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はじめに

場合によっては，OT 理論の人間作業モデル４）やカ

運動技能とプロセス技能の評価（Assessment of

ナダ作業遂行モデルの枠組みや５），OT 介入の実践

Motor and Process Skills/AMPS）は，国際的に標

モデル（トップダウンアプローチ）である OT 介入

準化された，技能に基づく ADL/IADL 評価法であ

プロセスモデル（OTIPM）６）と共に教授する方法も

る１）．この評価法を，作業療法（以下 OT）養成校

ある．従って，AMPS をどこの授業で教えるかも評

でいかに教えるかについては，色々と議論がある．

価学の範疇を超えて教えることも考慮を必要とする

２）

平成 22 年から国家試験出題基準に入り ，
「教えな

場合もある．何故，このように幅広い教え方がある

くてもよい」という選択はなくなった．しかし，実

のかといえば，それは教える教員が，AMPS 自身を

際に AMPS で ADL/IADL 能力を測定するには，作

どの位よく知っているか，OT の特有性をどう捉え

業療法士あるいは OT 評価学を終了している OT 学

ているか，OT の特有性と AMPS がどのように関係

生であるという参加資格のもと，５日間の講習会に

しているか，OT 理論やモデルではどのような位置

参加し，参加後，実際に 10 名の人を評価し，その

付けにある評価法であるかという知識や認識の違い

10 名のデータを提出し，信頼性ある評価をしている

が関係するからではないかと思う．

かどうかの審査を経て，認定評価者とならなければ

AMPS は，OT 理論やこれまで作業療法士がイン

ならない．作業療法士なら誰でも使えるわけではな

フォーマルにしか行えなかった作業遂行の観察分析

いことから，詳しく教える必要はないと判断される

の視点を織りまぜ開発された評価法である．AMPS

ことも少なくない．

が開発され，作業遂行分析をどの視点で少なくとも

AMPS をどう教えるかについては非常に幅広く，

行えばよいかが明確化されたといえる．OT がこれ

単 な る ADL/IADL 評 価 法 と し て そ の 特 質 を 示 す

まで大事に考えてきた視点（例，技能，クライアン

範囲で紹介することで終わらせることもできるし，

ト自身の意志と作業の関係）が入っているため，他

OT 特有の評価法として，クライアント中心の作業

の職種が開発した ADL/IADL 評価法とは様々な点

を基盤とした OT を実践するのに必要な作業遂行分

で異なっており，バーセルインデックス７）や機能的

析の標準化された評価法として，カナダ作業遂行測

自立度評価法（FIM）８） と同列に扱うには，OT 教

定（COPM）３） などクライアント自身が現在問題に

育の視点から考えるとあまりにも残念である．

感じている作業を明らかにする面接型の評価法と合

本稿では，まず，茨城県立医療大学では，平成 11

わせて紹介することもできる．紹介するに留まらず，

年から AMPS に関わる授業を開始し，現在に至る，

OT 特有の観察評価技術として，活動の遂行上問題

その概略と授業の狙いを次に紹介する．次に，１コ

となっている技能（目的指向的行為）を明確する「作

マ程度で AMPS の授業をするには，どのような内

業遂行分析」技術を効果的に身につけさせるため，

容を含むとよいかの提案を行う．

能力測定値は出せないものの AMPS の技能項目に
基づき活動を分析させたり（作業遂行分析），その

茨城県立医療大学の AMPS と AMPS に関連する授業

活動の遂行上問題となった行為の原因を分析する課

開始した当初は，教員の中で AMPS を知る者は

題分析も合わせて演習を行うこともできる（表１）．

３名で，AMPS を臨床で経験している者は１名のみ
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表１
タイプ

作業療法特有の作業を基盤とした評価６）

遂行観察 分析のレベル

評価の目的

客観：どの目的指向的行為（技能）に
問題があるために，作業遂行に問題が
AMPS
生じているかを明確化する
遂行分析・評価
（Performance
遂行の重要度や 主観：どの作業の遂行に問題を感じて
analysis）
満足感等
いるか，その作業をどの位うまくして カナダ作業遂行
主観的評価 しない
いると感じるか，それに満足している 測定（COPM）
かを明確化する
心身機能，個人 何故，課題遂行に問題が生じたかの原
課題分析・評価
する 因子，環境およ 因を探る
なし
（Task analysis）
び時空間的様相
心身機能，個人 これから行う活動の遂行が可能かどう
活動分析・評価
因子，環境およ か，適切がどうか，活動自体をどう変
しない
なし
（Activity analysis）
び時空間的様相 更することで遂行可能となりそうかを
吟味する．
注：国内だけでなく国際的にも，課題分析と活動分析の定義は混乱しており，入れ替わって説明されていたり，
同じに扱われていたりしているが，本稿では上記の区別をつけ議論する．
客観的評価

する

遂行技能

日本で用いられ
ている代表的な
標準化された評
価法

であった．生活技術学実習という授業の中の２〜３

び課題分析の２つを挙げている（表１）．AMPS は

コマを使って１名の教員が教えるもので，位置付け

ADL/IADL 評価法というより，本学では作業遂行

としては評価学ではなく，ADL/IADL の評価と解

分析における観察技術を身につけさせるツール的な

釈と介入を AMPS を用いて考えるとどうなるかと

存在である．

いう治療・介入学的内容であった．また，受講した

まず，1 年生の「作業学」という授業の中で，課

学生の印象は，他の授業とは全くつながりを意識し

題分析は１コマ，作業遂行分析は２コマ，概念を教

ていない単独の授業であったためか，卒業生に聞く

授する．従って，２年生の身体障害 OT 評価学の１

と「AMPS は教えてもらった覚えはあるが，中身は

コマで紹介される AMPS は，１年生の時に学んだ

覚えていない」というような感じが多かったようで

「作業遂行分析」に基づく評価の標準化されたもの，

ある．しかし，一方で OT は魅力ある職種であるか

数値としてあらわすことのできる評価法として位置

どうかという点で悩んでいる学生は「OT の魅力を

づけられる．さらに，身体障害 OT 評価学のもう１

AMPS から感じる．講習会を受講したい．
」という

コマの授業では，クライアントの VTR を見て観察

学生が毎年数人おり，実際に受講する者がいた．現

し，作業遂行分析に基づく問題のある行為の抽出を

在は，本学の教員で AMPS 講習会受講者は７名に

行い（抽出する際には幅広い視点から問題点を把握

至り，臨床でも使用している，あるいは使用経験の

できるように，学生は AMPS 技能項目の概念を確

ある者が５名おり，AMPS そのものを臨床や研究の

認する），問題となっている行為の原因を明らかに

中で使用することの意義や，AMPS に関わる知識や

するための課題分析の考え方を VTR の観察を通し

技術がどう OT の専門性をアピールするのに有用で

て学び，さらに必要な測定・評価とは何かを考える

あるかを十分理解している教員が協働して授業を構

ことの触りを学生は学ぶ．さらに，基礎 OT 学（木工）

成できるようになった．AMPS そのものの授業は身

の演習授業２コマにおいて，熟練者と未熟練者のノ

体障害 OT 評価学の１コマだけであるが，AMPS と

コヒキ活動の違いについての作業遂行分析と課題分

関連あるいはつながる授業は数多い（表２）
．

析を行い，作業遂行分析の際には AMPS の技能項

現在本学では，疾患や心身機能に囚われることな

目の概念を使用した分析を試み，ADL/IADL だけ

く作業の可能化を目標とした作業を基盤とした介入

でなく，他の活動でも作業遂行分析技術が習得でき

の基礎を学べるように授業を構成するよう心がけて

る機会を設けている．

いる．そして，身につけさせたい OT 特有の作業に

３年生になると身体障害 OT 治療学の演習で（問

関する評価技術として，本学では作業遂行分析およ

題解決型学習方式），６事例の ADL/IADL 上の問題
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表２

茨城県県立医療大学における AMPS 関連授業

学年
科 目 名
１年 作業学（講義・演習）

内
容
作業遂行分析概要
AMPS 概要と上衣の着脱ビデオ観察後 AMPS 技能項目に基づく作業遂
身障 OT 評価学（講義）
行分析
AMPS 技能項目による作業遂行分析にて ADL/IADL 以外の活動（ノコ
２年 基礎作業治療学（演習）
：木工
ヒキ活動）の熟練者と初心者の比較
更衣，入浴課題において，作業遂行分析の実施と問題点の明確化（学生
身体活動（演習）
同士の遂行を観察分析）
掃除，更衣，入浴，料理，食器洗い，お茶とお菓子の用意などの課題の
身障 OT 治療学（演習）
介入を踏まえた作業遂行分析の実施と問題点の明確化（事例ビデオ＆模
擬患者）
３年
作業遂行上の問題をインタビューで明らかにし，作業遂行分析の実施と
臨床実習１（実習）
問題点の明確化（臨床の事例）
客観的臨床能力試験（基礎） 作業遂行分析の実施・遂行上の問題点の抽出
客観的臨床能力試験（応用） 治療・介入を踏まえた作業遂行分析の実施・遂行上の問題点の抽出
４年
作業療法の様々な理論の中で，AMPS はどのような位置づけの評価法
作業療法理論（講義）
であるかの確認

を解決するための介入の根拠を組み立てるために，

て学ぶ際に，改めて，OT 特有のあるいは必須の技

学生自ら作業遂行分析を行い課題分析をし，さら

術として，OT 介入プロセスにおける作業面接や作

なる評価計画をたて必要な評価を行い（事例によっ

業遂行分析・評価や課題分析・評価の位置づけを確

ては動作や姿勢分析も）それに基づき介入計画をた

認するようになっており，その標準化された評価法

て，実施していくように課題を組み込んでいる．こ

の一つという意味で AMPS があることを再確認す

の際，作業遂行分析を行う際には，問題となる行為

る機会がある．
現在の教育内容に移行して，AMPS の授業をし始

をなるべく偏りなく幅広い視点で抽出できるよう
に，AMPS の技能項目を利用するようにさせている．

めたころより，AMPS により興味を持ち，ぜひ学

また，３年時に行われる臨床実習Ⅰでは，精神，身

生のうちから講習会に受講したいと思う学生が増え

体および発達など領域に関係なく学生は実習にでる

るように思われるかもしれないが，実際にはそうで

が，必須課題を２つもうけており，一つはクライア

はない．他の授業構成や内容も 10 年前とは随分変

ント自身が感じている作業上の問題点や作業歴から

わったこともあり，本学では「OT は魅力ある職業

新たな作業獲得の可能性等をインタビューで明らか

か？ OT の専門性とは？」と悩む学生は減り，ある

にすることを試みる課題，もう一つは，実際にクラ

程度の作業遂行観察技術も学内で身につけられるた

イアントがしている活動を観察し作業遂行分析を試

めか，学生のうちから AMPS 講習会に参加する学

み，問題となる行為を明らかにし，課題分析を行う

生もほとんどいなくなった．事実，作業遂行観察技

ことを試みる課題である．いずれの課題も，AMPS

術については，実習地訪問で，以前は観察力が足ら

がどうこうというより，疾患や症状，領域に関わら

ないと必ず言われていたが，最近は，時に指導者か

ず，クライアントの作業に焦点をあて作業の可能化

ら「私たちよりも本当に細かいところまで観察でき，

を目標とする OT に必要な評価技術を獲得してもら

問題もかなり細かくだしてきたりしています．でも

うためのものであるが，これらの技術は逆に AMPS

介入は・・・」と言われる学生も増えてきた．また，

実施・解釈に必要な技術ともいえる．また，これら

一方で，卒業して臨床現場で OT とは何か自分の中

の課題は，本学の客観的臨床能力試験でも出題され

で問い始めた頃に，AMPS 講習会に参加しましたと

る．

いう報告を聞くようになった．AMPS 講習会に参加

４年生では，OT 理論の授業において，学生はトッ

して，大学の授業でしていたことが何だったのか，

プダウンアプローチおよびボトムアップアプロー

重要性を理解した，というコメントをもらったりし

チ，人間作業モデルやカナダ作業遂行モデル，OT

ている．卒業生が，本学の教育を踏み台にして，い

介入プロセスモデルなどを自らの実習の事例を通し

ろいろな面から技術・技能の高い作業療法士になっ
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てほしいというのが教員の願いであるので，講習会

