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作業療法養成学校への今後の進学動向

１．大学・短大・専門学校を取り巻く募集環境の変化

１）募集環境の変化：これからの 18 歳人口の推移

　1992 年の第２次ベビーブーム 200 万人時代から

2011年 120万人時代に突入しました．しかし現在は，

92 年当時の大学進学率 26％に対して 51％，進学者

総数においては 92 年 54 万人対して，11 年は 62 万

人と数的には増えている．しかし，2019 年からまた

人口減へと突入し，2031 年には 18 歳人口は 90 万人，

大学進学者数は進学率が仮に 55％に伸びたとしても

50 万人となり，現在の国公立大学の定員と同じ規模

の 12 万人が減少することから，大学はこの８年以

内市場を作らないと約 50％の大学，短大，専門学校

は定員を割ると言われています．

２）募集環境の変化：高等学校の進路別卒業者数

　そこで，高等学校の進路別卒業者数の状況を分析

して見ますと，1990 年大学への進学者約 31 万，短

期大学 22 万人，専修学校，専門学校が 42 万人となっ

ている（図１）．この数字は現役の卒業生になりま

すので，先程の大学進学者の数と差がありますが当

時は浪人生が多い事が解ります．2010 年になります

と大学が 51 万人であるのに対して，短期大学は四

年制化もあり約３分の１まで減少，また専門学校も

同じく減少している事が解ります．

３）募集環境の変化：県別の進路状況の分析

　今までは全国的な傾向を分析してまいりました

が，首都圏，近畿圏，北海道，東北，関東，中部，北陸，

中四国，九州とエリア，県ごとで進学率の状況が違
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図１　募集環境の変化：高等学校の進路別卒業者数
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います（表１）．特に首都圏では東京の 70％を筆頭

に大学への進学率は 50％を超えており，一方で専門

学校への進学率は 10％程度に留まります．また，北

関東もミニ東京化が進み専門学校への進学率が下降

する一方，大学進学率はほぼ 50％です．

　近畿圏においても同様の傾向が見られ，和歌山県

を除く各府県において大学進学率が 50％を超えてい

ます．逆に，滋賀，和歌山県では専門学校への進学

率が上昇しています．

　北海道は都市部と同じ傾向，中部は愛知県以外の

地方で専門学校への進学率は維持，北陸も同じ傾向，

東北は宮城県において，大学進学率が 40％を唯一超

えていますが，専門学校への進学率も各県で上昇し

ている状況です．

　中国地区は岡山と広島が都会化し，その他の県に

おいては地方の傾向，九州は東北地区と同じで福岡

県で大学進学率が40％を超えているが，専門学校へ

の進学率がすべての県において上昇しており，地域

での事情が異なってきている事が解ります．

２．医療系学部における市場の変化

１�）2010 年度入試結果と 2005 年からの 5 か年の定

員と志願者の分析：保健衛生学

　まずは国公立大学です（図２）．対昨年志願者指

数は 95％．専攻別で見ると医療技術が指数 70％，

体育・健康科学が指数 85％ですが，作業療法の指数

は 94％と下降しています．その他の4専攻はすべて

増加です．また募集人員と志願者の関係を見ると，

05 年から定員はほぼ横ばいであるのに対して，志願

者は 06 年から毎年減少している．

　一方，私立大学はすべての専攻で志願者が昨年に

比べ増加し，対昨年志願者指数114％であす．しかし，

作業療法が 103％，理学療法 106％と他の専攻に比

べると増加幅が小さいことが解ります．

　志願者と募集人員の関係から見ると，05 年から

10 年まで定員が約 140％と増えたにも関わらず，志

願者は 06 年をピークに 09 年まで減少が続き，2010

年度にようやく志願者増に転じた．この事は全国的

に拡大し志願者が分散した事と，難易度がやや上昇

した事も起因している事が推測されます．

２�）2010 年度入試結果と 2005 年からの 5 か年の定

員と志願者の分析：看護学

　まずは，国公立大学で見ると対昨年志願者指数

112％と志願者が増加しています（図4）．また，募

集人員から見てみると，05 年からほぼ横ばいである

のに対して，ここ２年減少にあるものの今年は増加

に転じています．

　私立大学を見ても対昨年志願者指数は129％と志

願者の強さが見えます（図5）．また募集人員と志

願者の関係を見ますと，05 年から定員は約 220％増

えているにも関わらず，志願者も同じ推移をしてお

り，志願者の多さがわかります．

図２　2010�年度入試結果：保健衛生学系統結果概況　国公立大学
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表１　募集環境の変化：設置区分 × 都道府県別進学率

18 歳人口 進学者数 進学率
大学・短大・専門学校　総計 大学 短大 専門学校 大学 短大 専門学校
1992 年 2010 年 指数 1992 年 2010 年 指数 1992 年 2010 年 指数 1992 年 2010 年 指数 1992 年 2010 年 増減 1992 年 2010 年 増減 1992 年 2010 年 増減

全国 2,049,471 1,215,843 59 541,604 619,073 114 254,676 72,047 28 296,249 169,339 57 26.4 50.9 24.5 12.4 5.9 ▲�6.5 14.5 13.9 ▲�0.5
北海道 91,810 53,333 58 15,532 20,860 134 10,282 3,273 32 15,114 10,341 68 16.9 39.1 22.2 11.2 6.1 ▲�5.1 16.5 19.4 2.9
青森 25,567 15,237 60 4,260 5,305 125 2,102 1,013 48 3,306 2,150 65 16.7 34.8 18.2 8.2 6.6 ▲�1.6 12.9 14.1 1.2
岩手 22,833 14,576 64 4,159 4,878 117 1,860 779 42 3,327 2,931 88 18.2 33.5 15.3 8.1 5.3 ▲�2.8 14.6 20.1 5.5
宮城 35,137 23,481 67 7,324 10,728 146 3,038 775 26 4,758 3,592 75 20.8 45.7 24.8 8.6 3.3 ▲�5.3 13.5 15.3 1.8
秋田 18,112 10,987 61 3,239 4,172 129 1,646 799 49 2,441 1,822 75 17.9 38.0 20.1 9.1 7.3 ▲�1.8 13.5 16.6 3.1
山形 18,363 12,689 69 3,828 4,892 128 1,526 850 56 2,803 2,373 85 20.8 38.6 17.7 8.3 6.7 ▲�1.6 15.3 18.7 3.4
福島 33,190 23,127 70 6,236 8,597 138 2,972 1,406 47 4,103 3,999 97 18.8 37.2 18.4 9.0 6.1 ▲�2.9 12.4 17.3 4.9
茨城 49,441 30,452 62 10,786 15,594 145 5,242 1,279 24 8,434 4,537 54 21.8 51.2 29.4 10.6 4.2 ▲�6.4 17.1 14.9 ▲�2.2
栃木 33,066 20,452 62 8,163 9,906 121 3,744 1,208 32 5,754 3,188 55 24.7 48.4 23.7 11.3 5.9 ▲�5.4 17.4 15.6 ▲�1.8
群馬 33,859 19,984 59 7,573 9,457 125 3,912 1,181 30 4,864 3,173 65 22.4 47.3 25.0 11.6 5.9 ▲�5.6 14.4 15.9 1.5
埼玉 115,584 65,767 57 24,866 32,733 132 10,387 3,094 30 19,224 8,552 44 21.5 49.8 28.3 9.0 4.7 ▲�4.3 16.6 13.0 ▲�3.6
千葉 97,786 54,625 56 25,060 27,953 112 10,407 2,632 25 16,361 7,748 47 25.6 51.2 25.5 10.6 4.8 ▲�5.8 16.7 14.2 ▲�2.5
東京 174,496 99,496 57 63,758 72,771 114 22,143 4,246 19 32,001 10,056 31 36.5 73.1 36.6 12.7 4.3 ▲�8.4 18.3 10.1 ▲�8.2
神奈川 129,440 74,681 58 37,788 40,142 106 13,593 3,550 26 22,481 8,022 36 29.2 53.8 24.6 10.5 4.8 ▲�5.7 17.4 10.7 ▲�6.6
新潟 39,129 24,497 63 7,681 10,479 136 3,847 1,234 32 7,050 5,568 79 19.6 42.8 23.1 9.8 5.0 ▲�4.8 18.0 22.7 4.7
富山 19,002 10,176 54 5,801 4,599 79 2,588 878 34 2,764 1,588 57 30.5 45.2 14.7 13.6 8.6 ▲�5.0 14.5 15.6 1.1
石川 20,506 11,321 55 5,983 5,351 89 2,735 935 34 2,404 1,539 64 29.2 47.3 18.1 13.3 8.3 ▲�5.1 11.7 13.6 1.9
福井 13,483 8,448 63 3,885 4,012 103 1,853 764 41 1,691 1,138 67 28.8 47.5 18.7 13.7 9.0 ▲�4.7 12.5 13.5 0.9
山梨 13,495 9,282 69 3,777 5,169 137 1,907 621 33 2,627 1,484 56 28.0 55.7 27.7 14.1 6.7 ▲�7.4 19.5 16.0 ▲�3.5
長野 34,458 21,809 63 7,565 9,528 126 5,224 2,104 40 6,483 4,457 69 22.0 43.7 21.7 15.2 9.6 ▲�5.5 18.8 20.4 1.6
岐阜 36,330 20,877 57 9,224 9,762 106 4,764 1,563 33 4,194 2,490 59 25.4 46.8 21.4 13.1 7.5 ▲�5.6 11.5 11.9 0.4
静岡 62,506 37,360 60 15,558 17,907 115 8,924 1,880 21 8,695 5,276 61 24.9 47.9 23.0 14.3 5.0 ▲�9.2 13.9 14.1 0.2
愛知 115,980 68,662 59 33,322 35,966 108 16,966 3,919 23 14,175 6,936 49 28.7 52.4 23.7 14.6 5.7 ▲�8.9 12.2 10.1 ▲�2.1
三重 29,994 18,577 62 7,717 8,446 109 3,547 1,163 33 3,028 2,334 77 25.7 45.5 19.7 11.8 6.3 ▲�5.6 10.1 12.6 2.5
滋賀 20,675 13,922 67 5,299 6,988 132 3,281 1,014 32 2,529 1,763 70 25.6 50.2 24.6 15.9 7.5 ▲�8.4 12.2 12.7 0.4
京都 42,636 23,356 55 13,993 14,934 107 6,381 1,705 27 6,058 2,640 44 32.8 63.9 31.1 15.0 7.3 ▲�7.7 14.2 11.3 ▲�2.9
大阪 151,060 79,543 53 42,984 42,150 98 23,442 5,705 24 18,423 8,961 49 28.5 53.0 24.5 15.5 7.2 ▲�8.3 12.2 11.3 ▲�0.9
兵庫 91,827 53,886 59 28,195 28,823 102 14,222 3,096 22 10,163 5,847 58 30.7 53.5 22.8 15.5 5.7 ▲�9.7 11.1 10.9 ▲�0.2
奈良 263,881 14,179 59 7,367 7,927 108 3,503 940 27 2,650 1,489 56 30.8 55.9 25.1 14.7 6.6 ▲�8.0 11.1 10.5 ▲�0.6
和歌山 18,014 10,677 59 4,024 4,707 117 2,194 634 29 2,039 1,599 78 22.3 44.1 21.7 12.2 5.9 ▲�6.2 11.3 15.0 3.7
鳥取 9,595 6,223 65 2,221 2,465 111 980 464 47 1,201 1,000 83 23.1 39.6 16.5 10.2 7.5 ▲�2.8 12.5 16.1 3.6
島根 12,601 7,563 60 2,931 2,995 102 1,453 664 46 1,506 1,347 89 23.3 39.6 16.3 11.5 8.8 ▲�2.8 12.0 17.8 5.9
岡山 32,365 19,042 59 9,686 9,221 95 4,269 1,079 25 4,592 2,654 58 29.9 48.4 18.5 13.2 5.7 ▲�7.5 14.2 13.9 ▲�0.3
広島 48,731 27,892 57 14,041 14,888 106 7,418 1,514 20 7,557 2,583 34 28.8 53.4 24.6 15.2 5.4 ▲�9.8 15.5 9.3 ▲�6.2
山口 26,375 14,078 53 6,528 5,145 79 3,719 812 22 2,759 2,204 80 24.8 36.5 11.8 14.1 5.8 ▲�8.3 10.5 15.7 5.2
福島 12,971 7,782 60 3,447 3,616 105 1,928 453 23 1,242 1,140 92 26.6 46.5 19.9 14.9 5.8 ▲�9.0 9.6 14.6 5.1
香川 16,876 9,453 56 4,950 4,600 93 2,468 624 25 1,896 1,386 73 29.3 48.7 19.3 14.6 6.6 ▲�8.0 11.2 14.7 3.4
愛媛 25,279 14,542 58 7,397 6,494 88 2,919 938 32 3,441 2,128 62 29.3 44.7 15.4 11.5 6.5 ▲�5.1 13.6 14.6 1.0
高知 13,097 7,436 57 2,509 2,834 113 1,481 532 36 1,807 1,639 91 19.2 38.1 19.0 11.3 7.2 ▲�4.2 13.8 22.0 8.2
福岡 77,490 49,470 64 20,817 22,833 110 9,440 3,080 33 10,157 6,755 67 26.9 46.2 19.3 12.2 6.2 ▲�6.0 13.1 13.7 0.5
佐賀 14,183 9,764 69 3,338 3,842 115 1,516 569 38 1,494 1,441 96 23.5 39.3 15.8 10.7 5.8 ▲�4.9 10.5 14.8 4.2
長崎 27,166 16,335 60 6,232 6,061 97 3,152 751 24 3,190 2,389 75 22.9 37.1 14.2 11.6 4.6 ▲�7.0 11.7 14.6 2.9
熊本 28,759 19,616 68 6,562 7,434 113 3,190 786 25 3,715 3,264 88 22.8 37.9 15.1 11.1 4.0 ▲�7.1 12.9 16.6 3.7
大分 20,108 11,885 59 4,971 4,376 88 2,671 1,030 39 2,607 2,193 84 24.7 36.8 12.1 13.3 8.7 ▲�4.6 13.0 18.5 5.5
宮崎 20,093 12,315 61 4,355 4,486 103 2,083 683 33 2,248 1,967 88 21.7 36.4 14.8 10.4 5.5 ▲�4.8 11.2 16.0 4.8
鹿児島 28,816 19,142 66 5,798 6,672 115 3,832 1,582 41 3,444 3,561 103 20.1 34.9 14.7 13.3 8.3 ▲�5.0 12.0 18.6 6.7
沖縄 23,306 17,846 77 3,567 6,126 172 2,631 623 24 3,449 4,095 119 15.3 34.3 19.0 11.3 3.5 ▲�7.8 14.8 22.9 8.1
その他 - - - 7,307 20,249 277 1,294 1,596 123 - - - - - - - - - - - -
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図３　2010�年度入試結果：保健衛生学系統結果概況　私立大学

