えば，大企業のプロジェ

クト責任者をしている 50 代の会社員男性が，進行

がんと診断され，それを上司に伝えたとします．果

たして男性はどんな扱いを受けるでしょうか．プロ

ジェクトを外されるかもしれないし，入退院を繰り

返したことで解雇されるかもしれません．解雇され

れば当然家計も困窮します．夫であり父親でもある

のに，その役割を果たせない．これが社会的な痛み

です．

　四つ目はスピリチュアルペイン．これはちょっと

分かりづらいと思います．日本語では「霊的，宗教的，

哲学的，実存的」などと言われますが，一言ではピッ

タリする言葉はなく，緩和ケアではスピリチュアル

ペインとカタカナで呼んでいます．皆さんも考えた

ことがあるかもしれません．「なぜ，自分はこの世

に生まれ，生きて，死んでいくのだろうか．自分の

人生の意味，役割は何なのか」――スピリチュアル

ペインとはこのような悩みです．

　皆さんも，作業療法士の道を志した時，各自が「自

分らしく生きるとは何か，社会に貢献したい，誰か

の役に立ちたい」と考えたことでしょう．こうした

思いもスピリチュアルなニーズであると捉えられま

す．ただ，健康な時はいつも考えているわけではあ

りません．

　しかし，ひとたび，がんと診断され，死を意識し

た人にとっては，とても大きな問いになります．「自

分の人生を振り返って，生きてきた意味はあったの

だろうか．寝たきりになってしまって，家族の迷惑

になっていないか．早く終わりにした方がいいので

はないか」といった苦悩です．

　全人的痛みとして，以上四つの痛みが，がん患者

さんの痛みのモデルとされています．しかし，この

全人的痛みは，がん以外の疾患，例えば，神経筋疾患，

認知症，心不全，COPD，肝硬変，腎不全，糖尿病

などの患者さんにもあるもの．つまり，すべての患

者さんにある痛みだという認識が重要です．

３．スピリチュアルペインへの向き合い方

１）スピリチュアルケアの基本は「聴くこと」

　スピリチュアルケアは，ある意味で身近なケアで

あり，誰もが経験する可能性があります．医療者が

患者さんに施すのみならず，患者さん同士でもスピ

リチュアルケアをすることもあるのです．ここで，

末期がんで入院していた中年女性（A さん，B さん）

の例をご紹介しましょう．二人は同じ病室でしたが，

ある日の夕方 A さんが「私なんて生きてきた意味が

なかった．早く人生を終わらせたい」と呟きました．

それを聞いた B さんはカーテン越しに「そう，辛い

わね．でもこの前，娘さんが面会に来ていたわね」

と答えます．すると A さんは「そうそう，あの娘は

ね……」と娘をどれだけ一生懸命育ててきたか話し

始めたのです．B さんはそれに相槌を打つだけでし

たが，30分ほど話した後でAさんがこう言いました．

「私，あの娘がいたから，生きてきた意味があった

のかもしれない」．これはスピリチュアルケアのきっ

かけになったのです．

　さて，B さんは一体何をしたのでしょうか．評価

をせずに傾聴したのです．A さんのライフレビュー
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という人生の宝物を静かに聞いてあげました．患者

さんは，医師や作業療法士といった職種ではなく，

「この人だったら聞いてくれる」と直感的に感じた

人を選んで話し始めます．聞く側は患者さんの苦悩

と向き合い，ただ傾聴することが肝要なのです．

　ライフレビューはお年寄りの昔話にもよく出てき

ます．私が担当した 80 代の男性は入院してすぐ，「自

分は一度死んでいる」と言いました．理由を聞くと，

男性は若いころ神風特攻隊として出兵しており，自

分も仲間と一緒に死ぬつもりだったが，終戦になり

生き延びてしまった．それが悔しいというのです．

緩和ケアでは年配の患者さんが多いですが，彼らの

「昔話」はライフレビューであることが珍しくあり

ません．ですからじっくり耳を傾けていただきたい

と思います．

２）スピリチュアルペインへの対応～反復と沈黙～

　医療者は患者さんの質問には絶対に答えなければ

いけないと信じています．しかし，正解のない問い

もあります．スピリチュアルペインの場合は患者さ

んの中に正解があるからです．たとえば「早く終わ

りにしたい」と患者さんに言われた時，安易に励ま

しても患者さんの心は癒されません．そんな時は，

傾聴（反復する），沈黙（待つ）とよいでしょう．

反復はオウム返しというと軽く感じるかもしれませ

んが，患者さんの言葉を宝石のように丁寧に扱い，

繰り返すのです．

　「早く終わりにしたい」という言葉に対し，「早く

終わりにしたい，と思ってらっしゃるのですね」と

返す．すると，患者さんは自分の言葉を再度聞くこ

とになります．「なぜ私はそう言ったのだろう」と

考え始めるのです．その間，医療者は次の言葉が出

るのを静かに待ちます．答えは相手の中にしかない

のです．

　とはいえ，皆さんはスピリチュアルケアの専門家

ではないので，そこまで徹底する必要はありません．

会話の途中で，自分自身が感じた言葉を返しても良

いと思います．例えば，患者さんから「生きていて

も意味がない」と言われたら，反復した後で「私

は，○○さんとお会いできたことに意味を感じてい

ます」「何か言葉をおかけしたいのですが，思いつ

きません．でももう少し，そばにいてもいいですか」

と素直な気持ちを伝えても良いのです．

３）希望を支えること，真実を伝えることの大切さ

　「希望を支える」ことが大切な場合もあります．

胃がん末期の 32 歳の女性は，予後数日と思われる

状況で，息を切らしながらこんなことを言われたの

です．「先生，約束覚えている？　おいしいフラン

ス料理のレストランに行く約束．私ハイヒールを履

いておしゃれしていくの」．しかし彼女の下肢は浮

腫でパンパン．それに対し「今はそんな状態ではあ

りません」と言いますか？　私は「もちろん覚えて

いるよ．シャンパンを準備しておくからね」と答え

ました．患者さんは，病状を自覚していても夢や希

望を語りたい時があります．その希望を支えること

も重要なことです．

　一方で「真実を伝える」ことも大切．大腸がん

末期の 40 代女性は小学生のお子さんが二人いまし

た．彼女から「どのくらい生きられますか」と余命

を聞かれた時のことです．季節は春．私はあと余命

２～３ヶ月だろうと思いつつ，そう伝えるのが申し

訳なくて「来年の桜は見られないかも」と返事をし

ました．１年くらいのイメージです．しかし，それ

に対して彼女は「自分の体だから余命が短いことは

わかっている．限られた時間を精一杯生きたいから，

本当のことを教えてください」とおっしゃるのです．

そこで「夏を越えるのがやっとでしょう」と真実を

伝えました．彼女は最期の日までご家族と一緒に充

実した日々を送られました．

４．医療者自身の心のケア

１）�セルフケアの必要性とストレスマネジメントの

実践

①  Doing と being があること

　～ Not doing, but being ～

　私がイギリスのホスピスで研修に参加した時，最

初に言われた言葉が「not doing, but being」でし

た．これが大切だと伝えられたのです．この意味を

看護師にたずねると，彼女は次のように説明しまし

た．「胃がん末期で入院している若い男性が，ある日，

血を吐き，真っ白なシーツが真っ赤に染まった．そ

れに対して看護師（あなた）は真っ白なシーツを持っ

て行き，汚れたシーツを替えた．しかし，しばらく

すると男性は再び吐血．今度は血圧も下がってきて

数時間後に亡くなるかもしれない状況であった．そ
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の時あなたがすべき事は，真っ赤な毛布を持って

いって『そばにいるから大丈夫ですよ』と彼を抱き

しめることである．」「何かをすることではなく，そ

ばにいることが大切」という意味でした．

　これは，目の前の物事に向き合う「being」の重要

性を示しています．しかし「not doing」に関しては，

一概に「doing」が不要とは言えません．日進月歩で

進む薬剤やケアでの対応も有用です．doing と being

のバランスが大切なのです．

② Pain と Suffering（図１）

　 さ ら に，doing と being に 関 連 し て，Pain と

Suffering があります．苦痛や苦悩は海に浮かぶ大

きな氷山に例えられることがあります．氷山は，海

上に見えているのはその一部分で海の中の見えない

部分の方がはるかに大きいのです．その隠れている

部分が精神的，社会的，スピリチュアルな部分かも

しれません．そして，その隠れている部分は苦痛の

「pain」と苦悩の「suffering」に分けられます．「pain」

は先ほどの doing であり，治療したり緩和したりで

き，問題解決型のアプローチで対応するもの．一方

の「suffering」は being であり，治療したり緩和し

たりできない関係志向型，つまり寄り添いのアプ

ローチが必要です．

③できること，できないこと

　終末期のがん患者さんは「今日はできたことが，

明日はできなくなる」という喪失体験を重ねていま

す．また，苦悩は夫婦や親子の関係に起因している

場合もあります．このような患者さんに対して，医

療従事者が問題を解決することは困難であり，悩み

苦しんでいる人に寄り添うという関係志向型のアプ

ローチが重要となります．

　この時に必要とされるのが医療従事者自身の心の

ケア．「患者さんの苦しみを解決できない」ことは，

医療従事者にとって精神的なストレスになります．

しかし，できないことを知り，認める作業も大切で

す．自分自身の心の強さや弱さはその日の精神状態

によっても変わります．心のケアは双方向性で形成

されるので，患者さんの心のケアをできない自分の

無力さを認めることで，逆に患者さんからケアされ

る場合もあります．

④まず，あなたが酸素マスクを

　飛行機に乗った時の緊急時のパンフレットを見た

ことがありますか．緊急時の酸素マスク使用につい

て「まず，親であるあなた自身が呼吸できることを

確認してから，お子さんにマスクをつけてくださ

い」と記載されています．つまり，あなた自身の安

全を確保して初めて，誰かのサポートができるとい

うことです．私たち医療従事者も自身の心身の安定

があって初めて，誰かのケアができるのではないで

しょうか．

２）マインドフルネスの紹介と実践

①マインドフルネスの必要性

　医療者自身の心のケアには，マインドフルネスが

必要と言われています．マインドフルネスとは「今

の瞬間の現実に常に気づきを向け，その現実をある

がままに知覚し，それに対する思考や感情にとらわ

図１　苦痛と苦悩へのアプローチ
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れないでいる心の持ち方や存在の有り様」です．今

の瞬間をありのままに生きるということは，現代社

会では非常に難しいものです．たとえば，情報化時

代において，私たちは目の前の多くの情報を「良い・

悪い」，「好き・嫌い」，「自分に関係がある・ない」

と即断して処理します．マインドフルネスとは，そ

のような行動をいったん保留にして「あるがままに

受け止めるあり方」と言えます．

②マインドフルネスの例

　マインドフルネスを説明する例を紹介します（図

２）．あなたは犬と一緒に散歩をしています．太陽

は燦々と輝き，木々の緑は美しい．しかし，あなた

は「やりかけの仕事や職場の人間関係，家族との雑

事」で頭がいっぱい．あなたはマインドがフル，つ

まり気持ちが一杯一杯で，心に余裕がない状態．し

かし，犬は目の前の景色をただ見ています．まさに

ありのままを見ている，これがマインドフルネスの

状態です．

③ジョン・カバット・ジンの紹介と医学的な効用

　ジョン・カバット・ジンはアメリカのマサチュー

セッツ大学医学部の教授です．マインドフルネスス

トレス低減法という８週間のワークを，うつや慢性

痛の患者さんに応用したところ，薬より非常に良い

結果がでて，論文を書かれて世界中に広まっていま

す．実はこのきっかけは禅の教えでした．がん患者

さんの気持ちの落ち込みの改善とか睡眠，血圧の改

善などの効用も発表されています．テロミアーゼは，

アンチエイジングとか老化に影響する因子です．ス

トレスで短くなるスピードが速くなりますが，マイ

ンドフルネスでスピードが落ち再生する場合がある

と証明されています．

④脳科学的な証明

　瞑想などというと宗教のような怪しいイメージが

ありますが，脳 MRI で瞑想の効果が実証されてい

ます．

⑤ マインドフルネスを実践する企業や有名人の紹介

　グーグルやインテルなどの一流企業が研修に応用

しています．アップル社のCEOであった故スティー

ブ・ジョブズが瞑想をし，禅を学んでいたことも有

名です．また，プロテニスのジョコビッチ選手やマ

イクロソフト社のビルゲイツも瞑想を行っているそ

うです．

５．�死から生といのちを考える～医療者としての死

生観，一人の人間としての死生観～

　緩和ケアは早期からのアプローチが強調されてい

ますが，どうしても避けて通ることが出来ない臨終

時，死への対応も重要です．患者さんの死を目の前

参考文献：セルフケアできていますか？マインドフルネスを活かして
　　　　　（髙宮有介：南山堂）

図２　マインドフルネス（Mindfullness）の例
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にすると，私たちの心も乱れます．私たちの死生観

も問われているのです．大学の講義で学生に「人間

の死亡率は？」と尋ねると皆一様に答えに窮します．

そこで「100% です」と伝えると「なーんだ」と納

得した顔をするのですが，「死」について普段私た

ちがどれだけ意識していないかよく分かります．患

者さんが遺した手紙や日記を通じ，作業療法士とし

て，人として，自分自身の死生観を振り返るきっか

けにしていただければと思います．

１）�死を目前にした患者さんから，死と向き合うこ

との大切さを教わった

　北京オリンピックに出場するはずだったバレー

ボール選手，横山友美佳さんをご存じでしょうか．

1987 年生まれの横山さんは春高バレーのヒロインで

もあり，18 歳を迎えた年に日本代表に選出されまし

た．しかし同年，横紋筋肉腫が判明し，抗がん剤治

療を開始したのです．そんな彼女は生前，こんな言

葉を残しています．

　「病気になって一番考えたことはやはり命の尊さ

です．今の世の中，自ら命を捨てる事件がたくさん

起きています．命を捨てるくらいなら私に下さい」

　「歩くこと，話すこと，見ること，聞こえること，

喜ぶこと，悲しむこと，そして生きること．当然の

ように出来ている人間は何とも思わないけれど，こ

れらは当たり前のことなんかじゃない．皆さんの

たった一つの尊い命を大切にして下さい．今という

瞬間を大事にして下さい」

　横山さんは 21 歳という若さで永眠されました．

　同年代の女性で，忘れられない患者さんがもう一

人います．原発不明がんで，肺転移と全身の骨転移

のため，疼痛と呼吸困難がありました．私は緩和ケ

アの医師として毎日彼女の病室を訪れていました

が，彼女の母親からあまり悪い話はしないでほしい

と頼まれ，生前，予後や死について語ることはあり

ませんでした．しかし，彼女が亡くなった後，遺品

の中から母親宛ての手紙が見つかりました．

　「21 年間，大変お世話になりました．ことにこの

１年は心配ばかりさせてしまって申し訳なく思って

います．親よりも先に逝くなんて最後まで親不孝な

娘でした．でも，あまり泣かないでください．やっ

と病気の苦しみから解放されて，私は楽になれるの

ですから．悲しんでばかりいないでください．逆に

私は安心して旅立つことができません．それから私

が居なくなったからといって，いつまでも家にふさ

ぎこんでいてはダメだよ．まだ 44 歳．これからな

のですから．いつも勝気な人でいてください．自分

の幸せを自分でつかむこと．無駄なお金も時間もつ

かわないように．これからもしっかりと生きていっ

てください．もう，うるさい娘は口出しできないん

だから，自分の足で歩いていってください．

最後にお母さんの娘に生まれてよかったです．あり

がとうございました」

　この手紙を読んで，何度もベッドサイドに行きな

がら本音の話ができなかったことを私は後悔しまし

た．ただ，実は患者さんは皆，死を分かっているの

ではないか，と感じたのです．死を目前にした患者

さんを安易に励ますのではなく，死と向き合うこと

の大切さを改めて教えられました．

２）�大切なのは，残された時間よりもその時間をど

う過ごすか

　次にご紹介するのは西田英史君．彼は高校３年生

で脳の悪性腫瘍になりました．彼は日記に次のよう

に記しています．

「死をみつめる

今日も非常に強い無力感にとらわれた．もう少し，

自分の死について考えてみる必要がありそうだ．明

日死ぬのだとしたら，今日なにをやるか？　３日

残っているとしたら，何をする？　１週間あるな

ら？　半年あるなら？　１年以上あるなら？」

「生きる意味とは

普通の生活をしていて死ぬならそれでも結構だ．

大事なのは，今，何ができるかということではない

か．

今やりたいこと，なんだろう．俺が今できるもの．

癌と闘いつつ，明日を信じて勉強すること．俺にとっ

て満足いく生活だった，と言えるようになること．

一日一日を精一杯生きるという生き方に巡り合えた

こと」

　こう言って受験勉強を続けていましたが，病状が

悪化し，大学は受験できませんでした．しかし，今

日をどう生き抜いたかということ，それが彼の生き

た証だったのではと思います．

　私たち緩和ケアの医師は，患者さんから「どのく

らい生きられますか？」とよく聞かれます．どう答
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えるべきかいつも迷うのですが，希望を支えながら

