
　臨床実習実施方法の改革が進行中である．これま

での実習方法を見直し，学生が経験しながら学ぶ方

法に変わる．睡眠時間の短さ，初期評価の書き直し

回数などを披露しあう時代は過去の遺物となると思

われる．方法論の変更には指導・教育する側の意識

変革も必要で，現在臨床実習を請け負う実習教育者

（指導者）には劇的な変化が求められている．

　私が高校生の時代，学校では厳しく生徒指導が行

われた．それは当時としては特に珍しい事ではなく，

ありふれたものであった．厳しいという事でいえば，

日本のスポーツ指導は長らく，体育会系という言葉

で形容される厳しい指導が当たり前の様に行われて

きた．それらのすべてが悪いわけではないが，一部

で行き過ぎた内容の事があり，時として問題として

取り上げられてきた．

　私は長らく野球というスポーツと関わってきた．

高校時代野球部には属していなかったが，母校は全

国的にも野球強豪校とされる高校である．その指導

を長らくされてきている山下星稜高校総監督は尊敬

する高校の恩師である．

　その山下先生の指導や言動は高校卒業後も新聞・

テレビなど様々なメディアで拝見させて頂いてき

た．先生の指導は年々変化し選手・生徒に寄り添っ

たものに変わった様に感じていた．なぜ変わったの

か．今学術大会開催にあたり，指導の方法を変革さ

れる実体験を現に経験されてきた先生からお話を聞

きたく，講師を依頼し，その折に先生と対談する機

会を得た．

　先生も当初は私たちの臨床実習と同様で厳しいと

称される指導をされていたと伺った．しかし，近年

は単に野球というスポーツの技術を教えるだけでな

く，「野球を通じた人つくり」に軸足を向けられて

いるとのことである．その理由の一つとして技術を

習得してもらう，わかってもらうために，単にノッ

クをしてプレーの善し悪しを伝える事より，経験し

たことに対し説明し納得を得る方が成長をもたらす

ことが出来るという事を挙げられていた．また，気

づきをもたらす事が大事とも伺った．他にも，チー

ム内のお互いのリスペクトの重要性，学ぶ側の自由

や楽しみの提供なども重要な要素とお話頂いた．

　先生との対談で伺ったこれらのキーワードは，私

たちが今，臨床実習改革で行おうとしていることと

共通している内容が多いと感じた．臨床実習を切り

口にしたが，教育の変化は臨床実習の場だけの話で

はなく，養成校での教育，卒後教育の現場でも通ず

る事と考えている．

　先生は現在，日本高野連が若手指導者育成のため

に開催する甲子園塾塾長を務められ後身の育成に務

められる中，来春からは先生の母校である門前高等

学校野球指導アドバイザー就任予定で，学生教育に

もまだまだご尽力される予定である．その情熱冷め

ぬ先生の経験に基づいたお話は私たち教育に関わる

ものに多くの示唆を与えてくれると楽しみにしてい

る．

特別講演

野球を通じた人つくり

星稜高校野球部名誉監督　　山下　智茂

特別講演の講演録は編集中にて，次号第 22 巻第 1 号（2022 年 9 月発刊予定）に収載する予定です。
本号では、以下に学術集会の特別講演の抄録を掲載しております．

特別講演に対する期待

第 26 回日本作業療法教育学術大会　　大会長　東川　哲朗

医療法人社団浅ノ川　金沢脳神経外科病院
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１．はじめに -課題の整理

　この小川真寛氏，朝倉直之氏との学会企画講演で

は，わが国の作業療法において今後ますます必要性

が高まる臨床現場での人材育成について，身体領域

を対象として現状と課題を論じたいと思う．企画者

の筆者の役割は，全体の俯瞰と課題提示である．

　卒業生に話を聞くと「作業療法の専門性が分から

なくなった」「作業療法らしい臨床を行いたいが難

しい」とよく聞かれる．この状況には次のような課

題が複合的に存在すると思われる．1）学内教育，

臨床実習，卒後教育の一貫性不足の課題，2）現場

の組織体制の弱さ，教育システムの未整備の課題，

3）作業療法生涯教育と現場教育の連動が不十分と

いう課題，4）卒後教育カリキュラムが確立してい

ないという課題，5）わが国の作業療法士（以下，

OT）の成長モデルが未成熟であるという課題，等

があると整理する．

２．作業療法教育元年

　理学療法士作業療法士養成施設指定規則が 22 年

ぶりに大幅改訂され，施行された 2020 年を作業療

法教育元年と捉えてみたい．最も大きな出来事は，

作業療法参加型臨床実習の開始である．

　従来型臨床実習の経緯を，鈴木 1）は次のように

まとめている．要約すると，わが国で作業療法士国

家資格ができたのは 1965 年だが，それ以降，学内

教育で基盤となる知識教育を行い，臨床実習は少人

数教育（指導者1人に対して学生は2名まで）とさ

れた．卒後に即戦力人材となるため，臨床実習は対

象者への臨床の一通りを教え込む体制だった．その

後，養成校数が増大し指導者不足が言われるように

なる．実習と称しながら，非科学的，時代に合わな

い徒弟制度的指導が横行した．その間に，医歯薬の

専門領域では，実習生が行える実習範囲確保のため，

実習前に知識・技能・態度の評価制度を導入した．

そして，ようやく作業療法士（以下，OT）・理学療

法士（PT）でも臨床参加型実習の導入となった．

　さて，教育工学者の RM ガニェは，ブルームによ

る「認知領域・情意領域・精神運動領域」という教

育目標の3分類を拡充し，学習成果の5分類を示し

ているが，それを筆者が臨床実習にあてはめたもの

が以下の表である2）．学内教育で各科目の専門知識

として最初に触れるのは認知的領域の「言語情報」

であり，指定されたものを覚え，物事を捉える言葉

を身に付ける必要があるが，それに対し，実際の対

象者の課題を抽出し，計画を立案するための臨床思

考過程を回せるようになるには「知的技能」「認知的

方略」が重要となる．その他に運動技能，態度も含

めて，全5領域について各々に適応する学習評価を

実施し，実習に出られる状態かどうかを判定するこ

とと，実習指導に当たり，この内の学生の1つの能

力は，実際には他の能力と関係しあいながら成長し

ていくことから3），指導者の評価によって学生の経

験や学習を改善していく形成的評価4）を重視した指

導が必要となる．今後，こうした臨床教育方法が定

着し発展するように努めていかなくてはならない．

学会企画講演

作業療法部門における人材育成－身体領域における現状と課題－
卒前教育から卒後教育にわたる作業療法士の成長と支援

小林　幸治

目白大学保健医療学部作業療法学科

表：学習効果の5分類と臨床実習での課題および評価
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3．作業療法教育のスタンダードとなる部分

　次に，作業療法教育のスタンダードとなる部分につ

いて考えておきたい．学習成果基盤型教育（outcome-

based education：OBE）は，世界の医学教育で取り

入れられている考え方だが，それは「どのような医師

を育てるか」というアウトカム設定と，その目標を達

成できる教育の設計が特徴となっている5）．WFOT

「作業療法教育の最低基準」（2016）6）では，養成校

卒業時に実践に進むために習得の必要がある知識・

技能・態度に関連する領域を，1）人 - 作業 - 環境

の関係性と健康，2）治療的および専門的関係，3）

作業療法過程，4）専門職としての推論と行動，5）

実践の文脈，としている．WFOT 認定校は，これら

とカリキュラムの整合性を整えることが重要である．

　また，臨床実習での，作業療法教育ツールとして

の生活行為向上マネジメント（MTDLP）の活用が

注目されている．その理由には，「対象者への聞き

取りからアセスメントを行い，プログラムに繋げる

ことができる」「目標を設定して作業療法を行うこ

とで，どこまでできるようになったかを本人も実感

できる」といった点がある7）．逆に言えば，過去の

臨床実習ではそうした部分が分りやすく伝えられて

いなかったとも言える．また，「医療と介護の連携

に関する意見交換会」（2017）では，分立・分業的

な同時並行アプローチに停滞せず，「参加」レベル

の目標を多職種で共通認識を持って進めるよう指針

を出している8）．学生が，多職種連携の状況を捉え

られることが必要になる．小渕らは，急性期病院で

診療参加型臨床実習を行うにあたり MTDLP を活用

して手ごたえを得ている9）．

　

4．臨床実習の重要性

　筆者らは，第 55 回日本作業療法学会で「変革を

求められる作業療法臨床教育－ With コロナでの養

成教育と臨床実習の経験から考える」と題したセミ

ナーを行ったが，その中で山倉氏は，新型コロナウ

イルス感染症の影響で十分に臨床実習が行えなかっ

た新入職員へのアンケート調査から，「患者との身

体的・心理的な距離感」「リスクマネジメント」といっ

た臨床感覚が薄いこと，「記録の作成は比較的良い」

が「臨床に落とし込めるような思考」が不足してい

ることを指摘した．あらためて作業療法教育におけ

る臨床実習の重要性を再認識させられたが，筆者は

これまで少人数教育による臨床実習に依存し過ぎて

きたのではないか，という疑問も抱くことになった．

これからは，学内教育から臨床教育を意識し，アク

ティブラーニングを活用して臨床課題の解決方法を

検討させる PBL（Problem-based learning）等を導

入することがますます必要10）と言われている．

　

5．臨床研修のあり方

　卒後の臨床研修はどうあるべきだろうか．筆者は

回復期リハ病院に勤務する OT の臨床応用研修の効

果を検討してきた．臨床応用研修とは，リフレクショ

ンを用いて自身の臨床を振り返るスーパービジョン

を行うものである11）．A 氏は元々重度両変形性膝関

節症があり，心原性脳梗塞により重度右片麻痺と全

失語となった 80 代後半女性だったが，介護スタッ

フが本人の意思をくみ取れておらず，家族はどう接

していいか苦慮しており，本人の関心に基づく作業

が行えていないことがあり，何もできない認識と抑

うつ状態であった．そこで，筆者は OT と本人の作

業遂行の状態を振り返り，退院後の施設での参加に

焦点を当てた目標設定を行った．また，佐藤はリハ

スタッフが実習学生と一緒に事例検討を行う学び方

を提案している12）．現状，多く導入されている個別

担当制による臨床形態は，OT の成長にとってメリッ

トもあるがデメリットも大きく，これらの取り組み

の有用性を感じている． 

　

6．卒後教育＝実習指導者を育てる

　さて，筆者の話ばかりで恐縮だが，回復期リハ病

棟を持つ一般病院および介護老人保健施設の所属長

を務めていた際，1 年目から一人ひとり「個人」「小

グループ」「全体」についての目標を立ててもらい，

独学でコーチングを行っていた．成人は孤立した状

況では学ばず，部門，上司，職場などを含む複数の

文脈に影響を受けるとされる．ロスウェルによる成

人学習が起こる文脈13）を一部改変し図に示した．実

習学生も新人もこの文脈の中で学ぶことで成長する

し，組織として重要なのは教育者の育成であると考

えられる．
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7．まとめ

　卒前教育から卒後教育にわたる OT の成長と支援

について，いくつかの論点を示した．作業療法教育

のスタンダードとなる部分について，世界基準で，

卒業時の知識・技能・態度をどの状態にすることを

目指すのか，また，臨床実習では学生の能力を捉え，

伸ばす指導方法の育成が必要である．卒後も学び続

ける・学び直せるための文脈を作ることが重要にな

る．
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学会企画講演

作業療法部門における人材育成 - 身体領域における現状と課題
職場内教育の現状と課題－回復期リハ病院における全国調査より－

小川　真寛

　作業療法士（以下，OT）の有資格者は 2005 年

29,525 人，2015 年 74,815 人と 10 年で約 2.5 倍になっ

た．また国家試験の合格者数は五千人を超えるよう

になり，毎年多くの OT が輩出されている．OT の

急増に伴い 1 施設に数十名の OT が在籍することが

一般的になった．急速な若手，新人 OT の増加に伴

い職場内教育の整備の必要性が増している．しかし

ながら，臨床で教育を担うべき立場の者自身が臨床

で教育を受けた経験がなく，教育に関しての知識が

なく，忙しい臨床では教育に使う時間がなく，さら

には教育が担当できるスタッフがいないなどの問題

がある．こういった背景が現在の作業療法士の卒後

教育の問題を惹起することとなっており，卒後教育

に携わる当事者のみならず，多くの作業療法士や作

業療法教育に関わる者が認識を高めるべき問題であ

ると感じている．

　私がこのような問題を感じるようになったのは私

が実際に経験に基づいている．私が養成校を卒業し

た頃，私の経験した限りでは自ら学習機会を得てい

かないと教えてもらうということはほとんどがない

状態であった．そういった新人の時の経験から OT

は卒後は自分で学ぶのが当たり前であり，新人教育

が必要という認識を全くもっていなかった．しかし，

2009 年に回復期リハビリテーション病棟（以下，回

復期病棟）の立ち上げから作業療法部門の管理者と

して働くことになったことが，私の考えを一変させ

る機会になった．当初，スタッフは 8 割近くが 3 年

未満で，毎年 10 名近くの新人 OT が入職した．こ

の状態を放置すると，クレームや事故，サービスの

低下につながることが明らかで，職場内教育の重要

性を痛感させられた．さらにはその後，悪戦苦闘し

たのが大量に毎年発生する退職者であった．組織は

人財で成り立っており，育ててきたスタッフが辞め

ていくのを何もせずに放っておくのは良い組織管理

でないと考えた．このような事態を解決するには中

堅職員教育の整備とともに，スタッフが目標や役割

を持ち，長期的に成長を促せるような仕組み作りを

することが重要と考えて職場内教育の整備に取り組

んできた．

　このような現場の経験から，職場内教育の現状と

問題を多くの方に知ってもらいたいと思いを持ち，

2016 年に日本作業療法教育研究会（現在は学会へ名

称変更）より研究助成を受け職場内教育の実態調査

を行った．対象は全国の OT が 10 名以上所属して

いる回復期病棟の作業療法部門教育担当者 465 名と

した．郵送による無記名アンケート調査を実施し，

返信が得らえた 235 名を分析対象とした．主な調査

内容は職場内教育の現状の認識と実態，教育の充実

に影響する要因であり , それらについて分析した．

これらの結果と若干の考察を 4 つのポイントにまと

め以下に紹介する .