図4　2010�年度入試結果：看護学系統結果概況　国公立大学
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図5　2010�年度入試結果：看護学系統結果概況　私立大学
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表２　2010�年度入試結果：各学科系統結果概況　国公立大学

表３　2010�年度入試結果：各学科系統結果概況　私立大学

３�）志願者と実質倍率の推移 2008 年～ 2010 年の３

か年の推移

　次に，募集人員と志願者の関係を学科系統ごとに

詳しく見てみますと，国公立大学（表２）において

も私立大学（表３）においても医療技術と作業療法

だけが実質倍率１倍～２倍台で推移している事が伺

えます．

4�）2010 年度入試結果：看護，理学療法，作業療法

のエリア別

　次に，看護学，理学療法学，作業療法学における

エリアごとの志願状況を見てみます（表4，表5）．

　まず，国公立大学においては，看護学はすべての

エリアで志願者が増えており，特に首都圏，中四国，

九州地区が対昨年志願者指数 120％程度と志願者の

強さや経済的な学費の安さが伺えます．さらに，理

学療法を見てまいりますと，北海道，中部地区で前

年を割り込んでいる以外はすべてのエリアで志願者

が増しています．最後に，作業療法では首都圏，中

部地区以外では前年から減少しています．

　私立大学においては，看護学は国公立大学同様す

べてのエリアで志願者が増加しており，特に首都圏，

中部，近畿等の人口の多い地区での増加が著しいも

のとなっています．理学療法においては北陸，中四

国，九州地区でやや減少しており，経済的な面が大

きい事が伺えます．また，作業療法では志願者の増

加地区と減少地区が半々であり，志願者から見ても

看護，理学療法，作業療法の比率は 10：３：１であ

ることが現状です．

３．作業療法および理学療法の３か年の定員充足率

　続いては，理学療法と作業療法のそれぞれについ

て，エリアごとの定員充足率の推移を３か年で見て

みます．

　まず初めに，理学療法の定員充足率についてです

（図６）．関東・甲信越，中部（東海），中四国の３

地区でやや厳しくなり，中部地区においては 20％近

くの定員割れが起きています．

　次に，作業療法における定員充足率の推移（図７）

を見てみると，全エリアで厳しくなり，中部地区で

45％の定員割れとなっているのを筆頭に，西日本地

区が全般的に 30％以上定員が充足されておらず年々

状況が悪くなって来ている事がわかります．

４�．高校生の進路意識に関するニーズ分析および不

況下における授業料の影響

　続いては，高校生が大学・短大に進学する理由に

ついて，「全体」，「文系学部」，「理系学部」志望者と「看

護・保健学」，「医・歯学」，「薬学」系統志望者の回

答率を比較検証しています（表６）．

　「看護・保健学系統」志望者は，「全体」と比較し，「専

門的な知識や技術を身に付ける」や「資格や免許の
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表4　2010�年度入試結果：エリア別結果概況　国公立大学

表5　2010�年度入試結果：エリア別結果概況　私立大学

図６　2007 ～ 2009�年度　理学療法学科　エリア別定員充足率の推移

昼間

夜間
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図７　2007 ～ 2009�年度　作業療法学科　エリア別定員充足率の推移

昼間

夜間

表６　『看護・保健衛生学』系統志望者　大学・短大に進学する理由

取得」を重視する傾向にあり，目標が明確な生徒が

志望していることが分かります．また近年は，保護

者が現実的で大学を見る目が厳しくなってきていま

す．保護者の意見・アドバイスを参考にするこども

が多くなってきており，学生募集の際は，保護者を

取り囲む地域性も考慮しなければなりません．

　次に，2009 年度の国公立大学および私立大学にお

ける初年度納付金の差異を見てみます（表７）．国立

大学標準額は 817,800 円，公立大学平均額は 939,352

円であるのに対して，私立大学（保健学）の平均額

は 1,517,362 円となっており，当然ながら，その額に

は大きな差異があります．昨今の経済不況の影響を
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表７　『初年度給付金』に関して

受け，保護者の授業料格差に対する意識はさらに敏

感になっていると推察されます．

　今後は，実習費についても考慮する必要があると

思われ，実習費用や実習内容など，その大学の特性

とあわせて説明する必要があります．実習費用をパ

ンフレットなどに載せていない学校も見られます

が，実習費はきちんと説明しなくてはなりません．

それがマイナス要素になることはなく，むしろ，実

習と結びついて就職率が良いということを伝えるこ

とが重要ではないかとかんがえられます．

５．学力問題

　最後に，パネルディスカッションの際，学力問題

についていくつかご質問を頂きましたが，その点に

関して，補足資料をもとにご説明致します．

　まず，はじめに旧課程から現行課程（2008 年度入

学生）への移行状況を見てみます（表８）．現行課

程の生徒は「数学Ⅰ」の標準単位数が削減され，数

学の教科時間数が旧課程よりも減少しているため，

演習不足による計算力の低下が見られます．小学校

においても，台形の概念を教わらないなど，学習の

基礎的な部分が以前とは異なる状況になっていま

す．

　続いては，現行課程生が経た学習プロセスをご覧

頂くために，中学校における授業時間数の変遷を見

ていきます（図８）．現行課程へ移行した後の総授

業時間数は旧課程と比べて，年間で約 70 時間程度

減少しています．特に，数学や理科はピーク時の半

分以下の時間となっており，また，英語も週 ３ 時

間と少なく，絶対的な時間の不足とともに，言語力

や表現力に低下傾向が見られ，グローバル化をめざ

すための方策が必要と思われます．

　本原稿は，2010 年 10 月に開催された第 15 回学術

集会特別講演を元にしたものである．
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作業療法養成学校への今後の進学動向

表８　旧→現行課程生の進行状況

図８　中学校の授業時間数（年間・３�学年計）の変遷
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Ⅰ　緒言