伝えたいと思っています．ですから，「年単位では

なく月単位で考えた方がいいですよ」「やりたいこ

とがあったら先延ばしにしないで」「会いたい方が

あったら会っておく」と，後悔しないように予後を

生きられるように話します．

　そう伝えながら，私たちも予後が決まっていると

いうことにハッと気づきます．健康であるとつい漫

然と生きてしまうのですが，死を前にした患者さん

から，残された時間をどのように過ごすか，人生の

生き方を教わることも多いのです．

３）�死＝無になることではない．思い出の中で人は

生きる

　肺がんを患った 60 代の男性からは「心のケア，

家族のケアをしてほしい」と言われていました．病

状が悪化して寝たきりになった彼は，家族に見守ら

れながら「妻や娘・孫を残していくのは忍びない．

先生，死んだらどうなりますか？」と私に聞きまし

た．

　私はその問いに対し，「私は無宗教ですが，肉体

が消えたらすべて無になる，とは思っていません．

命や魂とも説明しにくいのですが，亡くなった患者

さんはどこかで見守ってくれていると信じていま

す」と答えました．彼は「そう信じたい．自分が亡

くなったあとも，妻や娘，孫をずっと見守る存在で

いたい」と静かに語りました．当時，彼はいつもヘッ

ドホンで音楽を聞いていました．曲は「アメージン

グ・グレース」．今でも私はこの曲を聞くと彼の表

情やエピソードを思い出します．人は亡くなっても，

思い出の中で生き続けるのかもしれません．

　最後に個人的な話ですが，私が医学部３年生の時

に，父が急死しました．心筋梗塞でした．今でも私

は机に父の写真を置いており，毎日挨拶をします．

人生における大きな決断があるときは必ず報告をし

ます．当然，声は聞こえませんが，見守ってくれて

いるという実感があります．父の遺影の先に仏様や

神様がいるのかもしれませんが，私にとっては亡く

なった父がその窓口になっているのです．

　今後，皆さんも病院や施設，在宅で患者さんと接

する中で，多くの出会いと別れを経験すると思いま

す．また，皆さんの家族との別れもあるでしょうし，

皆さん自身もいつか死を経験するのです．作業療法

士として，また一人の人間として生と死をどう考え

るか．正解はないと思いますが，死が「無」や「永

遠の別れ」だとしたら，この仕事を続けていくのは

辛いことかもしれません．

　これは，あそかビハーラ病院の僧侶が私に言った

言葉です．

　「私が無駄に過ごした今日は，昨日亡くなった人

が痛切に生きたいと願った今日である．」

　かけがえのない毎日を，大切に過ごすことを心に

銘記したいと思います．

おわりに

　皆さんを勇気づける言葉をお送りしたいと思いま

す．これはカナダに研修に行った時に言われた言葉．

「Do not curse the darkness，but light a candle.」 暗

闇をののしるのではなく一本のろうそくに灯をとも

しなさい．あれがない，これがないと言って，その

場にいるのではなく，自分自身，自らがろうそくに

灯をともす．そして，新しい扉が開くと言われた勇

気づけられた言葉です．

　イギリスのホスピスの母と呼ばれたシシリー・ソ

ンダース先生は 2005 年に亡くなられていますが，こ

んな言葉を残しています．「I did not found hospice.

私がホスピスを創ったわけではなく，Hospice found 

me. ホスピスが世界の中で人生の中で私を見つけて

くれた．」私は，緩和ケアが私をみつけてくれたと

思っています．皆さんも，作業療法が自分を見つけ

てくれたと思ってくださったらいいなと思います．

　最後になりますが，アメリカのキング牧師をご存

知でしょうか？公民権運動を進めていく中で，39 歳

で暗殺されていますが，生前の有名な演説，I have 

a dream. を私の夢として皆さんに紹介します．

　I have a dream. がんの痛みで苦しむ患者さんがこ

の世からなくなりますように．その苦しみには心や

スピリチュアル面にも救いがありますように．患者

さんを取り巻くご家族にもケアが行き届きますよう

に．

　I have a dream. 皆さんが私の講演で死から生，い

のちを考える機会となりますように．皆さんが，作

業療法士として，患者さんと深い信頼関係を築き，

皆さん自身が人生の意味や役割を感じることができ

ますように．

作業療法教育研究・第 20 巻・第１号・2020 年９月
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はじめに

　第 24 回日本作業療法教育学術集会の開催おめで

とうございます．COVID-19 の影響で，紙上発表と

なり残念なことでありますが，皆様に私の考えをお

伝えできる機会をいただき感謝しております．それ

では，表題の「これからの教育・育成」について述

べさせていただきます．

１：新指定規則について

　Key word：質問状・臨床実習・４年制移行

　平成 28 年３月９日質問第 18 号，提出者　阿部知

子代議士から以下の質問状が政府あてに出された．

それは，１）無資格診療の疑いについての中で，学

生が行う行為は「無資格診療」にあたるのではない

か．また，それによる診療報酬を得ていることにな

るが見解を示されたい．２）臨床実習の実態につい

て　臨床実習は全カリキュラムの19.4％を占めるが，

臨床実習の指導内容についてはほとんど整備されて

おらず，実習が標準化されていない．臨床実習指導

者の要件とは何か．指導者に対する研修体制はある

のか．また，臨床実習中のパワハラ・セクハラ，い

じめ，暴力等について政府は把握しているか．３）

養成施設については，養成校専任教員の要件につい

て，「５年以上の理学療法及び作業療法に関する業

務経験」のみで十分か見解を示されたい．また，一

部の養成施設では専任教員や学生定員等について理

学療法士作業療法士学校養成施設指定規則に違反

し，厚生局からの指導に対しても改善されない実態

があるが，こうした養成施設については，立ち入り

検査や罰則規定で臨むべきではないか等の質問がな

された．（概要のみ記載，詳細は原文を参照）１）

　これを受けて，平成 29 年６月から 12 月にわたっ

て「理学療法士作業療法士学校養成施設の養成カリ

キュラム等改善検討会」が設置され，平成 30 年 10

月５日付で，文部科学省　柴山昌彦氏，厚生労働大

臣　根本匠氏名で理学療法士作業療法士学校養成施

設指定規則の一部を改正する省令２）が発出された．

また，同日，厚生労働省医政局長名で都道府県知事

あてに「理学療法作業療法士養成施設指導ガイドラ

インについて」３）が発出され，2020 年４月１日から

施行されたところである．実に 20 年ぶりの改正で

あった．改定の内容についての詳細は割愛するが，

以下の３点については付記しておく．

　一つ目は，ガイドライン「３　教員に関する事項」

（３）専任教員は，臨床に携わるなどにより，臨床

能力の向上に努めるものとする．二つ目に，同ガイ

ドライン「８　実習施設に関する事項」（５）養成

施設は，実習施設として，医療提供施設の他，介護

保険施設，老人福祉施設，身体障害者福祉施設，児

童福祉施設，指定障害福祉サービス事業所，指定障

害者支援事業所等を適宜含めるよう努めなければな

らない．三つ目に，臨床実習時間を 22 単位とした．

　これらは，当協会の強い働きかで明文化されたも

のであり，改定の趣旨をご理解いただき適切な対応

をお願いしたい．

　一連の過程から言えることは，阿部知子代議士の

質問状に沿った内容で検討され，臨床実習が大きく

見直されたことが分かる．その背景には，近畿地方

の実習施設で理学療法士の実習生が自死したことが

ある．これは作業療法であっても対岸の火事ではな

く，実習目標，指導方法，学生の状況等，臨床実習

指導者と学校養成施設が密に連絡をとり，学生個別

の適切な指導が必要であることを示している．ちな

みに，近畿の例は控訴され 2019 年６月に和解が成

立している．

　なお，新指定規則施行後５年で，「理学療法士作

業療法士学校養成施設の養成カリキュラム等改善検

討会」の開催が決まっており，その際には修業年限

教育講演１
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４年以上について検討することになっている．今後，

３年間でその必要性を示すエビデンスをそろえて委

員会に臨みたい．

２：より良い作業療法を提供するために

　Key word：技術の見える化・研修の義務化

　以下は私が体験した，ある病室の患者さんの会話

である．「あなたの担当は誰‥」「良かったね，あの

OT は優しいし，説明もわかりやすいし，生活を考

えて親身になって相談に乗ってくれるし‥」，「私は

ダメ，自信なさそうだし，勉強しているかもわから

ない‥」このように，患者さんの間では，担当者や

訓練内容など様々な会話が飛び交っている．解決策

として，患者さんが担当を選択できるようになり，

それが給与に反映する制度であれば，否が応でも作

業療法の質は向上するものと思う．余談であるが，

新病院をつくるとき，そのような提案をしたら 10

年後にして下さいと言われ，なかなか，受け入れ難

い提案である．しかし，よくよく考えると，OT が

優秀であればいいことなので，知識，技術，社会性

の向上への取り組みの「見える化」を行えば，患者

さんも安心し，OT も努力せざるを得ないのではと

考えている．

　その具体的な指標として，生涯教育制度の履修状

況を示すことにより，「見える化」できると考えてい

る．2020 年７月１日での認定作業療法士は 1,097 人，

専門作業療法士が 109 名，2020 年３月 31 日での基

礎研修修了者は 8,488 人である．因みに，MTDLP

基礎研修修了者は 2020 年４月末で 26,552 人，事例

報告数 5,266 事例，指導者数 193 人である．また，

新指定規則で全ての臨床実習指導者は 16 時間の講

習が義務付けられたが，2020 年７月１日時点での受

講修了者は 5,723 人，臨床実習指導認定者 2,363 人で

ある．なお，専門及び認定作業療法士をホームペー

ジ４）で公開しているのも，作業療法士の見える化の

一環である．願わくは，各職場においても，患者さ

んが見てわかるような仕組みにして頂けたら幸いで

ある．

　次に研修の義務化について述べる．

　医療専門職種は，常に最新の知識と技術を提供す

ることを求められているが，資格を取得したら，自

己研鑽を積まなくても仕事が継続できるのが，日本

の OT の資格制度である．協会員には生涯教育制度

の中で学習の機会を提供しているが，約３万人の非

会員 OT は何を学び，どのような作業療法を行って

いるか，まったく把握できないのが現状である．従っ

て，医療従事者の責務を踏まえると，OT に限らず

医療専門職種全てにおいて，国が責任をもって質を

保証する研修制度の創設は必須と考えている．

　それは，不可能なことではない．現に医師は国税

を投入して研修が義務化され，また，看護職におい

ては努力義務ではあるが，研修が法律の中で謳われ

ている．

　以下にその概要を紹介する．

　医師は 1946 年（昭和 21 年）に実地修練制度（イ

ンターン制度）が創設され，1968 年（昭和 43 年）

には臨床研修制度に変更され，2004 年（平成 16 年）

に新医師臨床研修制度となり現在に至っている．そ

の中では，診療に従事しようとする医師は，２年以

上の臨床研修を受けなければならない（必修化）と

なっている．必須化にあたっては，医師としての人

格を涵養し，プライマリ・ケアの基本的な診療能力

を習得するとともに，アルバイトをせずに研修に専

念できる環境の整備を基本的な考えとして構築され

た．また，専門医制度が始まっている．専門医とは，

「それぞれの診療領域において適切な教育を受け，

十分な診療技能（専門的知識・診療経験と患者本位

の診療態度）を修得し患者から信頼される標準的な

専門医療を提供できる医師」とされ，現在 19 領域

で認定されている．５）

　一方，看護師については，2009 年７月（平成 21 年）

の「保健師助産師看護師法及び看護師等の人材促進

に関する法律の改正」により，2010年４月（平成22年）

から新たに業務に従事する看護職員の臨床研修等が
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努力義務となっている．またその研修にあたっては，

新人看護職員研修ガイドライン６）に研修内容，評価，

指導方法等も示されている．繰り返しになるが，利

用者視点でみると，担当の作業療法士の質は不明で

ある．従って，研修義務化はまず取り組むべきであ

ると考えている．

　なお，研修の義務化にあたっては，OT の標準化，

水準，研修体制の再編成など多々解決しなければな

らないが，それを進めることで，OT の質の向上と

組織化が図れるものと考えている．

３：資格の登録制と更新制について

　Key word：諸外国の状況，教育部答申

　日本において医療関連職種の国家資格において，

免許の更新制度を持つ資格は存在しない．しかしな

がら，専門職種として唯一「教員免許」が更新制度

を備えている．（改正教職員免許法　2009. 4）７）．先

に述べた，「作業療法の質」を担保するためには，

同様の仕組みが必要と考えている．なお，本件に関

しては，当協会教育部において，その必要性を諮問

し昨年８月に答申を得たところでありその内容を紹

介する．８）

〇 諸外国における作業療法士免許と登録及び更新制

度について

　世界各国において作業療法士として働くために

は，日本のように国家試験に合格し作業療法免許を

取得することが必要というわけではなく，国による

違いが存在している．国家試験や National Board に

よる登録試験の合格が必要な国（アメリカ，カナダ，

ドイツ，日本，韓国，台湾など）は約 30％，養成校

の卒業が作業療法の資格要件（登録と認可）となっ

ている国（イギリス，オーストラリア，ブラジルなど）

が約 70％である．また卒業後，医療や保健分野で作

業療法士として働くためには，国家試験の有無にか

かわらず作業療法士としての「登録（registered）」

や「認可（licensed）」を求められることが多い．

　また，作業療法士として実践を継続するために

は，国家試験の合格による資格の更新を必要とする

国については確認できていないが，登録や認可の更

新手続きが必要な国は 40％程度存在する．具体的な

手続きには，各国の生涯学習（Lifelong-Learning や 

Continued professional development など）の受講

記録を実践能力の証明として管轄機関に提出するこ

とが求められている（表１）．作業療法を実践する

ための条件は各国により違いがあるものの，「登録」

や「認可」と生涯学習が密接に関連づけられており，

重要なポイントである．なお，日本の医師，歯科医師，

看護職においては２年ごとに登録が義務付けられて

いる．

　最後に更新制度の導入の意義は，「作業療法の品

質確保と作業療法士の資質向上」であると考える．

有資格者数 10 万人を迎えようとする今日において，

国民に対するより高品質の作業療法サービスの提供

が必要であり，提供される作業療法の品質の平準化，

誰もが等しく高水準の作業療法を提供されることが

必須である．そのためには，最新知識と技術の修得

（知識・技術の水準の低下防止），永続的な作業療法

士の資質向上をはかることが必要である．

表１　登録または認可の更新手続きのために生涯学習記録を提出する必要性

９）
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４：WFOTの取り組み

　Key word：作業療法教育の最低基準，EMEAC

　「作業療法士の教育の最低基準　改定第 4.1 版」10）

については，昨年３月その訳を関係機関に配布した

ところである．現在，WFOT は 101 の国と地域の

代表から構成され，世界で約 55 万人が活動してい

る．この中で，WFOT の役割，機能は我が国の OT

にも大きな影響を与えている．前述の新指定規則改

定においても WFOT の最低基準を参照に臨床実習

時間が 22 単位となった次第である．

　さて，WFOT による「作業療法教育の最低基準」

の内容については，本会会員においては「釈迦に説

法」であるが一点だけ触れておく．

　現在，OT 協会は国際化の一環として，2014 年

WFOT 日本大会の翌年から，日本，韓国，台湾，フィ

リピン，シンガポール，香港の６か国で東アジア諸

国との交流会（The Exchange Meeting with East 

Asian Countries：EMEAC）を定期的に開催してい

る．その中で，更新制度の情報交換もなされ，シン

ガポールは臨床を続けるには，毎年 200 時間の研修

を義務化し，韓国は昨年から更新制度を実施してい

るが，それに至った国とのやり取りなど，更新制度

化についての貴重な情報を頂いている．

　６日間の WFOT 代表者会議や EMEAC の交流を

通して，先に挙げた国家資格の更新制度もその中か

ら得た知見である．なお，アメリカ，カナダは 2027

年から，作業療法の修業要件を「博士」にするとの

事である．それに伴い，エイドは現在３年での教育

であるが，４年制に変更されることが予測される．

如何にして優秀な人材を集めるか，一歩も二歩も先

んじているアメリカ，カナダである．

　我が国の作業療法は，医療と介護の中で「がんじ

がらめ」であるが，WFOT，APOTC に参加すると

実にのびのびと作業療法が展開されていることを肌

で感じる．その上で，Ver 4.1 の最低基準をみると，

日本になじまない言葉遣いや概念も多くあるが，こ

れが，世界の最低基準であるとすると，我が国の作

業療法の方向性は見えてくるし，それを踏まえた教

育の実践が必要と考える．

　本項の最後に，早ければ来年度から，海外での研

究発表について渡航費用などの補助を開始する．現

在，国際部において詳細は検討中であるが，今年度

中にはその概要はお示しできる予定である．

５：�これからの作業療法士の養成・育成教育で目指

すもの

　Key word：地域包括ケア

　以下に，要点を列挙する．

〇 これから望まれる作業療法士像は「地域包括ケア

に資する作業療法士」である．

　地域包括ケアの仕組み，その取り組みをよくご理

解いただき，学生の指導をお願いしたい．病院，施

設で完結する作業療法は終焉しており，心身機能に

偏った作業療法の教授は，教え子の未来を摘み取っ

ていると思う．

〇 学校，養成施設を，OT の知識の情報発信の拠点

に

　過去，ICIDH や ICF の概念に基づく OT の転換

は学校養成施設が大きな役割を果たした．MTDLP

然りである．士会，学校がタッグを組み，その地域

の作業療法の質を担保する，そのような役割をぜひ

担って頂きたい．

〇広がる OT を包含するような OT 教育を ! !