１．�多くの教育担当者が教育の重要性を感じている

が十分な教育体制ができていない．

　調査の結果から，99.5％の教育担当者が職場内で

の教育は重要と答えた．その一方で，職場内での教

育計画を策定している教育現場は 34.0％にとどまっ

ており，計画的な職場内教育を行う体制ができてい

ない実態が明らかとなった．

２．�教育担当者が教育や管理業務を行う時間には職

場により大きな格差が存在する．

　教育担当者の業務環境や教育業務に関する組織内

での認識や実態についても調査した．具体的には教

育担当者の業務環境として 1 日の平均取得単位数を

聞き，直接業務に拘束されている時間を推定し，教

育や管理業務として使える間接業務の時間がどの程

度あるのかを調べた．その結果として，教育担当者神戸学院大学総合リハビリテーション学部
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の 1 日当たりの平均取得単位数は 11.7 ± 5.7 単位で

あり，同様に調査した全 OT の平均単位数の 17.0 ±

2.7 単位であった．2 者の比較から，教育担当者は単

位取得数が大幅に少ないこと，分散が大きいことが

明らかになった．教育担当者の単位取得数は 0 単位

から 20 単位以上まで分散しており，教育や管理業

務に使用できる時間が職場により大きな格差がある

ことが推定された．

3．�教育業務を認めるという土壌がある一方で，実

質的に教育業務に割く時間がない .

　また教育業務の組織内での認識や実態を調べた結

果から，職場内教育の認識や実態についても大きな

格差があることが分かった．職場に教育に関する業

務が，業務として組織内で認められているかという

質問に対して，56％が認められていると回答した．

その一方で，業務時間内に教育業務をしているのは

29％だけであった．この結果は，職場内教育を認め

る認識があっても実際に時間の確保が難しいなどの

問題を抱える施設があることを意味する結果と考え

られた．

4．�教育業務環境の充実が職場内教育の整備に影響

を与え，結果としてそれら両面が満足のいく職

場内教育を構築している .

　構造方程式モデリングにて，教育業務環境の充実

が職場内教育の整備に影響を与え，結果としてそれ

ら両面が満足のいく職場内教育に影響するというモ

デルについて十分な適合度が得られた．つまり，教

育業務環境を整えることがまずは重要であり，その

ためには職場の管理者や教育者が教育業務の重要性

に対する認識を高め，実質的な教育業務への支援，

例えば教育について学ぶ機会の保証，教育業務に充

てる時間の確保をしていく必要がある．また，その

結果として，職場内教育のシステム作りを進め，教

育できる人材の雇用の促進などし，充実した教育環

境の策定ができるように邁進すべきと考える．

　これらの結果から，職場内教育の充実のために何

をすべきか提案したい．まずは現場の教育者は教育

の時間や知識を確保し，他組織の教育計画や方法を

学習し，具現化していくことが重要である．そのた

めには，教育の重要性を組織内外に訴え，共有し，

教育を組織的に行えるシステムを作成し，教育ので

きる人材のリクルートや育成を進めることが望まれ

る．

　また養成校の教員としてできることも以下に提案

したい．養成校では学生は卒業し，将来的には教育

する立場になる．そのことを早期から意識させ，教

育について学生の時から意識と知識を持たせる．そ

のためには，管理学などで職場内教育についても教

育の方法論などを教育する必要がある．そして，よ

り職場内教育を充実させていくためにも学生がそう

いった職場内教育体制の重要性を認識したうえで就

職活動を行うことが重要だろう．職場内教育の充実

がより良いリクルートにつながるような構造になれ

ば，より職場内教育の重要性が増し，結果として教

育の質の向上，専門職としての質の向上につながる

のでないかと考える．

作業療法教育研究・第 21 巻・第２号・2022 年３月
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学会企画講演

作業療法部門における人財育成－身体領域における現状と課題－
『自ら学び・自ら行動できる人財育成』

朝倉　直之

■卒前・卒後教育のつながり

　卒前教育は講義などの授業が多く，人財育成の視

点では Off-JT（職場外研修）の要素が大半を占める．

つまり養成校では，教えてもらうという受動的な環

境が主体であるが，臨床と同時に Off-JT が極端に

減少し急降下する．そのため，学生が卒前・卒後教

育にギャップを感じることが否めない．また，卒前

教育で OJT（職場内研修）が経験できる機会は臨床

実習であるが，いかに臨床実習のような短い OJT

期間であっても，卒後の臨床につながる実習経験が

できるのか重要となる．SD（自己啓発）は常に一定

の基準はなく凸凹しており，その量と質には個人差

がある．

■卒前・卒後教育のギャップを埋めてあげるためには

　卒前の学習レベルは，机上での表層学習中心であ

り，卒後は現場での深層学習になる．また，卒前は

自分達がお金を払って養成校で学んでいたことが，

卒後はお金を貰う立場になる．その分，患者への責

任・義務が生じる．お金を貰っている以上，個人の

お金と時間を使って能動的に学ぶ姿勢が必然的に必

要となる．そういった背景の中で作業療法士は，ま

ず社会人・職業人の基盤となる基礎力・倫理・マナー・

接遇などを身に付ける．さらに医療人としてリハビ

リテーションの基礎・知識を身に着け，その先に作

業療法士として専門性を積み上げて学び続けること

が必要である．一方で，それと同じくらい重要なの

がマネジメントの視点である．入職した頃から体調・

時間・目標など自己管理することで能動的に学べる

スタッフの育成につながる．欲をいえば卒前からセ

ルフマネジメントを養うことで卒前・卒後のギャッ

プを埋める一助となる．

■輝生会の教育研修方針

　当法人の教育研修には大きく4つの方針がある．

①自ら学び，自ら動く人財を育成することである．

そのためにアクティブ・ラーニングと呼ばれるグ

ループワークや体験型研修を積極的に取り入れてい

る．②OJT（職場内教育）を中心とした教育の実践

である．当法人の教育の中心は OJT であり，現場の

課題によって集合で行った方が効果的なものは Off-

JT（職場外研修）を行い，更に現場に活かすために

研修転移させる．SD（自己啓発）は今の自分に必要

なものを，自ら考え学ぶことが重要である．このよ

うに OJT と Off-JT，さらに SD のバランスをよく

考えながら実践することがポイントとなる．③研修

転移である．院外研修で学んだことが現場で継続的

に実践され，さらに成果を生み出すことが重要とな

る．研修で学習した内容と現場状況や現場課題が似

ているほうが転移しやすい．また，研修を行うこと

が目的にならないように，あくまでも個人の行動変

化を起こすこと，更に現場に変化を与えることが目

的である．④屋根瓦式教育の実践である．これはア

メリカの医師の教育方法であり，教えられた先輩が

後輩を教えていくというチーム指導体制の一つであ

る．少しずつ屋根瓦のように重なり合いながら「教

え，教えられる」ことで教育効果が高いとされてい

る．

■OT部門における専門職評価

　当法人の専門職評価は，全国リハビリテーション

医療関連団体協議会（関連 9 団体）・リハビリテーショ

ン関連職種キャリアアップ指標を参考に作成してい

る．縦軸が実践能力の項目であり，患者理解，評価，

医療法人社団 輝生会
在宅総合ケアセンター成城
成城リハケア病院
回復期・生活期支援部マネジャー
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目標・計画，直接支援，ADL 支援，生活再構築の項

目から構成されている．横軸は作業療法士のキャリ

ア構成をレベル別で示している．レベルⅠは助言を

受けながら実践できること，レベルⅠ - ２は主体的

に典型例に対して実践できること，レベルⅡは主体

的に非典型例に対して実践できること，レベルⅢは

リーダー・後輩指導が実践できること，レベルⅣは

総合的マネジメントが実践できることを目指す．年

次毎，達成項目に色を付けスタッフ個人の実践能力

を見える化し，面談や実際のOJT場面につなげる（図

1）．更に専門職評価と目標自己管理シートを連動さ

せることで目指す目標が明確となる．目標自己管理

シートは，社会人として・専門職として・チームの

一員としての３つの目標を立てる．専門職としての

目標は専門職評価から，まだ未達成の項目を記載し

達成時期や具体的行動を部門責任者・マネジャーと

確認する（図 2）．

■専門職評価とOJT・Off ｰ JT の関連

　ステップ１とステップ２で専門職評価未達成の項

目を目標自己管理シートの専門職としての目標に落

とし込み，その目標に沿ってステップ３で OJT の

計画を立てる．OJT 計画では，誰が・いつ・どこで・

何を・どのようにするかを考える．ステップ４では，

実際に OJT を実践し OJT チェックリストを用いて

確認する．ステップ５では目標自己管理シートを用

いて目標達成度と専門職評価を確認して面談を通し

スタッフへフィードバックを行い再実践へとつなげ

ていく．最終的には，ステップ６の専門職評価の実

践項目が達成できる．このように PDCA サイクル

を回しながら，専門職としての質を高められるよう

に進めている．更にステップ４で実際に OJT を実

践しながら，繰り返し OJT をする中で共通した課

題や集合研修で実施した方が効果的なものは Off-JT

で補完していく研修を組み立てる（図 3）．

■臨床実習の捉え方

　臨床実習の目的は実習指導者の経験値構築，作業

療法の普及，あるいは就職に継げる，養成校との関

係構築など様々である．最大の目的は学生に対する

教育であるが，トップダウンの教育ではなく，学生

やスタッフと共に学び育つ「共育」が最も重要なこ

とだと考えている．例えば，学生がいることでチー

ムの雰囲気がよくなり士気が高まる．特に新採用ス

タッフや若いスタッフは後輩の存在により，何か教

えてあげたい，という心境に変化する．また，学

生にも我々と同じユニフォームに袖を通しチームの

一員として迎え，できる限りリアリティな現場を提

供してあげることも卒前教育として大切なことであ

る．つまり法人の理念や目標・方針・人財育成に沿っ

た介入を行うことで卒前・卒後教育のギャップを埋

めることにつながる．

図 1．OT 専門職評価

図 2．目標自己管理シート

図 3．専門職評価と OJT ↔ Off ｰ JT の関連

作業療法教育研究・第 21 巻・第２号・2022 年３月

− 9 −



■臨床実習の取り組み

　まずは OSCE である．OSCE は学生のグッドポイ

ントや課題を明確にし，実習指導者・部門責任者・

教員と共有しながら最終的には必ず課題を解決へ

導くことである．各病院や施設で設定や視点が異な

るが，OSCE の場に養成校の教員も一緒に参画でき

ることを推奨する．次に OJT シートの活用である．

実際に OT 部門で活用している OJT シートを用い

ることで，学生・実習指導者・部門責任者・チーム・

養成校と共有（連携）しやすいツールとなる．なに

よりリアルな課題の絞り出しや，その解決策につな

がる．３つめに症例報告である．OSCE を参考に学

生に適した症例の選定を行う．症例報告会では担当

した症例について自分の言葉で他者へ伝えることを

軸に，困りごとの共有やその解決につながるように

働きかける．周囲の意見も参考にしながら，また

現場で実習指導者中心に OJT を実践する．つまり，

OJT の課題を Off‐JT の集合研修で共有し，課題解

決につながるような症例報告を行い，再び OJT へ

つなげる流れである．この３つの例から臨床実習の

取り組みとして期待される成果は，卒前教育から卒

後教育へスムーズな橋渡しが可能となり，シームレ

スな人財育成の一つとして期待ができる．

■OT部門における症例報告の活用イメージ

　OT 部門は，逆ピラミッド型の後方支援を行いな

がら一人ひとりが役割をもって実働している．その

臨床現場で OJT を軸に症例に対する PDCA の指導

を行う．OJT で解決できなかった個別の課題や年次

の共通課題に対して Off-JT として症例報告を行う．

ここで重要となるのが症例の抜粋である．新採用ス

タッフにおける課題，あるいはジュニアスタッフ（経

験年数2～ 4年目）における課題，シニアスタッフ（経

験年数 5 年目以上）における課題それぞれ異なる．

さらに年次別レベルアップを念頭に症例の抜粋にお

いても専門職評価とリンクさせることも重要であ

る．また，症例報告はＯＪＴを活かすためのツール

と捉え，集合研修として解決してあげることも必要

であるが，再びＯＪＴへつなげてあげる働きかけを

することが最も重要である．そしてスタッフのやる

気を引き出しながら，今の自分に必要なものをス

タッフ自ら考えられる力，ＳＤへつなげる．つまり

OT 部門の症例報告や臨床実習の症例報告いずれも，

ＯＴ部門の考える人財育成のフレームを活用しシー

ムレスな人財育成を提供することが重要だといえる

（図４）．

■最後に

　我々，作業療法士は専門職として「自ら学ぶ」こ

とが求められる．そして学ぶということは自分自身

に「価値ある変化」をもたらすことである．我々の

ような管理者が，作業療法士や学生たちが現場で自

分を磨くチャンスを積極的に提供し，言われたこと

もできない，ただいるだけの「人在」や，いわれて

からやる「人材」ではなく，主体性が高く「自ら学ぶ」

を実践できる財産としての「人財」を育てていくこ

とが重要である．これは当法人だけではなく，他病

院・他施設や養成校，あるいは世の中にも多く求め

られていることである．そして，私個人としては，

今後も一人でも多く自律した作業療法士の人財育成

に関わりながら，多くの作業療法士の仲間たちと一

緒に歩みを進めていきたい．

図 4．OT 部門における症例報告の活用イメージ
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【はじめに】

　筆者は作業療法課の初級マネジャーから回リハ病

棟，地域連携室，病床管理室の中級マネジャーを経

験してきた．一般企業の人材育成・組織開発の担当

者達と接する中で，医療現場において人材育成のシ

ステムが未構築であることに危機感を覚えている．

　人材育成担当者（以下，管理者）からは「最近の

若い人は主体的に勉強しない」「嫌だと思ったらす

ぐ辞めてしまう」という声をよく聞く．そして話の

最後には必ずと言って良いほど「最近の若者は…」

という言葉が出てくる．このように若手が成長しな

い原因を「最近の若者」にあるとするような風潮は，

筆者が学生だった約 30 年前から変わっていない．

これら問題が解決されずに現在に至っている背景に

は，１．管理者の学習論がアップデートされていな

い，２．管理者に人材育成論が知られていない，の

2 つの問題があると考えている．この 2 点について

述べたい． 

【学習論のアップデート】

　筆者を含めほとんどの管理者は学生だった頃は行

動主義的学習論に基づく教育を受けてきたであろ

う．行動主義的学習論とはスキナーのオペラント条

件付けに基づき，教育者が行動目標を設定し，学習

者に対しそれを達成する行動を起こさせるために，

刺激（知識等）を与え，それにより引き起こされた

行動を評価する，という考え方である．長年の教育

によって我々にはこれが染みついているため，「教

育者が望む行動をするように教え込み，望まない行

動（エラー）に対しては叱るという負の強化子によっ

て行動を修正させる」ことが教育だという考え方に

なっている．一方で学習者側は行動が評価されるた

め，その行動が出来るような知識を求める．常に受

け身である．「主体的に勉強しない」原因は，一方

的に知識を与えている教育者にある． 

　これに対し，1990 年代に入ると行動主義的学習論

と対立的な立場をとる構成主義的学習論が広まって

きた．行動主義では行動に焦点を当てていたが，そ

こは無視し，ブラックボックスとされている頭の中

で，どのように知識が構成されているのかを評価・

研究しようとするのが構成主義である．学習者には

自らの見方・考え方があり，置かれた環境の中で経

験を通して今必要な知識を自分で探求し構成してい

く存在として位置づけられる．極めて簡単に両者の

違いを表 1 に示す．若手が主体的に学習するように

なるためには，管理者が決めた行動が出来るように

教える（行動主義）から，部下が学びたいことを学

び成長出来る環境を用意する（構成主義）という学

習論へアップデートが必要である． 

【人材育成論】

　経済産業省は，個人の成長と企業の成長のベクト

ルを合わせることにより，はじめて生産性の向上が

実現可能になると記している 1）．すなわちその組織

の中で個人がキャリアオーナーシップを確立する上

で「何をどう学びたいか」という点と，企業側は企

業が目指す理念やミッション達成のために「どのよ

うな人材が必要なのか」という点を，お互いすり合

わせることが企業の成長には必要である．働く個人

のキャリアはその人のものである．目指す将来の自

分になるため，今の職場環境で何を学ぶか，管理者

はそれを支援することが役割の一つである．その支

援は新人教育という短い期間で完結するものではな

く，部下が職場で働いている全期間行われるもので

ある． 

シンポジウム

卒後教育から人材育成へ　
−作業療法の現場から離れて感じる問題−

三﨑　一彦

済生会小樽病院医療支援室，病床管理室
（現　小樽臨床作業療法研究会）
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　簡単に人材育成の流れを以下に記す．太字にして