　近年，大学の授業内外でボランティア活動が広く

導入され，末永ら １）の文献研究や福原 ２）の実践報

告等，教育効果や意義についての報告が増加してい

る．

　本学では，発達障害作業療法学の授業を担う教員

２ 名と当事者団体が連携し，発達障害のある学齢児

童の集団プログラムを実施している．この取り組み

は，自閉症をはじめとする発達障がい児の養育者が

集まって活動する当事者団体 NPO 法人 ZOO とぴあ

と連携しており「ZOO らんど SST（ソーシャルス

キルトレーニング）」と呼ばれている．この ZOO ら

んど SST では，発達障がい児・者が安心して過ごせ

る居場所をつくるために［聴く・話す・見る・作る・

動く］活動を提供している．この取り組みも ３ 年

目を迎え，現在，ボランティアを希望する学生が絶

えず，継続して参加する学生も増加している．

　岩田 ３）は，看護学生のボランティア活動による障

害理解について，障害者との接触経験は障害理解を

発展させていくのに有効な刺激となることを裏付け

ている．筆者らが取り組む ZOO らんど SST におい

ても，徐々に児童への対応の的確さが増す学生を見

て，岩田と同様に，ZOO らんど SST へのボランティ

ア活動が障害理解を深める等，作業療法に関する学

びの機会となっているのではないかと感じた．そこ

で今回，ZOO らんど SST へのボランティア活動を

通して学生が何を得ているのか，調査を行うことと

した．本研究では，教員と当事者団体が連携した取

り組みに参加した学生の学びを質的に分析し，作業

療法教育におけるボランティア活動導入の有用性に

ついて検討したので，報告する．報告に際し，学生

および当事者団体へ目的や個人情報保護に関する説

明を行い，同意を得た．

研究と報告

発達障害の当事者団体と連携した取り組みがボランティア学生へもたらしたもの

Volunteer students have the effects in collaboration works with a group of the developmental disorder.
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発達障害の当事者団体と連携した取り組みがボランティア学生へもたらしたもの

Ⅱ　目的

　ZOO らんど SST のボランティア活動に参加した

学生を対象に，活動から得た気づきや学びを調査し，

当事者団体と連携した取り組みへの参加が学生にも

たらすものを明らかにすること，さらに，作業療法

教育におけるボランティア活動導入の有用性を検討

することを目的とする．

Ⅲ　方法

１．対象

　平成 21 年度に本学作業療法学科に在籍していた

１ ～ ３ 年生 70 名のうち，平成 21 年度の ZOO らん

ど SST にボランティアとして参加した経験が １ 回

以上ある学生16名を対象とした．在籍学年の内訳は，

１ 年生 ２ 名，２ 年生 ７ 名，３ 年生 ７ 名であった．

２．ZOO らんど SST における学生の役割

　活動は毎月 １ 回，約 1.5 時間のプログラムでゲー

ムや工作，運動等を行う．活動の前後に事前ミーティ

ングと振り返りが約 30 分ずつ設定されている．事

前ミーティングでは，活動内容や留意点，対象児の

目標等を確認する．振り返りでは，活動内容や対象

児の様子，養育者から得た情報を交換する．また，

特定の対象児について，特徴の理解や統一した対応

について検討することもある．

　学生は事前ミーティング・活動・振り返りの全て

に他のスタッフと同様に参加する．活動では，児童

担当スタッフとして対象児の取り組みを支援した

り，リーダー補佐として活動内でモデリング役や安

全管理役など特定の役割を担ったりする．児童担当

スタッフは，活動前後に養育者への情報収集や活動

の様子についてフィードバックを行う役割も担い，

振り返り時間に A4 判の記録用紙 １ 枚に対象児の

反応や次回への提案を記録する．

　筆者ら教員は，プログラムの計画および当日の

リーダー，事前ミーティングや振り返りの進行等を

行い，全体を統括する役割を担う．また，児童担当

を決定するのも筆者らの役割である．

　ZOO らんど SST には，筆者ら教員および学生

の他，学校教諭や福祉施設職員，当事者の養育者，

NPO 法人 ZOO とぴあスタッフ等が関わっており，

学生と同様の役割を担っている．

３．調査内容と方法

　調査は自由回答法の質問紙調査とし，H22 年度 4

月に学年別に以下の要領で実施した．学生へは「ZOO

らんど SST に参加して気づいたこと，学んだことを

教えてください．自分自身について，参加児童につ

いて，参加児童の家族や親について，支援団体につ

いて等，どのようなことでも構いません．」と伝え，

10cm 四方の紙（以下，ラベル）に書き出すよう依

頼した．その際，約束事として，① １ 枚のラベル

に書く内容は １ つとすること，②思いつくままに

書き出し，思い浮かばなくなったところで終了する

こと，③書き終わるまで他者と意見交換はしないこ

とを提示した．

4．分析方法

　分析を進める前に筆者が各ラベルの内容を確認

し，内容が不明確な場合は，当該学生に具体的なエ

ピソード等を確認し，必要に応じて明確な記述を行

うよう修正を依頼した．その後，全てのラベルを記

述内容の類似性に基づいてカテゴリー化し，質的に

分析した．あわせて，各カテゴリーにおいて学年別

の傾向を分析した．分析に伴い，複数の教員で内容

やカテゴリーを確認し，妥当性を高めるよう配慮し

た．なお，本論文で記す学生の学年は，ボランティ

アに参加した平成 21 年度における在籍学年とする．

　

Ⅳ　結果

　学生の気づき・学びについて得られたラベル数は，

１年生22，２年生41，３年生78の合計141であった．

これらのラベルは，６ つの大カテゴリーに分類され

た．具体的には，ラベル数が多かった順に，Ａ）児

童への関わり方，Ｂ）対象児理解，Ｃ）当事者団体，Ｄ）

活動，Ｅ）�養育者，Ｆ）自身の感情であった（表 １）．

これら大カテゴリー別に具体的な内容を以下に述べ

る．なお，中カテゴリーは≪　≫，小カテゴリーは

＜　＞で示し，学生の具体的な記述は「　」で示す．

Ａ）児童への関わり方について

　≪関わる上で感じる難しさ≫について全学年の学

生から記述が得られ，特に「特徴が一人一人で様々

で対応が難しい」や「臨機応変な対応が必要だと気

付づいたが，とっさには思い浮かばない」等，＜特

性に合わせた関わり方や対応の難しさ＞についての

記述が多かった．１ 年生のみ＜プログラム進行と児
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表 １　学生が得た気づき・学び
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発達障害の当事者団体と連携した取り組みがボランティア学生へもたらしたもの

童の取り組みの調整やその兼ね合いの難しさ＞を感

じていた．また，≪関わり方で重要なこと≫につい

ての記述は全て ２ 年生であり，「否定せずに本人を

肯定することが大切」や「子どもさん同士が『～ちょ

うだい』『ありがとう』のやり取りができたことを

誉めることがとても大切だとわかった」等＜誉める・

肯定することの重要性＞や，「その子の言動には理

由がある」等＜行為の背景には理由があること＞に

ついての気づきや学びが得られていた．また，作業

療法評価の一つでもある≪観察の重要性と難しさ≫

の ８ ラベル中 ７ ラベルが ２ 年生の記述であり，「両

親の心配なこと，聴きたいことに応じられるように，

子ども自身はもちろん周りの様子も観察しなければ

ならないと思った」等と述べられていた．

Ｂ）対象児理解について

　対象児理解については，全ての学年からの記述が

得られた．≪発達障害の特徴の理解≫についての気

づきや学びが最も多く，「子どもが男の子ばっかり

で女の子が少ない」や「自閉症の子はなかなかお友

達の名前を覚えられない」，「本に不器用と書いてあ

るけど，どのくらい不器用なのかがちょっとわかっ

た」等と述べられていた．また，１ 年生 ２ 名とも

に「自閉症の子どもでも人を気遣うことができる」

等＜発達障害の難しさ（社会性・対人面）について

児童なりに能力があること＞に気づきを得，「発達

障害のイメージが変わった」等，≪発達障害につい

ての認識の変容≫が生じた学生もいた．その他「自

分の好きな話には，積極的に話す」等≪児童のモチ

ベーションが高まる要素≫に気づいた学生や，「子

どもと関わることに抵抗がなくなった」等，発達障

害に限らず≪児童に対するイメージや抵抗感の変

容≫が生じた学生もいた．

Ｃ）当事者団体について

　当事者団体については，１ 年生の記述はなく ２・

３ 年生の記述が得られた．「子どもにとって ZOO ら

んどという場が安心できる場であり自分を出せる場

であること」や「子どもさんと接することができる

良い機会」等，児童と学生双方にとっての≪当事者

団体の意義≫に気づいた学生が複数いた．また，「年

齢・レベルが違う子どもが集団で楽しめる活動を考

えるのはとても難しい」や「親も支援団体も皆が試

行錯誤しながらやっている」等，≪当事者団体の運

営≫に関する気づきも得られていた．さらに「そう

いう団体を初めて知った」や「自分でも活動を立ち

上げてみたい」と≪当事者団体の存在への気づきと

今後の期待≫や，「色んな人の話が聞けて勉強にな

る」等≪他職種・他者の多様な考え方に触れること

での学び≫を得た学生もいた．

Ｄ）活動について

　活動については，15 ラベル中 14 ラベルが ３ 年生

の記述であった．学生は「遊びの設定の仕方がわかっ

た」や「遊びのアイデアを知ることができる」，「活

動のプログラムが実習で活かせそう」等，活動の�

≪多様性と活用方法≫に関する気づきや学びを得て

いた．また，「今までは何も考えず子どもと遊んで

楽しんでいるだけだったが，ZOO らんどに参加して

いろいろ考えて目的を持って関わることを学んだ」

や「プログラムから先生のやりたいことや目的等を

学ぶことができる」と，作業療法において作業の治

療的活用で大切な≪目的を持つ重要性≫について学

びを得ていた．その他，≪活動の意義≫や「遊びの

段階付けが分かった」と≪段階付けの方法や視点≫
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等の学びも得ていた．