　最近の我が国の作業療法には大きな変化がある．

先の府中刑務所での採用，学校作業療法，保健と介

護の一体的運用の中での活動と参加への支援，介護

2016 年　東アジアOT 交流会 2017年　コロンビアでの代表者会議
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ロボットの開発と普及，就労支援，地域づくりへの

参画等である．これらを卒前教育では履修すること

は到底不可能であるが，少なくとも，作業療法の枠

組みの中に加えた教育をして頂けたら幸いである．

〇 世界の動向を把握して世界に通用する作業療法士

を育てる

　以下は，現在，WFOT の会員が呼びかけて行わ

れている，各国でどのような OT モデルが用いられ
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ているかの調査結果である．これは，各協会が取り

まとめたものではなく個人の意見であるが，参考に

なれば幸いである．

６：まとめに変えて

　５月 13 日，作業療法士学校養成施設連絡会のキッ

クオフ会議が Zoom で開催された．約 200 名のご参

加をいただき，COVID-19 下での講義や臨床実習に

ついての情報交換が行われた．今年度あと２回ほど

開催予定である．是非，この会を有効に活用いただ

き，各科目の内容や教育方法，評価などの議論が深

まることを願っている．あと，協会編纂の作業療法

全書であるが，現在，改定作業が進行しておりでき

るだけ早くお手元にお届けしたい．
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１．はじめに

　作業療法教育の根拠である理学療法士作業療法士

学校養成施設指定規則および指導ガイドラインは，

2017 年度に６回にわたる学校養成施設カリキュラム

等改善検討会にて改正の検討がなされ，2020 年４月

の入学生より適用されている．今回の改正は，1999

年以来であり，そのポイントは，①総単位数の見直

し，②臨床実習の在り方，③専任教員の要件であり，

（一社）日本作業療法士協会（以下，協会）が提案

し続けてきた修業年限の４年間への改正は残念なが

ら実現されず，現行のまま３年間以上の教育にとど

まっている．

　総単位数の見直しでは，現行の 93 単位から 101

単位へと８単位も増加しており，３年制の養成校で

すと１年間に約３単位の負担となっている．教育内

容全体の構成を図１に示し，単位数の増減を表１に

示した．いわゆる教養科目として位置づけられてい

る「基礎分野」に，これまでの「科学的思考の基礎」，

「人間と生活」に「社会の理解」が加えられたが，

単位数は14単位のままである．「専門基礎分野」では，

「疾病と障害の成り立ち及び回復過程の促進」に「栄

養，薬理，医用画像，救急救命及び予防の基礎」を

必修とし，２単位増加の 14 単位に，「保健医療福祉

とリハビリテーションの理念」に「自立支援，就労

支援，地域包括ケアシステム及び多職種連携の理解」

を必修とし，２単位増加の４単位に改正している．

なお，「人体の構造と機能及び心身の発達」は 12 単

位のままで，この分野は 26 単位から 30 単位へと４

単位増加している．「専門分野」は，現行の 53 単位

から 57 単位へと４単位増加している．「作業療法管

理学」（２単位）を新設し，「臨床実習」を 18 単位

から 22 単位へと４単位増加させている．また，「作

業療法評価学」（５単位のまま不変）で，「医用画像

の評価」を必修とし，「作業療法治療学」において，「喀

痰等の吸引」を必修としている．「専門分野」のこ

こまでの増加した単位を合計すると６単位となり，

理学療法士と作業療法士では，専門分野の学問は異

なるので，この分野の教育内容を同じにする必要は

教育講演２

これからの養成教育・臨床教育の具体的課題

鈴木　孝治

（一般社団法人）日本作業療法士協会　教育部養成 
教育委員長

図１　改正された理学療法士作業療法士学校養成施設指定

規則に示された作業療法の教育内容（太字は新設の教育内容）
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ないが，総単位数は同じ単位数にしなければならず，

「臨床実習」の２単位分を「基礎作業療法学」と「作

業療法治療学」で１単位ずつ減らし，その内容を臨

床実習にて理解を深めさせることとした（表２）．

　臨床実習のあり方では，臨床実習を行う実習施設

について，現行の「病院又は診療所」から「医療法

第１条の２第２項に規定する医療提供施設（薬局及

び助産所を除く）」（以下，医療提供施設）とし，現

行の「実習時間の三分の二以上は病院又は診療所に

おいて行うこと」から「実習時間の三分の二以上

は医療提供施設において行うこと．また，医療提供

施設において行う実習時間のうち二分の一以上は病

院又は診療所において行うこと．通所リハビリテー

ション又は訪問リハビリテーションに関する実習を

図２　臨床実習施設および時間（単位）について

表１　理学療法士作業療法士学校養成施設指定規則

～現行と今回の改正：単位数の増減

表２　改正のポイント～単位数，教育内容
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１単位以上行うこと」と実習時間についても変更が

なされた（図２）．

　臨床実習指導者の要件は，免許を受けた後５年以

上作業療法に関する業務に従事した者で，かつ厚生

労働省が指定した臨床実習指導者講習会等を修了し

た者へと変更された．なお，当該講習会は 16 時間

以上のワークショップ（参加者主体の体験型研修）

形式で行われるものとされている．

　協会は，2017 年８月には臨床実習において学生に

よる実施が許容される行為の明確化やチームによる

臨床教育の方法論を示した『日本作業療法士協会臨

床実習指針』を作成し，2018 年３月には『作業療

法臨床実習指針（2018）作業療法臨床実習の手引き

（2018）』１）を完成させ，厚生労働省指定臨床実習指

導者講習会のテキストとして活用している．

　専任教員の要件では，専任教員の質の担保を図る

ための改正として，現行の免許を受けた後５年以上

作業療法に関する業務に従事した者から，免許を受

けた後５年以上作業療法に関する業務に従事した者

であって，指定する講習会を修了した者等へと変更

された．また，当該講習会修了以外の要件として，

免許を受けた後５年以上作業療法に関する業務に従

事した者であって，大学において教育学に関する科

目を４単位以上修め，当該大学を卒業したもの又は

免許を受けた後３年以上作業療法に関する業務に従

事した者であって，学校教育法に基づく大学院にお

いて教育学に関する科目を４単位以上修め，当該大

学院の課程を修了した場合が該当する．なお，専任

教員の要件のみ，2022 年４月からの施行予定となっ

ている．

２．作業療法管理学について

　この改正の目玉の１つとして，「作業療法管理学」

がある．管理学とは，一般的には，ヒト，モノ，カ

ネ，情報，知識，時間，リスクの管理，倫理や法律・

諸制度，さらにはキャリアに関する学問である．

　作業療法教育の開始時より 30 数年間は「作業療

法原理」，「作業療法概論」，「基礎作業学」などで「職

業倫理・職場管理」という教育内容が教授されて

いたが，現行のカリキュラムでは，高齢化の進展に

伴う医療需要の増大や，地域包括ケアシステムなど

作業療法士を取り巻く環境の変化への対応や職場管

理，職業倫理などに関する内容が不十分であるとい

える．従って協会教育部養成教育委員会では 10 年

前より，これまで専門基礎教育に位置付けられてい

た「保健福祉に関する政策，システムを含めた制度

と経済的な観点」に該当する教育内容を専門科目に

移行すべく検討を重ねてきた．この検討の背景には，

2008 年度厚生労働省老人保健健康推進事業「高齢

者の持てる能力を引き出す地域包括支援のあり方研

究」に始まる「生活行為向上マネジメント」の推進

がある．今回の改正では，「職場管理，作業療法教

育および職業倫理を含む」とあるが，関連法規・規則・

制度までをも含むことを想定して新設した経緯があ

る．作業療法士の管理について，「作業療法ガイド

ライン　2012 年度版」２）で既に，作業療法士の年齢

構成，経験年数の構成から，中間管理職や管理職の

役割を早い段階で担わなければならないという状況

を鑑み，業務管理，人事管埋，設備・備品・消耗品

管理および作品の取り扱い，記録（文書・電子デー

タ）管理，リスク管理という項目が列挙されている．

今回の指定規則の改正後に出版された「作業療法ガ

イドライン　2018 年度版」３）にも，「日常の臨床業務

の他に，人事，他部門との調整，物品の保守点検等

の管理・運営業務，組織内での管理・運営能力向上，

人事管理および経営管理的視点（コスト意識）の重

要性」が再掲されている．

　また，重度な要介護状態となっても住み慣れた地

域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けること

ができるよう，住まい・医療・介護・予防・生活支

援が一体的に提供されるシステム４）である地域包

括ケアシステムの概念を理解させることも必須であ

る．

　上記のような社会情勢の変化から，「作業療法管

理学」という教育内容を新設することを要求し，今

回の改正で認められたので，今後，養成課程でしっ

かりと教授することが求められる．

３．学校養成施設と臨床実習施設との連携

　医師の教育は，医学部の教員が行っているが，臨

床の教育をするにあたり附属の教育病院を持たない

医学部など存在しない．理学療法士・作業療法士の

臨床教育では，残念ながら未だ附属の実習施設を設

置している学校養成施設はごく少数である．
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　指定規則では，主たる実習施設は，「養成施設の

附属実習施設であること，又は契約により附属実習

施設と同等の連携が図られていること」とあり，原

則として学校養成施設は附属実習施設を持つことが

求められている．また，専任教員が主たる実習施設

の臨床に携わることで臨床実習指導者との連携を密

に図ることや，専任教員と臨床実習指導者が連携し

て早期見学実習を実施すること等，学校養成施設や

臨床実習施設における教育の質の向上に資するよう

な連携体制を想定している５）．実習の形態でも診療

参加型の実習で，教員ができる限り施設へ赴くこと

が要望されている．この要望を踏まえて，協会は臨

床教育の質の向上を図るべく，図３に示す臨床実習

指導体制の概要を作成した．学校養成施設と臨床実

習施設との連携では，教員が臨床実習指導者（担当）

との間で行う，学生の学習状況をはじめ，実習目標，

実習内容，学生評価など実習に関する連絡調整のみ

ならず，臨床実習指導者のチームとの連携も必須で

ある．さらには，臨床チームの一員として関与して

いるのであるから，多職種との連携も不可欠となる．

これを実現するためには，主たる実習施設は学校養

成施設に近接している方が機能的であることは間違

いない．「臨床教育の役割を担う学校養成施設教員」

が，臨床実習施設の臨床チームの一員として学生の

実習指導の一部を担当することは，卒前・卒後の一

貫した教育を推進することができ，本来の作業療法

士の教員の姿といえる．しかし，この実践のために

は，学校養成施設の教員に相応の臨床能力が求めら

れる．

４．作業療法士学校養成施設連絡会について

　全国の作業療法士学校養成施設間の連絡を円滑に

し，今後さらに改正される可能性のある指定規則等

の準備に対応すべく，第三次作業療法５か年戦略

（2018 － 2022）に明記された．協会教育部養成教育

委員会では 2019 年度に当該連絡会の骨子を検討し，

2020 年４月より開催の準備を進め，2020 年５月 13

日にテレビ会議システムを活用して「作業療法士養

成施設間の Web 意見交換会」を実施した．この意

見交換会では，同年３月に実施した「新型コロナウィ

ルス感染症の発生に伴う臨床実習の実施（予定）状

況の調査」の結果概要の報告と当該連絡会の実施方

法のお知らせができ，学校養成施設からの意見・要

望も聴取できた．今後は，2020 年度中に「作業療法

士学校養成施設連絡会」を開催する予定である．当

該連絡会の設立により，学校養成施設からのタイム

リーな意見・要望を聴取できるとともに，関係省庁・

機関との調整，検討結果を速やかに各養成施設へ発

信する機能を持たせ，作業療法士学校養成施設間の

連携強化を図れることになると考えている．なお，

昨年までは，対面会議を想定していたため，集合時

期，場所など，会議の設定方法に難渋すると考えて

いたが，新型コロナウィルス感染症の対策としてテ

レビ会議システムを活用し始めたので，空間共有の

し易さと時間・費用の節約というメリットが生まれ，

今後はこのシステムを主軸に学校養成施設間の連携

強化に拍車がかかると期待しているが，なによりも

学校養成施設の各教員の協力が求められる．

５．今後の臨床実習指導者の養成について

　2018 年度，2019 年度と教育部の担当で全国 18 か

図３　臨床実習指導体制の概要
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所にて実施した研修会・講習会であるが，2020 年２

月中旬以降，新型コロナウィルス感染症のため，対

面の講習会は中断せざるを得なくなった．当初は，

2019 年度内に 10,000 名の臨床実習指導者の誕生と

予定していたが，2020 年３月現在の臨床実習指導者

は，全国で約 8,400 名であり，目標値の 15,000 名の

56% の達成率にとどまっている．すなわち，残りの

6,600 名の養成は 2020 年度内に達成しなければなら

ないのであるが，厚生労働省指定臨床実習指導者講

習会は，2021 年３月までは，基本的に対面での講習

は実施せず，テレビ会議システムを用いての講習会

を開始したところである．2020 年６月末現在，この

システムを用いた当該講習会の修了者は22名となっ

ている．今後は，新型コロナウィルスの感染状況に

より変動すると思われるが，テレビ会議システムを

用いての講習会を基本として進めてゆくことが，受

講生，講習会運営担当双方の利便性，感染リスクの

低減に繋がると考える．

　なお，この厚生労働省指定臨床実習指導者講習会

は，協会としては 2020 年度より卒後教育の１つと

して生涯教育制度に位置付けている．卒後５年間を

目途に，自身の臨床技能を中心に修得していただき

つつ，臨床実習指導者（担当補助）として後輩育成

に協力しつつ，当該指定講習会の受講によって後輩

である学生の指導ができると認められるのである．

免許取得前の学生時代から継続している作業療法の

学修，すなわち卒前・卒後の一貫した教育体制の中

で，一区切りがつく時期と考えて良いのではないか．

　しかし，そこで作業療法の学修が終了するのでは

なく，さらに，より具体的・実践的な臨床技能，指

導方法が必要である．このために上級の講習会であ

る臨床実習指導者実践研修会を協会独自で 2019 年

度内に１回実施しており，2020 年度は複数回を予定

し，作業療法参加型臨床実習を円滑に進めたいと考

えている．

　今後は，卒業生全員が厚生労働省指定臨床実習指

導者講習会を受講し，さらにひとりでも多くの作業

療法士が臨床実習指導者実践研修会に参加してより

質の高い後輩育成に臨んでいただきたい．
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１）（一社）日本作業療法士協会：作業療法臨床実
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シンポジウム