ある用語は作業療法士の人材育成を担う管理者には

最低限知っておいてもらいたい知識である．それぞ

れの説明は避けるが，書籍やインターネットで主体

的に学習してもらいたい． 

　人材育成の第一歩は，管理者が企業・組織の理念，

ミッション，ビジョン，行動計画を十分に理解し，

それを部下が理解出来るように説明するところから

始まる．その説明をする際は 1 on 1（ワンオンワン）
を行う．これは 1 対 1 の面談のことであるが，この

場で管理者が企業の求める人材像について説明をす

る．加えて部下からはキャリア形成（この職場で何

をどのように学びたいか等）や，求める人材像に対

して自分は何が出来るか等話し合う．それによって，

組織の中で担う役割や業務を決める（ジョブアサイ
ンメント）．ここで気を付けなければならないのは，

求める人材像は，「管理職が求める」人材ではなく「組

織が求める」人材だということを誤解してはいけな

い．この 1 on 1 は定期的に開催し，業務の進捗確認

や報連相を行うが，それに限定する必要はない．1 
on 1 のみならず，部下と対話をする上で管理者が学

んでおかなければならない知識として心理的安全性
がある．これが保証されなければ，部下は本音で話

すことはないだろう．ジョブアサインメントで大切

なのはストレングスファインダーで部下の強みを発

見したり，ダイアログで傾聴することである．また

担ってもらう業務が部下にとってストレッチ経験に

なるか考慮する必要がある．部下の希望によっては

ジョブローテーションを行う必要もある．実際にア

サインした業務に関して，その進捗を管理者は管理

しなければならない．管理者の仕事は部下の行動を

管理することではなく，業務を管理することである．

業務支援については OJT が主となる．チームの中

で正統的周辺参加させながら，認知的徒弟制による

段階的な経験により経験学習サイクルを回してもら

う．その時にリフレクションを支援する．指導が必

要な場合はコーチングとティーチングの割合に配慮

する．言うまでもないが管理者は業務時間内に全て

完遂出来るよう時間のマネジメントをする．部下の

行動に問題があるようであれば 1 on 1 で SBI フィー
ドバックを行う．

　人材育成を担当する管理者も，自身のキャリア

アップに向かって学ぶ必要がある．上述したスキル

はカッツのモデル（図 1）で言えば，テクニカルス
キルに該当する．主任のような初級マネジャーは必

要なスキルとしてコンセプチュアルスキルよりもテ
クニカルスキルの方が割合として多い．それが中級，

上級になるにつれ割合は逆転し，コンセプチュアル
スキルが多く求められる．これに対しヒューマンス
キルの割合は変わらない．すなわちマネジメントス

キルはどのレベルでもヒューマンスキルが重要視さ

れるのである．管理者にはテクニカルスキルと同様

に，このヒューマンスキルも主体的に継続的に学ぶ

ことも必要となる． 

【まとめ】

　新人作業療法士が育たないのは「今どきの若者だ

から」という話はもう終わりにしたい．作業療法士

の卒後教育は時代遅れと言わざるを得ない．それを

変えるためには，人材育成を担う管理者の学習論の

アップデートと人材育成についての主体的な学びが

必要である．その学びをサポートする体制づくりが，

急務であると考える．

引用文献

１） 経済産業省経済産業政策局産業人材政策室：「人

生 100 年時代の社会人基礎力」と「リカレント

教育」について．

　　 https://www.meti.go.jp/report/whitepaper/

data/pdf/20180319001_3.pdf（参照 2021-9-18）　

図 1　カッツモデル

表 1　行動主義的学習論と構成主義的学習論におけ
る学習者と教育者の役割の違い

行動主義的学習論 構成主義的学習論

学習者 知識を与えられる
環境に働きかけながら
知識を得ていく

教育者 知識を与える 環境を与える
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シンポジウム

卒後教育の課題・実践・質・・・未来の作業療法の為に
個々が目標を持ち，研鑽できる卒後教育を目指して

川上　直子

１．はじめに 

　卒前教育は現代の若者の意欲・主体性の弱さなど

も加味して，2018 年に養成施設指定規則と養成施

設指導ガイドラインが改正されたが，卒後も作業療

法士（以下，OT）は人々の健康に携わる専門職と

して知識と技術に関してつねに最高水準を保たねば

ならない（日本作業療法士協会倫理綱領・職業倫理

指針より）．臨床現場で働きながら研鑽を積むには，

自発的な行動・自己研鑽がより必要となる．それを

いかに身につけていくか当院でも試行錯誤してお

り，今回は教育体制や現在の取り組みについて紹介

する．

２．当院の教育体制

　当院は 426 床 24 科の総合病院で，ハイケアユニッ

ト，一般急性期病棟，回復期リハビリテーション病

棟，地域包括ケア病棟，障害者病棟を有する．リハ

ビリテーションセンター（以下，リハ C）は理学療

法課，作業療法課，言語療法課，訪問リハビリステー

ションとリハビリテーション教育研修センターで構

成されている．また，法人内に OT が勤務する施設

は他に 4 か所（病院１，老健２，介護医療院１）あ

り，法人内の OT は 31 名，リハビリテーションスタッ

フの総数は 100 名を超える．

　教育研修センターはリハビリスタッフの増加に伴

い 2018 年に発足し，研修の企画実施，スタッフ共

通評価シートの作成・活用，学術活動の推進を行っ

ている．専任スタッフは 1 名で各課の役職者やリハ

C 内の委員とともに動いている．

　概ね５年以内に医療，介護保険領域両方とも経験

できるように法人内で人事交流を行っているが，１

年目はまず当院配属となり，卒後教育の要となる．

新規採用後はリハ C 共通で座学や実技の研修を受け

ながら，各課で OJT 中心に教育をおこなっていく．

OJT は新人 1 名につきメンターと指導者（臨床実習

指導者講習会修了者）の 2 名が担当につき，進捗状

況は課内で共有している．

３．目標管理

　作業療法臨床実習の手引き 2018 １）で臨床実習に

おいて習得すべき「OT としての基本的態度」の一

項目として「自身の行動目標設定・修正および自己

評価，自身の目標を達成するための具体的な取り組

み」とある．卒後も OT として成長していくために，

これを続けていくことは大切であり，指導側がどの

ように導くか，とても難しく悩み深いところである．

【指標】

　望まれるセラピスト像は各課の中長期キャリアパ

スとリハ C 共通評価シートで提示している．5 年で

熟練者を目指すために，キャリアパスは学会や論文

など自己実現に関する「知の創造」，資格取得など

自己の能力を高めることに関する「技の熟練」，専

門職の知識を生かしながらキャリアアップ（チェン

ジ）する「職の進化」に分けて年数ごとに示してい

る（図 1）．

　共通評価シート（図 2）は臨床実践，対人・マネジ

メント，管理，教育指導・研究の４つのカテゴリーに

分け，より詳細に現段階でどの程度を目指すかを提

示，結果はレーダーチャートで個々の強みや弱みが

確認しやすいように工夫している．現在ステップ５ま

であり，各ステップでどこまでを目標とするか教育，

実践している．ステップは順調にいっても 1 年で１つ

上がるというもので，ステップ３で 1 人前，5 で熟練

しチームリーダーの役割ができるとなっている．これ

は法人内のリハビリスタッフ共通のもので，介護保

険領域の施設でも使用できるものとなっている．社会医療法人財団董仙会　恵寿総合病院
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【個人目標】

　個人目標の立案・管理は当法人ではバランストス

コアカード（以下 BSC）を使用している．BSC は財務，

顧客，業務プロセス，学習と成長の４つの視点に分

類し戦略を立てるもので，法人，施設，部署の方針

のもと全職員が作成する．卒後年数の浅い者の目標

では学習と成長の視点に重点を置くようにし，２～

３年で日本作業療法士協会の現職者研修を修了でき

るように組み込んでいる．その後自身の興味のある

分野のさらなる研鑽や，それを部署内に波及させる

人材への成長をキャリアパスや共通評価シートでも

掲げているが，個人目標として具体的に表せない，

学習に対して消極的になりがちな職員もでてくる．

４．能動的学習にむけた取り組み

　卒後年数の浅い者が描く学習は講義を受け熟練者

から教えてもらう受動的なものが主であり，個人目

標を立てると「研修会に参加する」という目標にな

りがちである．しかし，臨床現場では個々の主体性

が求められており，自己研鑽を積みながら生涯教育

へ移行していくことが重要２）であり，スキルアップ

するために指導者として求めるのは能動的な学習で

ある．学習したことを自身に定着させるためには，

学んだことを臨床で実践し結果をまとめて報告・発

表することや，事例検討会やカンファレンスで自身

の考えを述べること，後輩や部署内で教えることが

これにあたる．

　受け身ではなく能動的に自己研鑽について考えら

れるように，当課では今年度から「やりたいことシー

ト」を各々記載することにした．内容は下記の３つ

である．

① OT としてこうなりたい，こういうことがしたい

②今自身に不足していること，維持したいこと

③上記のために今何をするか

　①は長期的，短期的な内容は問わない事とし，あ

る程度漠然としたものでもよいということにした．

②は現在の自分を振り返ってもらい，③は②を達成

するために．すぐにでも（少なくとも年度中に）し

たいことを記載してもらった．

　記載したものを元に下半期の BSC 学習と成長の視

点を，指導者と相談しながら修正後，個人面談を行っ

た．個々が「やりたいこと」を見つめなおし，それ

を共有することで，それまでよりも具体的な行動計

画が立てやすくなっただけでなく，指導者や上司に

自身の思いが伝えやすくなったのではないかと感じ

た． 

５．おわりに

　臨床現場は評価・判断し行動実践していくが，知

識・技術の研鑽が加わり，それを検証していくこと

で個々のパフォーマンスの向上，その施設の作業療

法のレベルアップにつながる．また，なにより自己

研鑽は，なりたい自分になるためのものであると感

じてもらいたい．そのために当課では，学習と成長

のモチベーションを高められるように，目標・行動

計画について共に考えるひとつのツールを作った．

図１：中長期キャリアパス

図２：リハビリテーションセンター共通評価シート
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これを生かすために管理者・指導者として必要なこ

とは，個々の目標が何をもって達成なのかを共有し

ておき，「できた」という成功体験をしっかりフィー

ドバックすること，自己研鑽で身につけた知識・技

術を発揮できる環境を作ることであると考える．

　

６．文献

１） （一社）日本作業療法士協会：作業療法臨床実

習の手引き（2018）

２） 中島美和：新人教育の意義・目標．作業療法ジャー

ナル 53（7）：610-615，2019
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シンポジウム

卒後教育の課題・実践・質・・・未来の作業療法士の為に
～当院での取り組みから～

長谷川　敬一

１．はじめに

　2018 年に「理学療法士作業療法士学校養成施設指

定規則」が改定されたことに伴い，臨床現場におい

ても実習のあり方や新入職員教育などに関する考え

方も大きく変化させられた．手取り足取りの臨床実

習を経験して就職してきた新人職員に対する新人教

育やその後に続く生涯教育について臨床現場が担う

責任はこれまでよりも大きくなったと考える．

　今回，当院での新人教育など卒後教育について紹

介すると共に臨床現場での教育の在り方について少

し考えてみたい．

２．当院リハビリテーション部の紹介

　当院は，人口約 12 万人の福島県会津若松市にあ

る 837 床の地域医療支援病院で回復期リハビリテー

ション病棟，精神科病棟なども有している．また

同一法人の関連施設として療養病床の病院，老人保

健施設，訪問看護ステーション，通所リハビリテー

ション事業所，テクノエイドセンターなど数多くの

在宅支援部門を有し，リハビリテーションスタッフ

約 200 名（内作業療法士，78 名）を配置し，急性期

から在宅支援までの切れ目のないリハビリテーショ

ンの提供に努めている．

３．リハビリテーション部の教育体制

　当院リハビリテーション部では中・高校生への普

及啓発を目的とした体験学習などを担当する「中・

高校生教育チーム」，養成校の臨床実習指導に対応

する「養成教育チーム」，新人職員の教育を行う「新

人教育チーム」，卒後半年以降の人材教育を行う「生

涯教育チーム」，卒後 10 年以上の経験者を対象とし

た「スペシャリスト / マネジメント教育チーム」の

５つのチーム分かれて，総合的な教育を提供しよう

と取り組んでいるところである．（図１）

　今回はこの中から「新人教育」と「生涯教育」の

二つのチームの活動を中心に報告し，卒後教育につ

いて述べたいと思う．

４．新人教育

　新人教育は，「基礎新人教育プログラム」「分野別

新人教育プログラム」「プリセプター制」の 3 つの

プログラムで構成されている．概ね入職後３～６カ

月間の期間で行われる．

（1）基礎新人教育プログラム

　新人全員が受けるもので，PT・OT・ST の職種を

問わず療法士として共有しておいてほしい内容を，

三職種すべてが関わることが多い脳血管障害患者を

対象疾患として作成されている．プログラムは講義

と実技で構成され，実技では理学療法士であっても，

調理動作を経験したり，言語聴覚士であってもＡＤＬ

の介助動作を学んでもらったりと共通の基礎的な部

分を共有することが目的である．（図２）

（2）分野別新人教育プログラム

　基礎新人教育プログラムに対して，こちらは各

チームの特性に合わせた内容となっており，その

図１

竹田綜合病院
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チームに配属された者のみが受講の対象となる．こ