いくかは，心身機能の状態だけではとても推測で

の受講そのものは，前向きに研鑽していることを示

きるものではない．作業遂行は，人（何故しよう

しているのでうれしいが，卒業生のコメント自体は，

とするのか，どのくらい遂行経験があり習慣化さ

今後さらに本学の教育内容の吟味が必要であること

れているか，心身機能状態）と，課題（しようと

を含んでいると感じている．

している作業とは何か）と，環境（いつ，誰と，
何処で，どんな材料や道具を使用するのか）の相

１コマ（60 〜 90 分）程度で AMPS を教える

互作用によって生み出される．そして，うまく遂

茨城県立医療大学のように「作業遂行」や「作

行できたかどうか，受け入れられる遂行手段と手

業」に焦点あて，クライアント中心の OT 介入がで

順であるかどうかについては，社会や文化によっ

きるよう，いろんな授業で AMPS や OT の特有の

て影響を受ける．同じ，心身機能障害を持ってい

視点（AMPS 開発の基礎）を反映させた授業を組み

たとしても，なぜその作業をしようとするのか，

込む展開することに対しては，様々な是非があると

遂行経験はあるのか，によって遂行は変わってく

思う．ちなみに，本学では医学モデルに基づくボト

るし，どんな環境で遂行するかによっても，その

ムアップアプローチも，もちろん教えている．また，

人の作業遂行は全く変わってくる．作業遂行のど

AMPS を教えるには，多くてもせいぜい１コマ位

こに問題が生じるかは，実際にその人が，その人

しか時間をとれないという養成校も多いかもしれな

が生活する環境で，遂行する様子を観察してみな

い．しかし，ADL は多くの医療・福祉職が関わる

ければ，詳細はわからない．心身機能からのその

領域であり，OT だけが関わる領域ではないだけに，

人の作業遂行の様子を「推測できる」という人も

AMPS を授業で教える時には，AMPS は作業療法

いるが，「推測は推測にしかすぎず」，具体的に作

士が開発した「OT 特有の視点」を反映した ADL/

業遂行中のどの行為に問題があるのか，なぜ問題

IADL 評価法であるという点を，少なくとも理解し

があったのかを正確に知ることはできない．適切

てもらえるように学生には教授したい．AMPS の授

に効率よく作業の可能化を目指すのであれば，ど

業を通して，学生が OT の特有性や OT 特有の評価

こに介入をすれば良いかを明確化できる作業遂行

技術があることを再確認したり，ADL や IADL 評

の観察評価は不可欠であるといえる．

価・介入における OT の重要性と他職種との違いを

２．AMPS の概要： OT 特有（他職種がほとんど

理解する良い機会を提供できるからである．ちなみ

行わず，しかし，OT では歴史的に行われてき

に，心身機能の評価・測定法や他のリハビリテーショ

た）の観察評価には，作業遂行分析と課題分析

ンでよく使用される ADL 評価法（例，機能的自立

がある（表１）．OT の歴史の中で長い間，この

度評価法 FIM）を通しては，OT 特有性は学べない

２つの分析は行われてきたにも関わらず，他職

ことはいうまでもない．

種や一般大衆に OT の技術としてアピールして

60 〜 90 分程度は AMPS に時間を割くことができ

こなかった理由の一つに，これらの分析に基づ

るとしたら，下記の流れと内容を教えると効果的か

く標準化された評価法がなかったことがあげら

もしれない．

れる．AMPS は ADL/IADL 領域の作業遂行分

１．OT における作業遂行観察評価の重要性

析に基づく国際的に十分に標準化された評価法

２．AMPS の概要

であり，OT 特有の評価法といえる．AMPS は，

３．AMPS は臨床のどんな疑問に答えるか？

世界 20 カ国以上で使用され，10 万人以上のデー

４．作業療法でよく使われている ADL 評価法
（FIM）

タで標準化されている評価法である．対象者は，
３歳以上の人で，AMPS 課題リストの中の課題

との違い

のうち２課題は遂行した経験がある者である．

５．作業療法の専門性と AMPS 使用の意義

評価者は．５日間の講習会に参加したのち，信

以下に各項目の概要を記す．
１． 作業療法における作業遂行観察評価の重要性：
人の作業遂行の要因は複雑で，作業遂行がうまく
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頼性のある評価をしていると認定された作業療
法士である．

作業療法養成校教育において AMPS をどう教えるか？

AMPS の施行の流れは，以下の通りである．

⑤地域で生活した場合に，どのような作業をし

① ADL/IADL 領域の作業に関する面接（どの
ような作業を行ってきたか，いまどの作業に
問題を感じているか，今後できるようになり
たい作業は何か，それらの作業はどんなふう

ているときにどのような危険性があるかを知
りたい
⑥短 期間に ADL/IADL 能力を改善したいが，
どの介入方法を選択すべきか
⑦ ADL や心身機能評価上の改善はないが，生

に遂行してきたかなど）
②評 価対象者は，AMPS 課題リストから，評
価のために遂行してもよいと思える自らが馴
染みのある課題を２つ選ぶ（評価者は，でき
るだけ①で明らかになった介入すべき作業と
AMPS の課題リストの中にある課題で近いも
のをなるべく提案するが，強制的に遂行する
課題を評価者が決めることはしない）
．

活能力は OT 介入によって改善しているはず
だが，どう示せばよいのか
⑧健康な人（子供も含む）との生活能力との差
を知りたい
⑨心 身機能障害があっても，疾患があっても，
生活能力が低くないということを示したい
４． 作 業 療 法 で よ く 使 わ れ て い る ADL 評 価 法

③対象者は自分で選択した２つの課題を遂行し

（FIM）との違い：内容的にこの２つの評価法

（１課題かかる時間は 15 分前後）
，評価者は

は質が異なる（表３）．FIM はリハビリテーショ

遂行を観察し 16 の運動機能項目と 20 のプロ

ンチームの共通用語的な意味で意義が高い評価

セス技能項目を 4 点尺度で評定する．

法であるが，FIM の結果で具体的な OT 介入の

④評 定を AMPS のコンピュータソフトに入力

示唆を得ることはできない．OT は，両方の評
価法をよく知り，使い分ける必要がある．OT

する．
⑤能力測定値の算出，作業遂行分析報告書等を

しか使えない評価法に対して疑問視をする人も

出力する．

いるようだが，作業療法士は専門職であり，作

 つまり，AMPS は，作業遂行分析に基づく

業療法学は一つの学問分野であるので，その専

評価法であるという点で OT 特有なだけでな

門知識や技術をもって始めて評価できることが

く，対象者の生活に関わる（馴染みのある）

あって当たり前のことである．「OT しか評価で

活動を本人自身が選び遂行するという点，す

きない評価法があることがおかしい」と考える

なわち人の作業への意志や個人の生活との関

方がおかしい．

係を重視し施行プロセスに反映させていると

５． 作 業 療 法 の 専 門 性 と AMPS 使 用 の 意 義：

いう点でも，OT の特有性が反映された評価

AMPS は，実際にクライアントに作業を遂行し

法といえる．

てもらい評価を行うため，評価と同時に，作業

３．AMPS は 臨 床 の ど ん な 疑 問 に 答 え る か？：

の治療的利用（作業療法介入）による活動と参

AMPS は，これまで OT でも他職種でも答える

加を促進することもできる．AMPS で作業を遂

ことができなかったような臨床上の疑問や思い

行し，作業療法士が適切に支援あるいは介入す

に対して，答える根拠を提示する．具体的には

ることで，例えば，クライアントは，

以下のような疑問に答えることができる．

① ADL/IADL 課題遂行に対する適切な有能感

①現在のクライアントの能力で，遂行可能な作

を得られる自分自身で環境調整をしていくこ
とや代償方法の探索する能力を身につける

業を本人や介護者にアドバイスしたい
②リハビリテーション会議でどの程度難易度の

きっかけとなる
②遂行結果から，自己の生活能力の把握と，今

作業ができるかを情報提供したい
③なるべく無理なく，できる日常作業を増やす
支援をしたい

後の生活のイメージを持ち始める
③好 きな課題を遂行することにより，OT への

④今のクライアントの能力で，一人暮らしでき
る可能性を知りたい

意欲の向上，気分転換，ストレスの発散とな
る
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表３
開発者の職業

AMPS と FIM の比較

AMPS（第６版）
作業療法士

FIM（第３版）
医
師

・ADL/IADL 課題を遂行したときの，問 している ADL について，その自立度（介
題となる目的指向的行為（技能）を把握 護量）を把握し，ADL 能力を測定する．
し，ADL/IADL 遂行能力を測定する．
・ADL/IADL 能力上での発達の程度，一
目的
人で地域で誰の援助なく生活できる可
能性の判定，どのような課題をどの程度
の困難度で遂行できるか，効率的な OT
介入方法の選択の根拠，を得ることがで
きる
評価の範囲
ADL/IADL
ADL
85 課題リストがあり，そのうち対象者が 運動 13 項目，認知５項目があり，評価者
なじみのある課題を２課題選択し遂行す は自立度に合わせて７段階で評定する．
ることで能力評価を行う．評価者は，そ
項目 ･ 課題
の遂行課題を，１６の運動技能項目と２０の
プロセス技能項目を，有能性に基づき４
段階で評定する．
３ 歳 以 上 で，AMPS 課 題 リ ス ト の 中 に ７歳以上で，主に身体障害を持つ者．認
ある課題を遂行した経験があり，今後，知項目を有するため，認知機能障害を持
対象者
ADL/IADL 領域の活動を遂行する意志 つ者も評価できるとされる．
のある者
作業療法士
対象者が ADL を遂行している普段の場
評価者
面を観察しており，している ADL を良
く知る者
40 〜 60 分程度
72 時間以内に対象者の ADL 遂行の様子
所用時間
を観察し判断する
能力測定値の尺度
間隔尺度
順位尺度
評価法のタイプ
観察型
観察型
あり．能力測定に使用される課題は，対 なし．評価法にある項目（課題）を本人
対象者の遂行に対する意
象者本人が選択
の意思に関わらず遂行している状況を評
志への配慮
価
あり．５日間の講習会に参加しなければ なし．マニュアルを熟読する．講習会へ
トレーニングの必要性 ならない．
の参加やビデオによる独習が推奨されて
いる．
どのような介入方法を使用すべきか，今 どの ADL 領域の活動に介入が必要かの
の能力で評価で遂行した以外のどのよう 示唆のみ．
な ADL/IADL 領域の活動がどのぐらい
OT 介入への示唆
の自立度で遂行可能であるか，どの技能
に介入することで遂行能力が高まるかな
どの介入の示唆が得られる．
可能．課題難易度が幅広いため，天井効 不可．健康な人は満点であるので，天井
健康な人との能力の比較
果がない．
効果によりできない．
④（ 家族に立ち会ってもらっての評価の場合）

ドバックも「心身機能」ベースであれば，作業療法

家族のクライアントに対する過大・過小評価

士が「作業」に焦点をおく職種と自然にわかっても

の是正ができる

らえるわけはない．AMPS を使うことは，少なくと

というような効果も期待できる．心身機能の評価で

も，クライアントの生活における作業の話をし，ク

は，評価と同時にこのような介入効果を得ることは

ライアントの生活に関係する作業で能力評価を行

できない．

い，作業遂行上の問題点を抽出し，それをフィード

また，作業療法では，よく「一般大衆に，あるい

バックすることになる．介入も作業を使うことが望

は他職種に OT って何か，よくわかってもらえない」

ましいが，使わなかったとしても再評価で，作業療

という声を聞く．この「わかってもらえない」理由

法の効果を AMPS を使って示すことになれば，作業

の一つに，実践の中身が関係している．評価および

がどの程度遂行可能となったか，まだどのような作

介入手段に全く作業を使うことなく，また作業を可

業遂行上の問題があるかの話をクライアントとする

能にすることなく，クライアントに対してのフィー

ことになる．クライアントは，この評価過程を通し
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て，作業療法士がクライアントの「作業」に関して
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研究と報告
作業療法学生が学習に具体的な課題意識をもつために，
早期の臨床見学が果たす役割について
An early clinical practice is useful so that the occupational therapy students may have an awareness
toward the professional identity

野藤

弘幸１）・村岡

健史１）・遠藤

浩之２）

Hiroyuki NOTOH １）・Takeshi MURAOKA １）・Hiroyuki ENDOH ２）
Japanese Journal of Research for the Occupational Therapy Education 10(1): 9-14, 2010
要旨：第一筆者らが所属する大学の作業療法学科では，医療従事者としての態度と責任感を身につけること
と作業療法士の役割を知ることを目的に，養成教育の早期に臨床見学実習を行っている．今回，臨床見学
実習は，作業療法学生が専門的な同一性を形成する機会と成り得たのかを調査した．作業に関する自己評価
（The Occupational Self Assessment vesion2.1）と実習感想レポートを使用して分析した結果，作業同一性
に統計学的に有意な変化がみられ，それらは，医療従事者となるにあたって必要とされる役割遂行能力に関
する課題意識への気づきとして表されていた．また，作業有能性に関しては統計学的に有意な変化はみられ
なかったが，専門科目の学習内容で焦点をあてるべき課題への意識づけができたと考察された．
キーワード：臨床実習，作業に関する自己評価，作業同一性，作業有能性

はじめに

以外の実習」は，作業療法と関連のある施設で行わ

日本作業療法士協会による「作業療法士教育の最
１）

れている援助の実際などを見学，体験，評価する実

低基準 」では，
「理学療法士作業療法士学校養成施

習とされている １）．2004 年から 2009 年６月までに

設指定規則（昭和四十一・三・三〇，文・厚令三お

発行された国内の医学関連雑誌を対象に，医学中央

よび改正）
」と世界作業療法士連盟による「作業療法

雑誌 web4.0 にて「臨床実習」，「見学実習」，「作業

士教育の最低基準」を踏まえて，臨床教育を「対象

療法」のキーワードで検索を行った結果，「それ以

者を前にして保健・医療・福祉およびその他の領域

外の実習」が果たす役割について，日本作業療法学

で実施するもの」とみなしている．また，臨床教育

会や作業療法関連の雑誌等で報告されたものは，わ

を「臨床実習」と「それ以外の実習」に区分している．

ずか 1 編のみであった（2009 年６月 15 日現在）．そ

「臨床実習」は，
「臨床実習指導者の指導の下に，対

の文献では，「それ以外の実習」である介護保険施

象者を実際に担当し，作業療法の理論の応用と作業

設で行われた見学実習が，作業療法学生としての自

１）

療法の基本的技術を習得するもの 」であり，「それ

己を省みる機会となったことが報告されているが２），
作業療法実践に含まれる内容に焦点をあてた検討は

１）浜松大学保健医療学部作業療法学科
Division of Occupational Therapy, Faculty of Health
Sciences, Hamamatsu University
〒 431-2102 静岡県浜松市北区都田町 1230
1230 Miyakoda-cyo, Kita-ku, Hamamatsu-shi，
Shizuoka 431-2102
２）常葉学園医療専門学校
Division of Occupational Therapy，Tokoha School of
Medical Technology

なされていない．
第一筆者らが所属する大学では，2009 年度より
作業療法学科を開設し，作業療法士養成教育に取り
組み始めている．当学科では，１年次に臨床見学
実習，２年次に臨床体験実習，３年次に臨床評価
実習，そして４年次に臨床実習と，４種の臨床実
習をカリキュラムに挙げている． 臨床見学実習は
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必修科目として位置づけられており，関連病院で