Ｅ）�養育者について

　全学年が「ご両親に ZOO らんどに参加する日の

子どもさんの朝からの様子を簡単にでも聴くことの

重要性」や「その日の行動について連絡・報告・相

談を行うことも大事」等，≪養育者との情報交換の

重要性≫についての気づきを得ていた．その一方で，

「フィードバックで良いところをいっぱい言ったが，

気を使ってその日の問題点を伝えにくかった」や「母

親は子どもの良いことを伝えても『～はしませんで

したか？』とマイナスな面を尋ねてくることが多い」

と≪養育者へのフィードバックの難しさ≫も感じて

いた．また，「障害のある子どもがいると親は過保

護もしくはその逆になりやすいのかと思っていたけ

ど，心配する部分や喜ばれたりする部分は自分たち

の親と同じような感じだと思った」や「お母さん方

は本当に大変で助けを必要としている」等，≪養育

者の思いに対する理解≫も得られた．

Ｆ）�自身の感情について

　多くの学生が共通して，「自分自身も楽しい」や「笑

顔が見れると自分がうれしい」，「子どもたちの小さ

な変化を感じられるとうれしい」等，≪児童との交

流が学生に楽しみをもたらすこと≫に気づきを得て

いた．

Ⅴ　考察

１．ボランティア活動が学生にもたらしたもの�

　学生は，ZOO らんど SST に参加することで，発

達障害の特徴について理解を深めながら，障害特徴

に限らず児童の個性や特性に応じた関わり方等に

ついても気づき・学びを得ていることがわかった．

ZOO らんど SST の参加児童は，殆どが広汎性発達

障害や注意欠陥多動性障害等であり，社会性や対

人関係に難しさを抱える児童である．学生は，１・

２ 年の見学実習でこのような児童への個別作業療

法を見学しても，彼らの難しさに気づけないまま実

習を終えることが多い．その理由の一つとして，発

達障がい児の難しさは一対一の対人場面より集団の

中で気づかれる行動上の障害として現れやすいこと

が挙げられる．ZOO らんど SST では，１ 人の児童

を担当しながらも集団の中でプログラムが進行する

ため，児童が社会性や対人関係面等で抱える難しさ

に気づくことができ，対象児理解を可能にしたと考

える．また，発達障がい児との交流体験は発達障害

に関する認識を変容させており，障害による難しさ

の側面だけでなく，「児童なりにできる能力がある」

や「特別視する必要はない」と肯定的な捉え方につ

ながったと考える．

　さらに，学生は他職種や養育者等，他者の児童へ

の関わり方や多様な考え方からも学びを得，養育者

の話を聞く重要性にも気づいていた．児童への関わ

り方で難しさを感じた際には，自身で抱え込まず，

児童に関わる多くの人と協力して難しさの解決に向

かっていくことで新たな気づきや学びを得，より深

い対象児理解につながるサイクルができると考え

る．また，学生は，関わり方に難しさを感じつつも

前述のように対象児理解を深めることで児童を上手

く誘導できた経験を積み重ねたり，児童のモチベー

ションを高める要素に気づくことで児童との交流を

楽しめたりしており，関わりを通して達成感や楽し

みを感じられることがボランティア活動への継続的

な参加につながっていると考える．

　先に述べたように，岩田 ３）は，障害者との接触

経験は障害理解を発展させていくのに有効な刺激と

なることを裏付けている．今回の結果も，発達障が

い児との交流が発達障害の理解につながっており，

岩田と同様のことが言えると考える．以上のことか

ら，実際に児童と関わり，多様な職種・養育者とも

関わることができる ZOO らんど SST におけるボラ

ンティアは，学生の知識と具体的で柔らかな臨床像

を結びつける非常に重要な学習機会をもたらしてい

ると考える．

　加えて，学生は，活動や当事者団体に関する気づ

きから，集団プログラムの準備・片付けや運営等に

ついても多くの気づきや学びを得ていた．ZOO らん

ど SST におけるスタッフとの協働や異学年間の交流

経験は，学生の社会人としての基盤を育てることに

も貢献していると考えられ，発達障害の対象児理解

だけに留まらず，より広い地域社会に目を向けるこ

とにもつながる重要な機会をもたらしていると考え

る．

２�．ボランティア活動が学生に応じた作業療法教育

の学びを深めるために

　本学では，１ 年次後期に見学実習があるが，対象
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者を担当することはなく対象者に触れることも殆ど

経験できない．２ 年次後期の １ 週間の実習では，

対象者に幾つかの評価を実施する機会がある．３ 年

次後期には，３ 週間のいわゆる評価実習で対象者を

実際に担当し評価を進めて統合解釈・目標設定・プ

ログラム立案を行う．

　今回の結果では，学年間により次のような特徴が

みられた．１ 年生は広い範囲で気づきや学びを得て

いたが，特にプログラム進行と児童の取り組みの調

整やその兼ね合いの難しさを感じていた．これは，

児童の様子を把握することに時間を多く費やし，集

団全体を把握することが難しいと推察される．２ 年

生では，観察の重要性と難しさや関わり方におけ

る重要なことや難しさについての気づきや学びが多

く，作業療法の評価手段である観察に基づく視点が

増加したためと考えられる．３ 年生では活動につい

ての気づきや学びが非常に多く，作業療法のプログ

ラム立案につながる活動に対する着眼が増加してい

た．このような特徴の差は，前述のような作業療法

教育における臨床実習経験や課程進行によるものだ

と推察される．現在，ZOO らんど SST の学生の役

割設定に際して，１ 年生や発達障がい児との交流経

験が浅い学生は上級学年や他職種スタッフと共に児

童を担当する，革細工活動を用いる際は基礎作業学

実習で学習済みの学年が復習を兼ねて教える，等の

配慮を行っている．今後は，このような配慮に加え

て，課程進行と臨床実習経験をも配慮した役割設定

を行うことで，作業療法教育における学びをより促

進できると考える．

　また，学生は，児童への関わり方における重要性

と難しさや活動の意図に気づいているが，教員の本

来の意図や関わり方の具体的な実践に至る思考プロ

セスについての詳細な説明やフィードバックの時間

を設定できていない．今回の調査結果より，活動導

入の意図や児童との関わり方について，作業療法士

としての思考プロセスを伝える時間の設定が必要で

あることに気づかされた．学生が難しさを感じてい

ることに対しては解決の糸口を，また，気づきを深

める必要があることに対しては具体的な方向性を主

導していく必要があると考える．異学年の学生が参

加するため物理的な時間設定の難しさはあるが，学

生の課程進行や臨床実習経験にそって作業療法士の

思考プロセスを伝えることが，学内授業や臨床実習

での学びにもつながると期待される．現在の取り組

みはまだ十分に体系化されていないが，当事者団体

と連携した取り組みに参加することは，地域のニー

ズにそったサービスに参加することによって意図的

になされた経験学習であり，松谷ら 4）の報告にもあ

る市民としての責任感あるいは社会的価値を高める

ような大学と地域とのパートナーシップあるいは連

携によってなされる教育カリキュラムである「サー

ビス・ラーニング」に類似する教育として，作業療

法教育における学びを促進する要素は十分にあると

考える．

Ⅵ　要約

　今回，当事者団体と連携した取り組みにおけるボ

ランティア活動が学生にもたらすものについて，参

加学生に質問紙調査を行った．その結果，Ａ）児童

への関わり方，Ｂ）対象児理解，Ｃ）当事者団体，Ｄ）

活動，Ｅ）�養育者，Ｆ）自身の感情についての ６ つ

の大カテゴリーに関する気づきや学びが得られてい

ることがわかった．学生は，ボランティア活動に参

加することで，児童との関わり方に試行錯誤を繰り

返しつつも他職種や養育者に学びを得て対象児理解

を深めていた．また，学年によって気づき・学びに

特徴がみられ，学内の課程進行や臨床実習経験によ

るものだと推察された．今後は課程進行にそったボ

ランティア活動の役割設定への配慮の継続や，教員

の作業療法士としての思考プロセスを伝える機会を

設定することで，作業療法教育における学びをさら

に促進できると考え，今後の課題として取り組みた

い．
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Ⅰ　緒言

　現代の学生の特徴は，生真面目で物事に一生懸命

に取り組む反面，主体性や積極性に乏しく１），自ら

の思考を相手に分かるように的確に表現する能力は

低下しつつある２）といわれている．さらに，臨床実

習では，臨床教育指導者（以下，SV）や教員が学

生の困りごとを明確化する援助に多くの時間を費や

している現状がある２−4）．臨床実習における教員の

役割には，学生への助言・指導，実習指導者への依

頼が含まれている３）．筆者は，実習訪問時に学生と

のコミュニケーションに困難を感じた場合，学生に

とって既存知識のある「樹形図や ICF の図，動作分

析表，等」を用いて学生の話を図式化し，学生と共

有することでコミュニケーションの円滑化を試みて

いる．加えて，学生が他者（SV や教員）の意見を

取り入れることに困惑する場合，コーチングの「分

別」5）というスキルを用いて，「現実の出来事」と「心

の中の出来事」とを整理する試みを通して，学生の

適切な学習行動様式を促してきた．コーチングとは，

「相手が自ら考え，決断し，行動するように促すコ

ミュニケーションスキル」5−７）をいう．

　臨床実習における学生との関わりから，学内教育

においても，学生が思考過程を表現し，協同学習を

行える効率的な教授・学習方法の検討を行う必要が

あると考えた．学内教育に事例検討を取り入れる意

義は，学生の主体的学習態度や臨床推論能力の育成

にあると考える．学生は事例検討を通して，思考過

程を表現し，他者と協同学習することで成長する．

しかし，これまでの事例検討では，学生が互いの観

点を取り入れる機会を十分に提供できていないとい

う思いから，効果的な教授・学習方法を模索してき

た．

　以上のことから，今回，事例検討において，学生

の思考過程を図表化する試みと，コーチング理論を

用いて自己の思い込みを表現する試みを行った．両

研究と報告

症例検討を用いた演習授業における思考過程可視化の試み�

A trial of the thinking process visualization in the practice class using case study

西川　智子・高畑　進一・内藤　泰男・立山　清美・清水　寿代
Tomoko�NISHIKAWA・Shinichi�TAKABATAKE・Yasuo�NAITO

Kiyomi�TATEYAMA・Hisayo�SHIMIZU

要旨：学内事例検討において，学生が思考過程を表現するツールとして文章ではなく図表を用いる試みを
行った．本研究の目的は，図表を用いた思考過程の可視化が学生の気づきや困りごとを明確にするツールと
なるかを検討することである．対象は作業療法学科 ３ 年次生 21 名であった．学生には，演習授業の事例検
討にて，評価項目や介入方法を考えた全過程を図表で表現するよう指示した．次に，コーチングの「分別」
というスキルを用いて，思考過程における「現実の出来事」と「心の中の出来事」を言語化し，記載するよ
う指示した．結果，両者を用いた思考の可視化は，授業時間内に，①自己の思考過程を構造的に表現するツー
ルとなり，②他者の思考過程を理解することを容易にし，③他者と協同して学ぶことを支援するツールとし
て有用であったと考える．
キーワード：作業療法教育　思考過程　可視化　コーチング

大阪府立大学総合リハビリテーション学部
School�of�Comperhensive�Rehabilitation,�Osaka�
Prefecture�University
大阪府羽曳野市はびきの ３ 丁目 ７ 番 30 号
３-７-30,�Habikino-shi,�Osaka�583-8555,�Japan
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者を用いた「思考過程の可視化」は，他者と思考を