臨床参加型実習とリフレクション

中澤　史江

１．はじめに

　失敗した時に「何故自分は間違えてしまったのだ

ろう」と過去の自分に問い詰めてしまう実習生がい

た．過剰に反省ばかりしているのである．この行為

は「間違えることは自分の価値を損ねることだ」と

いう思考を招き，失敗を恐れ委縮し身動きが取れな

くなっていたようだ．はたから見るとよく「固まっ

て」いた．実習一週目を終えようとした時「週末に

自分の短所について書き出してきます」と言うので

事は深刻だと思った．実習中の関心ごとは患者の回

復よりも自分へ向ってしまっていた．

　心理学者の河合隼雄は「いわゆる問題児というの

はわれわれに「問題」を提出してくれているのだ」１）

と言っている．正に実習中「おや，なんだか上手く

いかないぞ」と思った時は，私たちが解くべき問題

を実習生が提出してくれた時なのである．この時私

が提出された問題の解決策の一つが今回のシンポジ

ウムのテーマでもある「リフレクションを促す」こ

とであったと思う．否定的な反省や自己分析では

なく，作業療法実践の発展に繋がるようなリフレク

ションを行えるよう，臨床教育者（以下，CE）は

どのように働きかければいいのだろうか．私自身，

他のシンポジストの先生方よりご示唆を頂きたいと

思っていたが故に，この度紙面学会という機会を頂

戴し感謝している．

２．�模倣のプロセスの中でリフレクションは行われ

ている

　実習生は模倣のプロセス（見学・模倣・実施）を

通じ常にリフレクションを行っている．臨床参加型

実習では必要な診療技術はチェックリストに示され

ているが，リフレクションの内容と質によりそこか

ら何を学び取るかは変わってくる．「見学」「模倣初

期」の段階では CE と自分の実践の違いをリフレク

ションし，「模倣初期～後期」にかけて次第に前回

の自分の実践と今の自分の実践とを CE のアドバイ

スを受けながらリフレクションすることとなる．基

本的に「実施」に至った時には前回の自分の実践と

今の自分の実践とを自身でリフレクションしながら

行っていける段階だが，必要に応じ CE の実践や実

践の結果と自分のそれとを比較し，自分の実践をよ

り良い物とするように努める．このようにリフレク

ションを繰り返しながら実習生は常に自己の課題を

発見していると言える．

　特に知識や技術に自信が無い場面は学生が自らリ

フレクションし易いようだ．例えば，CE と一緒に

起き上がり練習を介助した経験のある患者を，一人

で介助したところ「起き上がり介助が上手くできず，

患者さんに負担をかけてしまった」というような場

面だ．自らの気づきに伴うリフレクションは実践を

通しその場で促し確認していくことができる．但し，

この様な実習生の気づきは CE の関心の傾向「実践

が出来たか出来なかったか」ということと親和性が

高いので，どうしても「起き上がり介助が上手くで

きず」の部分に注目して実習生のリフレクションを

反省の方向へ誘導してしまう可能性があるので注意

が必要だ．

　CE：どうして上手くできなかったと思いますか．

　実習生：……．

　CE：どこが悪かったと思いますか．

　 実習生：介助するタイミングが悪かったと思いま

す．

　実習生の方も自信が無いので恐縮し，悪かったと

ころ・問題点の確認に終わってしまいやすい．この

様なやり取りは冒頭に挙げた実習生の例のように否

定的な反省ばかりにならないよう気をつけなければ公益財団法人東京都保健医療公社豊島病院
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ならない．つい使用してしまいがちな「どうして」「悪

い」等否定的な語彙を投げかけないことや，実習生

を肯定的に受け入れる人間関係や雰囲気は効果的な

リフレクションを行うための土台となる．そのうえ

で次の展開を具体的に考えてもらうような声掛けが

出来るとよい．

３．意識していない自分を意識する働きかけ

　リフレクションの本質は前述した行動の振り返り

ばかりでなく，意識していない自分をも振り返るこ

とである．今回のテーマで考えたいのもこの意識し

ていない自分を実習生はいかにしてリフレクション

するか，そのための CE の役割，働きかけはどのよ

うにすればいいかということではないだろうか．

　私たちは肯定的・否定的いずれにせよ感情が動い

た時に，そこに何か問題があると気づくことがある．

「驚きの中に私たちの注意がそこに惹きつけられる

という事態が含まれている．」２）からだ．従って実習

生の心に残った関心ごとを聞いてみることが意識し

ていない自分を振り返る糸口となりそうだ．CE の

関心ごとと実習生が自分でリフレクションしやすい

項目とは相性が良いが，反対に実習生の関心ごとは

自分でリフレクションしにくいことの場合が多い．

先の起き上がりの例「起き上がり介助が上手くでき

ず患者さんに負担をかけてしまった」でいえば「患

者さんに負担をかけてしまった」というのが実習生

の関心ごとだろう．しかしこの関心ごとを実習生は

どう解釈していいかわからず，通常は「患者さんは

嫌な思いをしただろう」「申し訳ない気持ちになっ

た」というような主観的な感想に留まってしまう．

そこで自己の感情や思考の根拠を問いかけていく設

問を CE が行っていくことが有効である．まず初め

にその時どのような判断や考えをもとに行動した

か，患者にどうなって欲しいと思っていたか，そう

考えた根拠は何かを問いかけ整理していく．次に行

動の選択肢を探求したり，この経験で学んだことを

意識化したり，リフレクションの過程で起きた新た

な気づきについて確認する．そのうえで今度はどの

ように行動したいか，そのために何をするかを確認

していく．実際の臨床場面では実習生の感情の変化

にまでフォーカスしている時間は無いのが現状であ

る．フィードバックの時間（実習生との一対一の対

話）や，デイリーノートを用いるとよい．ここで感

情を表す表現「緊張した」，「ドキドキした」，「焦っ

た」，「困った」，「ほっとした」，「嬉しかった」等が

表出された際はその感情や思考の根拠を問いかけ，

考えを深めていくチャンスとなる．

　例えば，患者から入院前の生活を聴取する場面．

患者は孫と同年代の実習生と楽しそうにおしゃべり

をしている．いつのまにか話が脱線しており聴取す

べき項目についての話は聞けないまま設定時間を超

過してしまった．

その日の実習生のデイリーノート：

　楽しそうにお話ししてくださるのでなかなか話題

を変えることが出来なくて予定していた情報収集項

目について殆んど聞けませんでした．でも，会って

間もない学生の自分に色々な事を話してくれて，受

け入れてもらえているのだなと思うと嬉しかったで

す．

　一時期臨床参加型実習においてデイリーノートは

不要ではないかと考えていた．しかし，実習生の関

心ごとや感情が表出されやすく，経験からの学びを

明確にするきっかけと成り得ることがわかってき

た．特に対話が得意ではないタイプの実習生にとっ

て重要なツールとして重宝している．「予定してい

た情報収集が出来なかった」ということは CE とし

ては気になるところではあり「ただ受動的におしゃ

べりを聴くだけでなく，次回は援助に必要な情報も

きちんと聞くように」とアドバイスするかもしれな

い．しかし，それよりも「患者に受け入れてもらえた」

という体験に伴う気づきをどれだけ深められるかが

実は重要で，実習生のこれからの作業療法士像を形

成していくことに繋がる．

４．�作業療法実践におけるリフレクションとは「問

い続けること」

　当院では 2015 年より臨床参加型実習を導入した．

当時を振り返れば，まず臨床参加型で実習すること

の意義もよくわからずただ形式を追うことに精一杯

であったように思う．しかし，この実習方法の転換

により臨床実習は実習生に「教える」というよりも

「育てる」という感覚に近くなった．リフレクショ
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ンは内省，省察等と訳される．教育の分野では具体

的行動に移しやすいよう振り返り，見直しという言

葉で表現される時もあるようだ．実習中リフレク

ションは自問自答や CE からの問いかけによる対話，

患者の変化を通して自分の関りをリフレクションす

る等様々な形をとりながらも常に行われている．最

初は否定的な反省や自己分析に陥りやすい実習生も

適切な働きかけの元実習体験を積み重ねていくこと

で，作業療法技術の向上だけでなくリフレクション

のスキルも向上する．自分自身を肯定的に捉え作業

療法実践の発展に繋がるようなリフレクションが可

能となる．CE もまた，実習生のリフレクションを

促すような問いかけを行いながら，同時に自分の言

動やその時の実習生の反応をリフレクションしてい

る．臨床参加型実習ひいては作業療法実践において

のリフレクションとは，行為の最中・前後を問わず

常に「問い続けること」ではないだろうか．

１）河合隼雄：子どもと学校，岩波新書，pp.７-８，

1992.

２）Donald A, Schon.（柳澤昌一，村田晶子監訳）：

省察的実践者の教育　プロフェッショナル・ス

クールの実践と理論，鳳書房，pp.42，2017.

シンポジウム

内省を考える
－学習者にいかに内省を促すか－

石川　英樹

１．コミュニケーションと情報収集

　社会的背景の変化や SNS 進化によって人間関係の

希薄化と変化が実習生にも起こっていると感じる．

指導者は，個々の実習生に合わせたコミュニケー

ションが必要になっており，実習生の情報を聴取し

活かしながら，個性を理解した指導（性格・経験・

特性・学習スタイル）を行い，知識・技術を伝えて

いく必要がある．指導内容によっては，臨床実習で

の出来事を伝えるよりも，実習生の経験（部活動・

趣味）に基づいた話に置き換えて現在の課題を明確

化しやすい場合もある．また，学習効果が最大限得

られやすいよう，良好な指導者とのコミュニケー

ション・関係性を構築して質問や感じたことを伝え

やすい雰囲気作りに配慮していく必要がある．実習

生の個々の性格や特性が違うので，学習者に対して

どのように関われば主体的かつ対話的な深い学びに

繋がるかを常に考え情報を取りながら，実習指導に

携わっている．

２．指導者の役割

２-１．共同学習者としての一体感

　実習指導者は，「教育」というより実習生の「学習」

を第一に考え，何を今学習すべきかを教えるファシ

リテーターとして臨床実習を作り上げていく必要が

ある．臨床実習では，ケーススタディを通じて，共

同学習者として情報を共有する事を意識しており，

「上下の関係」というよりか「双方が対等の関係」

で課題に取り組んでいる．もちろん「双方が対等の

関係」といっても，基本的な態度，作業療法士とし

て将来仕事をしていく上での心構えや熱意が備わっ

ていることが前提となる．

　知っている情報は共有しながら患者様の変化を追

うことで，円滑な情報交換（報告・連絡・相談）の

トレーニング・課題発見力を育てていく．その為に

は，実習の場がなんでも言い合える「安全な場」で

ないと実習生の意見や考えが表出しにくいと考え

る．なんでも言い合える安心安全な場であることを

認識してもらい，学ぶ意欲と実習でお互いに学んで

いくという一体感を高めることが，指導者が最初に
医療法人社団心の絆蓮田よつば病院 QOL 推進部 
主任作業療法士
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行う役割だと考える．

２-２．アクティブラーニングの活用

　対話を通じて実習生と共に新しい発見や体験を通

じて知識・技術を身につけていく，アクティブラー

ニングを基本的考えとして臨床実習を進めている．

アクティブラーニングとは，「学習者の能動的な学

習への参加を取り入れた教授・学習法の総称」１）と

定義されている．

　アクティブラーニングは，「体験」と「対話」の

２つの軸を基本とし実習生にとって「体験」は，患

者様と関わり（リハビリ実施・評価・測定・会話），

慣れない実習地までの通勤や朝の挨拶など実習先で

起こる一つ一つの出来事が新たな体験であると考え

る．その慣れない環境下で，指導者としてなんでも

言い合える雰囲気や場所を作り出していく必要があ

るが，アクティブラーニングの一部であるアイスブ

レイクを活用することで，限られた実習期間でより

効果的な実習生との関係構築と思考表出の場づくり

が行いやすいと考える．

２-３．アイスブレイクの活用

　「アイスブレイク」とは，初対面の人や話し合う

場の緊張をほぐすことで，コミュニケーションを円

滑にし，参加者が目的に応じた積極性を発揮できる

ようにする手法．簡単に言うならば「一緒に学ぼう

という雰囲気づくり」のため緊張をほぐす時間であ

る．

　フィードバックの最初に「今日一日で起きた良い

出来事」や「気になったこと」などを指導者と実習

生で伝えあい，適度にリラックスした環境で互いを

理解し課題共有を行っている．

３．「できた」を創造し，感じてもらう

３-１．グループ活動を活かした体験�

　CCS の工程を経て，段階的に実習生に知識・技術

の習得を促し「できた」を感じてもらえるように，

グループ活動（集団体操・園芸療法・音楽療法など）
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を体験してもらっている．具体的には，グループ活

動の企画・運営・実施してもらい実習生の能力・特

技が治療に活かせる内容を組み込んでいる．

　診療参加型のグループ活動を臨床実習内で実施す

ることで，治療目的・患者様の反応・効果が実習生

の肌身で感じてもらえる．たとえ思考過程や結果が

間違っていたとしても，否定はせず受容してなぜそ

の思考に至ったかをすり合わせをし「よくできた点」

「努力の必要な点」を整理する．成長している点・

頑張った点は，承認し褒めることでステップアップ

している感覚「できた」を感じてもらう．まず「で

きた」を積み重ねる事が，自発的な内省を促す第一

歩であると考える．その為には，適切なフィードバッ

クが必要不可欠であると考える．

３-２．フィードバックで意識していること

　一つ目は，記憶が新しい時期に行うことを意識し

ている．フィードバックしたい内容を実習生が思い

出せない，その時の感情を思い出せなくなっている

場合にはフィードバックの効果が見込めない．事実

が起こった直後や，当日のうちなど記憶が鮮明なう

ちに伝えることを心がけている．

　二つ目に，フィードバックを伝える・受ける体制

を整えるようにしている．いきなりフィードバック

するのではなく，「今日の○○について」と可能な

限り具体的に伝えることが大切である．その為には，

フィードバックをする前に実習生にどのような成長

を求め，どのような事実を伝えるべきか，指導者は

思考の整理をしておく必要があると考える．指導者

が「なぜそうしたのか？」「伝えたいことがよくわ

からなかった」など具体性のない伝え方では，実習

生はどうしていいかわからず心理的に落ち込み，何

も得ずに負の感情だけが残る．

３-３．「気づき」を活かす

　努力が必要な部分・行動変容して欲しい課題とな

る事柄に関しては，「次に同じような場面（問題）

に遭遇したらどうしますか？」と質問を投げかけて
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次のステップへと思考を促す．本人が気づかないと