評定される．

教員の指導のもとに行う施設実習の前後に，学内

本研究の目的は，臨床見学実習が，作業療法学生の

で事前実習と事後実習を開講することになってい

作業同一性と作業有能性を変化させて，具体的な課

る．事前実習では，学生自身が具体的な実習目標

題意識を生み出すことに効果があったのかを検討す

を挙げることを目的としたカリキュラムが組まれ

ることである．

ており，事後実習では，実際に行ったクライアン
トとの交流体験を考察することを含めて，実習科

方法

目を学内での講義科目に生かせるよう，一貫した

１．対

象

教育プログラムが作成されている．専門分野に区

本研究に関して同意が得られた当学科の作業療法

分される科目の履修がまだ始まったばかりである

学生 20 名（18.4±0.49 歳）を対象とした．対象者の

作業療法学生にとっては，臨床見学実習の効果の

内訳は，男性 12 名（18.4±0.51 歳），女性 8 名（18.2

ひとつは，作業療法士養成教育を受けるにあたっ

± 0.46 歳）であった．

ての具体的な課題意識を自分の中に生み出すこと

２．手続き

であると考えられる．このような過程は，作業療

対象者に対して臨床見学実習を行った．臨床見学

法学生にとっては，作業療法がどのような問題に

実習の目的の１つは，リハビリテーション専門職が

取り組む職種であるかを表す同一性

３）

と，それら

の問題を解決するための知識と能力である有能性

３）

臨床の場でどのような活動と取り組みを行っている
のかを実感することであり，具体的には，医療従事
者に必要な身なり，挨拶 , 言葉づかい，そして態度

を形成し始める手がかりになると考えられる．
同一性は，作業療法学生としての生活において，

を身につけるとともに，医療倫理や守秘義務を遵守

何を学ぶことが重要であるかという信念を表すもの

することの重要性を理解することを課題とした．臨

であり，有能性は，作業療法学生としての学びの生

床見学実習は教員の指導のもと，関連病院で５日間

活を維持することであると換言することができるで

行われた．その前後に２～３日間ずつの学内実習期

あろう．このような，同一性と有能性を表す概念に，

間を設けて，実習目的や実習課題を挙げるグループ

４）

作業同一性と作業有能性がある ．作業同一性は，
「自

ワークなどを事前実習として行い，施設実習での問

分の作業的生活において何が重要なのかということ

題点を事後実習で議論するように図った．臨床見学

に関する信念や確信 」と定義されており，作業有

実習の目標，事前・事後実習のプログラム，そして

能性は，
「生産的であり，満足する作業行動のパター

施設実習のプログラムを図１，図２，図３に各々示

５）

した．

５）

ンを維持すること 」と定義されている．
作業同一性と作業有能性を調査する評価の手法と

事前実習と事後実習の期間に OSA を実施した．

して，
「作業に関する自己評価（The Occupational

データ収集は自己記入方式により行った．加えて，

OSA） 」
Self Assessment vesion2.1，
がある．
OSA は，

対象者より施設実習終了後，実習感想レポートを得

作業療法の概念的実践モデルである人間作業モデル

た．

５）

OSA の領域ごとの作業同一性と作業有能性の点数

に基づいて開発された構成的評価法の１つである．
人間作業モデルの構成要素である，意志，習慣化，

を Wilcoxon 符号付順位和検定により検討した．

遂行（あわせて「自分について」
）
，そして環境（「環

各学生の実習感想レポートについて，質的研究の

境について」
）の概念に対応した文章から構成され

手法により，
「作業療法学生として省みたこと」，
「臨

ており，それに答えることで，作業有能性と作業同

床見学実習で生じた課題」，そして「今後の学習に

一性，および環境の影響を明らかにすることができ

向けての目標」に関する内容の点から，その記載内

る．各々の文章について，作業同一性は，
「非常に

容を読み取り，概念をコード化した．抽出したコー

大事」
（４点）から「全く大事ではない」
（１点）ま

ドを類似性により，２段階にカテゴリー化した．
なお，本研究は，浜松大学研究倫理委員会の承認

での４段階，作業有能性は，
「非常に良い」
（４点）
から「多くの問題がある」
（１点）までの４段階で

を得ている（承認番号 2009-008）．
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一般目標
（1）臨床における作業療法士の役割を知る .
（2）医療従事者としての態度と責任感を身につける .
行動目標
（1）−①施設の概要や組織を説明できる .
②関連職種の役割を説明できる .
③作業療法士の１日の業務内容を列挙することができる .
（2）−①医療従事者にふさわしい身なりを整えることができる .
②医療従事者にふさわしい挨拶・言葉づかいができる .
③クライアントとその家族に対して医療従事者として礼儀正しく接することができる .
④職員に対して，社会人としてふさわしい対応をとることができる .
⑤施設のスケジュールに従って行動できる .
⑥施設で知り得た情報に関して守秘義務を遵守できる .
⑦臨床実習指導者に適切な報告・連絡・相談をすることができる .
⑧与えられた課題を時間内に提出できる .
⑨リスクマネジメントについて理解できる .
図１
期

日

事前実習
第１日目

事前実習
第２日目

事前実習
第３日目
事後実習
第１日目
事後実習
第２日目

臨床見学実習の目標
内

容

１．実習施設への移動方法の確認
学生は規定の時間までに病院前に集合する．
到着の確認を教員より得て，大学へ向かう．
２．身だしなみの確認
学生は実習服に着替える．そして，個別に身だしなみの確認を受ける．
３．実習オリエンテーション
 4 年間で行う実習概要の説明，臨床見学実習手引きの説明，個人情報保護方針の説明の後，
個人資料など必要書類の準備にとりかかる．
１．
「コミュニケーションの取り方」に関する講義と演習
 模擬的に設定されたクライアントにより，コミュニケーションをとる方法について実習
する．そして，クライアントとコミュニケーションをとる際の留意点などについて講義を
受ける．
２．グループワーク
 学生はグループを組んで，実習の行動目標を達成するために必要な具体的実習課題の立
案を行う．それをレポートにして，グループ発表の準備をする．
１．グループワーク課題発表
２．車椅子操作の実習
１．実習施設への礼状書きなど
社会人として必要な手紙，文書の書き方の説明を受け，施設への礼状を作成する．
２．施設実習の発表準備
実習発表
 施設での実習中に見学した 1 人のケースについて，観察したこと，疾患について調べたこと，
セラピー内容で理解したこと，気づいたこと，その他，自分なりに考えたことをまとめて発
表する．
図２

臨床見学実習の事前・事後実習プログラム

１日目
２日目
オリエンテーション
8：30 〜 12：00 病院長・事務長
作業療法見学
講義
12：00 〜 12：50
13：00 〜 14：30
病棟見学
病棟見学
14：30 〜 16：00 作業療法見学
フィードバック・ カンファレンス
16：00 〜 17：15
清掃・記録
参加
図３

３日目

４日目

５日目

言語聴療法見学

理学療法見学

放射線技師
薬剤師講義

病棟見学

作業療法見学

お昼休み
作業療法見学

フィードバック・ フィードバック・
清掃・記録
清掃・記録

施設実習スケジュール
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まとめ

作業療法学生が学習に具体的な課題意識をもつために，早期の臨床見学が果たす役割について

結

果

習感想レポートに記載された文章は，３個の大カテ
ゴリーと 10 個の小カテゴリーに整理された．大カ

１．OSA の統計量の変化
OSA の統計量を表１に示した．臨床見学実習の

テゴリーのうち，「コミュニケーションの大切さと

前 後 で，OSA の 各 領 域 に 有 意 差 が 認 め ら れ た の

意味」は，「コミュニケーションの技術」，「医療従

は，いずれの領域でも作業同一性のみであった．そ

事者の心構え」，そして「情報収集の方法」の３つ

れ ら は， 遂 行（p<0.01）
， 習 慣 化（p<0.01）
，意志

の小カテゴリーを含むものとなった．また，「リハ

（p<0.05）
，その３つの領域をあわせた「自分につい

ビリテーション専門職の態度」と名づけられた大カ

て」
（p<0.01）
，
「環境について」
（p<0.05）
，そして，

テゴリーは，「医療従事者の態度」と「作業療法士

全ての領域をあわせた総計（p<0.01）であった．

への興味」の小カテゴリーを含むものとなった．そ
して，「作業療法士の役割」の大カテゴリーは，「作
業療法目標の考え方」，「クライアントの参加を促

２．実習感想レポートの内容
実習感想レポートの検討結果を表２に示した．実
表１

技能
習慣化
意

志

自分について
環境について
統

計

作業有能性
作業同一性
作業有能性
作業同一性
作業有能性
作業同一性
作業有能性
作業同一性
作業有能性
作業同一性
作業有能性
作業同一性

第１回

表２
大カテゴリー

医療従事者の心構え
情報収集の方法

リハビリテーション専 医療従事者の態度
門職の態度
作業療法士への興味
作業療法目標の考え方
クライアントの参加を
促す
作業療法士の役割

第２回

32
35
14
16
15
16.5
61.5
67.5
24
28
85
95

クライアント中心の必
要性
信頼関係の築き方
疾患とリスク管理

四分位範囲
第１回
第２回
5.25
4.5
3.25
4
1.5
2
2
2
2
2
2.25
2.25
7.5
7
6.25
7.25
3.25
3.75
1.5
5
10.75
12.25
7.25
9.5

有意性
n.s.
p ＜ 0.01
n.s.
p ＜ 0.01
n.s
p ＜ 0.05
n.s.
p ＜ 0.01
n.s.
p ＜ 0.05
n.s.
p ＜ 0.01

実習感想レポートの分析結果

小カテゴリー
コミュニケーションの
技術

コミュニケーションの
大切さと意味

OSA の統計量の変化

中央値

31
37.5
14
17
13
17.5
57
72.5
25
28
81.5
99.5

す」，「クライアント中心の必要性」，「信頼関係の築

具

体

例

クライアントに正しいことばづかいでコミュニケーションをとる大事さ
がわかった .
学校の授業では学ぶことのできないクライアントとの接し方，医療に携
わる者としての心構えを学んだ .
クライアントとコミュニケーションをとることで，クライアントに関す
る情報を収集できることがわかった .
クライアントとの会話からカルテにはない情報を得ることができること
がわかった .
医療従事者の意欲の高さがわかった .
医療従事者としての態度や気持ちなどを学ぶことができた .
作業療法という仕事に改めて興味がわいた .
機能回復だけでなく，機能を維持することも目的であるとわかった .
今後のクライアントの生活につながるリハビリテーションができること
がわかった .
クライアントのモチベーションをどのようにあげていくのかを考えるこ
とが大切であるとわかった .
病前生活や趣味といったクライアントに関する情報を収集する必要性が
わかった . その情報から，散歩や外出をよくしていたクライアントには，
下肢の筋力向上を目指すことが必要であり，そのクライアントにあった
環境を準備して，今後の生活につながるリハビリテーションをする必要
性がわかりました .
趣味を行ってもらったり，希望を聞くことで，信頼関係を築くことが大
切であることがわかった .
立ち位置やしゃがみ位置について学んだ . 高齢者の方は，転倒しただけ
で骨折する . リスク管理の大切さがわかった .
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き方」
，そして「疾患とリスク管理」の５つの小カ

らであると考えられ，同一性を形成するきっかけが

テゴリーを含むものとなった．

表れたものであるといえる．
また，大カテゴリーの「コミュニケーションの大

考

察

切さと意味」における「クライアントに正しいこと
ばづかいでコミュニケーションをとる大事さがわ

１．作業同一性の変化と課題意識の生成
OSA のほとんどの領域で，第１回目よりも第２回

かった」という具体例や，大カテゴリーの「作業療

目で中央値が低下しており，全体的に四分位範囲の

法士の役割」にある「趣味を行ってもらったり，希

拡大した傾向がうかがわれた．これは，OSA の多く

望を聞くことで，信頼関係を築くことが大切である

の文章を重要であると判断した傾向が事前実習の時

ことがわかった」の具体例にみられる，「大事さ」

点ではあったが，事後実習では，重要であると判断

や「大切である」は，価値を表現した言葉である．

した文章が減少し，かつ，作業療法学生個々により

価値は，それと矛盾しないやり方で遂行するという

選択する文章に異なりが生じたことによるのではな

義務感を作りだし，目標の形をとると考えられてい

は，OSA の文章が抽

る４）．このような表現からも，クライアントとの交

象的な表現で示されており，作業遂行についての自

流の経験を通して，作業療法学生が，具体的に自分

己認識を問う特徴をもっていることから，それに答

の技能や期待される役割を省みることができたと考

えることは，自分が関与し，関心のある具体的事柄

えられる．

いか，と考えられる．石井

６）

を想定した上で行われると述べている．統計量の変

このように，役割遂行上，価値を置くべき事柄に

化は，OSA の文章について，施設実習をもとに，作

気づき，医療従事者としての態度を習得することに

業療法学生が個人的に体験した場面を思い浮かべて

課題意識を向けることができた結果，OSA の作業同

答えることができるようになったことが理由である

一性に統計学的に有意な変化がおこったといえる．

と考えられる．
今回の臨床見学実習の一般目標は，
「臨床におけ

２．作業有能性の変化と課題意識の生成

る作業療法士の役割を知る」ことと「医療従事者と

OSA のいずれの領域においても，作業有能性に

しての態度と責任感を身につける」ことであった．

は統計学的に有意な変化が認められなかった．今回

これらの一般目標を達成するために，施設の概要や

の実習は見学が主体の実習であるという性格上，作

作業療法士の業務内容を知り，クライアントと交流

業療法学生は作業療法士に準じた業務上の役割を模

する中で，医療従事者としての態度を身につけるこ

倣することは求められなかった．よって，施設実習

とを具体的な実習課題として行った．このような臨

で求められた行動では，作業療法学生としての作業

床見学実習の内容から，作業療法学生は，作業療法

遂行を十分に行って，臨床上の能力を確認する段階

士となるにあたって必要な行動規範を知り，業務上，

にまでは至らなかったと考えられる．このことが，

重要とすべき事柄に気づくことができたのではない

OSA の各領域の作業有能性の結果に反映されてい

か，と考えられる．実習感想レポートでは，大カテ

ると思われる．しかし，大カテゴリーの「コミュニ

ゴリーの「コミュニケーションの大切さと意味」の

ケーションの大切さと意味」における「クライアン

具体例である「学校の授業では学ぶことのできない

トとコミュニケーションをとることで，クライアン

クライアントとの接し方，医療に携わる者としての

トに関する情報を収集できることがわかった」，ま

心構えを学んだ」
，また大カテゴリーの「リハビリ

た，大カテゴリー「作業療法士の役割」の具体例で

テーション専門職の態度」にある「医療従事者とし

ある「病前生活や趣味といったクライアントに関す

ての態度や気持ちなどを学ぶことができた」といっ

る情報を収集する必要性がわかった．その情報から，

た具体例に作業療法学生としての気づきが表現され

散歩や外出をよくしていたクライアントには，下肢

ていたといえる．
「医療に携わる者」や「医療従事者」

の筋力向上を目指すことが必要であり，そのクライ

という表現を作業療法学生が用いたことは，自分が

アントにあった環境を準備して，今後の生活につな

将来，就くであろう役割を意識するようになったか

がるリハビリテーションをする必要性がわかりまし
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た」といった具体例のように，作業療法士として，