共有できるメリットを実感でき，自己の傾向（思考

の偏りや思い込み等）に気づく機会となり得たのか，

検討を行う．

Ⅱ　方法

1．対象
　対象者は，2009 年度に日常生活活動演習（後期開

講科目）を履修した作業療法学専攻 ３ 年次生 21 名

である．学生の準備状況としては，３ 年次生 9 月

に ３ 週間の評価実習を履修済みであった．

2．事例検討における「ねらい」と「試み」
1）提示した事例の概略
　学生には，事例紹介と作業療法評価結果を記載し

た事例報告書（統合と解釈，作業療法計画は除く）

を提示した．事例の概略は，a. 疾患（障害）：多発

性硬化症（胸髄損傷）・脊髄炎・肩関節周囲炎・シェー

グレン症候群，b. 主訴：一人でトイレに行きたい，

c. 主治医からの情報：留置バルーンを外す意向，で

あった．学生に示した課題は，「追加したい評価項

目の列挙」「各種排尿方法（自排尿・集尿器・間歇導尿・

膀胱屢・留置カテーテル）を用いた際に生じる利点

と欠点の列挙」等であった．

2）「ねらい」と「試み」
　これまでの事例検討では，学生が互いの観点を取

り入れる機会を十分に提供できずにいた．このため，

ねらいは「学生が他の観点を取り入れる体験から，

協同学習の有用性を実感する」とし，試みは次の ３

点とした．１ 点目は，学生が自己の思考過程を図表

化して表現する．２ 点目は，図表を用いて自己と他

者の思考過程を見比べ，自己の傾向（思考の偏りや

思い込み等）に気づき，言語化する．３ 点目は，コー

チングの「分別」というスキルを用いて，自己の思

考過程を「現実の出来事」と「心の中の出来事」と

に分け，自己の傾向（思考の偏りや思い込み等）に

気づき，言語化する．

3．演習の流れと学習課題
1）事前準備
　演習前に，事例報告書（A4 用紙 ６ 枚）と資料（脊

髄損傷者の各種排尿方法）を配布し，わからない用

語はあらかじめ調べるよう指示した．

2）演習1回目
　まず，以下に示す 4 つの「事例検討課題」を説

明した．

　課題①：学生自身が担当すると仮定し，追加した

い評価項目やその目的を列挙する．課題②：事例に

対して「排尿方法の選択肢を示す」ことを目的に，

各種排尿方法（自排尿・集尿器・間歇導尿・膀胱廔・

留置カテーテル）を用いた場合に生じる利点と欠点

を列挙する．課題③：上記課題①～②について考え

た全思考過程を図表化して表現する．課題④：感想

を記載する．

　次に，上記課題③に用いる図表例として，樹形図，

ICF の図，動作分析表（図 １）を口頭で説明し，こ

れらの図表を用いて思考過程を可視化しながら課題

に取り組むよう指示した．

　課題の記入には A３ コピー用紙を用い，所要時間

は ２ コマ（１ コマ 90 分）とした．

　課題は授業終了後に回収した．

3）提出課題の確認
　筆者はすべての課題に目を通し，気づいた点を直

接記入した．また，学生が用いた図表別に課題結果

を分類し，各々の代表例を選定した．

4）演習2回目
　まず，各学生に事例検討課題を返却し，各図表別

の代表例を全員に配布した．

　次に，以下に示す ２ つの「振り返り課題」課題

を説明した．

図１　思考過程の可視化に用いる図表例
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　課題①：配布した各図表別の代表例と自己の図表

（思考過程）を見比べ，自己と他学生の異なる点（思

考過程図表から気づいた点，今後取り入れたい点）

を列挙する．課題②：コーチング理論の１つである

「分別」という手段を用いて，自己の思考過程を「現

実の出来事」と「心の中の出来事」とに分け，気づ

いたことを列挙する，の ２ 点を設定した．学生には，

分別する「現実の出来事」と「心の中の出来事」の

例を表 １ の通り示した．

　学生は個人で課題に取り組んだ後，共有化する時

間を持った．

　課題の記入には A4 コピー用紙を用いた．所要時

間は １ コマとし，課題は授業終了後に回収した．

4．分析対象
　本研究の分析には，「事例検討課題」と「振り返

り課題」の記載結果（各 21 名分）を用いた．

Ⅲ　結果

1．学生が用いた図表の種類とその特徴
1）図表の種類とその内訳
� �学生は，「疾患と症状および機能障害，活動制限，

背景因子」との関連付けを行い，各種図表を使用し

て思考過程を記載した．

　それら図表は，5 つのタイプに分類できた．内訳

は，樹形図が 14 名，動作分析表が 4 名，ICF が １

名，ICF 及び樹形図が １ 名，動作分析表及び樹形

図が １ 名であった．

2）各種図表の特徴
　まず，樹形図を用いた 14 名中 12 名は全体像の関

連づけを １ つの樹形図で示した．他 ２ 名は，「疾患」

と「症状や機能障害」との関連付けを１つの樹形図

で示し，別の樹形図を用いて「活動制限」と「機能

障害や背景因子」との関連づけを示した．樹形図を

用いた学生は，情報を関連づける際に気づいた疑問

を併記しており，そこから評価項目の列挙に繋がっ

ていた．

　次に，動作分析表を用いた学生は，工程ごとに活

動制限の理由や各情報との関連づけを行っていた．

その中で気づいた疑問が評価項目の列挙に繋がって

いた．

　さらに，樹形図と動作分析表を用いた １ 名は，

樹形図で両者の関連づけを行った後，再度動作分析

表を用いて各工程における活動制限とその原因に関

する疑問点を記載した．

　最後に，ICF と樹形図を用いた １ 名は，ICF の

図に全情報を記入し，「疾患」と「症状や機能障害」

との関連づけを記載した．「活動制限」と「機能障

害や背景因子」との関連づけは記載がなかった．

2．思考過程を図表化した利点
1）学生側の利点
　学生は自己と代表例の記載内容を見比べること

で，「見落とした情報（ROM 制限）」や「目を向け

なかった情報（認知面や性格）」，「活動制限の原因

にはならないと思い込んで表記から除いた情報（肩

の痛み）」など，具体的な気づきを得ていた．また，

各種図表の代表例と見比べることで，それらを用

いる利点と欠点を分析し，「全体像を把握するのか，

活動制限の原因を追及するのか，目的によって図表

を使い分けたい」など，試行を重ねる必要性を述べ

ていた．さらに，「他者と思考を共有することでし

か気づけないことがある」との気づきを述べ，自信

のなさから思考過程の表出に消極的であった自己の

姿勢を改善する必要性を実感していた．

表 １　「現実の出来事」と「心の中の出来事」の分別5）
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　このように，他学生と見比べることで，学生は思

考過程で抜け落ちた情報や，解釈を事実として扱っ

た部分に気づくことができた．しかし，このような

気づきに至るまでに時間を要す学生もいた．特に，

解釈を事実として扱った一部分については，「普通

はこう考えるはず」という思い込みから脱却するこ

とが困難であった．つまり，思考過程で抜け落ちた

情報に比べて，解釈を事実として扱った部分に気づ

くことは難しい印象を受けた．

2）教員側の利点
　筆者が 21 名の課題結果を確認し，フィードバッ

クを記入するために要した時間は ２ コマであった．

思考過程を表現するツールとして，文章ではなく

図表を用いたことは，教員が学生個々の傾向（つま

づきや気づき等）を短時間で把握することを可能に

した．具体的には「学生がどの情報からどのように

考えを進めたのか，使われなかった情報は何か，学

生が解釈を誤って事実として扱い始めた部分はど

こか，学生が得ている気づきや疑問は何か」等，を

読み取ることが容易であった．加えて，感想を付記

させたことにより，学生が考えに行き詰まった箇所

や今後の課題として気づいたことを把握することに

役立った．さらに，教員の評価に比べて自己評価が

低く混乱が生じている学生を把握することに役立っ

た．

3．コーチング理論（分別）を用いた利点
　先にも述べた通り，学生は思考過程で抜け落ちた

情報に比べて，解釈を事実として扱った部分に気づ

くことは難しかった．今回，多くの学生が解釈を事

実として扱った部分は，事例検討課題②「各種排尿

方法を用いた場合に生じる利点と欠点を列挙する」

際の思考過程であった．この課題の目的は，「事例

に対して『排尿方法の選択肢』を利点と欠点を挙げ

て示す資料を作る」ことであった．しかし，当事者

に提示する前にいくつかの排尿方法を選択肢から除

いた学生もいた．選択肢を狭めた理由として，学生

は「普通はこう考えるはず」と表現し，具体的な意

見交換が困難であった．このため，コーチング理論

（分別）を用いた振り返り課題を設定した．具体的

には，「『一人でトイレに行きたいという主訴（現実

の出来事）』に対して関連づけた『自己の心の中の

出来事（思い・推測・解釈など）』を探究し，列挙

する」ことを指示した．学生が言語化した「心の中

の出来事」を表 ２ に示す．これらを共有した結果，

学生は，①自己と事例の観点が同じとは限らないと

いう事実を実感し，②当事者が選択できるように利

点と欠点を客観的に列挙して示す重要性を実感した

ことを，振り返り課題にて述べた．

表 ２�　事実に対する学生の解釈
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Ⅳ　考察

1．思考過程を図表化した利点について
　今回試みた思考過程の図表化は，学生同士が短時

間で思考過程を共有するツールとしても有用であっ

た．その事由として，学生は他者の観点を知ること

で自己の思考過程における抜けや思い込みについて

具体的な気づきを得ており，「他者と思考を共有す

ることでしか気づけないことがある」と，協同学習

の意義を実感していたことが挙げられる．学生は事

例検討を通して，思考過程を表現し，他者と協同で

学習する機会を得て成長するのであろう．

　学内教育で行う事例検討は，臨床実習と異なり現

実感に欠けるという欠点はあるが，その分，学生に

とって試行錯誤を繰り返せる時間的・精神的余裕が

ある．この利点を活かし，学生の主体的な学習態度

や臨床推論能力を育成していきたい．

2．コーチング理論（分別）を用いた利点について
　コーチングの「分別」というスキルを用いた結

果，学生が「普通」と考える観点は学生各人ごとに

多様に存在することを実感した．現実の出来事と心

の中の出来事を分別すると物事はシンプルに扱える

が，混同すると物事は複雑になり，扱いにくくな�

る5）．このような混同を解決する手段として，「分別」

というスキルは，全体を俯瞰して客観的にみる手段

として有用であると考える．

Ⅴ　要約

　今回，事例検討において，学生の思考過程を図表

化する試みと，コーチング理論を用いて自己の思い

込みを言語化する試みを行った．両者を用いた思考

の可視化は，授業時間内に，①自己の思考過程を構

造的に表現するツールとなり，②他者の思考過程を

理解することを容易にし，③他者と協同して学ぶこ

とを支援するツールとして有用であったと考える．
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研究と報告