きは，さらに質問をして少し考えを深めてもらい「気

づき」を促していく．

３-４．気づいたことを質問して確認する

　フィードバックの時「今日一日の実習で気づいた

ことを，なんでもよいので話してみましょう」とオー

プンな質問をして自然に話せる機会を設けていま

す．一通り話し，全て出したと実習生が思い，話が

途切れたときに「他にありますか？」ともう少し考

えを絞り出してもらい，ここで出たことが大きな気

づきになることがある．

３-５．失敗体験も「学習」と捉える

　実習生が企画・実行してもらっているグループ活

動の多くは失敗のリスクが伴う．患者様を目の前に

して行う未経験のことなので，「できた」という自

信を持ってグループ活動を提供できる人は少ない．

指導者は，適度の失敗を容認し軽いショックを感じ

る機会も「学習」と捉えている．また，そのような

機会を意図的に提供して，失敗の経験から「失敗体

験→気づき→自己内省→思考・改善→できた」のプ

ロセスを踏むこともある．失敗に対しては決して否

定せず責めることなく，今回は何がいけなかったの

か，自己内省と行動変容を促す機会としている．も

ちろん，指導者による患者様の負担を考慮した最低

ラインのリスク管理は必要ですが，実習生にとって

行動変容するよいきかっけに繋がることが多い．失

敗体験を意図的につくりだし，「失敗体験」から「で

きた」までのプロセスを指導者と実習生で共有体験

していくことが重要である．

４．内省の習慣化

　臨床実習後半，実習生のやりたいことを援助し不

足部分のサポートを実施している．外発的な動機よ

りも内発的な動機に基づいて実習を進めることで，

自己内省の機会の頻度を増やし内省の習慣化を図る

ねらいがある．内発的動機とは，実習生の内側にあ

る興味や関心など，実習生の内側にあるものによる

動機付けで，実習生の主体性を引き出すために，い

かに興味関心を持ってもらうかがカギとなる．知り

たいと思えば自然と能動的に考え・行動になること

ができ，主体性を引き出せるからである．その主体

性を引き出すしかけが，アイスブレイクであり「で

きた」を創造して行くアプローチだと考える．また，

実習生がはじめの「できた」に満足することなく，

現状が本当にベストなのか立ち返る場を指導者が提

供することで，内省への促しと習慣化に繋がり自他

ともに認める臨床レベルの「本当のできた」になる

と考える．

５．「Study」から「Learing」へ

　現在，国の教育方針として，基礎学力・専門知識

を活かす力である「社会人基礎力」を意識的に育成

することを推奨している．「社会人基礎力」とは，「職

場や地域社会で多様な人々と仕事をしていくために

必要な基礎力」手定義されており，「前に踏み出す

力」「考え抜く力」「チームで働く力」の能力で構

成されている．つまり「知識の習得：Study」から

「経験を活かして自分なりの答えを導き出していく：

Learing」へ教育方針が変化している．

　実習生は，対話や体験から思考し，成長・変化し

ており，指導者が知識を教えたからすぐに変化する

ものではないと感じる．指導者は，思考・成長・変

化するためのサポートをする道先案内であり，実習

生との「体験」「対話」を繰り返しながら内省を習

慣化することで，能動的な学習である「Learing」に

繋がると考える．

　入職後，多くの実習指導をさせて頂き，様々な学

生と「対話」を通じて関わる機会がありました．実

習指導経験を重ねていったことで，新たな気づきや

多くの学びがあったと感じている．この経験から臨

床実習は，指導者も学びの場であり成長の機会であ

ると考える．

引用文献

１）文部科学省『初等中等教育における教育課程の

基準等の在り方につて』一部抜粋

参考文献

「学生・新人看護師の目の色が変わる　アイスブレ

イク 30」内藤知佐子（著）宮下ルリ子（著）三科

志穂（著）
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シンポジウム

作業療法士と省察

鈴木　久義

【はじめに】

　第 24 回日本作業療法教育学術集会のメインテー

マは「リフレクション－作業療法教育の中でどう

学習者の内省を育てるか」である．内省つまり省察

であるが，これは作業療法士にとって大きな意味を

持っている．本稿では，作業療法士と省察の関係を

考える．

【省察とは】

　さて，省察とはいかなる営みであろうか．Schön

は省察的実践家 reflective practitioner という専門

家モデルを提唱した．Schön によると，「実践する

専門家は自分のそれまでの知識と技術，能力，価値

観を超える問題に直面したとき，不安や戸惑いを感

じるが，この状況を突破するために，それまでの経

験を総動員して何らかの行動を起こし，直面する状

況に変化をもたらしつつ，今回直面した状況の変化

を評価し，教訓たる実践上の理論を導き出す．この

繰り返しによって状況と対話し，行為の中の省察を

通じて，専門家は自ら学び，解決策を身につけて行

く」のであり，このような実践家が省察的実践家で

ある１）．

　つまり，専門家としての自らの行為を状況との対

話の中でふり返り，反芻しながら複雑に変化する現

況の問題解決のための糸口をつかんで行く，これが

これからの新しい専門家像なのである．省察が「自

らの行為を状況との対話の中でふり返り，反芻する

こと」ならば，作業療法士にとって，日々の実践の

中で常に必要とされていることがわかる．

【観察自我とは】

　ところで精神分析学には観察自我 observing ego

という概念がある．前田２）によると，観察自我とは，

自己と環境をある程度まで客観視し得る自我機能の

ことである．言わば，自分の心の中で今，何が起き

ているのか理解できることが，観察自我が機能して

いる状態なのだと考えられる．筆者が臨床実習指導

を担当していた頃，学生には「もう一人の自分が斜

め上の方から自分の行動や言動を客観的に観察しな

がら，なぜそういう振る舞いをするのか，なぜそう

いう風に述べるのか，と問うている感じ」と説明し

ていたことを思い出す．1950 年代から 1960 年代に

かけて，主として米国で隆盛を極めることになる力

動精神医学がわが国の作業療法黎明期に輸入されて

十数年しか経過していない，1980 年代後半の頃の話

である．

　さて，観察自我を機能させよという教育は，省察

的実践家としての作業療法士の育成目的で行ってい

たわけではないことは明白である．しかし，興味深

いことに，作業療法士は力動精神医学に基づいた作

業療法による教育を受けることによって，結果とし

て自らが省察的実践家として機能していたと言えま

いか．少なくとも，観察自我概念の意義と省察の意

味するところにはいくつかの共通点があるように思

われる．

　ところが，歴史とは皮肉なもので，米国では少な

くとも 1970 年代には，わが国においても 1980 年代

から 1990 年代には，力動精神医学が衰退して行く．

つまり，作業療法士にとって，観察自我概念の重要

性は相対的に小さくなる結果が訪れるのである．事

実，筆者が作業療法士養成校に勤務を開始した 1997

年以降，学生に観察自我概念を説明しても怪訝そ

うな表情をされることが多くなった．もっとも，昨

今ではメタ認知という概念が認知心理学から紹介さ

れ，作業療法にも急速に浸透しつつある．三宮３）に

よればメタ認知とは，認知に対する認知，すなわち

見る，聞く，書く，話す，理解する，覚える，考える，

といった通常の認知活動をもう一段高いレベルから昭和大学保健医療学部
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捉えた認知を指し，認知活動を客観化，対象化する

ことである．背景となる観点がまったく異なるとは

言え，観察自我概念とメタ認知概念とは極めて類似

するように思われる．メタ認知の観点から省察を考

察している研究も複数存在４），５）しており，極めて

興味深いが，これ以上は言及しない．

【ノンテクニカルスキルとは】

　一般に医療は特定の専門職能を有する職種の協働

によって進められるが，各職種の業務遂行に直接関

係する知識や技能をテクニカルスキルと呼ぶ．例え

ば医師による手術や診断といった医行為に関わる知

識や技能がこれに当たる．

　一方，Flin らはテクニカルスキルを補って完全な

ものとする認知的，社会的そして個人的なリソース

としてのスキルであり，安全かつ効率的なタスクの

遂行に寄与するものを，ノンテクニカルスキルとし

て定義づけた６）．また，中島７）はノンテクニカルス

キルを表１に示す内容で説明し，医療従事者が高い

テクニカルスキルをもって医療現場で仕事をしてい

ても，ノンテクニカルスキルがうまく発揮されない

と大きな事故の当事者になる可能性があると述べて

いる．

表１　ノンテクニカルスキルの例

　ところで，津川８）は医師のプロフェッショナリズ

ム評価を行うためのツールとして，professionalism 

mini-evaluation exercise （以下，P-MEX）日本語版

を開発したが，P-MEX では省察能力を測定する項

目群がある．つまり，作業療法士は従来，テクニカ

ルスキルとしての省察を求めていた可能性がある

が，むしろ，昨今の動向から，省察はノンテクニカ

ルスキルとしての性格が強いことがわかる．

【ノンテクニカルスキルとしての省察とその教育】

　したがって，これからの作業療法士はテクニカル

スキルばかりでなく，ノンテクニカルスキルに包含

される省察能力を身につけなくてはならない．

　それでは，作業療法士は省察能力をどのように教

育すべきなのか．

　髙田９）は麻酔科臨床の場面における医学生や研

修医の指導に触れながら SEA，significant event 

analysis は自分のそのときの感情まで含めて分析し，

教訓を言語化・概念化して次に活かす構造的なふり

返りの技法であると述べている．SEA の適用例を図

１に示す．

 

図１　SEAシートの例

　また，筆者ら 10）が既に報告したポートフォリオの

活用も有用である．

　必要なことは，そのときに学生自身が感じたこと

や思い，ありよう等をふり返らせ，言語化させるこ

とである．このことによって，学生は自らの思いや

行動，言動等の意味を再度確認できることとなり，

さらなる学修に自分を振り向けることが可能とな

る．

【おわりに】

　筆者の敬愛する精神分析家の Searles は，治療者

の逆転移感情に鋭くメスを入れたと評される．筆者

は，この「メスの切れ」には精神分析家としての能

力はもちろんのこと，彼のたぐいまれな省察能力の

高さが影響した，と密かに考えている．
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Ⅰ　緒言

　作業療法士の行動を導く思考を Clinical Reasoning

（以下，CR）と呼ぶ．CR 能力とは，臨床現場にお

いて作業療法士が問題解決のために行う思考過程に

関する能力である．CR 能力についてこれまでの研

究で作業療法士や作業療法学生（以下，学生）に対

する教育方法，教材，カリキュラム，臨床実習につ

いて研究１）２）３）が行われており，作業療法士の CR

能力のタイプ４）やタイプ別の教育戦略５），その発達

過程６）などについて明らかになっている．専門的な

CR 能力を身に付けるためには長い年月をかけて質

の高い臨床実践と継続的な教育が必要となる５） ７）．

そのため，本質的な CR 能力の教育は作業療法士免

許取得後に，臨床経験の積み重ねを通じて行われる

こととなる．しかし，学生の内から CR 能力の教育

を行うことは，専門的な CR 能力習得の基盤となり，

複雑な作業療法を理解することの糸口や作業療法士

としてのアイデンティティ形成に貢献することが期

待される８）．従って，養成校教育において学生に対

して CR 能力の教育に着手することは作業療法教育

において重要なテーマとなるであろう．

　リハビリテーション領域における CR 能力の教

育に関する研究では，河西９）が CR 能力を高める

ために開発した問題基盤型学習（Problem-based 

learning；以下，PBL）10）の授業内容に関する報告

や有馬 11）の概念図による推論の外在化と可視化につ

いての報告などが見られる．小形７）は CR 能力の教

育方法として，症例検討，模擬患者，ロールプレイ，

ビデオ学習，概念図などを紹介している．また欧米

の CR 能力の育成に関する研究では，CR 能力の教

授カリキュラムには用語の統一や概念の整理が教授

戦略として重要であるとされており５），構造化され

た枠組みの利用が CR 能力の改善に有用であると報

告されている 12）．

研究論文１

作業療法学生が臨床実習で活用した Clinical Reasoning 能力に関する研究
－臨床実習後アンケートの内容分析－

Clinical Reasoning used by Occupational Therapy Students in Clinical Practice
－ Content analysis of  questionnaire after Clinical Practice －

林　　亜遊・本岡　健太郎・加藤　美樹・林　　辰博・岸村　厚志
Ayu HAYASHI・Kentarou MOTOOKA・Miki KATO・Tatsuhiro HAYASHI・Atsushi KISHIMURA

Japanese Journal of Research for the Occupational Therapy Education 20(1):　39-46,  2020

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

要旨：作業療法学生の Clinical Reasoning 能力を明らかにするために，臨床実習終了時のアンケートを内容
分析の手法を用いて分析した．312 名のアンケートを集計した結果，312 文脈単位，1,843 記録単位が得られ
た．内容の類似性に沿ってまとめた結果，【状況に合わせて調整する】，【治療効果を推定する】，【情報を統
合する】，【必要な支援を見立てる】，【評価結果から理解する】，【生活に即して考える】，【関係性に配慮する】，

【葛藤の中で判断する】，【関係性を治療的に活用する】，【思考を組み合わせる】，【理論と実践を結びつける】，
【環境面を考慮する】の 12 カテゴリーにまとめられた．
キーワード：作業療法教育，作業療法学生，臨床実習，内容分析
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　このように作業療法士の CR 能力についての研究

や学内教育において学生に CR 能力を教授する工夫

についての報告が見られる．臨床実習では養成校で

の学びを基に学生は CR 能力を活用していると推察

されるが，学生が臨床実習で使用している CR 能力

については明らかにされていない．学生が臨床実習

で活用している CR 能力が明らかになれば養成校に

おいて教授する CR 能力の内容をより具体的に検討

することが可能であろう．そこで本研究は臨床実習

を終えた学生が記述したアンケート内容を内容分析

の手法を用いて分析し，学生の CR 能力を明らかに

する．

Ⅱ　研究目的

　本研究の目的は，学生が臨床実習で行っている

CR 能力を内容分析の手法を用いて明らかにするこ

とである．

Ⅲ　研究方法

対�象：東京都，大阪府，福岡県，兵庫県，滋賀県に

所在する大学，専門学校６校の学生 326 名を対象

とした．尚，学生の学年は全て最終学年である．

期�間：2015 年 12 月～ 2016 年８月の期間で各校の臨

床実習終了直後にアンケートを実施した．

用�語の定義：「学生が臨床実習で活用している CR 能

力」は，学生が臨床実習中に対象者に対して活用

し，アンケートを通じて言語化した CR 能力とし

た．

ア�ンケート：臨床実習や対象者に関する一般情報に

加えて，臨床実習を体験した学生が，臨床実習に

おいてどのような CR 能力を活用したかを自由回

答形式の質問を用いて調査を行った．アンケート

は，作業療法のリーズニングの過程に沿って 13），

①対象者を紹介され，評価計画を立てていたとき，

②初期評価を実施しているとき，③評価結果をま

とめ，問題点の抽出や統合と解釈を行っていると

き，④目標設定や援助計画を立てているとき，⑤

援助をしているとき（援助がうまくいっていると

き，援助がうまくいかなかったとき，援助につい

て工夫しているとき，など），⑥再評価し，援助

が終了したとき（あるいは臨床実習が終了したと

き）の６項目について自由記述で記載を求めた．

アンケート実施に当たって，学生は CR 能力とい

う用語を適正に理解していない可能性が高い．そ

のため，アンケートの自由回答では，状況とその

状況に対してどのような判断を行ったかについて

回答を求めた．

分�析方法：内容分析は「表明されたコミュニケーショ

ン内容を客観的，体系的，かつ数量的に記述す

るための調査技法である」と定義され 14），CR に

関する学生の記述内容の分析に適していると言え

る．Berelson, B.の内容分析14）の方法を参考にして，

「学生が臨床実習で活用している CR 能力」を問

う質問に対する回答内容を次のように分析した．

各対象者の自由回答式質問に対する記述のうち 

「学生が臨床実習で活用している CR 能力」を表す

１内容を含む記述を１記録単位，１人分の記述を

文脈単位とした．「学生が臨床実習で活用してい

る CR 能力」に対応しない記述や文章内容の理解

が困難な場合，思考せずに観察事象を記載してい

る，或いは感想を書いている場合は対象外とした．

記録単位個々を「学生が臨床実習で活用している

CR」に照らし合わせ，意味内容の類似性に従い，

その記述を忠実に反映したカテゴリーネームをつ

けた．各カテゴリーに包含された記録単位の出現

頻度を数量化し，カテゴリー毎に集計した．カテ

ゴリーの信頼性を確保するためにカテゴリーへの

分類の一致率を Scott, W. A の計算式 14）に基づき

算出し，検討した．その際，信頼性を確保してい

るか否かを判断するための基準を 70％以上とし

た．分析は，筆者と質的研究に携わったことのあ

る共同研究者と臨床経験豊富な共同研究者，作業

療法教育の経験の長い共同研究者の４名で分析を

行った．

倫�理的配慮：研究参加にあたって，対象に研究テー

マ，研究成果の公表，自由意志による研究参加，

同意の撤回自由，研究計画と研究成果の開示につ

いて口頭および文章で説明した上で，同意書の提

出を以って研究同意が得られたものとした．また，

研究参加に当たって同意撤回を保証した．尚，本

研究は研究倫理審査委員会の承認を得て実施した

（大医福　第 15－教－17 号）．
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Ⅳ　結果

１．対象者の属性

　326 名の対象者の内 313 名から回答を得たが，内

１名はアンケート内容が未記入であったため除外し

た（回収率 95.70%）．結果，312 名（女性 180 名，

男性 132 名，平均年齢±標準偏差 23.4 ± 4.67）を

対象とした．学生が担当した疾患は，脳血管性障害

150 症例（48.1%），統合失調症 37 症例（11.9%），骨

折 33 症例（10.6%）であり，およそ半数が脳血管性

障害であった（表１）．また，臨床実習を行った領

域は，身体障害領域 210 施設，精神障害 48 施設，

発達障害領域 12 施設，老年期障害領域 26 施設，複

数領域 16 施設であった．

２．内容分析によるアンケートの分析結果

　312名のアンケートを集計した結果，312文脈単位，

2,015 記録単位の情報が収集された．その内，分析対

象となったのは，文章内容の理解が困難な場合や思

考せずに観察事象を記載している，或いは感想を書

いているものを除き 1,843 記録単位であった．記述

内容を類似性に沿ってまとめた結果，12 カテゴリー，

32 サブカテゴリーにまとめられた．Scott, W. A の

一致率は 90.7％，87.7％でありカテゴリーの信頼性

は担保された．以下，抽出されたカテゴリーを【　】

で，サブカテゴリーを［　］で示す（表２）．

１） 【状況に合わせて調整する】は，［対象者の状況

に応じて評価手順，関わり方を調整する］264 件，

［対象者に疲労や負担を与えないように効率的

な手順を考える］74 件の２つのサブカテゴリー，

計 338 件の記述単位から構成された．評価や支

援内容を本来行う手順や内容を対象者の状況に

合わせて調整した学生の CR 能力を表している．

２） 【治療効果を推定する】は，［介入前後の対象者

の様子の変化から支援の効果を推定する］132

件，［経過を踏まえて予後予測する］66 件，［成

果指標の数的変化から支援の効果を推定する］

31 件，［対象者の変化の原因を分析する］10 件

の４つのサブカテゴリー，計 239 件の記述単位

から構成された．対象者の反応，検査結果の変

化から，治療効果を推察した学生の CR 能力を

表している．

３） 【情報を統合する】は，［評価結果から挙がった

問題点に優先順位をつける］99 件，［対象者の

障害像について原因を分析する］78 件，［対象

者の情報を統合し，情報間の関連性を理解する］

56 件の３つのサブカテゴリー，計 233 件の記述

単位から構成された．情報を統合し，情報間の

関連性を理解し，問題点に優先順位をつけた学

生の CR 能力を表している．

４） 【必要な支援を見立てる】は，［評価結果を踏ま

えて，今後必要な支援計画を見立てる］77 件，［疾

患特性を踏まえてリスクを管理する］54 件，［対

象者の興味関心に注目し，声のかけ方を工夫し

て意欲を引き出す］45 件，［評価結果を踏まえて，

今後必要な支援のために目標を設定する］31 件，

［特定の身体運動を引き出す］13 件の５つのサ

ブカテゴリー，計 220 件の記述単位から構成さ

れた．対象者の問題に必要な目標を設定し，支

援計画を見立てた学生の CR 能力を表している．

５） 【評価結果から理解する】は，［対象者の疾患，

障害像から必要な評価を想起する］85 件，［対

象者の心理状況を理解する］65 件，［評価結果

から対象者の障害像を推定する］46 件の計３つ

表１　対象者が担当した疾患
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表２　学生が臨床実習で活用した CR
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のサブカテゴリー，196 件の記述単位から構成