率的な利用に対しても課題意識の表れをみることが

クライアントの問題を解決するためにどのようなこ

できた．

とを行う必要があるのかについて，作業療法学生は

今回の研究では，対象者数が少なく，また，臨床

気づくことができていたと考えられる．このような

見学実習以後の学習において，作業療法学生が課題

気づきは，専門科目を学ぶにあたって，学習内容の

意識をどのように解決したかについては調査できな

どこに焦点をあてるべきかを認識していく上での手

かった．今後は対象者を多くし，修業期間における

がかりになると考えられる．

作業同一性と作業有能性の変化についても調査する
必要性があると考えられる．

３．「環境への影響」に対する課題意識
実習科目を履修するにあたって，物理的環境と社

なお，本論は，筆者らが第 14 回日本作業療法教

会的環境についても，学習課題の達成のためにどの

育研究会学術集会（2009 年 10 月 10 日～ 11 日，神

ような環境が重要であるかを，作業療法学生は気づ

戸市）で発表した，「作業療法学科学生が学習に具

くことができたのではないかと考えられる．OSA

体的な課題意識をもつために，早期の臨床見学が果

によって測定が可能な「環境の影響」とは，「環境

たす役割について」に加筆・修正をおこなったもの

５）

が作業適応を支持あるいは制限する程度 」と定義

である．

されている．実習施設へ通うこと，時間内に課題を
完成するために習慣を変化させること，そしてリス

謝辞：本研究結果をまとめるにあたり，秋田大学大

ク管理を行いながらクライアントと交流すること

学院医学系研究科保健学専攻作業療法学講座石井良

といった作業遂行の経験を通して，作業療法学生に

和教授に貴重な意見をいただきました．ここに深謝

求められる環境への効率的な利用に気づくことが，

いたします．

OSA の「環境について」の作業同一性における有意
な変化に現れたと考えることができる．このような
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れた臨床見学実習の概要について述べた．作業療法

論と応用］，改訂第３版．協同医書出版社，2007．

学生に対して，OSA と実習感想レポートを使用し

５） B a r o n K , K i e l h o f n e r G , L y e n g e r A ，

て臨床見学実習の効果を調査した結果，作業同一性

Goldhammer V, Wolenski J（山田孝，石井良和訳）
：

に統計学的に有意な変化がみられ，それらは，医療

作業に関する自己評価使用者手引，改訂第２版．

従事者となるにあたって必要とされる態度と役割遂

日本作業行動研究会，2005．

行に関連する能力に対する課題意識への気づきとし

６） 石井良和，山田孝：「作業に関する自己評価・

て実習感想レポートに表現されていた．また，作業

改訂版」の信頼性および基準関連妥当性に関する

有能性に関しては，統計学的に有意な変化はみられ

研究−作業療法学生を対象として−．作業療法，

なかったが，クライアントに介入する上で必要とな

27（4），p351-362，2008．

る視点に作業療法学生は気づくことができたことか
ら，専門科目の学習内容で焦点をあてるべき課題へ
の意識づけができたと考察された．また，環境の効
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研究と報告
臨床実習における学生の困難さの分析

～発達障害の観点から～

Analysis of the difficulty of the student in the clinical training
～ From the viewpoint of developmental disabilities ～
佐々木

Yuko

１）

祐子 ・八田

SASAKI １）・Tatsuo

２）

達夫

HATTA ２）

Japanese Journal of Research for the Occupational Therapy Education 10(1): 15-22, 2010
要旨：特別な支援が必要な自閉症スペクトラム等の発達障害をもつ児童は６％も存在するといわれている．
作業療法養成校における学生の抱える問題が発達障害と関連しているのではないかと感じることも少なくな
い．そこで，臨床実習における学生の実態を指導者の評価を基に質的に分析した．結果，不合格学生には狭
い活動・対人交流技能の問題，自他関係の過敏さ，感情優位の行動，モチベーション低下，一般常識の欠如，
学習の遅れによる不適応行動の出現と，その根底にある認知・メタ認知機能の問題が示唆された．これは自
閉症スペクトラムの特徴に合致する部分が少なくない．教員の専門的な支援の確立と，その認識を持つため
の啓発が喫緊の課題といえる．
キーワード：自閉症スペクトラム，発達障害，臨床実習，作業療法教育

緒言

上述した問題だけではないと感じる．経験や学習内

作業療法士を志す学生の質の低下が問題視されて

容の蓄積と般化の困難さ，細部へのこだわりと修正

久しい．先行研究では，全体的な学力低下，モチベー

の困難さ，他者に対する共感力の不足等，学生なら

ション低下，社会ルールの体験不足，年長者との関

びに教員の抱える問題はより深刻化してきていると

係がうまくとれない等の問題が指摘されている

1,2）

．

いっても過言ではない．教育や指導方法が向上して

また品川らによると，理解力・語学力の低下，疑問

も，教員が対応に苦慮している印象は変わらない．

を言語化して質問できない，何がわからないのかわ

これらの問題は，学生の単なる学力や社会性などの

からない，決められた枠内での行動等が挙げられて

質の低下といっていいのであろうか．

3）

．言うまでもなく，これらに対する教員の

文部科学省の全国実態調査によると，通常学級に

指導方法や資質も議論され，学生教員間の相互作用

在籍する生徒のうち，特別な教育的支援を必要とす

を重視した授業展開，成功体験の積み重ねと適切な

る発達障害（学習障害，注意欠陥 / 多動性障害，高

フィードバックによる自己洞察の機会提供等，各校

機能自閉症，アスペルガー症候群等）の児童は 6.3%

いる

取り組んでいる

1）

．だが，昨今の学生が有するのは，

に及ぶという 4）．疫学的にも，発達障害の出現率は
1～5% といわれている．このような実態を考え

１）北都保健福祉専門学校
Hokuto Health and welfare school
〒 078-8801 北海道旭川市緑が丘東 1 条 2 丁目 1-28
1-28，2chome 1jyou Midorigaoka East，Asahikawa
City，Hokkaido 078-8801，Japan
２）北海道大学大学院保健科学研究院
Faculty of Health Sciences,Hokkaido University

ると作業療法学生が，必ずしもその例外とは言えな
い．実際，臨床実習において不合格となる学生の中
に発達障害圏の学生がいるのではないかと感じるこ
とも少なくない．もしそうであれば，その特性理解
や特性に合った個別指導，対応が求められる．
そこで本研究では，発達障害圏の学生も含む幅広
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い層を対象としたより適切な作業療法士養成教育の

施設の実習で合格した学生も分析する．

構築を目標として，臨床実習で不合格となってし

③対象データ

まった学生の困難さの分析を通し，教員が今後取り

学生の実習に関する情報は，都度の電話連絡や実

組むべきカリキュラム構成や学生指導等の課題を示

習訪問時のやり取り，実習成績表がある．電話連絡

す．

や実習訪問の頻度は学生の実習進行状況によって異
なる．そこで今回，全学生に共通し，資料として保

方

法

管されている実習成績表に自由記載される指導者の

1）対象

総評を対象とした．

①対象校

2）分析方法

作業療法士養成課程をもつ X である．評価臨床実

確からしさ確保のため，質的研究の経験者から

習（3 週間）と総合臨床実習Ⅰ（8 週間）
，総合臨

スーパーバイズを受けながら，以下の手続きで行っ

床実習Ⅱ（8 週間）を実施している．各臨床実習に

た．まず成績毎に得られたデータ全てを，繰り返し

出るための基準は，それまでの講義科目全ての単位

吟味し，意味内容毎に切片化を行った．その後，切

を修得していることである．学生に対しては，担任

片化したデータ 1 つにつき 1 枚のカードを作成し，

との面談を通し，予想されるであろう課題，目標を

転記した．1 枚のカードに記載されているデータが

明確にしてから実習に臨んでもらっている．実習指

長い場合は，短い言葉で表現した．ただし，単純に

導者へは，学生の個人票として学校生活の様子や実

データの表面上の言葉で要約するのではなく，その

習での目標，課題を明記したものを郵送し，必要で

データが何を意味しているのかを熟考しながら，本

あれば電話連絡を入れている．なお，実習前実技試

質を捉えるよう努めた．そして，内容の同一性を確

験は実施していない．

認しながら，内容の特徴を表わす言葉に凝集して，

臨床実習における成績は，実習指導者が X で用い

順次カテゴリー分けをし，大カテゴリー化した．最

ている実習成績表に基づき判定する．基本的態度や

終的に，カテゴリーの関連性に着目しながら，概略

評価，治療計画および実施，記録，報告，OT とし

図を作成した．

ての姿勢等に関する各項目について，A ～ D の 4

3）倫理的配慮
本研究実施にあたっては，北海道大学大学院保

段階で評定する．評価基準は，
「A：わずかな助言，
指導により自ら積極的に実践が可能」
，
「B：適宜指

健科学院倫理委員会の承認を得た（承認番号 08 －

導を要すが，その後は応用し実践することが可能」，

44）．倫理的配慮として，学生個人が特定されない

「C：十分な助言，指導を与えるならば何とか実践が
可能」
，
「D：再三の助言，指導を行っても実践は困難」

よう注意を払い，理事長ならびに校長，作業療法学
科長の承認をもってすすめた．

となっている．併せて，実習全体を通し特記すべき
こと（問題点や変化点，
長所等）を総評欄（A4 半ペー

結

果

ジ程度）に記述する．最終的な総合評価は，項目毎

1）成績毎の学生・カード数

の 4 段階評定と総評に基づき，AA ～ D の 5 段階

成績毎の学生・カード数を表 1 に示す．不合格

，「A：
で判定される．判定基準は，
「AA：90 点以上」

学生 49 名は 427 枚のカードからなった．合格学生

80 点以上」
，
「B：70 点以上」
，
「C：60 点以上」，「D：

86 名のうち AA 学生は 4 名で 19 枚のカード，A 学

60 点未満」で，D の学生は不合格となる．

生は 21 名で 155 枚のカード，B 学生は 43 名で 229

②対象学生

枚のカード，C 学生は 18 名で 112 枚のカードからなっ

対象学生は，Y ～ Y ＋ 5 回生（387 名）のうち，

た．なお，AA ～ C の学生は不合格学生と比較する

D 判定の学生（以下，不合格学生）のべ 49 名と，

ため，合格学生として 1 つのグループにまとめた．

同施設での実習で合格となった AA ～ C 判定の学生

2）総評の内容
内容は，肯定的側面と否定的側面に分けられた．

（以下，合格学生）のべ 86 名である．今回，不合格
学生の特徴を明らかにするため，比較対象として同

肯定的側面とは，「良好」「可能」「改善」等の表現
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表１

成績毎の学生・カード数，総評内容

ＡＡ
学
カ

生
ー

総評内容

ド

枚

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

数

４名

21 名

43 名

18 名

49 名

数

19 枚

155 枚

229 枚

112 枚

427 枚

肯定的側面

99％

66％

57％

46％

０％

否定的側面

１％

34％

43％

54％

100％

不合格

行動が改善しない
不適応行動の
出現

何を考えている
のかわからない

①臨床に出る上での課題＋実習遂行上の問題
②認知の
問題

③メタ認知
の問題

【不合格学生のカテゴリー概念図】

合格

知識・技術・考え方・人間性の向上

知識・技術の
応用・獲得

基本的スキルの
保有

指導により得られた
知識の活用
広い視野でOT実践

適切な知識や技術
対人交流技能

良好な適正
高い知的好奇心
人柄良好

OTS自身の
課題への
気付き

認知の問題

臨床に出る上での課題

【合格学生のカテゴリー概念図】

図１

不合格・合格学生のカテゴリー

や意味が含まれるもの，否定的側面とは「困難」「問

あったが，A 学生になると肯定的総評 66％に対し，

題」
「不十分」の表現が入っているものと定義した．

否定的側面が 34％であった．さらに B 学生では肯定

成績が下位になるにつれ，肯定的側面の減少と否定

的側面 57％否定的側面 43％，C 学生では肯定的側面

的側面の増加がみられ，明らかに段階的であった．

46％否定的側面 54％となった．これらはいずれも普

表 1 に示す通り，不合格学生においては 100％否定

段の学校生活から予測できたもの，できないものの

的な総評であった．AA 学生はほぼ肯定的な総評で

両方を含んでいた．
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るだけでなく，《実習遂行上の問題》や，《メタ認知