のため他のチームからの異動者の教育にも利用され

ている．チームが概ね疾患別となっているために，

その対象疾患と各科，各病棟の状況により内容が大

きく違うのが特徴である．

（3）プリセプター指導

　先輩作業療法士が１対１で業務を通じながら，

様々な場面において都度，新入職員に対して指導し

ていくものである。目的は，学生から社会人へのス

タート時のリアリティーショックを緩和させ，円滑

に業務が行えるようにするためであり，治療技術の

指導はもちろんのこと，業務運営，接遇，安全管理，

感染対策，倫理など臨床上必要な知識と技術などに

ついて，業務の中で都度，指導・教育を行っていく．

指導するプリセプターは，話し易さなどを考慮し，

新入職員とは大きく年齢差のない経験年数 2 ～ 5 年

目程度の者が担うようになっている．

５．生涯教育

　生涯教育について，当院での大きな柱は「（教育的）

ローテーション」と「達成度リスト」の２つである．

（1）教育的ローテーション

　当院の作業療法士の場合は，図に示すように大き

く３つのタームに分けて進められる．

　ベーシックタームは入職３年以内に「ストローク」

「運動器」「内科系」「回復期」の基本的な４つの職

場を経験させ，４～５年はアドバンスタームとして，

「発達支援」「精神科」「老健」「訪問」などの希望し

た職場を１つ経験してもらう．５年を超えるとマス

タータームとして，すべての職場のいずれかを希望

することができる．

　もちろん各所場の定員というものがあるので，必ず

希望通りに行えるというものではないが，基本的なス

タイルとしてこのような体制になっている．（図３）

（2）達成リスト

　当院では，年数ごとに達成してほしい内容を各

チームにおいてスタッフに提示している．図は回復

期リハビリテーション課のチームの達成リストであ

る．大きくリハビリテーション実践能力，マネジメ

ント能力，対人関係能力，教育・研究と４つのカテ

ゴリーに分けられて，学習の進捗状況がバランスよ

く行われているのかどうかをチェックすることがで

きるようになっている．

　これは各個人のキャリアアップに役立つように原

則，日本作業療法士協会の生涯教育制度と可能な限

りリンクできるように作られており，各分野の事例

数や演題報告数などバランスよく経験を重ねていけ

るような内容になっている．（図４）

図４

図２

図３
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６．卒後教育の考え方

　臨床実習の仕組みも少しずつ変わりつつある中

で，現在の教育の現状を振り返ってみると，現在の

養成教育（臨床実習含）では臨床即戦力の提供は難

しいのが現状であると考える．実践学である作業療

法は，やはり実際に経験をしないとその習得するこ

とは難しい．

　例えば，自転車を乗るということを習得する場合，

①自転車の乗り方というテキストを熟読する，②自

転車の乗り方の動画を何回も視聴する，③実際に自

転車に乗っているところを見学する，④実際に自転 

車に乗って経験する，の４つの学習方法の中でい 

ずれが一番習得しやすいと皆さんは判断されるであ

ろうか．おそらくほとんどの人が④実際に自転車に

乗って経験する，を選択されると思います．

　同じように，作業療法を習得していくには臨床現

場での経験が必要不可欠である．しかし先の指定規

則改定でもわかるように，頼みの綱の臨床実習にお

いても実際の作業療法を経験できるのは限られた内

容になってしまい，習得が不十分な状況で卒業，就

職というイベントへ進まざるを得ないというのが現

状である．

　このような状況を考えると，各臨床現場において

卒後教育体制をしっかりと整備する必要性があり，

標準的な卒後教育システムを構築し運用していくこ

とが求められる時代になってきたと考える．

７．未来の作業療法士のために

　各臨床現場における卒後教育システム構築の重要

性については前述したが，それだけで終わりではな

いと考える．今後は，この臨床でのしっかりとした

経験を活かし作業療法を習得し様々な分野へ進出し

ていくことを未来の OT には期待したい．

　このようなことを述べると信じてもらえないであ

ろうが，当院では必ずしも就職した人材が当院の職

員としてずっといてほしいとは考えていない．むし

ろ，当院での臨床経験を糧に新たなる分野への挑戦

を希望する者があれば是非とも応援していきたいと

考えている．

　OT が OT として対象者へ直接，作業療法を提供

することはとても重要なことではあるが，なかには

医療以外の様々な分野で作業療法を活用し，活躍で

きる人材が数多く出てほしいと切に願っている．例

えば，ハウスメーカーでユニバーサルデザインの 

企画開発を行ったり，市役所行政職員として高齢者

にやさしい街づくりに携ったり，片麻痺の人でもお

しゃれができるような革製品を有名ブランドで開発

したり，とその人にとって意味のある作業に焦点を

あてることができる作業療法士であれば，人が関わ

る様々な分野での活躍が可能であると思われる．

　一般企業や官公庁など様々な分野で作業療法の実

践能力を習得した作業療法士が活躍することを切に

期待したい．またその道を切り開いておくのもまた

現在の作業療法士の使命であるかもしれない．
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緒言

　「入院医療中心から地域生活中心へ」という理念

を基軸としながら，精神障害者の一層の地域移行を

地域において具体的な政策手段により実現していく

こと，地域づくりを推進する観点から，精神障害者

が地域の一員として安心して自分らしい暮らしがで

きるよう精神障害に対応した地域包括ケアシステム

の構築を明確に目指すべきことが，平成 29 年の「こ

れからの精神保健医療福祉のあり方に関する検討

会」の報告書１）で提唱されている．しかし，現実に

は精神障害者に対する住民のイメージや意識が大き

な壁となってきた．精神障害者に対する偏見・差別

の現状やこれを克服するための啓発活動に着目し，

今後の課題と方向性を探る目的で行われた先行研究

レビューは，「日本において偏見や差別に関する調査

研究が 1970 年代から行われ発展してきている」も

のの，「精神障害者に対するイメージは改善傾向にあ

るが，偏見は根強く残っている」現状を明らかにし

ている2）3）．精神障害者に対する偏見や差別は，精

神障害者の社会復帰を妨げるだけではなく，地域住

民の精神障害に対する知識不足につながり，精神科

医療機関への受診を遅らせる可能性がある4）5）．こ

の根強い偏見や差別の背景には精神障害者との交流

の乏しさや「精神障害者になると精神障害の烙印を

研究論文１

精神科臨床実習を経験した学生の体験談が未経験学生に与える影響
―精神障害者に対する態度の変化―

Influence of  sharing the experiences of  psychiatric clinical practice on 
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おされる」等のステレオタイプ化された認識があり，

テレビなどのメディアを通じて偏った情報が地域住

民に影響を与えることが明らかとなっている5）6）．

　こうした状況は医療従事者を目指す学生について

も同様であり，地域住民と同じ要因から同種の偏見

を持っている学生がいることは想像に難くない．実

際に，看護師を目指す学生を対象とし，精神障害に

関する講義や実習の前後で精神障害者へのイメージ

や社会的距離などを比較した先行研究7）-9）では，

講義や実習を行う前の方が精神障害に否定的なイ

メージが強いことが報告された．さらに，作業療法

士を目指す学生を対象とした先行研究10）11）でも，同

様に精神障害領域での臨床実習を行う前には否定的

なイメージを強くもつことが分かっている．ただ，

同時にこれらの研究では講義や臨床実習を経験し，

精神障害に関する正しい知識や精神障害者との交流

を経験することによって，否定的なイメージが改善

されることも共通に示された．

　以上のように，精神障害に関する正しい知識の普

及や交流の機会が，偏見や差別を改善する方法とな

り得ることが，様々な研究によって示唆されている．

医療職を目指す大学生を対象として精神障害に関す

る情報源を調査した先行研究12）では，接する機会の

多い情報源はテレビ，次いで新聞や本であるのに対

して，精神障害者のイメージが良い方向に変化する

情報源として臨床実習が一番に挙げられている．テ

レビや新聞などのメディアの影響については先にも

述べたように，偏見を増強する方向に作用する5）6）．

これに対して作業療法士や看護師の教育課程におけ

る臨床実習は，精神障害者との交流によって学生の

持つ精神障害へのイメージが肯定的に変化すること

が期待できる．

　精神障害者との直接の交流によって精神障害への

イメージが変化することは，繰り返し報告されてき

た7）-11）．しかし，臨床実習で精神障害者との交流を

経験した学生（以下，経験学生）から精神障害者と

交流を経験していない学生（以下，未経験学生）に

対して臨床実習での経験に基づいた情報（以下，体

験談）を伝えることによる未経験学生の持つ精神障

害へのイメージなどにどのような影響を与えるかを

検討した報告はみられていない． 

本研究の目的

　経験学生から体験談を情報提供することによる未

経験学生の精神障害者に対する態度（精神障害に関

する理解や興味関心，交流に対する思い，社会的距

離，イメージ）の変化と体験談の情報提供前後で肯

定的な変化が顕著にみられた対象者の共通点を明ら

かにする．これらが明らかになれば，体験談を情報

提供することが学生に対する教育方法を改善するば

かりでなく，精神障害に対する偏見や差別を軽減す

るための啓発活動の一助になる可能性がある．

方法

１．研究デザイン

　精神科での臨床実習の未経験学生を対象とした質

問紙調査による横断研究と，経験学生からの体験談

の情報提供前後で肯定的な変化が顕著にみられた未

経験学生へのインタビューによる質的研究を行った．

２．研究参加者

　研究者が所属する A 短期大学リハビリテーション

学科作業療法学専攻の 1 年生から3年生に，研究の

協力依頼を行った．

（1）研究協力者

１）経験学生

　経験学生の「精神障害者との交流」は単なる見学

とは異なり，同じ目標に向かって相談し作業を進

める「協同」の過程が重要だとされている 13）．そ

のため，臨床実習で精神障害者と共通の目標を設

定し介入を進める作業療法プロセスを経験した 3

年生とした．

（2）研究対象者

１）未経験学生

　質問紙調査は精神障害者との交流を経験していな

い１年生 15 名と2年生 27 名を対象とした．また，

学習内容の影響を考慮し，精神障害に関する授業を

受けていない 1 年生を「未学習群」，精神障害に関

する授業を受けている2年生を「学習群」に分けた．

　インタビューについては質問紙で肯定的な変化が

顕著にみられた未経験学生，すなわち質問紙の全て

の項目において，体験談の情報提供前のスコアに比

べて情報提供後のスコアが１スコア以上，肯定的な

スコアに変化した未経験学生を対象とした．
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３．�経験学生から未経験学生への体験談の情報提供