された．評価結果から対象者の病態・障害像，

心理状態を理解した学生の CR 能力を表してい

る．

６） 【生活に即して考える】は，［対象者の声に耳を

傾けて真のニーズを引き出す］90 件，［対象者

の生活像を捉え，支援を方向付ける］86 件，［生

活史を踏まえて対象者の理解を深める］16 件の

３つのサブカテゴリー，計 192 件の記述単位か

ら構成された．対象者がこれまで送ってきた生

活史を基に今後の生活を踏まえた支援を考えた

学生の CR 能力を表している．

７） 【関係性に配慮する】は，［信頼関係構築に向け

て対象者との関係性を推察する］159 件の１つ

のサブカテゴリー，計 159 件の記述単位から構

成された．対象者との関係性に注意を払い，信

頼関係形成に努めた学生の CR 能力を表してい

る．

８） 【葛藤の中で判断する】は，［自身の支援につい

て不足していたことを反省的に振り返る］71 件，

［葛藤のある状況の中で折り合いを付けながら

判断する］21 件，［指導者の意見に従って判断

する］８件の３つのサブカテゴリー，100 件の

記述単位から構成された．自分の思考を反省的

に顧みて，葛藤のある状況の中で判断した学生

の CR 能力を表している．

９） 【関係性を治療的に活用する】は，［感謝の気持

ちや別れの寂しさという感情が生じる］31 件，

［対象者と学生の考えをすり合わせて支援を方

向付ける］30 件，［対象者との関係を治療的に

活用する］13 件の３つのサブカテゴリー，計

74 件の記述単位から構成された．対象者と話し

合って考えをすりあわせ，対象者と学生の関係

性を支援に結びつけた学生の CR 能力を表して

いる．

10） 【思考を組み合わせる】は，［指導者の意見を参

考にしてより良い判断をする］35 件，［複数の

リーズニングを組み合わせて判断する］６件の

２つのサブカテゴリー，計 41 件の記述単位か

ら構成された．思考を組み合わせてよりよい判

断を下した学生の CR 能力を表している．

11） 【理論と実践を結びつける】は，［文献を用いて，

理論と実践を結びつける］20 件，［評価結果の

妥当性について実際の場面から検証する］８件

の２つのサブカテゴリー，計 28 件の記述単位

から構成された．理論上の期待と実際の対象者

の反応をすり合わせた学生の CR 能力を表して

いる．

12） 【環境面を考慮する】は，［自宅の物的環境，家

族関係と対象者の能力を結び付けて考える］23

件の１つのサブカテゴリー，計 23 件の記述単

位から構成された．自宅の物的環境，家族関係

と対象者の能力を結び付けて考えた学生の CR

能力を表している．

Ⅴ　考察

１．学生が臨床実習で行ったCR能力の特徴

　学生が臨床実習に行った CR 能力を内容分析の手

法を用いて明らかにした．作業療法士が行う CR 能

力には，手続き的リーズニング（科学的，診断的），

叙述的リーズニング，現実的リーズニング，倫理的

リーズニング，状況的リーズニング，相互交流的リー

ズニングがあることが明らかになっている４）．今回

の結果から，【評価結果から理解する】・【情報を統

合する】・【理論と実践を結びつける】・【必要な支援

を見立てる】・【治療効果を推定する】は手続きリー

ズニング，【関係性に配慮する】・【生活に即して考

える】は叙述的リーズニング，【環境面を考慮する】

は現実的リーズニング，【葛藤の中で判断する】は

倫理的リーズニング，【状況に合わせて調整する】・

【思考を組み合わせる】は状況的リーズニング，【関

係性を治療的に活用する】は相互交流的リーズニン

グに含まれると言える．これらのことから，学生は

臨床実習において作業療法士に近い CR 能力を経験

していることが分かる．

　学生が最も多く上げた CR 能力は，【状況に合わ

せて調整する】であった．【状況に合わせて調整す

る】は，評価や支援内容を本来行う手順や内容を対

象者の状況に合わせて調整する学生の CR 能力であ

り，【思考を組み合わせる】と合わせて，状況に応

じて移り変わる現場に合わせて，CR 能力を調整し

ていたことが伺える．各リーズニングは，作業療法

士の成長と共に使えるリーズニングの種類が増える

とされており，状況的リーズニングは，３年間の経
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験を経て，一人前になってからとされる４）．学生の

行ったリーズニングが効果的であったか，或いは適

切であったかは今回の研究手法からは明らかではな

いが，「横についていると，プログラムが進まなかっ

たので，一度離れ一人にして後ろで様子をみている

と，取り組んでくれた．」など学生が現場の状況に

適切に合わせた CR 能力を行おうとしたことが伺え

る．

　【評価結果から理解する】・【情報を統合する】・【理

論と実践を結びつける】・【必要な支援を見立てる】・

【治療効果を推定する】は，作業療法の科学性と問

題解決を表しており，臨床実習での作業療法プロセ

スを通じて，「左片麻痺を呈していたため，左片麻

痺に起こる障害・症状の評価を行えばいいと判断し

た．」，「初めて会った際，リハビリ中であり，とて

も注意散漫であった為高次脳機能障害があると判断

した．」など作業療法の持つ問題解決型の思考を発

揮していることが分かる．

　岡村ら 15）は臨床実習を経験した学生の語りに注目

し，アイデンティティ形成には，他者との交流を含

む経験の積み重ねの過程が重要であるとしている．

本研究の結果からも【関係性に配慮する】，【関係性

を治療的に活用する】という CR 能力から対象者と

の関係性の中で学生が推論を行っていたことが分か

る．

　【生活に即して考える】は，作業療法の持つ生活

に即した専門性の側面について理解して学生が推論

したことが，【環境面を考慮する】から，人と環境

との関係性に注目し，作業療法の持つ包括性につい

て学生が推論したことが伺える．【葛藤の中で判断

する】では，自身の判断を反省的に振り返えること

や，指導者の意見に従い判断する学生の姿が見える．

学生の CR 能力が未熟であることも影響しているで

あろうが，「うまく考察ができなかったため，もっ

とできたことがあったのではないかと後悔した．」，

「まず，結果をまとめることができず，バイザーに

フィードバックをしてもらいながらでないとできな

い状態におちいってしまった．」などが見られた．

葛藤を伴う CR は学生の推論の省察を深め，CR 能

力を発達させるために重要となるであろう．

２．�本研究による知見のCR能力の教育への応用と

今後の課題

　作業療法士が行う手続き的リーズニング，叙述的

リーズニング，現実的リーズニング，倫理的リーズ

ニング，状況的リーズニング，相互交流的リーズニ

ングに応じて，それぞれに応じた適切な教育戦略が

示されており５），CR 能力の教育を行う際には CR

能力のタイプによって教育戦略を選択する必要があ

る．本研究の成果は臨床実習時点での学生の CR 能

力教育の到達目標の一つとなり，学内教育において

CR 能力を教育する際に詳細な教育プログラムを開

発する際の重要な指標となり得るであろう．

　しかしながら，学校教育において本研究成果を導

入するに当たって２点の課題がある．１点目は，本

研究成果は学生が臨床実習で使用していたと言語化

した CR 能力に限定しており，言語化した CR 能力

が臨床上有効であったかの保証がないことである．

研究手法上避けがたい課題であり，以後統計解析

を用いた分析が望まれる．Okochi et al.16），大河内

ら 17）は Rasch モデルを用いてガットマン型のステー

ジ分類を作成し，高齢者の移動や移乗，余暇，社会

交流に関する簡易な評価を実現している．本研究の

成果も同様に各 CR 能力のステージ分類が明らかに

なれば，学内教育において CR 能力を教授する際に，

段階的な学習を促進する教育プログラムの開発を行

うことや学生の CR 能力の熟達度を評価することに

役立つであろう．

　２点目は学生が行った CR 能力は臨床実習の場で

行っていた推論であり，学内教育においてこのよう

な場面を学生に提供することは困難を伴うことで

ある．学内教育においてこのような CR 能力を教育

していくためには，状況が移り変わるようなダイナ

ミックな事例を準備する必要がある．CR 能力の教

育には PBL が用いられることが多い 10）．PBL のシ

ナリオ提示を提示する際に，対象者との関わりの中

で移り変わる臨床現場の状況を再現できれば，学生

たちが豊かに CR 能力を育成するために役立つであ

ろう．

Ⅵ　結語

　作業療法学生の CR 能力を明らかにするために，

臨床実習終了時のアンケートを内容分析の手法を用
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いて分析した．312 名のアンケートを集計した結果，

312 文脈単位，1,843 記録単位が得られた．内容の類

似性に沿ってまとめた結果，12 カテゴリー，32 サ

ブカテゴリーにまとめられた．

　手続きリーズニングとして【評価結果から理解す

る】・【情報を統合する】・【理論と実践を結びつける】・

【必要な支援を見立てる】・【治療効果を推定する】，

叙述的リーズニングとして【関係性に配慮する】・【生

活に即して考える】，現実的リーズニングとして【環

境面を考慮する】，倫理的リーズニングとして【葛

藤の中で判断する】，状況的リーズニングとして【状

況に合わせて調整する】・【思考を組み合わせる】，

相互交流的リーズニングとして【関係性を治療的に

活用する】を使用しており，学生は臨床実習におい

て作業療法士に近い CR 能力を経験していることが

分かった．

　今回は学生が行っている CR 能力を内容分析の手

法を用いて質的に明らかにしたが，統計学的な解析

を加えることで，その順序性や難易度を明らかにす

ることができれば，学生の CR 能力の熟達ステージ

を明確にすることができ，教育プログラムの開発や

教育評価に活用することができるであろう．

　尚，本研究は日本作業療法教育研究会の研究費助

成を受けて実施した．
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【はじめに】

　現在に至るまで，作業療法士は数度，アイデンティ

ティの危機に陥っている１）が，アイデンティティの

拡散は臨床実践に影響を与える可能性がある．中村２）

は，リハビリテーションチームにおける多職種連携

の障壁の一つとして，作業療法の専門性が理解され

ないことを報告している．その一方で，作業療法に

関する知識とその理解は職業的アイデンティティの

構築に良い影響を与える可能性がある．Ikiugu ら３）

は，作業療法の歴史や理論，実践に影響を与える要

因に関する講義は作業療法学生における職業的アイ

デンティティの構築を促進すると報告した．Aguilar

ら４）は作業療法士の専門性に関する価値観の一つと

して作業療法の知識・技術・実践があることを明ら

かにしている．

　ところで，作業療法の専門性を明確に規定するも

のとして，作業療法の定義が挙げられる．2018 年

に，日本作業療法士協会の定義は改定され（以下，

新定義），その解説が公表されている５）．解説では，

新定義を「対象」「目的」「領域」「手段」「作業の説

明」の５つの観点から説明している．吉川６）は作業

療法実践の障壁として「作業」という言葉が不統一

なまま使用されていること，作業の意味は多様で曖

昧さがあると指摘しており，定義の解説の存在は作

業療法の専門性を解釈しやすくする可能性がある．

特に作業療法学生にとって，自国や各国の定義の特

徴，共通性などを把握することは，作業療法士の専

門性を理解するために重要であり，職業的アイデン

研究論文２

各国の作業療法定義における意味，特徴の抽出
－機械学習の適用－

Extraction of  Meanings and Characteristics in Occupational Therapy Definitions in Each Country:
Application of  Machine Learning

鈴木　哲理１）・鈴木　久義２）・青木　啓一郎２）３）

Tetsuri SUZUKI１）・Hisayoshi SUZUKI２）・Keiichiro AOKI２）３）

Japanese Journal of Research for the Occupational Therapy Education 20(1):　47-53,  2020

１）昭和大学大学院保健医療学研究科博士前期課程
〒 226-8855 神奈川県横浜市緑区十日市場町 1865
Graduate Student of Nursing and Rehabilitation 
Sciences, Showa University
1865, Tohkaichiba-machi, Midori-ku, Yokohama-
shi, Kanagawa, 226-8855, Japan

２）昭和大学保健医療学部作業療法学科
School of Nursing and Rehabilitation Sciences, 
Showa University

３）昭和大学江東豊洲病院
Department of Occupational Therapy, Showa 
University Koto Toyosu Hospital

目的：本研究の目的は機械学習の手法を用いた解析を通じて，各国の作業療法の定義に共通する意味や特徴
を抽出することである．
方法：計 41 の作業療法の定義を機械学習で分析し，作業療法に意味の近い語および，定義の分類を行った．
結果：作業療法と意味の近い語は健康，参加，可能であり，定義は３つの観点で分類された．
考察：各国の定義は１）「作業療法は作業を通じて，健康や幸福，人生への満足度を高めることである」， 
２）「作業療法は人々の日々の作業（活動）に参加できるようにする」，３）「作業療法は人々の日々の生活
への参加を支援する」の３つの概念で構成されると示唆された．また各国の定義は１）- ３）のいずれかに
分類されると考えられた． 
キーワード：作業療法，定義，職業的アイデンティティ，機械学習
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ティティ構築の一助になるものと推察する．各国の

定義の特徴や共通性を把握するためには，定義の特

徴の抽出や内容に基づく分類が重要である．しかし，

すべての国の定義に解説が付されているわけではな

く，さらに作業療法の定義に関する特徴の抽出及び

分類を行った研究はない．

　さて，文書特徴の抽出やその分類を得意とする手

法としてテキストマイニングがある．従来質的デー

タは，質的研究手法を用いて解析されてきた．しか

しながら，質的研究手法は，研究者自身の深い洞

察に基づく性質上，人の視点や判断，解釈が無意識

に入る可能性があり７），研究の妥当性に対する疑念

が指摘されている８）．一方，テキストマイニングに

ついて，いとう９）は「意味をもつ文字データの扱

いという質的性格をもち，質的研究から見れば数量

化されたデータの統計処理という量的研究の特徴が

現われる」と説明し，質的データ解析の妥当性を担

保する手法として注目している．また質的研究にテ

キストマイニングを併用した混合研究手法も提案さ

れ 10），解析の妥当性を相補的に高める動きもある．

テキストマイニングには，語の出現回数などの記述

統計から解析するものと，機械学習を用いた自然言

語処理技術により文書分類や意味解析などを行うも

のがあり 11），近年では機械学習を用いた解析手法が

多く提案されている．

　そこで本研究の目的は，各国の作業療法の定義に

ついて機械学習の手法を用いた解析を通じて，各国

の作業療法の定義に共通する意味や特徴を抽出する

ことである． 

【方法】

１．対象とする定義

　 　対象とする定義は世界作業療法士連盟（以下，

WFOT） 12）のDefinitions of Occupational Therapy 

from Member Organisations （Revised June 2018）

で英訳された計 48 の定義とした．このうち解析

に使用したのは，WFOT の定義を採用している

Australia，Bermuda，Faroe Island，Ireland，

Romania，Slovenia，South Africa の７定義を除

外した計 41 定義とした．また，声明や注釈があ

る定義については，それらも分析対象として含め

た．

２．データの前処理

　 　データセット作成のため，対象の定義をテキス

トデータ化し，テキストの正規化，単語への分

割，ストップワードの処理，ステミング・レマタ

イズの順にデータの前処理を行った．テキスト

データの正規化では，テキストすべてを半角小文

字化，記号数字の除去，余剰な空白の除去，およ

び“OT”と略されている単語を“Occupational 

Therapy”に変換した．ストップワードの処理で

は人称代名詞，助動詞などのテキスト解析に不必

要であると思われる単語を除去した．本研究で

採用したストップワードは，プログラミング言

語 python の NLTK ライブラリ内にあるストッ

プワードリスト，多言語のストップワードを提

供している slothlib の英語版ストップワードリス

ト，そしてユーザー指定のストップワードリスト

を合わせたものとした．ユーザー指定のストップ

ワードリストには，国名や各作業療法士協会の短

縮名，英語以外で構成される単語を指定した．ス

テミングでは英単語を語幹のみにする処理（例：

“occupational”を“occup”）を行い，レマタイズ

は活用された英単語を見出し語（例：“activities”

を“activity”）にする処理を実施した．

３．word2vec による解析

　 　word2vec は Mikolov ら 13）が提案した自然言語

処理手法である．word2vec ではニューラルネッ

トワークで学習することによって，ある単語の意

味の推測を学習に使用した文書の単語をもとに

行うことができる．本研究では，作成したデー

タセットを word2vec で学習させ，“occupational 

therapy”に意味の近い単語をコサイン類似度か

ら推定した．コサイン類似度は -１から１までの

値を取り，-１に近いほど類似度が低く，１に近

いほど類似度が高いことを示す．本研究ではコサ

イン類似度 0.900 を超えるものを類似度の高い単

語（以下，高類似語）とした．その後“occupational 

therapy”の高類似語について，それらの語が各

定義に出現した回数を算出し，各定義におけるそ

れらの語の占める割合を算出した．

４．トピックモデルによる解析

　 　トピックモデルはテキストを潜在的なカテゴリ

（=トピック）に分類する自然言語処理手法である．
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一般的にトピックモデルでは，Blei ら 14）が提案し