3）不合格学生のカテゴリーと特徴
不合格学生から抽出されたカテゴリーは，
 6 つの

の問題》が認められた．実習遂行上の問題とは，実

大カテゴリー，8 つの中カテゴリー，34 の小カテ

習そのものの継続に影響を及ぼす問題，もしくは実

ゴリーで構成され，全て否定的側面であった．以下，

習以前の問題のことである．そして問題となる行動

大カテゴリーを《

が改善しないことが不合格へ繋がっていた．

》
，中カテゴリーを〈

〉，小カ

”で表記する．カテゴリー間の関係

まず，《実習遂行上の問題と臨床に出る上での課

を整理したものを図 1，カテゴリー一覧は表 2 に

題》についてである．１つ目は〈狭い活動，視野

示す．

の問題〉で，自分の考えに“固執”し，指導者の指

テゴリーを“

不合格学生は，
《臨床に出る上での課題》や《認
知面の問題》が合格学生と比較して，量的に増加す
表２

導により修正するのに時間を要す，もしくは修正困
難といったことがみられた．“想像性の欠如”では，

不合格学生のカテゴリー一覧

大カテゴリー
中カテゴリー
行動として改善が見られない
何を考えているのか周囲の人がわからない
不適応行動が引き起こされる

小カテゴリー

定
的
側

臨床に出る上での課題と実習遂行上の問題がある

否
面

固執傾向がある
想像性に欠ける
物事・現象の全体を把握することが難しい
狭い活動，視野の問題 必要な情報を抽出したり，整理することが難しい
他者に対する興味・関心が少ない
問題点の抽出・目標設定において具体化の困難
客観的に物事を捉えられない
他者に話しかけられない
周囲への共感性・感受性に乏しい
他者と適切な距離感で接することが難しい
対人交流技能の問題
心の理論の発達が遅れている
周囲の状況を踏まえた行動・対応ができない
内言を外言化してしまう
臨床実習に前向きに取り組めない
モチベーションの問題 作業療法士に対するモチベーションが低下している
消極的である
知識・技能の習得に時間がかかる，難しい
臨床実習における目標を下げる必要がある
学業・学習に対する遅れ「国語」の学習が必要である
勉強方法がわからない
概念を形成することに困難を要する
社会ルールを遵守できない
一般常識に欠ける
社会人になるという自覚に欠ける
実習におけるルールを遵守できない
感情優位の行動が多い
自他関係に過敏である
青年として未熟である
自分の置かれている状況を適切に認識できない
メタ認知に問題
自分の行動を客観的に捉えることができない
自分の抱えている問題を把握できない
臨床実習に関するスクリプト知識がない
作業療法に関するスクリプト知識がない
指導・情報の内容を持続できない（記憶の問題）
認知機能の問題
理解力が低下している
注意に障害がある
実行機能（遂行機能）に問題がある
論理的思考が行えない
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対象者の発した言葉を字義通りに捉えてしまい，真

熟である〉ことも多く見受けられた．《認知の問題》

意をとらえられない，自分なりに考え，応用や工夫

では，指導内容の保持困難といった〈記憶力の問題〉
，

することができないという指摘があった．また，
“現

〈理解力の低下〉，対象者のリスク管理場面での〈注

象の全体把握困難”
，
“情報の整理・必要な情報の抽

意の分配・持続困難〉といったことが多く指摘さ

出困難”
，
“具体化困難”といった課題を有し，評価

れた．また，〈実行機能に多くの問題〉を有してお

の整理・統合，対象者の全体像把握，プログラム立

り，例えば，学んだ内容を別の対象者と関わる際に

案といった作業療法の一連の過程において多くの課

活かすことができないといった経験の般化が難しい

題と指導を有した．そもそも“他者への興味が少な

ことや，自身で進行状況を鑑み，今後の見通しが立

い”といった問題も多く見られ，対象者と真剣に向

てられないこと，行動の優先順位が付けられないこ

き合う姿勢が持てていなかった．
〈対人交流技能の

と，実習や治療の計画が立案できないことといった

問題〉では，
“周囲に対する共感・感受性の不足”，
“他

時間や空間の組織化の困難さが著明であった．その

者の心の動きを推測することが難しい”
，
“状況を踏

上，行動開始に時間を要す，問題解決困難等や，
〈実

まえて適切な距離感で対人交流を図れない”
，“他者

習や作業療法とはいかなるものかといったスクリプ

へ話しかけられない”といった問題が含まれた．さ

ト知識が不十分〉であることも大きな問題として挙

らに「モチベーションの問題」では，
“実習に前向

げられた．《メタ認知の問題》では，〈自分の置かれ

きに取り組めない”
，
“作業療法士に対するモチベー

ている状況を適切に認識できない〉，〈自分の行動を

ションの低下”
，
“消極的”等があった．
〈学業・学

客観的に捉えることができない〉，〈自分の抱えてい

習に対する遅れ〉では，知識・技能の習得に時間が

る問題を把握できない〉がみられ，これは全ての不

かかる上，勉強方法がわからない，概念の形成が困

合格学生に共通していた．それ故，実習指導者が何

難といった問題が挙げられた．他にも，自分の嫌い

度指導しても《行動に改善がみられない》，《学生が

なことや苦手なことはしないといった〈感情優位の

何を考えているのかわからない》ため指導に困ると

行動が多いこと〉
，
〈自他関係に過敏〉で他罰的な傾

いった問題が生じていた．実習が辛くなると逃げる，

向にあることや，一般常識に欠け，
〈青年として未

嘘をついて欠席するなどの《不適切行動が引き起こ

行動上の問題
不適応行動

行動の改善困難

人が何を考えているか周囲がわからない

関連症状
自他関係に過敏

モチベーションの低下

中核症状
感情優位の行動

狭い活動（想像性）の問題

学習の遅れ

対人交流技能（社会性）の問題
コミュニケーションの問題

常同行動

一般常識の欠如
自傷

多動

不眠

うつ

客観性・状況把握・問題の認識
不十分ｪ

記憶・理解・注意・実行機能
スクリプト知識不十分ｪ

認知の問題

メタ認知の問題

下線部は自閉症スペクトラム障害の特性と不合格学生の特徴が合致した部分を示す
図２

自閉症スペクトラム障害の特性と不合格学生との関連
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される》ことも多く見受けられた．

の姿勢がある〉，
〈OT に対する興味・関心がある〉，
〈好

4）合格学生のカテゴリーと特徴

感が持てる人間性である〉といった作業療法士にな

合格学生から抽出されたカテゴリーは，成長や変

る上で《良好な適性》ももっていた．中でも成績上

化，学生の持っている可能性などの肯定的側面と，

位者では，
〈広い視野で物事を捉え，OT 実践できる〉
，

今後に向けた課題といった否定的側面が示された．

〈得られた知識を活かすことができる〉，〈知識や技

図 2，表 3 に示した通り，6 つの大カテゴリーと，

術を応用し，治療することができる〉など《知識・

18 の中カテゴリーで構成された．以下，
大カテゴリー

技術の応用・獲得》や，
《学生自身の課題への気付き》

を《

がみられた．得られたこれらのカテゴリーが臨床実

》
，中カテゴリーを〈

〉で示す．

合格学生であっても，否定的側面として《認知面

習の合格基準を満たすこと，実習指導者が学生の変

の問題》や《臨床に出る上での課題》を有していた．

化や成長を感じることに繋がり，合格と判定されて

具体的に，
《認知面の問題》では評価や治療の計画，

いた．

実施において〈論理的思考が行えない〉
，対象者の
リスク管理に際し，
〈注意の分配が不十分である〉

考

察

ことが指摘された．
《臨床に出る上での課題》では，

1）不合格学生と合格学生の違い

対象者の全体把握が困難といった〈狭い考え・視野

不合格・合格学生それぞれのカテゴリーに共通す

である〉こと，状況を踏まえ適切な対人交流を図れ

るものもみられたが，否定的側面に関する総評の量

ないなど〈対人交流に課題〉があった．また，
〈ルー

的，質的に決定的な違いがみられた．量的な側面は，

ルの遵守ができないことがある〉
，
〈もっと探求心

表 1 に示した通り，単純に実習中に問題となった

や真剣さがあってもよい〉
，
〈自信をもっと持ってよ

行動数，最終的に改善できなかった問題の多さのこ

い〉
，
〈感情をコントロールできないことがある〉な

とである．成績が下位になるにつれ否定的側面の総

ど，今後改善が必要な点がいくつか指摘された．だ

評量が増え，不合格学生に至っては全てが否定的な

が，多くの肯定的な側面もあった．まず，
〈知識や

側面からなっていた．一方，質的側面では，メタ認

技術・考え方〉
，
〈基本的態度と精神面〉
，
〈対人交流〉

知の問題とそれによって引き起こされる行動上の問

において，学生として《基本的スキルを有していた》

題の出現が最も大きな違いであった．合格学生の場

との評価があった．また，
〈積極的で前向き，努力

合，実習中に問題が生じたとしても，指導や自らの

表３

合格学生のカテゴリー一覧

大カテゴリー

肯
定
的
側
面
否 定 的 側 面

小カテゴリー
広い視野で物事を捉え，OT を実践することができる
知識・技術の
得られた知識を今後に活かすことができる
応用・獲得が見られた
知識や技術を応用し，治療することができる
OTS として問題ない知識や技術，考え方を持っている
基本的スキルを有していた 問題ない基本的態度，精神面である
適切な対人交流で，他者と良好な関係が築ける
積極的で前向き，努力の姿勢がある
良好な適正であった
OT に対する興味・関心がある
好感が持てる人間性である
OTS 自身の課題への気付きが見られた
狭い考え・視野である
対人交流に課題がある
学業・学習に課題がある
臨床に出る上での課題を有
実習におけるルールを遵守できないことがある
している
意欲が低いので，もっと OT に対する探求心や真剣さがあってもよい
自信をもっと持って良い
感情コントロールができないことがある
論理的思考が行えない
認知面での問題がある
注意の分配（危険への配慮）が不十分である
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気付きにより，修正，改善が可能であった．だが，

問題），多動，自傷，うつ，不眠，常同行動などは

不合格学生は，自身の問題に気付いたり，状況を踏

みられなかった．発達障害が注目され始めたのはこ

まえられていなかった．著しい問題に陥っていたと

こ最近である．発達障害の問題を抱える対象者を教

しても，本人は問題意識や危機感を感じられないた

員や専門家が見過ごしてきた可能性も否定できない

め，実習指導者の指導に対する修正や改善がなされ

が，乳幼児期，学童期検診等で現行の診断基準を満

なかった．そのため実習指導者にとっては，指導の

たさず診断されない場合も多いのが現状である．特

遵守，行動の改善という評価に至らず，また，該当

に，言語発達の問題は，普通教育を受けることがで

実習における課題達成ができず，不合格「D」をつ

きていれば，周囲も本人も気付けない問題なのかも

けざるを得なくなっていたと考える．

しれない．また，うつ症状は関連症状としてよく出

2）不合格学生の特徴

現しやすい病態であり，一見うつ病と診断される

不合格学生の特徴は，アスペルガー症候群を含む

ケースには，自閉症スペクトラム等の発達障害が併

自閉症スペクトラム障害の特性に合致する部分が少

存していることが少なくない 11）．よって，実習に

なくないといえる．図 2 に自閉症スペクトラム障

おいてうつ症状を呈してしまう学生は，単なるうつ

害の特性と不合格学生との関連を示す．学生に見ら

病ではない場合もあることを踏まえなければならな

れた固執や想像性の欠如といった狭い活動の問題，

い．周囲との対人交流や相互理解の失敗・不全感か

対人交流技能の問題は自閉症スペクトラムの「障害

ら，自信・モチベーションの低下を引き起こし，う

の 3 つ組」といわれる中核症状と合致し，自他関

つ症状を呈する場合もある．このような学生には，

係に過敏，感情優位の行動，学習の遅れ，常識の欠如，

うつ症状に対する対応だけでなく，失敗や不全感を

モチベーションの低下は関連症状として出現頻度の

引き起こしている発達障害に起因する根本的な原因

高いものである

5）

．また，自閉症スペクトラムの根

底にある認知特性やメタ認知の問題も不合格学生の

を的確に捉え，対処する必要がある．
3）今後の課題
医療・福祉・教育・労働いずれの領域においても，

特徴と大きく重なる．これらにより，自分の置かれ
ている現状や課題を適切に理解できず，自分なりの

発達障害に関する関心と専門的で適切な支援の必要

解釈や思いこみによる勝手な自己判断で，不適応行

性は高まっており，特別支援教育や保育等での早期

動をはじめとする行動上の問題が引き起こされるこ

療育が開始されている．しかし，本研究で示唆され

とも特徴として合致する．

た青年期・成人期の学生，すなわちこれまで法制度

臨床実習で生じる問題や不合格という結果は，学

の谷間に埋もれ適切な診断や支援を受けてこられな

生自身の問題のみならず，養成校，実習施設，実習

かった対象者を取り巻く教育・職業上の問題に対応

指導者における問題とも関係し，多種多様な要因が

することも喫緊といえる．高等学校までの学校社会

考えられる．しかし，本研究で，不合格となる要因

には適応できていても，講義・試験形態が変化し，

の 1 つとして，自閉症スペクトラム障害，あるい

職業準備をしなければならない大学や専門学校等の

はそれに類似した傾向があることが示唆された．こ

高等教育課程で，不適切行動が表面化することが多

のことは作業療法士養成教育の中にアスペルガー症

い 12）．これは高等教育課程の問題に留まらず，社会

候群等の自閉症スペクトラムに関する知識や理解の

や会社に適応できないニートや引きこもり，頻繁な

啓発と，さらにこれらに対する支援方法が組み込ま

転職といった社会問題にも繋がっている 13,14）．だが，

れる必要性があることを示唆する．これらへの対応

高等教育課程においては，具体的な支援方法や体制

は，構造化教育

5,6）

7）

，ソーシャル

はおろか，未だ実態も明らかではないのが実情であ

などが実践さ

る．教員の認識不足であることが大きい．発達障害

れている．教員間の障害理解の進展とともに，個々

の過剰診断やレッテル貼り等が問題になっているこ

の障害特性に合わせた支援法の応用が重要な課題と

とも事実であり 11,15），対応は慎重にしなければなら

なるかもしれない．

ないが，本研究で示唆された発達障害の可能性をも

ストーリーズ

，応用行動分析

8）

，感覚統合療法

9,10）

今回，コミュニケーション（言語機能の発達上の

つ学生に対する専門的支援の確立と，その認識を持
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籍，2003．

今回，
「臨床実習において不合格となる学生の中

8）キャロル・グレイ著，服巻智子翻訳：ソーシャル・

に発達障害圏の学生がいるのではないか」という仮

ストーリー・ブック－書き方と文例，クリエイツ

説のもと分析を進めた．著者のもつ問題意識と，そ

かもがわ，2005．
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短

報
作業療法士国家試験全員合格を目指した取組
All efforts aimed at passing a national examination of Occupational Therapists
西井