の内容

　経験学生が①臨床実習に行く前は精神障害者をど

のように思っていたか，②精神障害者とどのような

ことをして関わったか，③精神障害者と関わりを

もってどのように感じたか，④臨床実習を終えたあ

とに精神障害者についてどのように思ったか，⑤精

神障害者について未経験学生に伝えたいことを，自

らの体験に基づき未経験学生に情報提供を行った．

4．データ収集方法

（1）質問紙

１） 精神障害に関する理解，興味関心，交流に対す

る思い

　未経験学生の精神障害に対する理解，興味関心，

交流に対する思いについて，5 件法を用いて回答を

求めた．精神障害に関する理解は「１： 理解してい

る」，「2： どちらかと言えば理解している」，「3：

どちらとも言えない」，「4： どちらかと言えば理解

していない」，「5： 理解していない」，興味関心は

「１： 興味関心がある」，「2： どちらかと言えば興

味関心がある」，「3： どちらとも言えない」，「4：

どちらかと言えば興味関心がない」，「5： 興味関心

がない」，交流に対する思いは「１： 交流を持ちた

い」，「2： どちらかと言えば持ちたい」，「3： ど

ちらとも言えない」，「4： どちらかと言えば持ちた

くない」，「5： 交流を持ちたくない」とした．ス

コアが小さいほど未経験学生の精神障害に関する理

解，興味関心，交流に対する思いについて肯定的な

反応を示す．

2）社会的距離尺度法による態度測定

　未経験学生の精神障害者に対する社会的距離を調

査するために，星越ら14）の社会的距離尺度 8 項目

を採用した．具体的には精神科のある病院を退院し

て社会復帰をしようとしている A 氏の 8 つの社会

的場面に対して，「１： 賛成する」，「2： どちらか

といえば賛成」，「3： どちらかといえば反対」，「4：

反対する」の 4 件法で答えを求め，評定するもの

である．スコアが大きいほど精神障害者に対する社

会的距離が遠いことを表す．

3）イメージ調査

　経験学生の精神障害のイメージを測定するため

に，星越ら14）らの 20 項目の形容詞対を採用した．

具体的には「4： どちらでもない」を基準に左右両

極に向かって「やや」，「かなり」，「非常に」の 7

件法で回答を求めた．形容詞対の肯定的な意味を持

つ「非常に」を１，否定的な意味を持つ「非常に」

を 7 とした．スコアが小さいほど精神障害者へのイ

メージが肯定的なことを意味する． 

（2）インタビュー

　体験談の情報提供前後で肯定的な変化が顕著にみ

られた未経験学生の共通点について，考え方や価値

観などの情報を得ることを目的に個別インタビュー

を行った．研究者（作業療法士経験年数 13 年．A

短期大学の精神障害領域の作業療法に関する授業を

担当している．）がインタビュアーとなり，基本的

に１回 30 分から 45 分程度の時間を設定し，インタ

ビューガイドを用いて進めた．質問は①経験学生の

話を聞いて一番印象に残ったこと，②経験学生の話

を聞いて思ったこと，③経験学生からの情報を他者

に伝えたいか，④③の理由とした．インタビューで

の会話の内容は同意を得た上で，IC レコーダーを使

用し録音を行った．インタビュアーが成績判定者と

しての立場を有するため，インタビューを実施する

前に改めて発言内容が成績評価に一切関わらないこ

とを説明した．インタビューの実施日は，学業への

影響を最小限にするよう前期末試験が全て終了した

翌週に対象となる未経験学生とスケジュールを調整

した．実施場所は外部からの影響を受けないよう配

慮された大学内の空き教室を利用した． 

５．データ解析方法

　質問紙の分析には Wilcoxon の符号付き順位検定

を適用し，統計的有意水準は5％未満に設定した．

なお，SPSS Statistics．を用いて統計処理を実施し

た．インタビューのテキストデータの分析では，IC

レコーダーから逐語録を作成した．インタビューの

対象となった未経験学生に，録音したデータの内容

とテキストデータの確認を行った．シングルケース

のデータなどの比較的小さな質的データの分析にも

有効とされる Steps for Coding and Theorization（以

下，SCAT)15-17）を使用して分析を行った．分析は

テキストデータからテーマを生成するための脱文脈

化と収集された情報を要約する理論構築のための理

論化の2ステップから成る．具体的には，①データ

の中の着目すべき語句，②それを言いかえるための

作業療法教育研究・第 21 巻・第２号・2022 年３月

− 21 −



データ外の語句，③それを説明するための語句，③

そこから浮き上がるテーマ・構成概念の順にコード

を考えて付していく4ステップコーディングと，④

のテーマ・構成概念を紡いでストーリーラインを記

述し，そこから理論を記述する手続きからなる．筆

者が①から④をまとめたものを共同研究者が確認し

た．また，質的研究報告ガイドラインの一つであ

る Standards for Reporting Qualitative Research；

SRQR18）に準拠して報告する． 

６．倫理的配慮

　本研究は A 短期大学研究倫理審査委員会（承認番

号 0102）の承認を得て実施した．研究参加者に本研

究の目的，研究協力の任意性，不利益が生じないこ

と，個人情報やデータの管理方法に関する説明を含

めた文書と口頭にて説明を行い，同意書をもって承

諾を得た．

結果

１．�体験談前後における未経験学生の精神障害に対

する態度の変化

（1）未経験学生の基本属性

　本研究への同意が得られた未経験学生は 42 名の

１，2年生のうち 31 名だった．このうち，未学習群

14 名（男性１名，女性 13 名），学習群 17 名（男性4名，

女性 13 名）であった．精神障害者との過去の交流

の有無について，未学習群3名と学習群 5 名の 8

名が直接関わった経験が「ある」と答えた．関わり

の具体的な内容で一番多かったのは，「知人にいる」

であり，未学習群2名，学習群2名の4名であった．

（2） 精神障害に関する理解，興味関心，交流に対す

る思い

　精神障害に関する理解，興味関心，交流に対する

思いの結果について表１に示す．体験談の情報提供

前後の未経験学生の精神障害に関する理解，興味関

心，交流に対する思いのスコアの差を，Wilcoxon の

符号付き順位検定で比較した．未学習群では精神障

害に関する理解（p=.006），興味関心（p=.020），交

流に対する思い（p=.011）で有意に低く，情報提供

前に比べて情報提供後に肯定的なスコアへと変化し

ていた．また，学習群でも精神障害に関する理解

（p=.025），興味関心（p=.046），交流に対する思い

（p=.004）で有意に低く，情報提供前に比べて情報提

供後に肯定的なスコアへと変化していた．

（3）社会的距離尺度

　社会的距離尺度の結果について表2に示す．情報

提供前後の未経験学生の社会的距離尺度のスコアの

差を Wilcoxon の符号付き順位検定で比較した．未

学習群の「あなたは A さんと職場が同じだとしたら

楽しく働くことができますか」（p=.046），「社会的

距離尺度（合計）」（p=.028）で有意に低く，情報提

供前に比べて情報提供後に社会的距離が近づいてい

た．学習群では全ての項目において有意差はみられ

表１　 精神障害に関する理解，興味関心，交流に対

する思いの結果

表2　 社会的距離尺度の結果
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なかった．

（4）イメージ調査票

　イメージ調査票の結果について表3に示す．情報

提供前後の未経験学生のイメージ調査票のスコアの

差を Wilcoxon の符号付き順位検定で比較した．未

学習群では「温かい - 冷たい」（p=.010），「単純な -

複雑な」（p=.016），「明るい - 暗い」（p=.031），「陽

気な - 陰気な」（p=.025），「良い - 悪い」（p=.041），

「活動的な - 不活発な」（p=.028），「役立つ - 役立た

ない」（p=.046），「おだやかな - はげしい」（p=.009），

「容易な - 困難な」（p=.041），「やわらかい - かたい」

（p=.017），「にぎやかな - さびしい」（p=.039）の形

容詞対で有意に低く，これらのイメージは情報提供

前に比べて情報提供後に肯定的なものに変化してい

た．学習群では「温かい - 冷たい」（p=.003），「単純

な - 複雑な」（p=.001），「明るい - 暗い」（p=.004），「陽

気な - 陰気な」（p=.002），「安全な - 危険な」（p=.001），

「良い - 悪い」（p=.006），「身近な - 縁遠い」（p=.005），

「こわくない - こわい」（p=.002），「活動的な - 不活

発な」（p=.003），「迷惑でない - 迷惑な」（p=.005），

「役立つ - 役立たない」（p=.034），「容易な - 困難な」

（p=.019），「やわらかい - かたい」（p=.019），「にぎ

やかな - さびしい」（p=.005），「かわいらしい - にく

らしい」（p=.020）の形容詞対で有意に低く，これら

のイメージは情報提供前に比べて情報提供後に肯定

的なものに変化していた．

表3-１　 イメージ調査票の結果（温かい〜速いまで)
表3-2　 イメージ調査票の結果

（活動的な〜かわいらしいまで)
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２．�肯定的変化が顕著にみられた未経験学生の共通

点について

　質問紙調査に参加した未経験学生 31 名のうち，経

験学生からの体験談の情報提供前後に行った質問紙

調査の結果において，肯定的な変化が顕著にみられ

た未経験学生9名を抽出した．インタビューの結果

について，ストーリーラインを下記のように記述し

た（下線部はテーマ・構成概念を示す）．また，ストー

リーラインから理論的記述（表4）を作成した．

　未経験学生の否定的なイメージを構築する原因

は，事件などのニュースや精神障害者が暴れるなど

のドラマで流れる精神障害者に関するマスメディア

の情報や医療や福祉に携わった経験のある他者から

の否定的な精神障害に関する情報によるものだっ

た．否定的なイメージを持つ未経験学生に肯定的な

変化をもたらした要因は，精神障害者と実際に臨床

実習で関わってきた経験学生の丁寧な説明の仕方や

「精神障害と言っても一人一人によって病状などが

異なる」など精神障害者に対する考え方などの経験

学生の精神障害者に対する厚意的な姿勢，精神障害

者の病棟での実際の過ごし方や精神科作業療法での

積極的な活動時の様子，考えていた以上に落ち着い

て対人交流が取れるなどの精神障害者の生活に関す

る具体的な情報があげられた．また，未経験学生は

「健常者も障害者も同じ人間なのに偏見を持つこと

はおかしい」「否定的なイメージは精神障害者の方

に不利益しか与えない」などの精神障害者への偏見

や差別への思いや，「精神障害者への支援が整って

いない状況があること」「誰もが精神障害を発症す

る可能性があるのになった人だけが辛い思いをしな

ければならないこと」などの精神障害者に対する同

情心から，精神障害者が置かれている偏見や差別に

対する同情心を強く抱く傾向が認められた．一方で，

地域住民が「精神障害に関して学習する機会が少な

くテレビなどのマスメディアの情報が中心となって

しまうこと」「精神障害者と関わる機会自体が少な

いこと」などの地域住民の精神障害に関する正確な

情報を知るための機会の不足，「医療関係職種以外

の地域住民は体験談を聞いても，精神障害に関する

基礎知識がないため精神障害のイメージが具体的に

持てない」などの地域住民が精神障害を理解するこ

とへの難しさ，「精神障害者と関わる機会が少なく，

マスメディアでも滅多に取り上げられることがな

い」「学習する機会がないため知ること自体がない」

など精神障害への興味や関心の持ちづらさから精神

障害に関する偏見や差別を抱く地域住民像を抱いて

いた．

考察

１．�経験学生からの体験談が未経験学生にもたらし

た変化について

（1） 「精神障害に関する理解や興味関心，交流に対す

る思い」と「精神障害に関するイメージ」への

影響

　経験学生からの体験談の情報提供後に，未経験学

生である未学習群と学習群ともに精神障害に関する

理解や興味関心，交流に対する思いのスコアが肯定

的な反応を示した．また，経験学生からの体験談の

提供後には，精神障害に関するイメージのいくつか

の形容詞対は肯定的なイメージに変化していた．イ

ンタビューの結果から，経験学生の体験談から精神

障害者の病棟での過ごし方や精神科作業療法での様

子など，精神障害者の生活に関する具体的な情報

を得たことによって，精神障害に関する具体的なイ

メージを形成することができ，「精神障害に関する

理解や興味や関心，交流に対する思い」「精神障害

に関するイメージ」が肯定的に変化したものと考え

られる．金山 19）はイメージを作るには正しい知識

表4　 SCAT による肯定的な変化が見られた未経験学生の分析
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が必要であることを述べており，これらの情報が金

山の言う正しい知識となったことが考えられ，経験

学生からの体験談の提供は，未経験学生の精神障害

に関する具体的なイメージづくりのために有用な方

法だと考える．以上から，授業の導入時に経験学生

から体験談を伝えることで，未経験学生は精神障

害に関する興味関心，具体的なイメージを持った上

で授業に参加するため，精神障害に関する理解を深

めることができる可能性がある．また，今回の体験

談の提供が作業療法学生以外でも有用な方法であれ

ば，地域住民に対しても精神障害に関する具体的な

イメージづくりのための一つの手段となり，精神障

害に対する偏見や差別を軽減するための啓発活動の

一助になる可能性がある．今後は対象者の枠を広げ

検討することが求められる．

（2）社会的距離への影響

　未経験学生の未学習群と学習群で結果に違いがみ

られた．未学習群では経験学生からの体験談の提供

後に，「あなたは A さんと職場が同じだとしたら楽

しく働くことができますか」，「社会的距離尺度（合

計）」が有意に低く，情報提供前に比べて情報提供

後に社会的距離が近づいていた．しかし，学習群で

は全ての項目において有意差はみられなかった．先

行研究 20）から，精神障害に関するある程度の知識

がある者は，家族と精神障害者との関わりの程度に

よって社会的距離が変化する反面，精神障害に関す

る知識が乏しい者は，同じ人間としてできることは

支援をしたいなどの人としての在り方によって社会

的距離が変化することが示唆されている．そのため，

学習群は自分にとって身近な家族に影響を与える項

目については，精神障害者と家族との関わりの程度

を考えて選択肢を選び回答していたことが考えられ

る．また，未学習群は元々の精神障害に関する知識

が少ないため，人としての在り方から社会的に望ま

しいと思われる選択肢を選び回答していたことが考

えられる．以上から，未学習群と学習群の精神障害

に関する知識の有無の違いが，経験学生からの体験

談の受け取り方に影響したため，両群の社会的距離

に違いが生じたのだと考える．この知識について，

先行研究 9）では，講義によって精神障害の重篤さを

認識することを指摘しており，本研究の学習群も精

神障害の重篤さを講義によって認識している可能性

がある． 

２．�肯定的な変化が顕著であった未経験学生の共通

点について

（1）精神障害者に対する経験学生の厚意的な姿勢

　インタビューの結果から，精神障害者に対する経

験学生の厚意的な姿勢を未経験学生が感じていた．

医療系教育における臨床実習では，精神障害者との

交流によってイメージが肯定的に変化することが，

先行研究 11）で確認されている．本研究の経験学生

も臨床実習を経て，既に肯定的なイメージをもって

いたものと推測される．そのような経験学生は未経

験学生への情報提供にあたって，意識的・無意識的

に精神障害者に対して思いやりのある説明の仕方を

した可能性が十分考えられる．また，未経験学生に

とって，体験談を伝えてくれる経験学生は同じ職業

を目指している先輩であるため，経験学生の示すこ

うした厚意的な姿勢は強い影響力をもつであろう．

一方，同様に情報伝達を受けながら，未経験学生の

肯定的な方向への変化に関してばらつきの見られる

背景には，先輩である経験学生と後輩である未経験

学生のさまざまな関係性が影響しているものと考え

られる． 

（2）精神障害者に対する複雑な思い

　今回，情報提供後に肯定的な変化が顕著にみられ

た未経験学生にインタビューを行った結果，精神障

害者が周囲から偏見や差別などを受けている現状に

対して同情心を抱いていた．その一方で，「地域住民

の精神障害に関する偏見や差別を解消することは難

しい」などの思いを話していた．板山 21）は地域住民

の精神障害や精神保健福祉に関する住民の思いを調

査し，地域住民の抱いている精神障害等に関する思

いには相反する傾向が内在していることを指摘した．

また，地域住民の精神障害や精神保健福祉への理解

を深めるために，地域住民の思いに内在する葛藤に

着目しつつ，地域での相互交流活動や学校教育によ

る精神保健福祉教育の導入を通して，知識と体験を

融合させていくことが求められるとも述べている．

このことから，未経験学生の精神障害等に関する理

解を深めるために，地域住民と同じように内在する

複雑な思いに着目する必要があると言える．経験学

生からの体験談の情報提供後に経験学生と未経験学

生がディスカッションを行い，内在する複雑な思い
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を表出する機会を設けることで，その思いに対して

寄り添えるだけでなく，さらに精神障害に関する具

体的なイメージを構築することができると考える．

研究の限界と今後の課題

　研究の限界として，本研究のインタビュアーであ

る筆頭著者は精神障害領域の作業療法に関する授業

を担当している教員である．そのため，インタビュー

の回答者である9名の学生には，事前に回答内容に

よって不利益を被ることがないことを十分に説明し

ている．しかしながら，教員と学生という関係性か

ら，回答が教員の望むような内容に偏った可能性は

否定できない．

　また，今後の課題として，教員の授業と経験学生

の体験談の違い，肯定的な変化を示した未経験学

生とそうでないものとの考え方の比較，経験学生が

情報提供をした内容の影響，体験談を提供する側と

受ける側の関係性の影響，作業療法士を目指す学生

以外の対象者への体験談の影響など検討すべきこと

が残っている．これらを明らかにすることで，体

験談の情報提供の有効的な方法を検討することがで 

きる． 

結論

　経験学生からの体験談の情報提供は，未経験学生

である未学習群と学習群それぞれの精神障害者に対

する態度に肯定的な変化を与えていた．未経験学生

に肯定的な変化を与えた要因は，経験学生の精神障

害者に対する厚意的な姿勢，精神障害者の生活に関

する具体的な情報であった．体験談の情報提供前後

で肯定的な変化が顕著にみられた未経験学生の共通

点として，精神障害者が周囲から偏見や差別を受け

ている現状に対して同情心を抱く一方で，地域住民

の精神障害に関する偏見や差別を解消することは難

しいとの感想を抱くことが分かった．今回の結果か

ら，経験学生からの体験談の情報提供は，未経験学

生が精神障害に関する具体的なイメージを構築する

ための有用な方法だと考える．また，教育方法の改

善ばかりではなく，地域住民への精神障害に対する

偏見や差別を軽減するための啓発活動の一助になる

可能性がある．
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緒言

　高等教育のユニバーサル化や規制緩和に伴う養成

校数の増加などの影響を受け，作業療法士（以下，

OT）養成課程は定員割れが常態化1）している．ま

た高等教育では「入学者確保のために試験科目を減

らしたり，学力試験を課さない形の入学者選抜方法

を導入した結果，入学者の学力格差が開き， 大学教

育で絶対的に必要とされる前提科目を履修していな

い入学生が現れる」2）といった状況が指摘されてお

り，OT 養成教育においても入試による入学者の学

力水準担保が困難な状態となり，中等教育の課題を

抱えたまま入学する学生が少なくない現状があるよ

うに思われる．そのような入学生に対して，入学後

に向けた準備教育として入学前教育を実践している

OT 養成専門学校がある．筆者は OT 養成専門学校

における入学前教育の現状を明らかにすることを目

的に，一般的な大学を対象とした入学前教育に関す

る先行研究を参考にした自記式アンケート調査を実

施し，OT 養成専門学校における入学前教育の特徴

について本学会誌にて報告した3）．今回はその第二

報として，アンケート調査内の自由記述について質

的研究法を用いて分析し，入学前教育の実施者であ

る OT 養成専門学校教員の入学前教育に対する思い

から，OT 養成教育における入学前教育実施に際し

て検討すべき事項の示唆を得ることを目指した．

　OT 養成課程は，専門学校（3 年制課程・4 年制

課程・夜間課程）及び短期大学，大学が存在しており，

専門学校が約 60％を占めている1）．そして OT 養成

専門学校の 80％が定員割れであることや4），OT 4

年制昼間部専門学校の定員充足率が 75.5％1）といっ

た報告もあり，さらには OT 養成専門学校における

退学率の高さ1）や，留年せずに国家試験に合格でき

研究論文２

作業療法士養成専門学校における入学前教育実施に際する検討事項
−入学前教育に関するアンケート調査の自由記載の分析から−

Considerations conducting pre-entrance education at occupational therapist vocational school.