課題ポートフォリオ導入に対する作業療法初年次学生の考え

First-year occupational therapy student’s attitude to the introduction of portfolio assessment

押野　修司・佐藤　章・松尾　彰久
Shuji�OSHINO,��Akira�SATO,��Akihisa�MATSUO

要旨：本研究の目的は，課題ポートフォリオ導入に対する学生の考えを把握し，今後の課題ポートフォリオ
導入について検討することである．2010 年 4 月に入学した作業療法学科学生を対象に，作業療法初年次専
門科目の授業に課題ポートフォリオを導入し，講義最終回に無記名の自己記入式質問紙調査を実施した．そ
の結果，学生からは課題ポートフォリオの意義の理解は得られた．しかし，学生の負担感が大きいため，自
己学習には結びつかなかった．自己学習に結びつけるためには，記入時間の確保，記入内容の具体的な提示，
書式の検討などの工夫が必要であることが明らかになった．
キーワード：作業療法学生，課題ポートフォリオ，初年次教育，自己記入式質問紙調査

Japanese Journal of Research for the Occupational Therapy Education 11(1):　23-33,  2011

公立大学法人埼玉県立大学　
保健医療福祉学部　作業療法学科
Department�of�Occupational�Therapy�Saitama�
Prefectural�University
〒 343-8540　埼玉県越谷市三野宮 820 番地
820�Sannomiya�Koshigaya-shi�Saitama�345-8540�Japan

【緒言】

　近年，作業療法士の養成において，学生の質の低

下およびモチベーションの問題を指摘されることが

多くなっている．その理由として，入学以前から作

業療法をよく知らないまま入学する者，さらに入学

しても作業療法のイメージがつかないまま漫然と学

校生活を過ごし，満足な学習成果が得られず，作業

療法士になりたい気持ちを弱めてしまう学生が存在

していると考えられている １）．そのため，教員に

は，分かりやすい授業の工夫だけでなく，学習の仕

方から講義の受け方に至るまで，きめ細やかな指導

の工夫が求められていると考えられている １）．教

育に関する最近のテーマの一つにポートフォリオ

（portfolio）があり，如何にして学生から専門職へと

人が変化していくのか，そのプロセスを把握する手

法として注目されている ２）．

　元来ポートフォリオとは，情報を収集したファイ

ルやフォルダーのことであり，建築，写真，ジャー

ナリズムなどの専門分野で，自分の技術や技能，や

り遂げたことやその成長の軌跡を示すためのもので

ある ２）．それが教育の分野に応用され，ポートフォ

リオを作成することを通して，学習の成果や成長を

学習者が教師と共に自己評価し，振り返り，今後の

学習を考えることができるといわれている ２）．

　作業療法教育へポートフォリオを導入することの

効果については，学生の問題解決，情報収集，コミュ

ニケーションなどの能力を養うとの報告がなされて

いる ３）．初年次学生への適用については，栗原ら 4）

による，初年次作業療法専門科目の「基礎作業学」

におけるポートフォリオ活用の報告が見られる．し

かし，ポートフォリオを取り入れたことに対する学

生の考えについては言及されていない．　

　そこで本研究においては，初年次作業療法専門科

目にポートフォリオを導入し，ポートフォリオに対

する学生の考えを把握し，今後初年次作業療法専門

科目に，どのようにポートフォリオを導入したらよ

いのかを検討するための基礎資料を得ることを目的

とする．
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【方法】

１．対象

　初年次作業療法学科学生 42 名とした．

２．調査の手続き

１）ポートフォリオの作成

　今回導入したポートフォリオは，「作業療法学科

版課題ポートフォリオ」（以下，課題ポートフォリオ）

と命名し，文献 ２,5）を参考に以下のシートを作成し

た．

（１）目標シート（資料１）

　学生が目指す作業療法士像，および各科目を受講

する個人の目標とその理由を記入するシートとし

た．

（２）リアクション・シート（資料２）

　学生が日付，学籍番号，氏名，今日の目標，講義

のポイント，疑問，質問，意見などを記入し，教員

がコメントを記入するシートとした．今回は，宇田

の当日レポート方式 5）を参考に作成した．

（３）全講義俯瞰シート（資料３）

　学生が講義の内容，出欠状況，成果・成長（アウ

トカム）を記入するシートとした．

（4）成長エントリーシート（資料4）

　学生が日々の学びの中から，気づきや視点の変化，

身につけたものなどを箇条書きにして記入するシー

トとした．

（5）成長報告書シート（資料5）

　学生が成長エントリーシートから抜粋して記入す

るシートとした．

２）ポートフォリオ導入の流れ（図 １）

　導入した科目は，１ 年次後期作業療法専門科目「作

業療法学概論Ⅱ（演習科目）」，「基礎作業学実習 A

（実習科目）」，「基礎作業学実習 B（実習科目）」の

３ 科目であり，各科目の履修学生は 42 名で，担当

教員は各科目 １ 名の計 ３ 名，各科目とも週に １ 回，

受講期間は 15 週間であった．

　具体的な導入方法としては，初回講義前に，クリ

アブック，USB メモリ，「作業療法学科版課題ポー

トフォリオ作成の手引き（2010 年度）」を学生全員

に配布し，ポートフォリオの作成方法を説明した．

　次に，各科目の初回講義時に，各科目の担当教員

から，授業のねらいと目標についてのオリエンテー

ションを実施後，「目標シート」の記入時間を設け，

教員が確認し，学生は完成した「目標シート」を各

科目のクリアブックの最初のページに挿入した．そ

して，次回講義時から学生は，講義時間中に「リア

クション・シート」に記入し，教員は講義終了時に

回収し，翌週までにコメントを記入し返却した．

　講義最終回に学生は，各講義時間内に作成した

「リアクション・シート」，講義時に配布された資料，

自分で調べた資料，講義メモ等を再度見直して，「全

講義俯瞰シート」に記入した．そして，「成長エン

トリーシート」，「成長報告書シート」の記入をし，

自己評価を実施した．

　その後，学生に対し科目ごとに課題ポートフォリ

オについての自己記入式質問紙調査を無記名で実施

した．

３）自己記入式質問紙調査票の作成と実施

　調査項目数は，12�項目で，内訳は評定項目 10 項目，

自由記述項目 ２ 項目とした（表 １）．　

　調査内容は，問 １ から問 10 までは，課題ポート

フォリオの作成方法の理解，目標設定，学習計画，

図 １　ポートフォリオ導入の流れ
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目標の達成，自己学習，問題解決，課題ポートフォ

リオの有用性，課題ポートフォリオの意義，課題ポー

トフォリオの継続意志，課題ポートフォリオに対す

る負担感とした．各々の問いは，６ 件法（１：まっ

たくそう思わない・２：そう思わない・３：あまり

そう思わない・4：ややそう思う・5：そう思う・６：

とてもそう思う）で回答を求めた．

　問 11 は，「課題ポートフォリオについてどのよう

な印象を持ちましたか」という自由記述の定型質問

に対する形容詞あるいは形容動詞での自由記述，問

12 は課題ポートフォリオの改善点に関する学生の意

見や感想等の自由記述で回答を求めた．�

３．分析方法

　問 １ から問 10 までのデータは，尺度の等間隔性

を保証するものと仮定して間隔尺度のデータとして

分析した ６）．統計解析ソフトは IBM�SPSS�Statistics�

Ver.19 を用いた．

　問 11 の自由記述回答は，WordMiner�Ver.�1.1（日

本電気計算株式会社）を用い，テキストマイニング

の手法で質的データ分析を行った ７）．

　本来 WordMiner は，社会調査や市場調査などの

分野で扱う自由回答・自由記述型データ，あるいは，

コール・センターやコンタクト・センター，カスタ

マー・センターなどに収集・蓄積されたテキスト型

データなど様々な場面において，「現場のデータ解

析」を支援するための探索型のマイニング・ツール

である．　　

　今回は，アンケート調査の自由記述回答の分析に

応用し，学生の生の声，つまりテキスト型データに

注目した．初めに学生一人ひとりから得られた，１

個から複数の形容詞，形容動詞の単語からなる回答

を，単語の単位に区切り，分かち書きした．ここで

得られた一つひとつの単語を構成要素という．次に

分析対象の構成要素を整理し分析を行うために，こ

れら構成要素から，記号，句読点，助詞，動詞など

を削除し，同種の語を一つの語の表現に置換する手

続きを行った．例えば「よい」「良い」「よく」など

は「良い」に，「たいへん」「大変」などは「大変」

に表現を置換した．このような手続きを経て得られ

た構成要素の数を，「構成要素数」と表現した．また，

回答者の数を「サンプル度数」と表現した．具体的

には，例えば１人の学生が「良い」と回答していれば，

この回答は構成要素数が １ 個で，サンプル度数が

１ 個ということになる．「良い」という回答が 10 個

あり，その回答者数が ８ 人の場合には，構成要素「良

い」の構成要素数は「10」となり，サンプル度数は「８」

ということになる．

　構成要素数が １ 個の場合は，その頻度の少なさ

からそれほど重要でない要素であると考えて構成要

素数 ２ 個以上のものを対象に分析を行った．サン

プル度数が少なくて構成要素数が多い場合，逆にサ

ンプル度数が多いが構成要素数が少ない場合が考え

られる．そこで，一人の回答者が同種の語を複数回

答しているかどうか確認するために，構成要素数と

サンプル度数を併記して表現することとした．

　問 12 の自由記述回答データは，著者および共同

研究者 ２ 名の計 ３ 名で記述内容を読み，データご

表 １　調査項目
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とに内容を説明するテーマを探し，KJ 法に準じて