正樹・藤井

有里・出田

めぐみ・辻

陽子・山本

美紀

Masaki NISHII・Yuri FUJII・Megumi IZUTA・Yoko TUJI・Miki YAMAMOTO

Japanese Journal of Research for the Occupational Therapy Education 10(1): 23-32, 2010
要旨：作業療法士国家試験合格率は 2005 年以降，80％前後とそれ以前より低下しており，学生が国家試験
合格に向けて，取り組む力が色々な意味で低下してきているのが現状である．本校では，学生の状況にあわ
せて，常勤教員による国家試験に向けての色々な取り組みを行っているが，2009 年度，2010 年度は取り組
みを強化し，合格率 100％に結びつけることができた．取り組みによる学生変化と学生自身へのアンケート
結果から，教員が個々の学生をよく理解すること，それをもとに，具体的学習課題や学習方法を提示するこ
とが有効であることがわかった．また，取り組みに対し，その成果がわかりやすいこと，さらに，グループ
活動が有効に行えるよう工夫することが，学生の取り組みを継続させるために必要であると考えられた．
キーワード：国家試験対策・学内教育・学生指導・グループ学習

第１章

はじめに

療法士及び作業療法士法第９条に基づき行われ，医

作業療法士の国家試験が実施されてから 45 年が

療技術者としての基本的な知識および技能を的確に

経過し，
2010 年の第 45 回国家試験受験合格者は 5,300

評価するもので，専門基礎問題（以下共通問題）と

名を越え，作業療法士有資格者は，2010 年１月現在

専門問題から構成される．国家試験には，理学療法

で 47,759 名を数えている．一方で，国家試験の受験

士作業療法士国家試験出題基準があり，膨大な出題

者数は昨年に比べ，6,675 名から 6,469 名と約 200 名

範囲が示されている．全国理学療法士・作業療法士

減少している．2005 年からは国家試験の合格率も

学校連絡協議会によると「この出題基準は，養成校

80％前後とそれ以前に比べて低下傾向にある．

の卒業前の教育で扱われる内容の全てを網羅するも

A 専門学校
（以下本校）
の 2009 年度のオープンキャ

のではなく，これらの教育のあり方を拘束するもの

ンパス参加者の質問式アンケート（複数回答可）結

ではない．」１）とされており，作業療法教育課程上の

果で，53.8％が「国家試験合格率が学校を決める要

学習時間だけで学ぶには時間が足りないのが現状で

素に挙げられる」と回答し，
作業療法の志望者にとっ

ある．さらに，国家試験に求められる能力は学力だ

ては，資格の取得の難易度は，学校選択のうえでの

けではない．記憶を整理する能力，出題範囲を整理

大きな要件になっていることが伺える．

する能力，文章読解能力などが必要になってくる．

年 1 回実施される作業療法士の国家試験は，理学

しかし，学内教育の時間だけでは，これらの基礎学
力を向上させることは困難である．このような中，

関西医療技術専門学校 作業療法学科
Department of Occupational Therapy, Kansai
Medical Technical College
〒 582-0026 大阪府柏原市旭ヶ丘 3-11-1
3-11-1 Asahigaoka, kasiwara-city Osaka 582-0026,
Japan

本校では国家試験合格率低下に対応するため，常勤
教員による国家試験に向けての様々な取り組みを行
い，個々の学生の合格に向けた支援を行っている．
2009 年の国家試験対策（以下国試対策）指導をよ
り発展させ，行った結果，2009 年に引き続き，2010
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（2）本校における基本的な国試対策

年も受験生 100％が合格することができたので，そ
の取り組みを紹介する．加えて，本年度行った取り

本校では３年間の学習内容の総まとめとして，３

組みについての学生のアンケート結果から，その内

年生後期に「総合演習（１単位）」の科目を設定し，

容について再考する．

この科目と卒業試験を中核に国家試験への取り組み
を行っている．取り組みの基本は，グループ活動を

第 2 章 本校での基本的な国試対策

利用した学生の自己学習で，多くの養成校が取り入
れている形態である．３年次は７月末で臨床実習を

（1）本校の概要と過去の国家試験の結果

終了し，９月中旬から後期授業が始まる．後期の学

①本校の概要
本校は，診療情報管理学科，介護福祉学科，理学

生の課題は，臨床実習の症例のまとめ，保健福祉実

療法学科，作業療法学科の４学科から構成される，

習（２週間），特別講義で，これに就職活動が加わり，

大阪府柏原市にある専門学校である．作業療法学科

その合間に国試対策を行うことになる．国試対策は，

は，３年制で定員は１学年 40 名で，専任教員は８

グループでの解説書の作成，解説書の配布とクラス

名である．作業療法学科は 1996 年４月に開設し，

への説明，グループ学習という流れで行う．国家試

2010 年３月に 12 期生が卒業した．

験前の数ヶ月はそれまでの学習を元に，個別の学習
形態をとる．また，定期的に模擬試験を実施し，学
生の学習の到達度を把握し，指導の指針にしている．

②本校の過去の国家試験の結果

ここで，解説書作成からグループ学習までそれぞ

本校の国家試験の合格率は，１期生は 80.6％だっ

れの活動の概要について説明する．

たが，２期生から８期生までは７年連続で 100％，
９ 期 生 は 96.4 ％，10 期 生 は 87.0 ％，11・12 期 生 は
100％であった．
（図１・表１）
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定する．発表時は，最低限覚えておくこと，出題傾

①解説書の作成
クラスを５名から６名の少人数グループに分け

向や，資料の使い方など丁寧に解説することを指導

て，グループごとに試験勉強の資料となる解説書を

している．学校での講義内容の薄い部分は教員が同

作成する．目的は，国家試験の出題傾向内容を理解

席し，補足指導を行うこともある．

すること，また解説書を作成することで，理解度を
③グループ学習

深め，勉強の仕方を理解，工夫できるようになるこ

解説の発表に並行して，グループでの復習の時間

となどである．まず，過去５年間の国家試験の問題
を領域ごとに分類し，グループ毎に担当を割り振る．

を取り入れている．グループの中で理解の度合いに

次にグループで分担された問題に項目付けし，分類

よって学習の進まない者への援助など，自然発生的

する
（例：解剖学呼吸器系，
運動学上肢など）
．その後，

に役割分担できることが多い．

問題の内容や出題傾向を分析し，それに基づいた解
④個別学習

説書を作成する．出題回数や問われ方などが分かり

年が明けて１月には業者模試を行う．その後は，

やすいよう，また個人学習の資料として見やすいよ
うに配慮することが課題で，作成した解説書は最後

個別学習の期間とし，学生が，個別の進度で学習を

に教員のチェック・指導を受け完成とし，クラス全

進める．この間に模擬試験の点数の上がらない学生

体に配布する．

に対しての個別指導を行う．これまではこの期間に
自然発生的に学生間の助け合う姿が見られている．
2008 年度までの国家試験への取り組みは，以下の通

②解説内容の発表

りである（図２）．

解説書を基に，クラス全員が全範囲について資料
作成者と同等に理解することを目的に，作成者によ
る解説を行う．共通問題から専門問題の順に共に２

⑤国試対策の最近の課題

クール行うことを基本にするが，解説の時期と範囲，

ここ数年の傾向として出題傾向を分析する，資料を

回数は他の授業のスケジュールにあわせ，教員が決

見やすく工夫するなど，学生の色々な意味での力の

8月

9月

10 月

11 月

12 月

1月

専門解説

共通解説

専門解説

個人学習

冬休み

個人学習
グループ

個人学習

教員指導

個人学習

学習

ペア学習

個人学習
グループ
教員指導

学習

図２年度別国家試験日程表
年度別国家試験日程表
図２

国家試験

業者模擬試験

学習

グループ
合宿

卒業試験
︵専門︶

専門解説

卒業試験
︵共通︶

共通解説②

共通解説①

資料作成

２０１０年

ＰＴ・ＯＴ合同模擬試験

専門解説

卒業試験
︵共通・専門︶

共通解説
保健福祉実習

資料作成

共通解説

夏休み

２００９年

資料作成

２００８年以前

学習

個人学習
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グループ

共通解説

専門解説

2月
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低下が見られ，国家試験の枠組みに対しての理解が

生活態度を把握でき，すばやく個人面談を行い，早

できないように感じていた．解説書は量ばかりが増

期に修正することができた．

え，内容は完成度が低くなりがちで，日々の学習に
利用されなくなっていた．また，グループで活動す

②解説書の作成方法の工夫

る力の低下が目立ち，学習の進まない学生の底上げ

解説書作成開始にあたって，班長を集め，国試対

が難しくなっていた．生活習慣や取り組み姿勢も問

策の考え方，解説書作成の目的と方法を説明した．

題となる学生が多く，生活リズムが崩れて欠席がち

ここでは，国試対策の全体を理解できるようグルー

になる学生や，個人学習を好んで参加しない学生も

プ学習の方法や，解説，学内模試の日程調整を行っ

増えていた．さらに，個別指導でも教員とのコミュ

た．次に，国家試験や問題のとらえ方について丁寧

ニケーションが上手くいかず，指導の難しい学生が

に説明した．

増えており，これまでも，成果の上がりにくい学生

作業療法の仕事を「自分で課題を見つける」→「選

はいたが，８期生以降は全体的に取り組みが進みづ

択肢を創る」→「答えを導き出す」ととらえ，国家

らく，使用する教科書や解説の時期など，取り組み

試験の問題を出題レベルに分けてとらえさせた．こ

内容・方法の再検討が必要となってきていた．

れに合わせると，出題内容が，「想起する（知識や

結果としても，第 42 回・43 回国家試験は，全員

定義等）」
（図３）→「解釈する（文脈の理解）」
（図４）

合格には至らず，今までの学生主体の国試対策での

→「解決する（治療計画）」（図５）として，関連し

限界を，教員側が痛切に感じるようになってきてい

ていることが理解できる．このとらえ方により，国

た．

家試験の問題を「記憶する問題」
「理解する問題」
「考
える問題」等に仕分けすることができた．

第3章

本校における新たな取り組み

次に「うつ病」を例に，問題のレベルの観点から，
まとめ方を教員が指導した．班長を２グループに分

（1）2009 年度：基本的取り組みの充実
2009 年度からは国試対策の開始を早め，期間を延

け，模擬的に解説書を作成し，説明しあうことで，

ばすこととし，８月初旬の臨床実習セミナー終了後

役に立つ解説書を作るための工夫，これからの課題

から国家試験の取り組みを開始した．合わせて基本

の進め方を班長に充分理解させた．それを班員全員

的な取り組みの充実に向けて，新たに５点について

に伝えるため，班長がこれを説明し，班毎で再度う

取り組みを行った．

つ病についての解説書を作成し，全員が全体の理解
をしたことを確認した上で，担当部分の解説書作成
を開始することとした．

①班長・副班長制度の強化

国試対策に早期より取りかかることで，解説書作

グループ学習を進めていくにあたって，班長・副
班長（以下：班長）を選出しているが，この班長の

成の下準備ができた．さらに，教員の指導により，

選出方法を工夫し，役割を明確化した．選出は，教

内容のみならず「見やすさ」「読みやすさ」という

員が３年間の学習態度や成績を考慮し，班員は教員

観点からも，完成度の高い資料が作成でき，有効な

が人間関係や成績を基準に選定した．合わせて班の

自己学習へと繋がったと考えられる．

成績が均等になるよう配慮した構成を行った．班長

また，各班の担当部分について，過去８年分の

の役割は，１つには，解説書作成時の調整をするこ

問題の出題傾向を探るために，KJ 法を用いて分類，

とである．２つには，班員の状況と進み具合の把握

整理し教員が確認した．目黒２）は，国試対策として「学

である．毎週月曜日に教員と班長で会議を行い，班

生は情報の洪水に溺れてしまっていて，情報は多け

ごとの取り組みの様子や，班員の学習到達度，今後

ればいいというわけではない．必要な情報を的確に

のクラスでの進め方の確認を行った．また，班員の

選別することが必要．」と述べている．学生にとって，

生活管理の確認と勉強への取り組みの様子（時間や

必要な情報と不必要な情報を，莫大な量の過去問題

集中度など）
，進み具合を確認した．これにより教

から選別する作業は，とても重要であり，出題の分

員が，直接確認しづらい班での困りごとや，班員の

類を学生同士で共有することで近年の傾向をつかめ
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うつ病でみられない症状はどれか．
１．睡眠障害
２．食欲不振
３．胃腸障害
４．行為心拍
５．易刺激性
図３ 「うつ病」に関する想起する問題例（42 回，2007）
気分障害（うつ状態）の患者の作業療法中に見られないのはどれか．
１．作業能率の低下
２．作業種目への執着
３．評価への高い関心
４．複雑な作業への困惑
５．失敗へのこだわり
図４ 「うつ病」に関する解釈する問題例（41 回，2006）
うつ病の回復初期での作業療法の留意点で適切なのはどれか．
１．作業リズムを獲得する
２．作業回数を増やす
３．作業難易度を高める
４．話し合いの司会を勧める
５．団体競技のスポーツを取り入れる
図５ 「うつ病」に関する解決する問題例（37 回，2002）
④個別の学習計画と環境の調整

たことも有効であった．

１月に行われた業者模試の成績優秀者は，以降の
学習方法について，本人の自主性に任せる対応を

③解説内容と方法の充実
解説の準備にあたり，班内での取り組みの充実を

とった．班活動についても同様に自主性に任せた．

図った．学生主体による解説について，
事前にグルー

成績不良者に対しては，学習計画を提出させ，１日

プの中で模擬解説を行い，お互いの説明方法や理解

の報告を義務化し，担当の教員を決め，個別指導を

の仕方について議論をさせた．また，解説には，で

行った．実際には 10 人の個別指導の必要な学生が

きる限り教員が入り，指導を行った．毎時間終了時

いた．その中には，日々の生活管理が必要な者，問

には，解説者が作成した小テストを行い，成績が７

題の文章の理解・読解が必要な者，勉強の仕方につ

割に満たないものは，解説した班の責任で，すべて

いて指導が必要なもの，勉強量が不足している者と

正答できるまで，教授するようにした．この結果と

様々であった．その中でも特に成績の不良な学生に

して，学生が理解して説明できるようになったこと，

は，対面に成績優秀者を座して，集中させ，わから

解説の展開がスムーズで時間の構成が立てやすく，

ないことはすぐに確認できる体制を整えた．日曜日，

聞くものにとってもわからないところの質問がしや

祝日には学校内の自習室を開放し，集中できる環境

すかったこと，テストでいつも確認ができたことが

を提供した．これらの個別指導の強化が，勉強でき

あげられた．

る環境の保障と，学生個人の成績不良の原因に対応
した学習方法，体制を構築することにつながり，成
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た．その上で専門問題の解説に入り，共通問題との