−From the analysis of  the open-ended questions about pre-entrance education−
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Yoshinori NOMOTO・Motoko SUGIHARA
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る割合の低さ5）などの報告から，OT 養成専門学校

における入学前教育について検討することは喫緊の

課題と考えた．

　また OT 養成教育における入学前教育に関する研

究は，溝田６）や小枝7）の行った実践報告などはある

ものの，その実施者である OT 養成校教員の声に着

目した報告は見当たらない．その実施者である OT

教員の声を捉えることは，より実効性のある入学前

教育について検討する上で意義あるものと考えた．

方法

１．研究デザイン

　研究デザインは質問紙調査票を用いた横断的研究

であり，質問紙調査票の自由記述回答について KJ

法による類型化分類を行う質的研究である．

２．研究対象

　対象は関東地方（一都六県）に在り，2019 年 10

月時点で次年度入学生の募集を行った OT 養成課程

を有する専門学校 19 校，23 課程とした．筆者が関

東地方にある OT 養成専門学校に勤務していたこと

から，この地域の状況が把握しやすいということと，

調査実施前後の対応のしやすさを考慮し，対象を関

東地方にある OT 養成専門学校に限定した．

　調査票回答者は学科責任者または入学前教育担当

教員とした． 

３．調査期間

　調査期間は2019年10月1日から11月15日とした．

４．調査方法

　一般大学を対象に入学前教育に関する調査を行っ

た先行研究8）を参考に作成した入学前教育に関する

質問紙「作業療法士を養成する専門学校における入

学前教育の現状と課題に関する調査票」3）を作成し，

その質問項目の一つに自由回答質問として「入学前

教育に関して，実施の課題や実施の是非についての

お考えをお聞かせください（自由記載）」を設けた． 

　質問紙調査票を調査対象校に郵送し，回答者任意

の場所にて回答を実施してもらい，その調査票を郵

送にて送り返してもらった．

5．分析方法

　調査票の質問項目「入学前教育に関して，実施の

課題や実施の是非についてのお考えをお聞かせくだ

さい（自由記載）」の回答について，KJ 法のデータ

の分類法とデータの統合法9）を参考に，質的研究支

援ソフト NVivo12 Pro 日本語版　for Windows（ユ

コサ株式会社）を使用して，分類と集約を通した類

型化による分析を行った．

　KJ 法は，「得られたデータを分類することを通じ

て，研究課題へのアプローチの仕方を思いついたり，

過去に誰も気づかなかった問題点・要点を見いだし

たりと，新たなことに着眼し，研究の道筋を明らか

にしていくところに本来の意義がある」と述べられ

ている10）．また KJ 法において最も重点がおかれる

のは，「問題解決の糸口を見つけたり，新しいアイ

デアを生み出していったりする作業である」11）とも

述べられている．これらの点から KJ 法は，入学前

教育に対する OT 教員の自由記載から，OT 養成教

育における入学前教育実施に際して検討すべき事項

の示唆を得ることを目指した本研究の目的に合致し

ていると考え，KJ 法による分析を採用した． 

　NVivo12 Pro のような QDA ソフトは，付箋やカー

ドなどによる従来の煩雑な作業を不要とし，大量の

テキストデータの管理及び整理を容易にし，効率的

かつ効果的な分析作業を進めていくことを可能にす

るとの指摘がある12）．さらに本ソフトではコーディ

ングの元データや作業ログの参照が可能であり，可

視化されたデータ分析支援もあり，より客観性と妥

当性がある分析を可能とする11）．

6．倫理面への配慮

　本研究は，2019 年8月に国際医療福祉大学 倫理

審査委員会で承認を受けている（承認番号 19-Io-

83）．調査への同意に関しては，調査票内に同意に関

する質問項目を設け，同意の有無を確認した．なお

本研究において開示すべき利益相反はない．

結果

１．基本属性

1）回収率

　23 課程の OT 養成課程にアンケート調査を依頼

し，14 課程より回答を得た（回収率 60.9％）．

2）基本属性

　回答を得た OT 養成課程（n=14）の内訳は，4

年制が６課程（42.9％），3 年制が5課程（35.7％），

夜間課程が3課程（21.4％）であった．

　回答を得た 14 課程のうち 11 課程（78.6％）で入

作業療法教育研究・第 21 巻・第２号・2022 年３月

− 29 −



学前教育が実施されており，3 過程で未実施であっ

た．未実施校のうち 2 課程から，「入学前教育導入

について検討中である」，「どのような入学前教育を

実施すべきか模索中で，この研究の結果に期待した

い」といった旨の自由記載があり，これら検討中の

養成校を含めると 92.9％の OT 養成校で入学前教育

実施中または実施準備中となる．

　回答者の内訳は，学科責任者が 12 名（85.7％），

入学前教育担当教員が2名（14.3％）であった．こ

れらの回答者の教員経験年数は 10 年以上の者が

83.3％であった．

２．分析結果

1）分析の手続き

　自由記載の回答記述について，意味や内容の類似

性に即したまとまり作り，そのまとまりを示す適切

かつ簡潔な言葉を用いて，そのまとまりに対する見

出しをつけた（見出しの抽出，以下《　》にて表示）．

見出しのついたまとまりをその類似性に即して統合

し，抽象化したグループ名をつけた（グループの編

成，以下 <　> にて表示）．自由記載の抜粋部分につ

いては，/　 / で括った． 

　見出しの抽出やグループの編成に際しては，自由

記載の回答の文章・成句の意味・内容を損なわない

ようにすることと，分析者である筆者の主観に偏ら

ないようにするため，KJ 法及び類型化分析に経験

のある他の研究者と共に分析を行い，意見が一致す

るまで検討し，分析結果の妥当性と真実性を高める

よう努めた．

2） 入学前教育実施の課題や実施の是非に関する回

答の類型化分析結果

　類型化による分析の結果を表1「入学前教育実施

の課題や実施の是非に関する回答の類型化分析」に

示す．

　入学前教育実施の課題や実施の是非に関する回答

の類型化分析では，記述内容から 21 の文章・成句を

得て，それらから見出しを7つ抽出し，それらを < 実

施内容の吟味 >，< 多様な入学生への対応 >，< 入学

前教育の形骸化 > の3つのグループに分類した．
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　< 実施内容の吟味 > では，《効果に疑問》，《目的

の要検討》，《入学後との連続性》の3つの見出しを

得た．《効果に疑問》では，学生個々への対応や入

学前の期間だけでの対応の難しさが述べられてい

た．《目的の要検討》では，アドミッションポリシー

や入試の在り方を含めて総合的に検討する必要性が

述べられていた．《入学後の学びとのつながり》では，

入学後の学習に向けた支援が必要な現状が指摘され

ていた．

　< 多様な入学生への対応 > では，《学習面の補習

は必須》と《学習面以外のフォローの効果》の2つ

の見出しを得た．《学習面の補習は必須》では，学

力に課題があっても入学させざるを得ない現状や，

学力差への対応の必要性が述べられていた．《学習

面以外のフォローの効果》では，入学に対する不安

への対応などの心理的サポートや，入学生同士や入

学生と教員との関係づくりを行うことによる効果が

述べられていた．

　< 入学前教育の形骸化 > では，《実施への抵抗感》

と《高等学校からの依頼》の2つの見出しを得た．《実

施への抵抗感》では，/ 卒業までの時間は，高校の

方で復習を行わせるべき /，/ 高校までの学習は高

校で責任をもってほしい /，といった意見が述べら

れていた．《高等学校からの依頼》では，/ 学生を紹

介してもらう都合上，高校に従わざるを得ない / と

いった，高等学校からの依頼により実施している現

状が述べられていた．

考察

　OT 養成専門学校における入学前教育の課題と実

施の是非に関する回答の類型化分析結果から，入学

前教育実施に際して検討すべき事項について考察す

る．

1）OT 養成教育の土台となる実施内容　

　大学・短期大学の志願者のほとんどが入学できる

大学全入時代では，高等教育への入学者の学力水準

を担保することが困難となり，日本の大学生の基礎

学力の低下が指摘13）されている．そこで文部科学省

は「入学手続きをとった者に対しては，必要に応じ，

これらの者の出身高等学校と協力しつつ，入学まで

に取り組むべき課題を課すなど，入学後の学習のた

めの準備をあらかじめ講ずるよう努める」14）と 2011

年の『大学入学者選抜実施要項』に明示した．その

入学前教育は，とりわけ高等学校の学習内容の復習

が中心となるリメディアル教育の内容は，保護者や

高等学校教員から強く求められてもおり，その取り

組みに対して「面倒見が良い」と評価されている現

状もある15）．

　このような背景から，入学前教育の実施内容の中

心は中等教育の補習となっている．「高等学校までの

基礎学力の補強・向上」は，一般的な大学の 68.0％

（n=2012)8），OT 養成専門学校の 72.7％ (n=11)16）

が入学前教育のねらいとしている．

　今回の自由記述では，入学生の学力差やそれに伴

い / 入学前課題は必要 / といった記述もあるが，《効

果に疑問》を持ちながら実施され，さらには実施の

目的が不明確であり，改めて検討すべき現状が訴え

られている．すなわち，実施の目的を十分に検討さ

れないまま，また効果に疑問を持たれながら，中等

教育の補習が形骸的に行われている現状があるので

はないかと考える． 

　一方，その実施内容については，《入学後のまな

びとのつながり》における記述から，入学後の学び

を支援することができる入学前教育容が求められて

いると捉えられる．

　そこで，OT 養成専門学校の入学前教育では単に

中等教育の補習を行うのではなく，OT 養教育の土

台となるような実施内容の検討が求められると考え

る．

2）多様な課題を抱える入学生への対応

　我が国では 2011 年に大学進学率は 51％を超え，

大学教育はユニバーサルの段階に達した16）．このユ

ニバーサル段階では学力のみならず，多様な考え方

や多様な動機を持った学生が入学すると言われてい

る17）．

　< 多様な入学生への対応 > では，学力への対応と

同時に，入学生の抱える入学後に対する不安，特に

他の学生との関係づくりに関する不安への対応を重

視していることが理解できる．入学前教育のねらい

として「友だちづくりの機会の提供」を挙げている

OT 養成専門学校は，一般的な大学に比べて多いと

いう調査結果もある3）．

　また入学前から入学予定者と関わり，その学生の

特徴を把握し，学生の抱える課題に応じて早めに対
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応することで，入学時に良いスタートが切れように