た Latent Dirichlet Allocation（以下，LDA）が使

用されている．本研究では，LDA により定義のト

ピックを推定し，そのトピックを構成している上

位 10 単語（以下，トピック上位語）から，定義

の特徴をトピックの観点から検討した．LDA によ

る分析にあたっては，一般的に重要とされない単

語の出現頻度が低い語と高い語を除き，それら以

外の語に重み付けをする処理をデータセットに対

して行った．また，LDA で分類する最適トピック

数を推定するために，Perplexity と Coherence を

採用した．Perplexity は学習アルゴリズムの絞り

込み性能を表す指標であり，値が低いほど絞り込

みの性能が良いことを示す15）．Coherenceはトピッ

ク中の単語の性質の評価指標であり，値が高いほ

どトピック中の単語の性質が高いことを示す 15）．

本研究では Perplexity が低くかつ Coherence が高

いトピック数を最適トピック数とした．最後に各

定義におけるトピックの構成比率を算出し，非階

層クラスター分析の k-means 法を用いて定義を分

類した．

５．分析ツール

　 　 本 研 究 で は プ ロ グ ラ ミ ン グ 言 語 で あ る

python3.6.9 を使用し，python ライブラリ上の

gensim3.6.0，nltk3.2.5，scikit-learn0.21.3 を用いて

解析した．

６．倫理的配慮について

　 　本研究は人を対象にした研究ではなく，既に公

開されているデータを使用しており，著作権上お

よび倫理上の問題はない．また申告すべき利益相

反関係にある個人，企業はない．

【結果】

１．word2vec による解析

　 　“occupational therapy”に類似する上位 10 語

とコサイン類似度は，“participation”（0.938），

“health”（0.923），“enable”（0.900），“life”（0.893），

“performance”（0.893），“environment”（0.892），

“practice”（0.889），“rehabilitation”（0.889），

“social”（0.889），“activity”（0.886）であった（表

１）．これらの語のうち，高類似語であったのは

“participation”（0.938），“health”（0.923），“enable”

（0.900）の３語であった．“occupational therapy”

の高類似語を多く含む定義の上位 10 定義は UK，

Iceland，Switzerland，Netherlands，Namibia，

Spain，Sweden，WFOT，Israel，Denmark と い

う順であった（表２）． 

２．LDA による解析

　 　Perplexity 値と Coherence 値の結果から，最適

トピック数は３と推定された．

　 　各トピックのトピック上位語を表３に示した．

トピック１のトピック上位語は，“occupation”，

表１　 “occupational therapy”に類似す 

る上位 10 語とそのコサイン類似度

表２　高類似語を多く含む上位 10 定義
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“focus”，“person”，“practice”，“quality”など

で構成されていた．トピック２のトピック上位語

は，“occupation”，“participation”，“concern”，

“knowledge”，“level”などで構成されていた．

トピック３のトピック上位語は，“disability”，

“performance”，“function”，“rehabilitation”，

“treatment”などで構成されていた．図１および

図２から，トピック１は全定義のうち約 35% を

構成し，新定義を中心に，Switzerland や WFOT

が分類されるトピックであった．トピック２は全

定義のうち約 15% 程度を構成し，UK を中心に

Sweden が分類されるトピックであった．トピッ

表３　各トピックを構成する上位 10 単語とその割合

図１　全定義中における各トピックの割合

図２　k-means 法によるトピックに基づく定義の分類

center は各クラスターの重心を示している．
定義間，クラスター間は距離が近いほどトピックの構成の類似度が高く，遠いほど類似度
が低いことを示す．
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ク３は全定義のうち約 50% を構成し，Malaysia

を中心に Iceland，Denmark などが分類されるト

ピックであった．

【考察】

１．作業療法の定義の意味とその解釈について

　 　 作 業 療 法 と の 高 類 似 語 で あ っ た の は

“participation”-「 参 加 」，“enable”-「 可 能 」，

“health”-「健康」であった．表２から上位 10 定

義の定義文と高類似語をもとに，各国の作業療法

の定義の要点を検討すると，１）「作業療法は作

業を通じて，健康や幸福，人生への満足度を高め

ることである」，２）「作業療法は人々の日々の作

業（活動）に参加できるようにする」，３）「作業

療法は人々の日々の生活への参加を支援する」，

という３点にまとめることができる．１）は作業

療法で前提とする基本的な概念であり，作業療法

の主な目的であるといえる．新定義５）ではこの

概念を，作業療法の「基本理念と学術的根拠」と

して掲げ，多くの定義に共通する概念であると

している．２）は対象者の作業への参加を焦点

に当て実践する旨を説明しており，Townsend & 

Polatajko16）の“enabling occupation”の概念の広

がりを示唆していると推察される．３）は社会や

人生への参加を焦点に当てることを念頭としてお

り，国際生活機能分類（ICF）17）における参加の

概念を採用していると考えられる．

２．作業療法の定義の分類と特徴について

　 　LDA の結果から，各国の定義は３つのトピッ

クを組み合わせて構成されると示唆される．また，

図２から３つのトピックの内，最も構成比率の高

いものが，その定義を代表するトピックとして分

類されたと考えられる．

　 　トピック１のトピック上位語には“occupation”，

“focus”，“person”，“practice”，“quality” な ど

があり，これらの語とトピックの中心をなす新定

義からトピックの特徴を表現している文は「作業

に焦点を当てた実践」と引用できる．新定義の解

説５）では「作業の焦点に当てた実践」を，「手段

としての作業の利用」と「目的としての作業の利

用」，「これらを達成するための環境への働きかけ」

としている．この特徴は２）「作業療法は人々の

日々の作業（活動）に参加できるようにする」と

いう概念に含まれるものであると考えられる．つ

まりトピック１に分類される定義は２）の概念を

特徴として有しており，作業への参加の支援をそ

の他の定義よりも重要視しているため，トピック

１に分類されたと推察される．

　 　トピック２のトピック上位語には“occupation”，

“participation”，“concern”，“knowledge”，“level”

などがあり，これらの語とトピックの中心をなす

UK の定義からトピックの特徴を表現している文

は「作業への参加を通じて，健康や幸福，満足度

を得ることに関心を持つ」と引用できる．これは

１）「作業療法は作業を通じて，健康や幸福，人

生への満足度を高めることである」に該当する特

徴であると考えられる．つまりトピック２に分類

される定義は１）の概念，つまり人々の健康や幸

福，人生への満足度により重点を置いた観点を有

しているため，トピック２に分類されたと推察さ

れる．

　 　トピック３のトピック上位語には“disability”，

“performance”，“function”，“rehabilitation”，

“treatment”などがあり，これらの語とトピック

の中心をなす Malaysia の定義からトピックの特

徴を表現している文は，「社会文化的環境におけ

る役割を遂行するための能力の改善，開発，維持」

と引用できる．社会文化的環境における役割の遂

行は，ICF の参加の概念に合致すると考えられる

ことから，この特徴は３）「作業療法は人々の日々

の生活への参加を支援する」に該当するものであ

ると考えられる．つまりトピック３に分類される

定義は３）の概念を特徴として有しており，社会

生活への参加の支援という観点をその他の定義を

より重要視しているためトピック３に分類された

と推察される．

３．作業療法教育に対する本研究の所見の応用

　 　日本作業療法士協会は定義の改定に際して，「意

味のある作業を見出し，参加を促すこと」18）に

作業療法の目的や手段が変化していると述べてい

る．つまり，本研究で抽出された２）の概念は新

定義の中心概念を構成すると考えられる．した

がって，この点を強調した教育を行うことで，新

定義の意義や内容の理解が深まり，ひいては作業
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療法士の職業的アイデンティティの確立につなが

るものと期待される．

４．本研究の限界

　 　本研究で定義を参照するために WFOT の

Definitions of Occupational Therapy from 

Member Organisations を使用した．本文献では，

57 か国分の定義が紹介されており，WFOT に加

盟しているが定義を設定していない国も含めると

定義の総数は 60 を超える．本研究ではその中か

ら英訳された定義であり，かつ重複していない 41

の定義のみを解析に使用した．したがって，本研

究の結果は WFOT に加盟しているすべての国の

定義を反映できていない．これに加えて，機械学

習で用いるサンプル数として，本研究における 41

の定義のサンプル数は十分であるとはいえず，学

習モデルの精度が低くなってしまっている可能性

が考えられる．

　 　また，本研究で得られた知見は作業療法の定義

の意味の解釈と特徴についてであり，職業的アイ

デンティティに対して直接的に作用することを示

したものではない．今後本研究の結果をもとにし

て職業的アイデンティティ構築に与える影響につ

いて検証していく必要がある．

【結論】

　機械学習を用いて各国の作業療法の定義に共通す

る作業療法の意味や特徴を解析し，その解釈につい

て検討した．その結果，各国の定義は１）「作業療

法は作業を通じて，健康や幸福，人生への満足度を

高めることである」，２）「作業療法は人々の日々の

作業（活動）に参加できるようにする」，３）「作業

療法は人々の日々の生活への参加を支援する」，と

いう３つの概念から構成され，各国の定義は１）- ３）

のいずれかの特徴を有していると示唆された．これ

らについて理解することが，専門性を確立するため

に重要であると考えられた．
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はじめに

　リハビリテーションに関連する国家試験受験資格

を得るためには，臨床実習の合格が必須である．臨

床実習では知識や実技技能はもちろんのこと，コ

ミュニケーション能力や臨機応変な対応能力，期限

までに実習指導者が求める課題内容に応える能力，

ストレスマネジメントなども求められる．実習に出

る学生の知識や実技技能に関しては，客観的臨床能

力試験（以下 OSCE）の導入もあり，ある程度の質

を担保することが出来ているが，OSCE と臨床実習

成績との関連は低いとの報告もある１）．さらに，コ

ミュニケーション能力や臨機応変に対応する能力，

期限までに実習指導者が求める課題内容に応える能

力，ストレスマネジメント等に関しては学生による

能力差があり，実習前にふるい分けも難しく，実習

において履修単位を修得できない原因のひとつにも

なっている２）．

　専門領域に関する知識や実技技能に関しては，学

生各自における学習努力によって改善することがあ

る程度は可能である．一方，コミュニケーション能

力や臨機応変に対応する能力，期限までに実習指

導者が求める課題内容に応える能力，ストレスマネ

ジメントに関しては学生の特性が関わる可能性もあ

り，改善には養成機関の教員等による何らかの介入

が必要になると考えられる．また，これらの能力が

低い者は日常生活においても困難を伴っている事が

多く，中には自閉スペクトラムの特徴が強い学生も

含まれることがあり３，４，５），改善が困難なこともあ

る．

　著者が先におこなった自閉傾向のある療法士のコ

ミュニケーションについての研究ではコミュニケー

ションの困難度を改善するためにはコミュニケー

ションの自信を向上させる必要があり，コミュニ

ケーションに必要な能力を向上させるための「具体

的方法の提示」が有効であることを示している６）．

この研究はコミュニケーション能力に限ったことで

はあるが，自閉傾向のある療法士の自閉様特性から

研究論文３

自閉スペクトラムの特性と関連する臨床実習能力－パイロット研究

Clinical practicum skills related to characteristics of  autism spectrum
－a pilot study

林原　千夏
Chinatsu HAYASHIBARA

Japanese Journal of Research for the Occupational Therapy Education 20(1):　54-62,  2020

星城大学リハビリテーション学部作業療法学専攻
〒 476-8858 愛知県東海市富貴ノ台 2-172
Division of Occupational Therapy, Faculty of Care 
and Rehabilitation, Seijoh University
2-172, Fukinodai, Tokai-city, Aichi, 476-8588, Japan

要旨：臨床実習では知識や実技だけでなく，社会適応能力やストレスマネジメント能力等も求められる．こ
れらの能力は学生の特性が関わる可能性もあり，改善に困難を伴うこともある．これらが苦手な学生が躓く
実習能力は何か，またそれと関連する基本能力は何かを探索した．実習指導者，学生の「実習能力の評価」
と学生の「基本能力の自信度」との相関を算出した．結果，例を挙げると「評価結果を ICF で整理する」
際には，「整理整頓」や「メモを取る能力」「対人コミュニケーション」に対する苦手の自覚が関連する等，
それぞれの実習能力と関連する基本能力を挙げることができた．基本能力には自閉スペクトラムの特性も含
めたため，この特性がある学生の臨床実習指導に応用できる可能性がある．
キーワード：臨床実習，基本能力，自閉スペクトラム，作業療法教育
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生じる他の能力に対する苦手さにも「具体的方法を

提示」することでアプローチできる可能性がある７）．

　本論文では，実際におこなった「実習中に求めら

れる能力を示すための具体的方法を提示する課外授

業」に対する学生の感想を示すとともに，学生に調

査した「実習に必要な基本能力（以下基本能力）の

自信度」と実習で実習指導者が評価および学生が自

己評価した「臨床実習で求められる能力（以下実習

能力）の点数」との相関を提示した．このことによっ

て実習能力がどのような基本能力と関連するのかを

探索した．この基本能力が実習能力を向上させるた

めの具体的方法を提示する際の参考になると考えた

からである．臨床実習を遂行するために必要となる

基本能力が明らかになれば，低学年からの指導にも

活かすことができ，実習能力に間接的に働きかける

事が可能ではないかと考えた．たとえば，実習場面

では「この学生は複数のことを同時におこなう（基

本能力）ことが苦手なため，プログラムの立案の能

力（実習能力）が低い可能性がある」と予測して指

導することができる．また，基本能力には自閉スペ

クトラムの特性を含めたため，どの特性がどの実習

能力と関連するかの参考にすることができると考え

られる．ただし，今回は対象者が４名しかいないた

めパイロット研究とした．

方法

１）対象

　X 年度の臨床実習で履修単位を修得できず，「臨

床実習で必要とされる能力の具体的方法を提示」を

行う週１回の課外授業に参加した作業療法学専攻４

年生４名（女性１名，男性３名，平均年齢 22 歳）．

２）調査方法

　課外授業および２度目の臨床実習終了時に，実習

能力と基本能力の自己評価を参加学生に記名自記式

でおこなわせた．同時に，課外授業の感想について

も記名自記式自由記述で調査した．実習能力の２

度目の臨床実習指導者評価得点および自己評価得点

と，基本能力の自己評価得点との相関を調べた．ま

た具体的方法を提示した授業に対する学生の感想を

示した．

３）調査内容

実習能力項目

　星城大学リハビリテーション学部作業療法学専攻

の臨床実習Ⅲで使用される評価表（長期実習の成績

表）の項目のうち実習現場で求められる能力項目と

した．各項目について５から０点，未実施の評価が

付けられる．なお，この評価項目は大学開設当時か

ら改変を重ねて作成されている．

１．評価の実施および統合と解釈について

① 評価の実施計画を適切に立て，手順の確認など事

前準備ができる．

②評価を適切に実施できる．

③評価結果を ICF で整理することが出来る．

④ 作業療法の対象となる生活機能と障害について焦

点化することができる．

⑤ リハビリテーションゴールに沿った作業療法目標

を設定することができる．

２．治療・訓練について

① 目標に沿った治療・訓練プログラムの立案ができ

る．

②治療・訓練目的と手段を対象者に説明できる．

③治療・訓練に必要な事前準備ができる．

④ 安全性を考慮し，治療・訓練を実施することがで

きる．

⑤ 対象者の状況変化に適切に対応できる．（緊急時

の対応や状態に合わせたプログラムの見直し等）

３．記録・報告について

①記録が適切にできる

②報告・連絡・相談が適切にできる

４．職業人としての適正について

①施設規則や学生心得を守ることができる．

② 施設職員や他職種，対象者と適切な人間関係を保

つことができる．

③探求心や意欲をもって取り組むことができる．

基本能力項目

　基本能力は「発達障害学生のための理解と対応の

ためのミニブック（教員用）」８）を参考に抽出した．

発達障害学生のためのハンドブックではあるが，大

学生活を送る上で学生全員にも必要とされることが

記載されている（また 2013 年の DSM-5 への改定

により発達障害は自閉症スペクトラムと診断名が変
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更になった）．この中の章「発達障害のある学生に