績が向上した．

繋がりを考えつつ取り組めるようになった．
結果として卒業試験では例年に比べ平均点が上

⑤士気向上のための競争
国家試験に向けての学生の士気と意識付けを高め

がった．一方では，解説の時間を増やしても，点数

るため，８月の臨床実習終了後のセミナーの期間に，

をとれない成績不良者が明確になり，学習の取り組

前年度の国家試験共通問題を実施した．また，毎回

み方や，苦手科目など個人の問題点が明らかとなっ

の学内模試の点数を班ごとに競い合わせて発表する

た．

こととした．12 月初旬には共通問題・専門問題の学
内模試のクラス平均合計が約 6 割を越すようになっ

②問題集およびまとめ（プリント）の工夫
知識の整理と苦手な部分の確認のため，共通・専

たが，６割を１回も超えたことのない学生もいた．
また，毎年１月には理学療法学科・作業療法学科合

門問題の問題集をそれぞれ作成し，冬休み前に配布

同での業者模試を行っていたが，今年度は，半月ほ

した．共通問題は，2009 年度の学生が科目ごとに国

ど早めの 12 月末にも両学科での学内模試を行い，

家試験において最低限これだけ覚えることができれ

点数を競わせた．このことにより，
クラス全体が「理

ば大丈夫であろうという内容を A ３で２～８枚程度

学療法学科に勝つ」という目標に向かう雰囲気がで

のプリント（コンパクトにまとめた共通プリント《以

き，助け合いと努力が生まれ，プラスの作用として

下共通プリント》）にした．さらに，それを教員が

働く変化が認められた．

アレンジし，暗記する部分を括弧抜きにした問題プ
リントを合わせて作成した．
専門問題については，過去数年の問題を分野・項

⑥ 2009 年度の結果
第 44 回 国 家 試 験 の 本 校 で の 結 果 は， 受 験 者 数

目ごとにまとめたプリント（過去問をまとめた専門

現役生 34 名，卒業生４名で，合格者数は 38 名で

問題プリント《以下専門プリント》）にした．この

100％を達成した．自己採点での成績は，クラス平

プリントを行うことで，項目別に多くの問題を解く

均共通問題 75.2 点，専門問題 131.2 点であった．

ことになり，専門問題の出題傾向や解答例，苦手な
部分などが分かりやすく，学生はグループ学習によ
く用いていた．

（2）2010 年の取り組み：2009 年からの発展
2009 年度の国試対策をもとにクラスの状態に合わ
せ，以下の取り組み内容を修正 ･ 変更 ･ 追加した．

③成績不良者へ対応
卒業試験終了後，学内模試を繰り返し実施した結

①解説理解の徹底：解説の進行度を考慮した卒業試

果，共通問題の点数が低い（50 点未満）学生 12 名

験時期の変更

を集め，冬休み期間中（12 月 29 日 ･30 日，１月４日）

2009 年度は図２のように卒業試験の前に，共通問

に学外で強化勉強会を行った．対象となった学生は，

題と専門問題両方の解説を実施していた．解説後，

必要な知識を整理しながら覚えることが難しく，問

テストを実施し，理解できたかどうか確認を行って

題を解く上で必要な知識を ｢ 想起する ｣ 段階から不

いたが，その場の理解に留まってしまうという傾向

十分であると考えられたので，合宿の目的を基本的

がみられた．解説に対する理解を深めるため，項目

な知識を暗記することとした．教員７名が交代で担

ごとの解説の時間を長くとることにした．それに合

当し，指導係として成績上位の学生が３名参加した．

わせ，共通問題の解説を 11 月半ばまで，専門問題

上記「共通プリント」を配布し，決めた時間内で

の範囲を 12 月半ばまでに実施することとし，例年

暗記した後，括弧抜き問題で暗記できたかどうかを

11 月半ばに実施していた卒業試験を２期に分け実施

採点し確認する．解剖学が終われば，生理学といっ

するよう試みた（図２）
．１期目の卒業試験までは，

たように順に進めていき，記憶できていない部分を

共通問題の解説のみを実施し集中して取り組むこと

覚えることを宿題とし，100％正解に近づくよう繰

で，基礎となる共通問題の理解を確実なものにでき

り返した．解いていく中で理解が不十分な部分につ
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いては，指導係の学生が個別に解説した．教員は，

達成度を確認できるようにした．また共通科目につ

学生の取り組み方や，暗記のできない学生の課題を

いては，Ａ（解剖学・生理学・運動学）Ｂ（各種疾患）

分析し，日々の学習方法のフィードバックを行った．

Ｃ（精神医学・臨床心理学），Ｄ（リハ医学・人間発達）

この時期にこの課題を行うことで，覚える必要が

に分類しそれぞれの正解率を出すことで，苦手な部

ある部分が明確になったこと，確実に記憶する方法

分を捉えやすいように工夫した．
この集計プリントを模擬試験以外に，自己学習の

を提示され，それを実践できたことは有効であった．
正答率が上がることで意欲が増し，勉強したら出来

記録に用い，学習到達度の把握に利用した学生もい

るという体験を初めて実感できた学生もいた．年が

た．

明けて１月の業者模試では約半分の学生は，共通の
⑥ 2010 年度の結果

みでなく，専門問題の成績が上がった．

第 45 回国家試験の本校での結果は，受験者数現
役生 26 名，合格者数は 26 名で 100％を達成した．

④ペア・グループ学習の利用
本来，１月に入ると個別学習の時期となっていた
が，グループ学習の方が，学習効果が上がりやすい

自己採点での成績は，クラス平均共通問題 73.7 点
専門問題 126.3 点であった．

というクラスの特徴を考慮して，ペア・グループ学
習を取り入れた．模擬試験にて共通問題が６割に達

第４章

しない学生に対しては，ペアで取り組むことにした．

（1）目的

国試対策に関するアンケート調査

このアンケートの目的は，国家試験という大きな

問題が解けるよう知識を整理 ･ 暗記しなおすことと，
基本的な問題を確実に解けるようになることを目的

課題に望む学生が，本校での国試対策の取り組み全

とし，学習方法を指定した．過去問題を解答者と解

てに対して，どのような感想や認識を持っているの

説者に分かれ，１問ずつ解いていく．解答は各設問

かを明らかにすることを目的とした．

の正否だけでなく，それを判断した理由も述べなが
ら声に出して答える．解説する方は，自分たちの作

（2）対象方法
調査対象は 2010 年に卒業する学生 26 名を対象と

成した解説書を見ながら正解かどうかを判断し，関
連して覚えればよいと思われることを問題に出す．

して行った（回収率 100％）．アンケート内容は 25

お互いに，わからないこと，覚えなおす必要のある

問からなり，それぞれの取り組みに対して「１よ

ことをチェックしつつ進める．各ペアには成績上位

かった

の学生を相談役につけ，問題の読み方や，考え方，

よくなかった

知識の整理，暗記の仕方等をチェックしてもらった．

た．また，各々の内容に対してコメントを記載する

ペアと相談役は学生の理解度や取り組み方などを考

スペースを設けた．方法は，質問式・自記式を適宜

慮して教員が指定した．

用いて，国家試験終了後１日経過した 2010 年３月

模擬試験の点数が高い，ペア学習の対象としない
学生は，３，４名のグループを作り，問題を解き進

２まあまあよかった

３ふつう

４あまり

５よくなかった」の５段階で評価し

１日に，自己採点終了後に行った．学生には，アン
ケートの主旨を説明し，同意を得た．

めながら，知識の整理や暗記の仕方を確認するため
の情報交換を行った．ある程度理解できている学生

（3）結果
回収したアンケート結果から，学生の評価に対し

が集まっているので，グループの学習が進みやすく，

ての特徴を示す．評価に関しては，５段階評価を数

取り組みやすいという意見がみられた．

値化し，その平均を計算した．平均点が低い数値の
⑤模 擬試験終了後の集計プリント（図６・７）（以

場合は取り組みに対する「学生の評価が高い」とし，

下集計プリント）

平均点の高い数値は「学生の評価が低い」と位置づ

今までも，模擬試験後には，集計プリントを使用

けた．

していたが，今回は棒グラフを利用して，視覚的に
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（

）年

国試・学内模試（共通）

日付

/

科目

解剖学

/

/

生理学

/

/

運動学

/

病理学

/

/

内科学

/

/

整形外科学

/

/

神経内科学

/

精神医学

/

臨床心理学

/

/

/
/
/
/

A

B

C

D リハ概論

/
/

/

A

/

/

B

/

/

C

/

/

D

/

/

/

/

X2正解率

/

/
/

次回目標

/

/

/

図６
（

）年

集計プリント（共通問題）

国試・学内模試（専門）

日付

科目

氏名（

点数

/

評価法

/

/

基礎作業学

/

/

高次機能障害

/

/

身体障害

/

/

義肢装具等

/

/

老年期障害

/

/

発達障害

/

/

精神障害

/

/

その他

/

/

）
70

/

/

X2正解率

/
/

）
70

/

人間発達学

/

/

氏名（

点数

/
/

次回目標

/

/

/

図７

集計プリント（専門問題）

問題プリント」
「学内模試」
「専門問題プリント」
「集

直接点数に結びつく取り組みについて，学生の評

計プリント」
「ペア学習」について，取り組みに対

価が高いという傾向が見られた．中でも「共通プリ

する評価が高かった．一方「解説発表後の小テスト」

ント」は，括弧抜きの問題を繰り返し行うことで，

「うつ病を班でまとめたこと」
「２年次の臨床実習後

重要な内容を暗記でき，実際に共通問題の模擬試験

の前年度の国家試験模試」
「３年次の臨床実習後の

の成績に結びついたことを，学生が実感できた取り

前年度の国家試験模試」
「班での事前発表」に関し

組みであった．年末年始に学外で教員と一緒に，国

ては，学生の評価は低かった．
（表２）

試対策に取り組んだことも，「先生がこんなにやっ
てくれるんだから頑張らないといけない」「暗記か

第５章 本校における国試対策の考察

ら逃げていたのでいい機会になりました」という意

①

見もあり，学生の意欲向上につながり，高い評価を

学生の意欲向上につながる取り組み
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表２

国家試験対策の取り組みについて

アンケート結果より

人
数
１点 ２点 ３点 ４点 ５点
1 班長・副班長制度
9
11
5
0
0
2 「うつ病」のまとめ
5
7
10
1
2
3 班での資料作成
13
8
3
1
1
9
9
5
1
1
4 出題分類（KJ 法）
5 班での事前発表（解説の準備）
5
8
8
3
0
6 班での解説発表（発表者側）
10
8
6
2
0
7 班での解説発表（聴講者側）
12
7
7
0
0
8 解説発表後の小テスト
2
9
11
2
2
9 教員との個別面談（内容）
1
20
3
0
0
10 教員との個別面談（数）
7
5
11
0
0
11 教員との学習計画立案
7
8
9
0
0
12 ２月のペア学習
15
5
3
1
0
13 国家試験用の自習室利用
13
5
4
2
0
14 ２年次の臨床実習後の前年度の国家試験模試
3
5
10
1
2
15 ３年次の臨床実習後の前年度の国家試験模試
4
7
8
1
1
16 学内模擬試験（回数）
7
18
0
0
0
17 学内模擬試験（内容）
18
4
3
0
0
18 12 月の PT・OT 合同模擬試験
10
5
10
1
0
19 １月の業者模擬試験
16
3
4
2
0
20 冬休みの強化勉強会
22
2
1
1
0
21 コンパクトにまとめた共通問題プリント
18
4
1
1
0
22 教員がまとめた過去問をまとめた専門問題プリント
18
1
3
1
0
23 国家試験対策解説の進行度を考慮した卒業試験の時期 13
6
4
2
0
24 卒業試験の内容について
5
6
10
1
0
25 学内模擬試験後の採点集計プリント
15
7
4
0
0
内

１点 よかった

容

  ２点 まあまあよかった

３点 ふつう

４点 あまりよくなかった

無回答

平均点

1
1
0
1
2
0
0
0
2
3
2
2
2
5
1
1
1
0
1
0
2
3
1
4
0

1.84
2.52
1.81
2.04
2.38
2.00
1.81
2.73
2.08
2.17
2.08
1.58
1.79
2.71
2.43
1.72
1.40
2.08
1.68
1.27
1.38
1.43
1.80
2.32
1.58

５点 よくなかった

受けたのであろう．専門問題のプリントに関しても，

進めていく中で，グループでの協同作業を通して，

同様に直接模擬試験の点数に結びついたことが評価

物事の枠組みや成り立ち，そしてつながりを学ぶこ

されたと考える．

とを大切にし，それを作業療法教育の一つとて考え

逆に，評価の低い項目には，
「うつ病」について

ている．しかし，学生にとっては国家試験に合格す

のまとめや，班での発表の準備であった．発表の準

ることが一番の目標になり，教員側の意図との解離

備に関しては，
「めんどくさい」
「意味がない」など

が起こってしまった結果からも，「事前の発表準備」

の意見もあった．これらは，直接的には点数に結び

や「うつ病をまとめる」事に関して，評価が低かっ

つく訳ではなく，国家試験を臨むにあたっての基礎

たのではないかと考える．

固めの要素が含まれているため，評価が低かったの
ではないだろうか．
「卒業試験の内容」については，

②達成度の視覚的理解の重要性

卒業試験の出題者は，国家試験の内容に合わせて出

模擬試験終了後の集計プリント（図３）に対する

題するようにはしているが，５択などの国家試験の

評価は高かった．棒グラフを用いることで学生が視

形式に準じて出題されるわけではなく，記述問題も

覚的に達成度を理解できたことが，「自分の不得意

出題される．そのことで，直接国家試験と結びつき

な科目がひと目でわかった」「棒グラフの塗る範囲

にくかったことが，学生には評価されなかった原因

が増えてきて，国家試験勉強が楽しくなってきた」

ではないかと考える．

という意見につながってきたと考えられる．教員に

本校では，国試対策を作業療法教育の一環として

とっても個人面談時に「○％しか正解していない」

考えており，予備校のように国家試験の合格だけを

「この項目は○分の○正解している」と，達成度を

目的としているわけではない．むしろ，国試対策を

学生に伝えやすく，何を勉強すればいいのか分かり
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易く指導がしやすかった．しかし，この集計プリン