なるといった記述もある．さらに入学決定時期の異

なる学生の入学後の学力の足並みをそろえるために

は，入学前教育の課題を課すことが必要とも捉えて

いる．

　このように，入学前教育実施に際しては，中等教

育の補習といった学習や知識の面にのみ目を向ける

のではなく，入学する学生の特徴や抱える課題の把

握，とりわけ友だち付き合いなどの対人関係の支援

についてなど，多様な入学生への対応が行えるよう

な内容が検討される必要があると考える．

3）高等学校との連携

　文部科学省は，入学前教育の充実を図るために（1）

特に 12 月以前の入学手続き者に対しては，入学前

教育を「積極的に講ずる」こと．（2）各高等学校に

おいても，大学と連携し学習意欲を維持するための

必要な指導を行うよう努めること．（3）学校推薦型

選抜の場合，合格決定後も，高等学校の指導の下に，

高大連携した取組を行うことが望ましい．（例：入

学予定者に対して大学入学までの学習計画を立てさ

せ，その取組状況等を高等学校を通じ大学に報告さ

せる等．）と，特に高等学校と大学との連携を強調

している18）．

　しかし現状では，高等学校との十分な連携は取れ

ていないばかりか，学生を送り出してきた高等学校

に対して / 高校までの学習は，高校の方で責任をもっ

て身につけさせてもらいたいと / と不満を抱え，入

学前教育の《実施への抵抗感》を感じ，しぶしぶと

行っている有様が記述されている．また，入学前と

いう期間は，その学生（生徒）の所属は高等学校に

ある．その間に実施される内容の責任の所在や，ト

ラブルや実施に伴う費用負担などについても，高等

学校と十分に検討されていない状況を筆者は経験し

ている．

　/ 専門学校と高校の力関係は，学生を紹介しても

らう都合上，高校の方が上で，結局従わざるを得な

いのが現実 / といった記述があるように，OT 養成

専門学校では入学定員を充足させづらい現状があ

り，AO 入試（総合型選入試）や推薦入試（とりわ

け指定校推薦）による学生確保が中心となる傾向が

あるため，高等学校の教員に対して物が言いづらい

現状があると考えられる．しかしながらお互いの率

直な意見を通して，高等学校と前向きの関係，文部

科学省が目指す高大連携の一端が築けるのではない

かとも考えられる．

　これからの入学前教育実施に際しては，文部科学

省も強調しているように高等学校と連携を検討する

必要があると考える．

結論

　OT 養成専門学校における入学前教育の実施に

際しては，単に高等教育の補習を行うのではなく，

OT 養成教育の土台となるような実施内容を検討す

ることが必要である．また，知識の面にのみ目を向

けるのではなく，入学する学生の特徴や抱える課題

の把握や，友だち付き合いなどの対人関係の支援に

ついてなど，多様な入学生への対応が行えるような

内容が検討される必要がある．そして高大連携の一

端を築くためにも，入学前教育の在り方やその内容

について各高等学校と連携を進めて行く必要がある

と考える．

本研究の限界と課題

　今回の研究は，関東地方にある OT 養成専門学校

を対象にしている．OT 養成専門学校は全国に設置

されており，その地域特性などから，入学前教育に

おける目的や課題は異なるものと考えられる．した

がって今回の結論を直ちに一般化することには限界

がある．

　このような限界はあるものの，本研究により OT

養成専門学校における入学前教育実施に際して検討

すべき事項について，その示唆の一端を得ることが

できた．

　今後は，大学，短期大学及びより広域の OT 養成

校に対する調査など，対象の幅を広げ多くの情報を

得ることでより一般化できる知見を得ることを目指

す．また，本研究で得られた知見を基に，具体的な

方策を検討し，実践を積み重ね OT 養成教育にお

ける，より効果的な入学前教育の開発に取り組み，

OT 養成教育に貢献していきたい．
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Ⅰ．緒言

　作業療法士養成指定規則の改正により，2020 年度

入学生より，臨床実習の単位数が 18 単位から 22 単

位に増加し，実習方法としてクリニカル・クラーク

シップ（以下，CCS）方式の実習形態が推奨された 1）．

CCS は，近年における学生の増加と質の高い臨床実

習を維持するという相反する課題を解決し，現場経

験を重視した臨床教育を行うには最適な実習方法で

あると説明されている 2）．CCS は学生個々の評価を

踏まえながら通常業務に参加させていく実習形態で

あり 4），対象者の不安やリスクを軽減し，学生の能

力に合わせて，見学，模倣，実施と段階的に経験を

積ませながら，安心して作業療法の技術を学ばせる

方法である．養成校における卒前教育として，臨床

の作業療法士として必要な経験を想定した CCS 方

式の臨床実習に参加することは非常に有用である．

一方で，作業療法学生の臨床実習での経験を詳細に

可視化して捉えることは，従来の臨床実習（症例を

基盤とした臨床実習）では行われてこなかった．こ

れについて，筆者らは，2005 年から CCS に基づく

臨床実習を採用しており，CCS チェックリスト（以

下，CCC）を用いて 3），臨床実習中に経験した項

目と回数，見学，模倣（前期および後期），実施の

習得段階を確認し，それらを参考に，学生自身と養

成校教員，臨床実習指導者（Clinical Educator，以

下，CE）が，目標や指導方法の設定にも役立てるこ

とを想定し，活用してきた．しかし，CCC がその役

割を果たしているかについては明らかにされておら

研究論文３

クリニカル・クラークシップ方式のチェックリストからみる身体領域長期実習における
作業療法学生の経験

Occupational therapy studentsʼ experiences of  long-term training in the physical field in terms of  a 
checklist of  clinical clerkship methods.

館岡　周平1）・會田　玉美2）・野村　健太2）・木口　尚人3）
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目であり，多くの項目は身体領域実習で経験できる項目である可能性が高いと考えられた．しかし，71％の
項目は，50% 以上の学生が見学や模倣前期までに留まっていたことから，実習中は，習得段階に対する臨
床実習指導者（Clinical Educator，以下，CE）の理解を確認し，実習の到達目標の共有を行う必要性があ
ると考えられた．そして，実習後は，CCC の振り返りを学生，養成校，実習施設で共有し，学生が経験で
きたこと，今後必要な経験を整理して，就職後の新人教育と連携を行うことが必要と考えられた．
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ず，未経験項目が経験する目標に設定されていない

など，教員間や CE，学生の中で，しばしばその活

用が曖昧な場面に遭遇する．本来，チェックリスト

とは，必要なモノを一覧で示し，漏れを防止する目

的がある．身体領域長期実習では，123 項目から構

成されている CCC を活用し，経験した項目と経験

の量を学生と養成校教員，CE で確認を行っている

が，多くの身体領域長期実習で経験可能な項目は明

確に示されていない．臨床実習の経験は，リアルな

現場での経験から働くイメージを養うことができ，

その後の就職にも大きな影響を与えると考えられる

ため，同じ専門職を目指す学生には，可能な範囲で

経験の平等性を担保する働きかけは必要であると考

えられる．そのため，現在活用されている CCC を

基に臨床実習中に可能な経験項目の現状を明らかに

することで，臨床実習で経験可能な項目や段階の一

指標となることや，臨床実習前後に学内で補う学習

の目安になると考えられる． 

Ⅱ．研究目的

　本研究の目的は，学生が記入した CCC を基に，

身体領域長期実習における，学生の経験状況を明ら

かにすることである．そして，実習中に経験可能な

項目を整理し，学内教育や，実習中の CCC の活用

に資することである．

Ⅲ．研究方法

１．研究に用いた記録

　研究に用いた記録は，2018 年度後期～ 2019 年度

前期に行われた8週間の身体領域長期実習を履修

した3年生～4年生 69 名が CE とともに記入した

CCC である．そのうち，身体領域の病院での実習（介

護老人保健施設等での実習は除外）を用いた．

2．調査内容

　調査内容は，身体領域長期実習時に使用している

CCC の項目である．CCC は，筆者らが，実習で学

生に経験してほしい内容を盛り込むという考えで作

成され、CE12 名が試用したうえで意見聴取し、さ

らに修正を加えたものである 5）．学内教育で学生は，

CCS の講義を受講し，CCC の付け方の演習を行い

ながら理解を深めている．また，CE には，臨床実

習前の実習指導者会議で CCS の説明を行い，CCC

の付け方を含めた CCS 方式臨床実習の説明が記載さ

れている冊子を配布しており，一定の理解を得た上

で臨床実習が開始されている．そして，教員は実習

地訪問の際に，学生，CE とチェック方法を含めた

CCC の確認を行っている．

　本研究では，【オリエンテーション】の 4 項目以

外である 123 項目を研究に用いた．内訳は，【作業

療法士に求められる適性】（知識）3項目，（態度，

習慣）7項目，（技能）5項目，【情報収集】（技能）

7項目，【評価の解釈】（技能）5項目，【リスク管

理】（知識）3項目，（技能）5項目，【環境因子】（技

能）6項目，【個人因子】（技能）5項目，【活動と参

加】（ADL）13項目，（IADL）10項目，（その他）11

項目，【心身機能・身体構造】（基本的な介入技術）

24 項目，（中枢神経系疾患）９項目，（整形疾患）3

項目，（内部疾患）4項目，（その他）3 項目である．

CCC の活用方法は，各項目における見学にはチェッ

クを，模倣前期，模倣後期には正の字で経験回数を

記載，そして実施レベルに至った日付をそれぞれ，

学生と CE が確認しながら記載するようにしている．

ここでの見学とは，手本となるモデルを見て説明を

受ける段階であり，模倣前期とは，試行（サポーティ

ブな環境で見て学んだことを実際に模倣する）の段

階，模倣後期とは，修正（上達を促すために指導者

のフィードバックを活かして実用的技術に近づく）

の段階，実施とは，CE の監視下で，学生が基本的

に一人でその臨床的技術を目的に適ったやり方で行

うことのできる段階である5）．本研究では，身体領

域長期実習における経験項目を明らかにする目的

で，見学，模倣，実施の経験項目について調査した

ため，回数や日付は調査対象外とした．

３．調査方法

　実習終了後，実習後セミナーにて，CCC を所定の

場所に提出するよう学生に依頼した．

4．分析方法

　CCC123 項目について，見学，模倣前期，模倣後

期，実施の4段階それぞれの経験の有無の単純集計

を行い，各項目の人数の割合を算出した．さらに，

見学，模倣前期，模倣後期，実施のいずれかを経験

していれば「経験」，いずれも経験していない場合

は「未経験」として，CCC の各項目の経験，未経験

の人数から経験率，未経験率を算出した．尚，本研
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究では，各項目の経験率から全体像を捉えるため，

80％以上の学生が経験できた項目を，大多数の学生

が経験できた項目，50％以上 80％未満の学生が経

験できた項目を，半数以上の多数の学生が経験でき

た項目と便宜的に定義した．その後，見学，模倣前

期，模倣後期，実施の4段階の経験項目数の差につ

いて Friedman 検定を行った．また，有意差があっ

た場合は，Bonferroni 法による多重比較を行うこと

とした．次に，項目ごとの4段階の割合については，

Cochran の Q 検定にて検討した．そして，有意差が

認められた項目については，Bonferroni 法による多

重比較を行った．統計処理には SPSS statistics 27.0

（IBM 社）を用いた．

５．倫理的配慮

　本研究は，目白大学医学系研究倫理審査委員会の

承認を得て実施した（承認番号 19-007）．学生には，

研究目的，匿名性，個人情報の保護，参加の有無に

よる不利益がないことを文書と口頭で説明した．集

計データについては，学生や指導者，実習施設が特

定できないよう加工し，CCC データ集計後，学生に

返却した．尚，データの持ち出しおよび論文作成・

発表については，前任校の許可を得ている．

Ⅳ．結果

１. 研究に用いた記録

　CCC の回収率は 91％（63 名）で，そのうち，介

護老人保健施設での実習 1 名を除外した 89％（62 名）

の CCC を研究に用いた．

2．身体領域長期実習での経験の実態

（1）各項目の経験率の概観

　分析結果より，79 項目（全体の 64%）で 80％以

上の学生，30 項目（24％）で 50％以上 80％未満の

学生が，見学，模倣，実施のいずれかを経験してお

り，109 項目（88％）を 50％以上の学生が経験して

いた．一方で 14 項目（11％）は，50％以上の学生

が未経験の項目であった．習得段階ごとの経験率で

は，50％以上の学生が経験できた項目は，見学 109

項目（88％），模倣前期 76 項目（61％），模倣後期

36 項目（29％），実施 17 項目（13％）であった．（表 1）
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（2） 80％以上の学生が経験した項目数／50％以上，

80％未満の学生が経験した項目数（一部抜粋）

　80％以上の学生が経験した項目数／ 50％以上，

80％未満の学生が経験した項目数は，【作業療法士

に求められる適性】（15 項目）が，14 項目／1項目，

【情報収集（技能）】（７項目）が，5項目／2項目，【評

価の解釈（技能）】（７項目）が，4 項目／1 項目，【リ

スク管理】（8 項目）が，７ 項目／ 1 項目，【環境

因子】（6 項目）が，4 項目／ 1 項目，【個人因子】（5

項目）が，5 項目／ 0 項目，【活動と参加（ADL）】（13

項目）が，11 項目／ 2 項目，【心身機能・身体構造（基

本的な介入技術）】（24 項目）が，21 項目／ 3 項目，

【心身機能・身体構造（中枢神経疾患）】（９ 項目）が，

4 項目／ 4 項目であった．

３．学生が経験した4段階ごとの項目数

　学生が経験した4段階ごとの項目数の中央値は，

見学が 96.5 項目（78％），模倣前期が 73 項目（59％），

模倣後期が 43 項目（35％），実施が 22.5 項目（18％）

であり，4段階を通して段階的に減少していた．4

段階間では，Friedman 検定で有意差を認め，多重

比較では，見学と比較して，模倣前期，模倣後期，

実施（p＜0.001），模倣前期と比較して模倣後期，実

施（p＜0.001），模倣後期と比較して，実施（p＜0.001）

が有意に減少した .（表2）

4．学生が経験した項目の4段階の人数差

（1）4段階の経験人数の差の概観

　学生が経験した 4 段階の人数の差について，

Cochran の Q 検定で有意差を認めた項目は，「120. 

代謝障害の重症度を評価し治療する」以外，全ての

項目であった． 

　有意差を認めた項目のうち，見学と比較して，模

倣前期 63 項目，模倣後期 108 項目，実施 122 項目

が有意に減少していた．また，模倣前期と比較して，

模倣後期 66 項目，実施 98 項目，模倣後期と比較して，

実施 34 項目が有意に減少していた．一方，見学と

模倣前期では 59 項目で有意差は認められず，その

うち，14 項目は模倣後期も含めて有意差は認められ

なかった． 

（2） 見学，模倣前期，模倣後期の経験人数に有意差

を認めなかった項目

　【作業療法士に求められる適性（態度，習慣）】の

5項目，【作業療法士に求められる適性（技能）】の

2項目，【リスク管理（技能）】の 3項目，【活動と参

加（ADL）】の 1項目，【心身機能（基本的な介入技術）】

の3項目，計 14 項目は，見学，模倣前期，模倣後期

で有意差を認めなかった．

Ⅴ．考察

　CCC を用いて身体領域長期実習を履修した学生の

経験項目を調査した結果，123 項目中 79 項目（64％）

で 80％以上の学生が経験していた．一方，見学と比

較して，模倣前期 63 項目，模倣後期 108 項目，実

施 122 項目で有意に経験した学生は減少していた．

１．�身体領域長期実習での学生の経験できた項目の

特徴

　【作業療法士に求められる適性】に含まれる項目

に関しては，多くの項目が 80％以上の学生が経験し

ていた．コミュニケーションや自己学習，自己研鑽，

報告・連絡・相談など，身体領域長期実習のみに該

当する項目ではなく，他の領域においても共通する

基本的な内容であり，多くの実習施設で経験するこ

とが可能であると考えられる．臨床実習に備えてお

くべきこととして，報告・連絡・相談ができる，実

習に対して積極性をもっている，傾聴する姿勢など

が示されており 6），これらの項目が備わっているか

を臨床実習で確認するという意味でも実際の経験は

必要と考えられる．しかし，知識項目に関しては，

見学と比較して模倣前期以降の経験に有意な減少が

認められた．つまり，作業療法の内容や役割，組織

概要を学生自身が説明する経験は，見学と比べると

有意に少ないことが明らかになった．WFOT が示

している作業療法士教育の最低基準では７），組織内
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での業務およびチーム構成員との効果的な仕事上の