グループ化しその件数を全体の記述件数で除し，グ

ループごとの割合を求めた．

4．倫理的配慮

　対象者に対して，参加は自由意志であり，成績に

は関係がなく，調査は無記名式で行い個人は特定さ

れないこと，回答はコンピュータ処理を行い，プラ

イバシーを侵害しないこと，そしてアンケートへの

記入と回収をもって同意したとみなすことを書面と

口頭で説明した．

【結果】

１．回答人数

　回答人数は対象者 42 名のうち，「作業療法学概

論Ⅱ」40 人（95.2％），「基礎作業学実習 A」41 人

（97.6％），「基礎作業学実習B」41人（97.6％）であった．

２．�問 １ から問 10 について

　課題ポートフォリオについての問 １ から問 10 の

質問に対する意見について各科目の平均値と全体の

平均値を表 ２ に示した．

　全体の平均値が 4 以上の項目は，「問 １：課題

ポートフォリオの作成方法についての説明は理解で

きた」，「問 ２：自分で目標を設定できた」であった．

　平均値が 3.6 ～ 3.9 の項目は，「問 ３：自分で設定

した学習計画を実施できた」，「問 4：自分で設定し

た目標を達成できた」，「問 ８：課題ポートフォリオ

は，意味がある」，「問 ７：課題ポートフォリオは，

役立つ」，「問 ６：授業で理解できなかった事項につ

いて，教員に質問ができた」であった．

　平均値が 3.5 以下と逆転項目は，「問 9：課題ポー

トフォリオを，今後も継続したい」，「問 5：教員か

ら要求されたこと以外に自分で調べ，積極的に予習，

復習ができた」，「問 10：課題ポートフォリオを作成

するのは負担である（逆転項目）」であった．

�

３．問 11 について

　「問 11：課題ポートフォリオについてどのような

印象を持ちましたか．形容詞，形容動詞を思いつく

だけあげてください．」の結果を表 ３ に示した．

　「大変」「面倒」「難しい」といったネガティブな

イメージのサンプル度数（回答数）は 85，「便利」「良

い」「分かりやすい」「役立つ」などのポジティブな

イメージのサンプル度数（回答数）は 66 であった．

4．問 12 について

　結果は，ラベル総数は 78 枚で，「ポートフォリオ

の書式と実施方法に関すること」32 枚（41％），「ポー

トフォリオの意義に関すること」28 枚（35.9％），「教

表 ２　各科目と全体の平均値
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員に関すること」18 枚（23.1％）の ３ グループに

大きく分けられた．　

　「ポートフォリオの書式と実施方法に関すること」

には，ポートフォリオの説明が不足している，記入

する時間に余裕がない，「リアクション・シート」

の「今日の目標」に記入する内容が分からない，書

式に記載する内容に重複が多いことなどから，講義

最終回のまとめの作業が大変負担であるとの意見が

多く見られた．「ポートフォリオの意義に関するこ

と」には，資料の整理と振り返りに意義を見出して

いるとの意見が多かった．「教員に関すること」には，

教員からのコメントをもらえるのが良いとの意見が

多かった．�

【考察】

１�．課題ポートフォリオ導入に対する学生の考えに

ついて

　平均点が 4 前後の項目が問 １ ～ 4，問 ８ であっ

たことから，学生は，課題ポートフォリオにより自

分で目標，学習計画を設定し，振り返ることに対し

て意味があると評価していることを示している．湯

浅ら ８）によれば，学生の資質を高めるために必要な

力は，目標を自己決定させ，自分に対しては自分で

責任を持つ体験が必要であると述べているが，課題

ポートフォリオは，学生に必要な経験を提供できる

可能性があるといえる．

　次に，平均点が ３ 前後の項目が問 5，問 9，逆

転項目で平均点 4 以上が問 10 であったことから，

自己学習には結びついておらず，負担感が強く，今

後も継続したいとはあまり考えていないことを示し

ている．特に「問 5：教員から要求されたこと以外

に自分で調べたり，積極的に予習，復習ができた．」

の平均値が低くなっている．このことは問 11 でネ

ガティブなイメージのサンプル度数（回答数）が多

かったことと，問12の自由記述の回答の41％が「ポー

トフォリオの書式と実施方法に関すること」であっ

たことからも裏づけることができる．吉川 9）が，学

生がポートフォリオの意義や方法について理解して

いることと，また，教員はポートフォリオに入れる

内容を明確に提示することが必要であると述べてい

るように，今後積極的な予習復習に結び付けるには，

ポートフォリオ導入時に学生には分かりやすい説明

と具体的な指導が必要である．今回の試みでは，「今

日の目標」欄に講義前に学生一人ひとりが目標を記

表 ３　自由記述回答のキーワード
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載することで，講義の興味度を高めると考えられる

が，問 12 に「今日の目標に何を書いて良いかわか

らなかった」という学生も少なからず存在していた

ので，はじめのうちは，具体的な目標をいくつか提

示して，「リアクション・シート」に記入する時間

を確保することが必要であると考える．このように，

学生が自分で課題を発見できるきっかけになるよう

な働きかけが教員には必要であると考える．

２．今後のポートフォリオの導入について

　今回，ポートフォリオの意義については学生に理

解されているが，まとめの作業に対する学生の負担

感が大きいため，記入時間の確保，記入内容の具体

的な提示，書式の検討などの工夫が必要である．当

大学の e-learning システムの機能にデジタルポート

フォリオの機能が組み込まれており，学外からも接

続可能であるため，限られた時間内に書くことが大

変な学生にとっては，e-learning システムの活用に

より負担が軽減できると考えられる．このように学

生の負担感を減らすことにより自己学習に結びつけ

てゆくことが可能であると考える．また，導入する

科目であるが，先行研究 ３,4,７）からは，「作業療法研

究法」，「作業療法評価学」，「作業療法評価学演習」「基

礎作業学」の実習や演習科目への導入についての報

告がある．当大学の初年次作業療法専門科目「作業

療法学概論Ⅱ」は，作業療法及び作業療法士の基本

的役割の理解（演習科目），「基礎作業学実習 A」は，

作業活動の実技の習得（実習科目），そして「基礎

作業学実習 B」は，作業療法に関連する理論を主に

学習する科目（実習科目）となっている．今回これ

らの作業療法初年次専門科目においても，きめ細や

かな指導は必要であるが，十分に対応できることが

明らかになったと考えられる．

【要約】

　今後の課題ポートフォリオ導入について検討する

ために，2010 年 4 月に入学した作業療法学科学生

を対象として，作業療法初年次専門科目の授業に課

題ポートフォリオを導入し，講義最終回に無記名の

自己記入式質問紙調査を行い，ポートフォリオ導入

に対する学生の考えを把握した．その結果，学生か

らは課題ポートフォリオの意義の理解は得られた．

しかし，学生の負担感が大きいため，自己学習には

結びつかなかった．自己学習に結びつけるためには，

記入時間の確保，記入内容の具体的な提示，書式の

検討などの工夫が必要であることが明らかになっ

た．e-learning システムを利用することにより学生

の負担感を減らせば，授業形態によらず，ポートフォ

リオの利用は可能と考えられる．
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作業療法専門学生の臨床能力を養成するための教育フレームワーク

Ⅰ．はじめに

　作業療法士には認知領域，精神運動領域，情意領

域といった幅広い領域に高い水準の能力が求めら

れ １），それらは京極らの非構成的評価法教育プログ

ラム ２）のように部分的に，あるいは辻らの臨床実

習で求められる能力の獲得・向上に向けての取り組

み ３）のように包括的に教育される．試験のための

単なる丸暗記のような学習は表面的学習に陥りやす

く，特に専門領域の教育においては，その学生の人

生と深く結び付くような意味深い学習であることが

望まれる 4）．そのような学習を助けるために問題

基盤型学習（Problem-based� learning：PBL）5） や

客観的臨床能力試験（Objective�Structured�Clinical�

Examination：OSCE）６），クリニカル・リーズニン

グ（Clinical�Reasoning：CR）７）を養成するための授

業などが大学を中心に展開され ８）9）10），専門学校

においても同様の動きが見られる 11）．

　しかし，理学療法領域において大学生に比べ専門

学生には知識不足，文章能力不足，提出期限が守れ

ないなどの課題が見られる 12）との指摘があり，作

業療法専門学生（以下，専門学生）にも同様の傾向

があると思われる．本校学生においても，「がんば

りたいと思っていても，努力の仕方が分からない」

「（勉強を）何からしたらいいかわからない」などの

特徴が見られる学生が少なくない．本校において １

年次夏季に行っている 5 日間の臨床実習（本校で

の名称は見学実習）では，学生から「見学時に観察

の視点が分からない」「レポートの書き方がわから

ない」という声が聞かれた．また，実習指導者から

は態度面の指摘が増え，それが理由で実習不合格と

なる学生が出てきた．さらに学生の中には作業療法

のイメージを持てず，学校を辞めていくものもいた．

そのような多様な問題に対処すべく，専門学生の特

徴を配慮して，認知領域，精神運動領域，情意領域

の能力を身に付けられると同時に，作業療法士とし

てのアイデンティティの形成を助けてくれるような

研究と報告

作業療法専門学生の臨床能力を養成するための教育フレームワーク

Educational framework to train Occupational Therapy college students’ Clinical Competence

林　亜遊・加藤　美樹・本岡　健太郎・山口　典孝・上田　博文
Ayu�HAYASHI，Miki�KATO，Kentarou�MOTOOKA，Noritaka�YAMAGUCHI，Hirofumi�UEDA

要旨：作業療法専門学生の認知領域，精神運動領域，情意領域に渡る臨床能力を包括的に教育するという
複雑な実践を教育領域と教育プロセスを明確にした教育フレームワークを作成することでその効果を検証し
た．授業の習熟度の自己評価において作業療法士としての思考力，実践力に関して授業終了時に上昇が見ら
れた．また，授業に対する評価アンケートでは満足度，参加度，自己主導型学習態度，その他のカテゴリー
のほとんどの項目で肯定的意見が多くを占めた．しかし学生の試験に対する認識を変えるまでには至らな
かった．今回の結果から本フレームワークを活用することで学生が臨床能力を包括的に学習できる可能性が
示唆された．
キーワード：作業療法教育，職業的アイデンティティ，（臨床能力），（教育フレームワーク）
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実践的な統合カリキュラム 13）が必要であると考え