タートラインであり，一人前の作業療法士を養成す

トは，人間発達やリハ医学など，国家試験出題数が

る学校にとっても責務である．なかなか成績の上が

少ない項目については，
「０％か 100％」になってし

らない学生から 2 月の時点で「やっと言葉に慣れて

まうため，記録の方法を改良していくことが課題で

きました」との発言があった．このことからも教員

ある．

としては，早期に対策を行い，国試問題の内容を教
授し，対応するだけでなく，資料作成指導を含めた
勉強方法・生活管理・環境・クラスの雰囲気につい

③グループ学習及び協業の重要性
2010 年度から用いた「ペア学習」についても学生
の評価が高かった．このペア学習は，教員側からす

ての強い指導と学生との協働が必要であると感じ
た．

ると，２月上旬に行われたため，これまでのグルー
プ学習の経過から，学生の個々の能力や実力を理解

注
各年度に関しては，国家試験受験年に合わせた．

しつつ，ペアを決定することができた．学生側は，
ペア学習をすることにより，お互いに問題を出し合
い，一緒に会話しながら記憶していくため，単に記

引用文献

憶するだけでなく，各々に意味やエピソードを持た

１） 全国理学療法士・作業療法士学校連絡協議会：

せた記憶方法が加わった．いかに記憶を保持しつつ，

平成 22 年度版理学療法士・作業療法士国家試験

長丁場の国試対策を乗り切ることが重要であり，記

出題基準．メジカルビュー社，5，2009．

憶方法の幅を広げることに意味があったと考える．

２）目黒力：理学療法士・作業療法士間違いだらけ
の国家試験勉強術．三輪書店，5，2009．

このペア学習により，今まで点数が一定のところで
足踏みしていた学生の点数が，また伸び始めた．こ
のように学生に対する取り組みの効果は，学生自身

参考文献
西井正樹，出田めぐみ他：国家試験の取り組みに

は点数で判断しているところも多い．
また，学生のペアを教員側がどのようにコント
ロールしていくかが，点数に結びつく大きな要素と

ついて− 100％合格を目指して−．第 14 回作業療法
教育研究会，発表資料．

もいえる．それはグループ学習にもいえることで，
これを取り入れている養成校も多い．グループ学習
は国家試験に合格するための重要な要素に挙げられ
る．本校では，グループを形成する場合に，仲の良
いもので集めたり，名簿順で振り分けたりはしてい
ない．グループの中で，誰が誰を教えるかなど，個
別的な要素も含めてグループを形成している．長丁
場でのグループ学習を行っていると，グループ内の
不協和音が聞こえてくる．
「遅刻」
「参加しない」
「やっ
てこない」など学生同士では解決しにくい問題を調
整する役目を教員が行うべきである．
グループ学習を用いて国試対策を行うには，グ
ループ内での現状を教員が知ることができるよう
に，対策を取っておくことも大きな要素であると考
える．
第6章

おわりに

国家試験に合格することは，専門職としてのス
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短

報
作業療法士の養成教育に関する一考察
－集団アプローチの視点から－
A study on training education of occupational therapy: from the perspective of population approach
濱野

強 *1・小林

毅 *2

Tsuyoshi HAMANO・Takeshi KOBAYASHI

Japanese Journal of Research for the Occupational Therapy Education 10(1): 33-37, 2010
要旨：作業療法士の育成においては，各教育機関にて国家試験の合格という成果目標を達成するための努力
が試みられている．本稿では，
作業療法士養成課程における教育実践に関する方法論への問題提起を意図し，
教育学における議論を踏まえた授業運営の必要性について提案することを目的とした．その結果，知識の伝
達という点に主眼が置かれた授業実践にとどまらず，各授業のなかで学生の学習への動機づけを促進する雰
囲気の醸成を意図した工夫を行なうことにより，望ましい知識の習得の促進につながる可能性が推察された．
なお本稿は，先行研究に基づく集団アプローチの再考に関する提案であることから，今後は授業実践を通し
た検討が必要である．
キーワード：作業療法士養成教育，国家試験，クラス運営，教育評価

Ⅰ

緒言

作業療法士の養成については，2000 年以降において

近年，教育現場では，教育の質や効果を測定する

養成校数が約 1.7 倍になり，また，養成定員につい

ことを通して，生徒や学生のニーズや状況に関する

ても約 2 倍に増加しているなかで 3），学生の状況

教育評価に基づく教育実践が求められている 1）2）．

に即した質の高い教育をいかに達成していくかとい

それらは，具体的に下記の 3 つの側面に集約でき

う課題に対しての検討が求められている。秋山ら 4）

ると考えられる．第 1 には，構造（structure）に

による学生の職業興味に関する先行研究において

おける評価であり，教員配置，設備や機材などの教

も，学生の入学前の作業療法に対する職業イメージ

育環境が考えられる．第 2 には，過程（process）

が明確でない学生が多い現状について論じられてお

についての評価であり，教育実践における側面，お

り，結果として入学後に進路への迷いや成績不良が

よび組織活動の側面である．第 3 には，成果（out-

生じる学生に対しての対応の必要性が示されてい

come）に関する評価であり，学力・能力，中途退学率，

る。こうした学生の状況は，10 年以上前に示された

そして国家試験合格率などが考えられる．

井上ら 5）の知見においても指摘されている論点であ
り，学生数の増加が示されている現在において，よ

＊ 1 島根大学プロジェクト研究推進機構
Organization for the Promotion of Project Research,
Shimane University
〒 693-8501 島根県出雲市塩冶町 223-8
223-8 Enya-cho, Izumo, Shimane 693-8501, Japan
＊２ 千葉県立保健医療大学健康科学部リハビリテー
ション学科作業療法学専攻
Faculty of Health Sciences, Chiba Prefectural
University of Health Sciences

り教育現場に顕在化していることが推察される。そ
のような背景のなかで，現場の教員は，いかにして
学生の作業療法に対する興味や関心を促進し，かつ，
国家試験の合格を経て作業療法士として活躍するこ
とへの動機づけを行なうのかという課題に対する解
を日々の教育実践を通して模索している状況が考え
られる．
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言い換えれば作業療法士の養成教育において国家

満たしていない学生）に対して働きかけを行なう方

試験という成果指標の達成を意図した場合において

法であり，対象とする集団全体への働きかけを意図

は，基準となる点数が定められている一方で生徒の

した教育方法とは異なっている．図 1 に示すとおり，

多様性や問題意識の違いから画一的な方法論に対し

たとえば学力テストを実施した場合においては，基

ての工夫が求められている．以上の問題意識のなか

準値以下の対象者（図 1（a）の該当部分）を選定

で，養成教育に関する議論においては，下記の 2 つ

し，個々の学生の能力や特徴に応じた個別の対策を

のアプローチに基づく検討が行なわれてきたものと

講じることが想定される．したがって，学力テスト

考えられる．すなわち第一には個別性を加味した特

において基準値以上の対象者（図 1（b）の該当部分）

定の学生に対する教育的アプローチ（以下，個別ア

については，教育的介入を実施しない方法である．
その一方で，集団アプローチは図 2 に示したと

プローチ）であり，第二には効率的な教育実践を意
図した集団全体に対する教育的アプローチ（以下，

おり集団全体の分布を望ましい方向へとシフトさせ

集団アプローチ）である．

ることを目的とした教育方法である．たとえば，学

そこで本稿では，作業療法士の養成課程における

力テストを実施して教育前の全体の得点分布が点線

教育実践に関する方法論への問題提起を意図して，

で示された場合には，対象者全員に教育介入を実施

（1）個別アプローチと集団アプローチの特徴に関し

し，教育後の全体の得点分布を実線で示した通り右

て事例を設定し，両者の特徴の検討を行なうととも

側へとシフトさせる（矢印が指し示す向き）ための

に，
（２）集団アプローチに焦点をあて，教育学にお

対策を講じることが想定される。したがって，図 1

ける議論を踏まえた授業実践の必要性について提案

に示した特定の対象者（図 1（a）の該当部分）に

することを目的とする．

対して働きかけを行なう方法論とは異なり，集団に
属する各人に対して何らかの恩恵をもたらすことが

Ⅱ

個別アプローチと集団アプローチ

可能となる．

１．集団アプローチと個別アプローチの特徴
個別アプローチとは，特定の学生（一定の基準を

人
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図 2

教育介入前後の学力テストの得点分布

２．個別アプローチと集団アプローチの事例

基づくと，全体として学生の知識の習得が乏しい段

個別アプローチと集団アプローチの特徴をふまえ

階においては，集団アプローチが有用であり，全体

て，養成課程における教育方針を検討する場合には，

の能力（平均値）が基準値を超えた段階において個

どのような状況下において両者のアプローチが有効

別アプローチの活用が基準値以上の者の割合を高め

であるかを以下に示す 2 つの模擬試験の事例から

る方法として有用であることが考えられる．

考えてみる．第 1 には，対象集団の平均値が基準
値を上回っているケース，第 2 には，集団の平均

３．クラス運営を意識した集団アプローチ
集団アプローチが，必ずしも全体の分布を望まし

値が基準値を下回っているケースを検討する．
50 名のクラスにおいて模擬試験を行った結果，平

い方向にシフトするうえで有用に働かない状況を想

均点が 50 点であったとする．そして基準値未満（30

定することができる．たとえば多くの教員は，昨年

点未満）の学生が 5 名，基準値以上の学生が 45 名

度の学生に対して有効であった教育法が今年度の学

と仮定した場合には，基準値未満の学生 5 名（人

生では有用でなかったという経験を有するであろう

数や指導環境に応じて基準値以上～平均点未満の学

し，また，A 大学で報告された教育実践を自身の大

生を含むことを考えられる）を対象とした個別アプ

学において行なった結果，同様の結果が得られない

ローチを実施することを通して，対象集団に占める

という経験も十分に考えることができる．その場合

基準値以上の者の割合を高める方法が考えられる．

には，学生の能力が変化しているという議論が考え

同様に 50 名のクラスにおいてテストを行なった結

られる一方で，教育学の領域では下記のとおり授業

果，平均点が 60 点で基準値未満（80 点未満）の学

クラスの雰囲気・風土に着目した検討がなされてき

生が 45 名と仮定した場合には，集団全体の分布を

た 6）．

望ましい方向にシフトさせる集団アプローチを実施

教育学では，学校間やクラス間における生徒の習

することを通して，対象集団に占める基準値以上の

熟度の差異という問に対して生徒の学習に対する関

者の割合を高める方法が考えられる．以上の視点に

心や興味，動機などのいわゆる生徒の属性による影
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響に関して検討が進められてきた一方で，生徒の

として近年，多様な個性を示す学生に対しても望ま

属性とは異なる別の次元の要因，すなわち生徒が属

しい知識の習得の促進につながる可能性が推察され

する文脈的状況の影響に対しても検討が行われてい

る．

る．たとえば，大学への進学率が学校間において異
なっている場合，在籍している生徒の属性（学習能

Ⅲ

まとめと今後の課題

力やモチベーションの差）より学校間の差が生じて

作業療法士の育成を目的とした場合には，各教育

いるとするのが構成効果の影響を考慮した考え方で

機関において国家試験という成果目標を達成するた

ある。その一方で，生徒の学習能力やモチベーショ

めの工夫と検討がなされてきた．本稿においては，

ンのみならず，各人が所属している学校もしくはク

各教育機関で一般的に行なわれている集団アプロー

ラスの要因（学習を促進する環境や人間関係など）

チの有用性について再考したのであるが，その問題

が学校間の差異に寄与しているとするのが文脈効果

意識の背景には今後求められる作業療法士の質的な

の影響に基づく考え方である．

充足にある．すなわち，従来は作業療法士の量的確

文脈効果を検討する必要性への示唆は，同様の
7）

データを用いて検証を行った Bennett

と Aitkin ら

8）

保を目的として国家試験という課題をいかに多くの
学生が克服するかという点に主眼が置かれてきた

の研究を参照することができる．Bennett は，通常

が，近年，学部教育に求められているのは実践力を

の授業方法，通常ではない授業方法，そして両者の

有する作業療法士である．以上の教育現場が直面し

混合の三つの教育方法と生徒の習熟度との関連性に

ている課題を克服するためには，学生が作業療法と

ついて，集団性（授業クラス）を考慮しない分析モ

いう新たな学問を学ぶ環境を醸成することを通して

デルを用いて分析を行った．その結果，通常の授業

主体的な学びを促進することが，今後の教育として

方法を受けた生徒は他の授業方法を受けた生徒に比

必須であることが考えられた．そこで本研究では，

べて，習熟度が高いという関係性を示した．一方

従来の手法の考察と再考についての必要性を論じた

で Aitkin の研究においては，各生徒が属している

ものであり，実証的な検証を可能としうる方法論の

授業クラスを加味した分析モデルを用いて検討を行

提起は効果的で効率的な教育の検討においても大き

ない，一般的に優れているといわれている教育方法

く寄与すると考えられる．なお本稿は，先行研究に

であっても，授業クラスによっては生徒の習熟度に

基づく集団アプローチの再考に関する提案にとど

対して必ずしも有効であるとは限らない点を指摘し

まっていることから，今後は実際の授業実践を通し

た．そして Aitkin は，同一の授業スタイルにおいて

た検討が必要であると考える．

も授業クラスのありようが生徒の習熟度に及ぼす影
響に違いがみられること，すなわち授業クラスにお
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