関係を構築するための一つとして，自己，同僚，専

門職に対する説明責任が挙げられている．したがっ

て，学生自身が，スタッフや対象者に作業療法の内

容や役割を説明する能力を身に付けることは，組織

内や対象者との効果的な関係を築くために必要であ

るため，臨床実習で経験を積む必要性は高いと考え

られる．また，態度・習慣項目や技能項目に関しては，

ほとんどの項目で見学と比較して，模倣前期までの

経験に有意差が認められず，学生自身が実際に体験

できる項目であることが示唆された．

　【情報収集】に含まれる項目に関しては，病院内

では多くの職種が連携して業務を行うことが多いた

め，他職種と意見交換や情報交換を，多くの実習施

設で経験することが可能である．作業療法士のモデ

ル・コア・カリキュラムの中では8），基本的な資質・

能力としてチーム医療，他職種連携について記載さ

れており，学生のうちから他職種への情報収集を実

際に自ら経験する必要性は高いと考えられる．しか

し，他職種との情報交換や対象者・家族からの情報

収集は，見学と比較して模倣以降の経験が有意に減

少していた．つまり，実習中にチーム医療や他職種

連携について学生自身が主体的に経験できていない

ことが明らかになった．チーム連携が欠かせない現

代医療においては，実習中に，他職種連携について

経験を積むことは必要と考えられる．

　【評価の解釈】に含まれる項目に関しては，国際

生活機能分類（ICF）での統合と解釈や目標設定，

模擬カルテの記載などであり，多くの学生が経験し

ていた．8週間の身体領域長期実習では，同一の対

象者と関わる頻度も多くなるため，問題点や強みな

どを抽出して治療の経過を追いやすく，対象者に関

する CE とのディスカッション機会が増えることに

より，多くの病院で経験が可能と考えられる．結果

から，見学と比較し，全ての項目で模倣前期までの

経験に有意差が認められなかった．臨床思考過程で

ある利点と問題点の整理，統合と解釈，目標設定の

3 つは，作業療法士として欠かせない臨床推論の育

成に繋がる学習内容が含まれており９），作業療法の

目標の設定ができる能力が身につくよう，実習では，

障害像の統合と解釈や目標設定に対する学生への教

育は重視されている項目といえよう．

　【リスク管理】に含まれる項目に関しては，多く

の項目で 80％以上の学生が経験をしていた．病院で

はバイタルチェックや転倒・転落などへの注意など

は，全ての対象者と関わる際に必要な項目であると

考えられる．會田らは10），個々の患者の体調，バイ

タルサインに細心の注意を払うことは作業療法の基

本的技術の一つと述べており，臨床では，対象者ひ

とりひとりの疾患や症状にあわせたリスク管理を行

いながら作業療法支援を行うことが重要である．結

果から，多くの項目で見学と模倣前期で有意差が認

められなかった．つまり，リスク管理に関する内容

を，学生が体験を通して主体的に学ぶ機会は，実習

中に得られていると考えられる．

　【環境因子】に含まれる項目に関しては，身体領

域の病院実習では，在宅復帰に向けた支援を行うこ

とも多いため，家族や家屋などの環境因子に対する

評価は経験することが多い項目である．医療（身体

障害領域）における作業療法の指示内容は11），環境

資源が全体の 30.4％であり，回復期でやや多くなる

傾向はあるが，基本的能力や応用的能力，社会的能

力と比べると少なかったと報告されている．CCC の

物理的・人的環境の評価などの環境因子に関する項

目は，身体領域の臨床実習では見学と比べ，模倣以

降の経験は有意に少なかったことからも，作業療法

の指示内容と同様に，臨床実習で経験することを重

要視されていない可能性が考えられる．しかし，作

業を行うことで環境に影響を与えることや，環境が

作業に影響を与えるなど，作業を行ううえで環境は

欠かせないものであり12），作業への支援を行う作業

療法士にとって環境の評価や調整は重要である．し

たがって，作業療法支援における環境の重要性を認

識し，臨床実習中に模倣以降の経験が積めるような

工夫が必要と考えられる．

　【個人因子】に含まれる項目は，生活歴，趣味，役割，

ニーズについての評価であるが，結果から，見学と

比較して，全ての項目で模倣前期までの経験に有意

差が認められず，多くの学生が実際に体験できてい

た．WFOT は作業療法を，作業を通して健康と幸

福を促進することに関心をもつクライエント中心の

専門職であると定義し13），日本作業療法士協会は，

作業療法について，作業に焦点を当てた治療，指導，

援助であると定義している14）．対象者の作業への支
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援を行う作業療法において，個人因子への評価能力

を身に付ける必要性は高く，CE から学びやすい項

目であるため，実習で経験できる可能性は高い項目

であると考えられる．

　【活動と参加】に含まれる項目に関しては，生活

の流れの把握や ADL の評価，起居動作の評価，福

祉用具の指導であった．医療（身体障害領域）にお

ける作業療法の目標は11），1 位が「日常生活活動の

改善」，4位が「身辺処理能力の改善」，6位が「起

居動作の改善」，10 位が「生活リズムの改善」となっ

ている．これらの ADL や IADL は，身体障害領域

の作業療法の目標となることが多く，臨床実習で多

くの学生が経験できる項目と考えられる．しかし，

本研究結果から，IADL の全ての項目で，見学と比

較し，模倣や実施の経験数が有意に低かった．つま

り，IADL の項目は，多くの学生が臨床実習で体験

できていないことが明らかになった．IADL は ADL

同様に，活動や参加に対して支援する作業療法にお

いて重要な項目ではあるが，IADL は，病院内では

訓練が行いにくいという指摘もあるように15），多く

の実習施設では，限られた入院期間や施設環境から，

ADL への支援と比較し，IADL への支援が少ない可

能性が考えられる．しかし，2007 年公布の厚生労働

省医政局長通知で16），家事，外出等の IADL 訓練が

作業療法の範囲に明記されていることからも，役割

の再獲得など，その人らしい生活の構築をめざす作

業療法において，IADL の支援は欠かせない．した

がって，就職後に IADL について，臨床場面での学

習機会は必要であると考えられる．

　【心身機能・身体構造】に含まれる項目は，関節

可動域の評価・治療や筋力，知覚，筋緊張の評価で

あった．医療（身体障害領域）における作業療法の

評価（作業療法に特徴的な評価）として多く実施さ

れていたのは11），1 位（5位）が「関節可動域」，

2位（10位）が「筋力・筋持久力」，７位（22位）が「筋

緊張」，９位（20位）が「感覚・知覚」と報告され

ている．上位に CCC の心身機能・身体構造に含ま

れる項目が多くあることからも，関節可動域の評価・

治療や筋力，知覚や筋緊張の評価などは，身体領域

長期実習で経験できる可能性は高いことが伺える．

本結果から，関節可動域や筋力などへの基本的な介

入技術の多くは模倣前期まで見学と経験に有意差が

認められなかったことから，基本的な介入技術は実

際に実習で体験可能な項目と考えられる．

2．�見学～模倣後期までの経験に有意差がない項目

について

　【作業療法士に求められる適性（態度，習慣）】の

項目については，傾聴する，努力する，知識を補う，

行動を行う，相談を行うのように，学生の実習中に

みられる姿勢や態度を表す項目である．CE が学生

に求める社会性についての先行研究より，臨床実習

に備えておくべきこととして，「報告・連絡・相談

ができる」，「実習に対して積極性をもっている」，「傾

聴する姿勢」などが示されていることからも6），実

習中に学生は適正に関して経験できる場面を CE か

ら与えられる機会が多くあると考えられるので，模

倣以降への段階を進めることも図りやすい項目とい

える．また，CCS の有効性として，ストレスの減少

や理解度の向上が報告されており17，18，19），これらに

より，成長を感じながら学べる安心感が与えられる

と考えられる．したがって，CCS により，この領域

の項目では，学生が備えていた能力を十分に発揮で

き，経験の段階を進めることができていたと考えら

れる．

　【作業療法士に求められる適性（技能）】の項目に

ついては，管理運営の流れに従った行動や，作業療

法室の物品の整理整頓など，施設のルールの遵守や

整理整頓の項目は模倣後期までの経験に差がなかっ

た．これらは，対人リスクが少なく，対象者への関

わりと比較すると精神的負荷が生じにくいため，学

生が少しの助言で実施できる項目であると考えられ

る．実習中は，CCS が取り入れている，周辺から実

践に正統なものとして参加する正統的周辺参加の概

念を 20），学生や CE が意識し，学生は，可能な範囲

から経験を積んでいる結果と考えられる．

　【リスク管理（技能）】の項目については，顔色・

冷や汗・自覚症状，転倒・転落に対する行動，病院

のルールに従った行動といった項目は，多くの学生

が模倣後期までの経験を積むことができていた．リ

スク管理は養成校内で学習し，臨床実習施設におけ

る実際の場面で指導することが必須であると示され

ており9），養成校で学習したうえで，実際に臨床実

習で学ぶべき項目と多くの CE は捉えていると考え

られる．また，これらは，日々の臨床業務において
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遭遇する機会の多い項目であることから，重要性を

理解し，項目に意識や注意を向けることで段階を進

めることが図りやすい項目と考えられる．

　【活動と参加（ADL）】の「移乗動作を評価し行う 

（トランスファー）」に関しては，移乗動作への支援

が必要な対象者への介入中に，複数回，経験が可能

な項目である．医療（身体障害領域）における作業

療法の評価（作業療法に特徴的な評価）では11），「起

居移動」が6位（8位）であることからも，多くの

実習施設で経験できる項目であるといえる．また，

トランスファーは，活動と参加（ADL）の項目の

中でも，作業療法士にとって基礎的な支援項目であ

り，多くの学生が学内教育でも経験していると考え

られ，実習中に経験できる項目であるといえる．し

たがって，日々の臨床業務において遭遇する機会の

多い項目であり，養成校での学内準備として学習が

行われている項目であることが，模倣後期まで多く

の学生が経験できている要因と考えられる．

　【心身機能（基本的な介入技術）】の項目については，

関節可動域の評価・治療を行う（肩関節），（肘関節，

前腕），（手関節）のように，作業療法は手・上肢に

対する支援を，多くの学生は模倣後期まで経験でき

ていた．医療（身体障害領域）における作業療法の

評価（作業療法に特徴的な評価）では 11）， 関節可動

域が 1位（5位）であり，医療（身体障害領域）に

おける作業療法の長期目標（短期目標）では 11），上

肢運動機能の改善が 3位（2位）であることからも，

上肢の関節可動域測定は身体領域においての基本的

な技能であり，経験できる機会が多いと考えられる．

したがって，上肢機能の評価測定が作業療法の評価

や目標となることが多く，臨床実習中に経験できる

機会が多いことが，多くの学生が模倣後期まで経験

できている要因と考えられる． 

　これら，見学～模倣後期までの経験に有意差がな

い項目は，実習初日から取り組める基本的な項目で

あり，手・上肢の関節可動域の評価・治療のように，

我が国の作業療法場面で実施されている頻度の高い

項目であることが共通していた．つまり，学生は，

実習開始の早期より経験できる機会が多い項目を中

心に経験の段階を進められていると考えられる．一

方で，経験が少ない項目は，臨床現場で実施されて

いる頻度が少ない項目や，実施されていても，対象

者や家族，他職種への説明や情報収集といった，学

生の立場で実践するには十分な準備が必要と考えら

れる項目であった．

３．�身体領域長期実習におけるCCCの活用方法に

ついて

　本研究より，CCC の 88％の項目は，50％以上の

学生が経験していたことから，多くの CCC 項目は

臨床実習で経験可能な内容と合致している可能性は

高いと考えられる．一方で，学生の模倣後期，実施

の経験項目数は CCC 全体の 40％未満であり，多く

の学生は，60％以上の項目で多くの補助が必要なレ

ベル（模倣前期）に留まっていると考えられた．會

田は，CCC は養成校が臨床教育で学ぶべきことを表

現したものであり，校内での教育で教員は何を教え

ているかを明確にしたものでなくてはならないと述

べている4）．したがって，CCC の項目は，臨床で実

践されており，CE が指導でき，学生が学内教育で

学んでいる項目である必要がある．したがって，本

結果から項目の再検討が必要とも考えられるが，現

状の CCC は，臨床教育で学ぶべき項目が列挙され

ているが，全ての項目を経験する必要性や，経験段

階の基準については明示されていないため，本結果

ですぐに項目の再考が必要とはいえない．

　一方で，日本作業療法士協会が示している，臨床

実習の到達目標は，「一般的な特性を呈する対象者

に対して，作業療法実践過程（初期評価，計画立案，

治療実施，再評価）を臨床実習指導者の指導のもと

に遂行できる．また，作業療法士として自覚をもっ

た行動をとることができる」であり21），本結果では，

多くの項目が見学や模倣前期までに留まっていたこ

とから，各項目が臨床実習の到達目標に沿っている

かという視点では，見直す必要はあると考えられる．

　また，各習得段階に対する CE の理解を確認し，

必要に応じて，臨床実習の到達目標を CE と養成校

で繰り返し共有することや，臨床実習終了後に，学

生の経験状況を確認し，適宜，学内教育における学

生の実習前準備を見直す必要があると考えられる．

そして，実習中の CCC を使用した確認事項を明確

にするなど，CCC の使用価値を高め，実習施設間や

学生間の経験値と習得段階の差異を減少させる仕組

みが必要と考えられる．例えば，臨床実習中に，で

きるようになったことは何かというアウトカム基盤
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型教育の学習理論に沿って，養成校教員と CE 双方

で CCC の確認頻度を増やし，CCC を基にした学生

の成長段階や，本研究で得られた結果である経験可

能な項目と段階の比較を行い，可能な範囲で経験が

不足している項目の経験できる機会の捻出を行うこ

となどがあげられる．

　したがって，身体領域長期実習では，教員の実習

地訪問などで現状の経験と本研究の結果を比較検討

し，経験や習得段階を進めることができそうな項目

を CE，学生と共有していくことが有用と思われる．

また，実習後は，未経験の項目や実施に至らなかっ

た項目に対し，振り返りを養成校，実習施設， 学生

で共有し，以降の実習準備に活かすことと，当該

学生の就職後の新人教育に引き継ぐことも，卒後教

育の一環として行う必要があると考える．つまり，

CCC の情報を共有していくことは，学生，CE（実

習施設），養成校が共に学ぶ機会となり，効果的な

協業関係を構築し，それぞれのレベルアップにつな

がると考えられる．

Ⅵ．本研究の限界

　本研究は CCS 形式の実習に取り組んでいる一養成

校での調査であり，かつ2年度のデータから分析を

行ったものである．そのため，対象数を増やすこと

や地域の差により結果に相違が出る可能性はある．

また，CCC は信頼性や妥当性が担保されているもの

ではないため，同一の実習内容でも CE や学生によっ

てチェック内容が異なる可能性はある．

Ⅶ．結論

　本研究では，一作業療法士養成校の身体領域長期

実習で活用された CCC の経験状況を調査し，学生

の経験状況を明らかにし，身体領域長期実習での

CCC のあり方について検討した．結果，123 項目中

109 項目（88％）は，50％以上の学生が見学・模倣・

実施のいずれかの経験を積んだ項目であり，多くの

項目は，身体領域長期実習で経験できる項目である

可能性は高いと考えられた．しかし，71％の項目は，

50% 以上の学生が見学や模倣前期までに経験が留

まっていた項目であり，経験人数は，見学と比較し

て，模倣前期 63 項目，模倣後期 108 項目，実施 122

項目で有意に減少していた． 

　したがって，身体領域長期実習における各項目の

妥当性や，各習得段階に対する CE の理解を確認し，

必要に応じて，実習の到達目標の共有と学生の実習

前準備を見直す必要があると考えられた．そして，

CCC を活用して，実習施設間の経験値と習得段階の

差異を減少させる仕組みや，就職後の新人教育との

連携が必要と考えられた．
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