みられやすい一般的な行動・特徴」から基本能力を

抽出した．たとえば「二つ以上のことを同時にする

のが苦手」という特徴を，基本能力として「複数の

ことを同時におこなう」というように変換した．コ

ミュニケーション能力や臨機応変に対応する能力，

期限までに実習指導者が求める課題内容に応える能

力，ストレスマネジメントに関して実習で躓く学生

の中には自閉傾向が高い者も含まれるため３，４，５），

自閉傾向の高い大学生が示す特徴を記載している本

ハンドブックを参考にした．また，大学生活を送る

上で自閉傾向があると躓きやすいこれらの特徴は発

達の観点からすれば学童期の発達課題と重なるため

基本能力として扱うことにした．評価は 10 段階の

Numerical Rating Scale とした．各項目の質問文は

表１の左端の 38 項目である．

４） 実習中に求められる行動に対する具体的方法を

提示する課外授業

　X 年度前期で行われた臨床実習において履修単位

が取得できなかった４名に対し，X 年度後期に副担

任であった筆者が週１回約 90 分，12 回おこなった

課外授業である．授業内容としては，①実習のふり

かえり，②実習で躓いた項目を列挙，③実習指導者

が求める実習能力について，④自分の課題を列挙，

⑤⑥ OT 評価項目の抽出練習，⑦動作分析，⑧ OT

評価等の実技練習，⑨ ICF，統合と解釈の仕方，⑩

治療的コミュニケーション，⑪コミュニケーション，

⑫ストレスマネジメントである．①②③，⑪，⑫の

内容について以下に示す．

　講義の①②③は実習のふりかえりから，個人の躓

きを見出し，また実習指導者が求める実習能力につ

いて共に考えた．指導された言葉が意味する具体的

内容について，また実習の評価用紙の項目ひとつひ

とつに関して求められる具体的な行動内容を確認し

た．たとえば，実習評価用紙の項目である「評価を

適切に実施できる」ためには何をしなければならな

いかを学生と考え「評価項目を知らなければならな

い」「患者に何の評価が必要か分からなければなら

ない」「患者の病状から障害を予測できなければな

らない」「評価を正しく実施できなければならない」

「患者に評価について説明できなければならない」

など列挙させた．

　講義⑪のコミュニケーションに関しては，「話し

かけているのになかなか返事が返ってこない友人が

いたら，どんな風に思うか」「部活で先輩に質問せ

ずに自己満足な方法でトレーニングしている後輩が

いたら，どんなアドバイスをするか」など，今の学

生の状況を外からの目線で見ることができるような

誘導をおこなった．また「実習指導者に話しかけに

くい時にはあらかじめデイリーノートに質問したい

ことを書いて実習指導者からも話題提供がしやすい

ようにする」や，「指導してもらう時間を聞いておく」

などの方法を提示した．また，患者に話しかける時，

話が詰まった時の一言など具体的に指導した．

　講義⑫のストレスマネジメントに関しては，スト

レス状況を信号の色別に表し，「青信号（ストレス

が低い状況）の時の自分の状態とそれを維持するた

めの工夫」「黄色信号になった時の自分の状態と赤

信号に移行しないための工夫」「赤信号（限界に近

いストレス状況）になった時の状態と対処の仕方」

を表にした．とくに黄色信号になった時に現れる自

分のサインを出来るだけ多く列挙させ，自分のスト

レスを感じられるようにした．またその時の対処の

方法が実用的でなかったり少なかったりした学生が

多かったため，ストレス解消の方法を全員で考えで

きるだけ多くの対処方法を記入させた９）．この表は

実習地に持参させ，毎日の状況を判断し対処できる

ように誘導した．

５）解析

　実習能力の項目各々と基本能力の項目各々との２

変量相関を調べた．ただし，今回は包含基準を満た

す者が４名のみであり相関係数を示すことを避け，

パイロット研究として位置付けた．しかしながら，

αエラーを 0.05 でβエラーを 0.2 とすると，相関係

数γ＝0.95以上であれば有意差（p<0.05）がつくため，

今回は相関係数が１の項目のみは相関があるとして

提示した．

６）倫理的配慮

　本研究は星城大学研究倫理委員会の承認後におこ

なった（承認番号 2019A0008）．対象者には口頭と

書面にて研究の目的や方法等について説明し，研
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　上１行目に並ぶ項目が実習で求められる能力の項目である．２行目に実習指導者による評価の平均点，３行
目に学生自身の自己評価点の平均点を表示している．左１列目に基本能力の項目，２列目に基本能力への自信
度（10点満点で１が最低点）を記載した．平均値未満の項目欄には影を付けてある．相関係数１のみを相関があっ
たと判断し，相関があった項目に〇（実習指導者の評価）や●（学生本人の評価）の印をつけた．

表１　実習能力と基本能力との相関
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究を断っても不利益にはならないことを伝えたうえ

で，納得の上同意し書面にて同意を表明した後に実

施した．

結果

　実習能力と基本能力には表１に示すような相関関

係があった．対象者数の少なさから相関係数１のみ

を相関があったと判断し，相関があった項目に〇（実

習指導者の評価）や●（学生本人の評価）の印をつ

けた．

１）実習能力項目

　表１の上１行目に並ぶ項目が実習で求められる能

力の項目である．２行目に実習指導者による評価の

平均点（２度目の実習時），３行目に学生自身の自

己評価点の平均点（２度目の実習時）を表示してい

る．実習指導者の得点が５点満点中３点未満であっ

た項目は「評価計画を適切に立案し事前準備ができ

る（2.8 点）」「生活機能と障害について焦点化でき

る（2.8 点）」「適切な報告・連絡・相談ができる（2.8 点）」

であった．また学生の自己評価では５点満点中３点

未満の項目はなく，３点の項目が「評価計画を適切

に立案し事前準備ができる（3.0 点）」「治療に必要

な事前準備をする（3.0 点）」「適切な記録ができる

（3.0 点）」「適切な報告・連絡・相談ができる（3.0 点）」

であった．

２）基本能力項目

　表１の左１列目に基本能力の項目，２列目に基本

能力への自信度（10 点満点で１が最低点）を記載し

た．全項目の平均値は 5.8 点であった．平均値未満

の項目欄には影を付けた．その中でも自信度が低い

項目としては「期限・時間を守る（3.8 点）」「感情の

コントロールができる（3.8 点）」「きちんと分かりや

すくメモを取る（4.3 点）」「誤字脱字がない．書字に

時間がかからない（4.3 点）」「一度欠席しても欠席

続きにならない（4.3 点）」「複数のことを同時並行

で行う（4.5 点）」「急な予定の変更に対応する（4.5 点）」

「曖昧な指示に対応する（4.5 点）」「相手のことを考

慮して話す（4.8 点）」「周りを見て行動する（4.8 点）」

が挙げられた． 

３）実習能力と基本能力の相関

　実習能力（実習指導者評価）で基本能力と相関が

みられた項目は「目標に沿った治療プログラムの立

案」「対象者の状況変化に適切に対応する」「施設規

則や学生心得を守る」「探求心や意欲をもって取り

組む」で，基本能力の「状況に合わせて適切に判断

し実行する」「複数のことを同時におこなう」「急な

予定変更に対応する」「曖昧な指示に対応する」「誤

字脱字がない，書字に時間がかからない」「相手の

ことを考慮して話す」と相関があった．また，実習

能力の「評価結果を ICF で整理する」と基本能力「メ

モしたことを忘れない」と相関があった．実習能力

の「治療に必要な事前準備ができる」「安全性に考

慮し治療を実施することができる」「適切な報告・

連絡・相談ができる」は基本能力の「スケジュール

を管理する」と相関があった．実習能力「適切な記

録ができる」は基本能力「急な空き時間に困らない」

と相関していた．

　実習能力の学生による自己評価と相関する基本能

力も実習指導者の評価と類似していたものの，実習

能力（学生評価）「評価結果を ICF で整理する」は

基本能力「分かりやすくメモを取る」「対人コミュ

ニケーション」「一度欠席しても欠席し続けない」「整

理整頓が得意である」と相関していた．また，実習

能力「生活機能と障害を焦点化する」と基本能力「感

情のコントロールができる」，「リハビリテーション

ゴールに沿った作業療法目標を設定する」と「スケ

ジュール管理ができる」，「目標に沿った治療プログ

ラムの立案」と「基本的手技を習得している」が相

関していた．また「職員や対象者と適切な人間関係

を保つ」は基本能力「状況に合わせて適切に判断し

実行する」「複数のことを同時並行で行う」「急な予

定の変更に対応する」「曖昧な指示に対応する」「誤

字脱字がない，書字に時間がかからない」「相手の

ことを考慮して話す」と相関していた．

４） 実習中に求められる行動に対する具体的方法を

提示する課外授業に対する学生の感想原文をそ

のまま記載した．

学生 A

　「ストレスマネジメントは自分の限界が分かるの

で良かった．動作観察評価は細かく見ることができ
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るようになった．コミュニケーションは OTR，症

例との距離の取り方が分かるようになった」

学生 B

　「ストレスマネジメントが去年よりは出来ていた

と思います」

学生 C

　「コミュニケーションの取り方，ストレスマネジ

メントについては自分自身の心持が重要な部分もあ

るかと思うので，出来て良かったと思います．反面，

実技面については回数の少なさもあると思います

が，患者さんと健常者ではかなり違いがあったため，

個人的にはイメージしにくかったと思います」

学生 D

　「コミュニケーションは褒められた．やって良かっ

たと思う．ストレス対処は今回の実習ではあまりス

トレスがなかったため使わなかったが，やっておい

て良かったと思う．評価や動作分析も復習になった

ので良かった」

考察

１）実習能力と基本能力の相関について

　「評価結果を ICF で整理する」際には，「整理整

頓の苦手さ」や「メモを取る苦手さ」，また「対人

コミュニケーションの苦手さ」の自覚が関連するこ

とが分かった．ICF で整理する際には実習指導者の

指導・助言のもと 10），メモをして整理しながら因子

ごとに評価結果を分類する作業が考えられる．頭の

中で整理することも苦手（整理整頓の苦手さと関連

すると考えられる）で，さらにそれを視覚化するメ

モを取ることが苦手であれば，ICF で整理すること

にも困難がみられることは予測がつく．また，対人

コミュニケーション能力は実習指導者とのやり取り

や，ICF で環境因子や個人因子を整理する際に患者

とコミュニケーションを取り患者を理解する過程で

必要な能力だと考えられる 11）．ただし，これらの相

関は実習能力の自己採点によるもので実習指導者採

点では相関がみられなかった．実習指導者が求める

能力を達成できたが学生は ICF で整理することに苦

手さを感じていたのかもしれない．統合と解釈につ

いては，実習指導者評価や学生相互評価よりも自己

評価が有意に低くなった研究結果もあるように 12），

学生は自己評価が低くなりやすいのかもしれない．

　次に「目標に沿った治療プログラムの立案」に

ついては「状況を適切に判断し実行する能力」「複

数同時並行で行う能力」「急な予定変更に対応する

能力」「相手のことを考慮して話す能力」「曖昧な指

示に対応する能力」「正確で速い書字能力」が関連

していた．治療プログラムの立案は複数の問題点を

考慮しながら，時間的な予測を立てて行う過程であ

る 11）．これらの能力として「状況を適切に判断し実

行する能力」「複数同時並行で行う能力」が対応す

るのではないかと考えられる．また，プログラムは

独りよがりでなく患者に受け入れられるものでなけ

ればならない 11）．この能力として「急な予定変更

に対応する能力」「相手のことを考慮して話す能力」

が対応すると考えられる．また，治療プログラムの

立案の際には患者のニーズを反映させたり，実習指

導者にアドバイスをもらいながらブラッシュアップ

していく必要がある９）．そのような意味では「相手

のことを考慮して話す能力」「曖昧な指示に対応す

る能力」が必要だと推測される．実習指導者による

指導の意図がうまく伝わっていなければ良い治療プ

ログラムを立案できない可能性は想像できる．「正

確で速い書字」は実習中に素早くメモを取る能力も

考えられるが，「正確で速い書字」ができるための

基本能力（感覚統合能力や空間把握能力，運動の順

序だてや調整の苦手さ，協調性，学習や抽象的思考

の苦手さなど 13））が必要とされるのかもしれない．

　また「対象者の状況変化に適切に対応する能力」

も治療プログラムの立案と同じ基本能力を必要とし

ていることが分かった．これは状況変化に対応する

柔軟さということでは「状況を適切に判断し実行す

る能力」「複数同時並行で行う能力」「急な予定変更

に対応する能力」と相関することは納得がいく．「曖

昧な指示に対応する」や「相手のことを考慮して話

す能力」と相関することは，目の前の状況変化が対

応すべきものなのか，どう対応すべきなのかの判断

は相手の状況を判断する必要もあり，これが苦手な

こと 14）が「対象者の状況変化に適切に対応すること」

を困難にしていると考察できるのかもしれない 15）．

　「目標に沿った治療プログラムの立案」や「対象

者の状況変化に対応する能力」と「探求心や意欲を

もって取り組む」ことは関連する基本能力項目が同

一であった．つまり，「目標に沿った治療プログラ
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ムの立案」や「対象者の状況変化に対応する能力」

が低いと「探求心や意欲」も低いということになる．

目標に向けた治療プログラムの立案や対象者に合わ

せた治療というのは作業療法をするうえで必須であ

り 16），作業療法の奥深さ・面白みにつながるもので

あると考える．これを感じることが難しければ探求

心も意欲も損なわれるのであろう 17）．もしくは，探

求心や意欲をもって取り組まなければ奥深さや面白

みは感じられないのかもしれない．因果関係は明確

でないが，実習指導の際に参考にできる．意欲が低

い学生は奥深さや面白みを感じられていない可能性

がある．

　基本能力の観点から見ると，「スケジュールの管

理能力」は「リハビリテーションゴールに沿った作

業療法目標を設定する」「治療に必要な事前準備」「安

全性を考慮した治療の実施」「適切な報告・連絡・

相談」と関連していた．「治療に必要な事前準備」

は事前に評価のスケジュールを立て，患者の評価ま

でに自分の技術面の準備，評価機器の準備をするな

どスケジュール管理と直接，間接的に結びつく．「安

全性を考慮した治療の実施」では患者に起り得る危

機を見通し適切な対応を準備しておく 18）という点

ではスケジュール管理とつながる点もあるとも考え

られる．興味深いのは自分のスケジュール管理が苦

手な学生は「患者のゴールを見据えた作業療法目標

の設定」，つまり，患者の治療スケジュールを管理

することも苦手であるということである．時間の経

過を見据えて計画を立てることがそもそも苦手なの

かもしれない．実習指導で指導者は頭に置いておく

必要があると思われる．また「適切な報告・連絡・

相談」が苦手なのは「コミュニケーション能力」と

は相関がなく，「スケジュール管理能力」が低いこ

とが関連していた．たしかに学生から「実習指導者

が忙しくしていて，いつ質問していいか分からない」

という声を聴いたことがある．実習指導者は指導時

間をあらかじめ設定しておきスケジュール管理の支

援をすると学生は実習指導者と適切な報告・連絡・

相談ができるかもしれない．また，学生の指導で時々

遭遇するものとして「一度欠席すると欠席が続いて

しまう」というものがある．これも基本能力の項目

の一つとして挙げており，相関するものとして「評

価結果を ICF で整理する」が挙げられた．また，そ

の際に同時に相関するものとして「メモに関する項

目」，「整理に関する項目」「対人コミュニケーション」

が挙げられた．「一度欠席すると欠席が続いてしま

う」学生はなんらかの「整理」に関する問題や他者

との「コミュニケーション」の問題を抱えている可

能性がある．一度欠席してしまうと，もしくは一度

失敗してしまうと大きな失敗をしてしまったことに

目が行く．そこで思考を変えて「少しのことだ，１

回だけのことだ」と思い，挽回のチャンスがあると

思うことができれば諦めにつながらない．しかしな

がら，この思考の変換が出来なければ「一度欠席す

ると欠席が続いてしまう」19）のではないだろうか．「整

理」が出来ない学生は一人でこの思考の変換が出来

ないのかもしれない．さらに，コミュニケーション

が出来ない者は他者と相談の中で思考を変換する機

会もないのかもしれない 20）．

　今回，基本能力には自閉スペクトラムの特徴を組

み込んである．自閉傾向が高い学生は実習で躓くこ

とが多い３，４，５）．躓いている項目で何故躓いている

のかを考える際に今回の結果が一助になる可能性が

あると考える．逆に，自閉スペクトラムの特徴があ

る学生ではその特徴によりどんな実習課題で躓きや

すいかをあらかじめ予測することも可能である．自

閉スペクトラムの特徴がある学生へ配慮ある指導が

でき，学生が探求心や意欲をもって作業療法士を目

指す学習ができるように支援したいものである．

２）課外授業への感想

　具体的方法を提示する授業に関する感想に対し

て，ほぼ肯定的な意見であり，実習時に役に立った

という意見が多かった．課外授業前は実習指導者の

言っている事は分かるが具体的にどうしていいか分

からないと話していた学生もいたため，具体的方法

を提示したことは効果的であったと考察している．

一方で，「患者さんと健常者ではかなり違いがあっ

たため，個人的にはイメージしにくかった」との感

想もあった．大学ではどうしても学生同士の練習し

かおこなえないため，患者を想定するための何らか

の工夫が求められる．患者の動画などを繰り返し見

て，学生同士が模擬患者になれる位の能力が必要で

ある．また，とくに応用がききにくい特性のある学

生の練習には患者を模擬できる教員や模擬患者を使
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うなどの工夫等，実技指導場面でも指導者は具体性

という要素を求められる可能性がある．

研究の限界

　相関関係に関しては，研究の対象者が少なかった

ため相関係数１のみを示した．しかしながら，対象

者数が少ないことでバイアスがある可能性は否定で

きない．また，実習能力や基本能力の自己評価に関

しては具体的方法を提示する授業後におこなってい

るため，通常学生実習時の自己評価と異なる可能性

がある．とくにコミュニケーション能力，ストレス

マネジメントに関しては課外授業で重点を置いたた

め点数や自信度が高くなっている可能性がある．
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