た．

　アメリカ作業療法士協会は 2002 年に複雑な作業

療法実践を明確にするために，作業療法の領域と

プロセスを明確にした作業療法実践のフレームワー�

ク 14）を提唱している．また，教育領域において伊藤

らは看護学生の学習領域や教授 - 学習過程を明確に

して授業の効果検証を行っている 15）．そこで，複雑

な教育実践の効果を検証するために，教育領域と教

育プロセスを明確にした専門学生の臨床能力を包括

的に養成するための教育フレームワーク（以下，教

育フレームワーク）を作成した．本稿は教育フレー

ムワークを基に教授した作業療法概論Ⅰの授業前後

の自己評価の変化及び，授業終了時の授業評価のア

ンケートから教育フレームワークの効果について検

討することを目的とする．

Ⅱ．方法

1．対象と方法
　対象は作業療法士学科昼間部学生１年生43名（女

性 29 名，男性 14 名，平均年齢 19.76 ± 4.32 歳）．期

間は 2009 年 4 月 ６ 日～ ８ 月 ６ 日であった．授

業の習熟度の自己評価として，作業療法に対する志

向性（項目 １�作業療法の魅力，項目 ２�自主的学習

態度，項目 ３�基礎医学の必要性，項目 4�臨床医学

の必要性，項目 5�専門知識・技術の必要性）をど

の程度有しているかについてと作業療法学生として

必要な能力（項目 ６�思考力，項目 ７�実践力）をど

の程度身につけているかについて授業の開始時と終

了時に Visual�Analogue�Scale（以下，VAS）を用

いて自己評価をしてもらい，平均値，標準偏差を算

出した．VAS は 0 点から 100 点の間で自己評価し

てもらい，点数が高くなるほど肯定的であるように

した．その平均値を対応のある t 検定を用いて比較

をした．分析には R2.8.1 を使用し，有意水準は 5%

未満とした．授業に対する評価として，河西 16）が

PBL の効果検証に用いたアンケートを行い，肯定的

意見と否定的意見の割合を比較した．アンケートは

満足度，参加度，自己主導型学習態度，テスト志向性，

その他の 5 つのカテゴリーに分かれており，さら

に 19 の下位の質問項目で構成されている．うち １

項目はこの授業のために費やした自己学習の時間数

を答えるものであり，今回は明らかに少ない時間数

を記載している学生が多かったため除外した．回答

は，１：全く思わない，２: 余りそう思わない，３:

どちらともいえない．4：そう思う．5：とても

そう思う，の 5 段階で答えるものとなっており，

4･5 を選んだ場合を肯定的意見，３･２･１ を選ん

だ場合を否定的意見とした（15，16，17 は反転項目）．

また，授業終了時に自由記載で記入してもらった授

業感想と見学実習終了時に聴取した授業感想を学生

の意見として記載した．尚，アンケートの使用にあ

たっては口頭および文章で，論文として発表するこ

と，発表の際は個人が特定されないよう配慮するこ

と，個人の意思で参加を決められること，参加を拒

否しても不利益のないこと，途中で研究参加を取り

やめられることなどについて説明を行い，同意を得

られたものを使用した．回収率は 100％であった．

2．実施する授業のカリキュラム上の位置づけ
　専門科目である作業療法概論Ⅰにおいて，教育フ

レームワークを用いて授業を行った．作業療法概論

Ⅰは１年次前期に 30 時間 ２ 単位（90 分× 19 回），

教員は専任で ２ 名，必要に応じて他の教員，上級生，

卒業生が参加した．作業療法概論Ⅰの授業目的は作

業療法の概要について教科書および実践例を通じて

教授することである．また，１年次夏期に 5 日間

の見学実習を設けており，見学実習に向けてのオリ

エンテーションや課題の説明，身だしなみや態度の

指導，対象者との関わり方，観察力の育成やレポー

トの書き方などの教授も作業療法概論Ⅰの内容に含

めた．

Ⅲ．教育フレームワークと作業療法概論Ⅰの実践例

1．教育フレームワークに盛り込んだ特徴
　作業療法に興味を持ち，自主的に学習を行うよう

な作業療法への志向性を高めるために，事例を基に

作業療法の臨床的な魅力を伝えることとした．そ

のため，事例のシナリオを基に授業を行っていく

PBL5）と同様に，事例を用いたシナリオを作成し，

授業を進めた．その際，授業で取り組む手順が網羅

されたワークシートを作成し，ワークシートを基に

授業を進めた．また，授業の課題は簡単な課題から

始め，段々難しくなるようにし，課題に順番に取り
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組んでいけば最終的に授業課題を達成できるように

した．

　認知領域の教育に関して，知識を有しているだけ

でなく，臨床場面で情報を収集，評価を分析し，こ

れを解釈・統合し安全で効果的な臨床実践の根拠，

道筋を考える思考と意思決定の過程である CR 能�

力 ７）を高めることが重要であると考えた．CR 能

力を養成するために知識を教授した後にその知識を

活用して考える事例を提供し，事例に対してどう考

えたのかという思考過程を明確にし，他者とディス

カッションをさせるようにした．精神運動領域の教

育に関して，河西が CR 育成のために行った PBL で

は，臨床的推論能力の獲得に対しては高い評価が得

られたが，技能面の獲得には効果を感じる学生が少

なかったと報告しており 17），OSCE のように実践に

移し，技能獲得を目指すことが必要であると考えた．

OSCE は学生の臨床能力を客観的に評価するために

開発された評価方法 18）であるが，今回は評価を主に

行わず，作業療法学生（以下，OTS）役と模擬患者（以

下，SP）に分かれて臨床場面を模した場面での関わ

り方を考え，実際に練習するというように OSCE を

教育的に活用（以下，教育的 OSCE）した．また技

術が定着するように繰り返し課題取り組むことでき

るプロセスを盛り込んだ．情意領域の教育目標分類

は，一定の態度・価値観が内面化していく過程を明

確にしており，最終的に個々の価値観が個人に内在

化される 19）とされている．そのため情意領域の教育

に関して，授業の中での変化よりも，学生が十分に

語り合うことや作業療法士の先輩である教員が作業

療法士としての姿勢を示すことそのものを重要視し

た．

2．教育フレームワークの教育領域と教育プロセス
　上記特徴を踏まえて，以下に教育フレームワーク

の教育領域と教育プロセスについて定義する．

　教育領域：臨床能力を臨床現場で発揮される能力

の総称とした．それは日本作業療法士協会の掲げる

教育目標 １）19）である認知領域，精神運動領域，情

意領域によって説明されるものとした．認知領域を，

知識を活用し，考え，問題解決を図る思考能力全般

とした．細項目に CR の核となる ３ つの要素 20）21）

に暗黙知 22）を加えた．精神運動領域を，作業療法

士として思考したことを実践する実践能力全般とし

た．細項目は本校見学実習の評価表 23）から見学実

習で必要な ３ つの技能を取り上げた．情意領域を，

対象者を第一に考え，態度や身だしなみを含む，作

業療法士の中に脈々と受け継がれる想いとした．細

項目は本学科で大切と思われる項目を検討し，３ つ

挙げた．教育の際は，特定の理論に拘らず，教員一

人一人の言葉，姿勢で伝えこととした．（表 １）

　教育プロセス：教育フレームワークのプロセスは，

学生の到達目標に応じて，認知領域の教授（必要な

知識の教授を受け，事例に対してその知識を活用し

て考える）を行った後，その教授に対応する精神運

動領域の教授（実践に移し，フィードバックを受け

る）を行い，それを１つのフェーズとし，３ 回繰り

返すものとした．情意領域に関しては，全過程を通

して，作業療法士としての姿勢や想い，態度，対象

者をどう捉えるかなどを教員自身の実践を通じて，

一人一人の言葉や姿勢，態度で伝えた．その到達度

の評価として認知領域はペーパー試験で，精神運動

領域は OSCE で評定した．また情意領域は，今回は

判定を行わず，対話を通じて共有理解を深めた．（図

１）

3．作業療法概論Ⅰの実際
　フェーズ １ は「作業療法の理解」をテーマとし

た．まず，認知領域の教授として教科書に社団法人

日本作業療法士協会監修�矢谷令子編集�作業療法概

論�改訂第 ２ 版を利用し，p.１-50 の範囲の重要ポ

イントに線を引き，学生と共有した．その後，見学

実習場面を想定し「作業療法って何 ?」「作業療法っ

て効果があるの？」と聞いてくる事例に対して，学

生が説明をするというシナリオのワークシートに取

り組ませた．ワークシートは，学生が習った知識を

まとめる欄と SOAP 形式 24）で事例に対して自分の

考えが記載できるように工夫した（図 ２）．ワーク

シートは全員に提出を求め，到達課題に達成するま

で指導した．その際，マスターマップ 25）と呼ばれる

指導用の模範的な内容が記載されているワークシー

トを教員が作成し，指導する教員間で到達ラインを

共有してから指導を行った．認知領域の到達度の確

認としてペーパーの小テストを行った．精神運動領

域の教授として，教育的 OSCE を実施した．教育的
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教育領域 項目 細項目 項目の説明 教育理論
臨床で発揮される能力の
総称

認知領域，精神運動
領域，情意領域

認知領域，精神運動領域，情意領域によって説
明される

PBL

臨
　
床

　
能

　
力

認知
領域

知識を活用し，考え，問
題解決を図る思考能力全
般

知識 作業療法に必要な専門知識を有している

クリニカル・
リーズニング

認知
知識を活用し，事象に対して，考え，判断する
能力

メタ認知 自身の認知を客観的に捉える能力
暗黙知 言語化されない内在化した知識

精神
運動
領域

作業療法士として思考し
たことを実践する実践能
力全般

コミュニケーション
能力

対象者と信頼関係を築くためのコミュニケー
ション能力

OSCE観察能力
観察を通して対象者の様子を客観的に捉える能
力

記録作成能力
コミュニケーション・観察で得た関わりを記録
する能力

情意
領域

対象者を第一に考え，態
度や身だしなみを含む，
作業療法士の中に脈々と
受け継がれる想い

スピリッツ・マインド
作業療法士として対象者を第一に考える「心」．
作業療法士の中に脈々と伝えられる想い

特に理論に拘
らない態度・身だしなみ

言葉遣い，身だしなみ，立ち振る舞いなどの態
度

健康性 当たり前のことを当たり前に考えられる能力�

表 １　作業療法概論Ⅰの教育フレームワークにおける教育領域

図１　教育フレームワークにおける教育プロセス
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OSCE では OTS 役，SP 役に分かれ，ワークシート

で取り組んだ課題と同じく，見学実習場面を想定し

「作業療法って何 ?」「作業療法って効果があるの？」

と聞いてくる事例に対して，学生が説明をするとい

うロールプレイを行った．ロールプレイの開始前に

OTS，SP にはそれぞれ必要な知識・技術を教授し，

コミュニケーションの重要性を体験することを課題

とした．教育的活用であるためロールプレイの終了

時には，学生間でのフィードバック及び教員からの

全体フィードバックを行い，判定は行わなかった．

終了時には，ロールプレイ場面の感想と SOAP 形式

での記録を実施させ，全員に提出させた．

　フェーズ ２ は「作業療法の習得に向けて基本的

専門知識を身に付ける」をテーマとした．全体の流

れはフェーズ １ と同じとした．認知面の教授とし

て教科書 p.51-81 の範囲を共有した後，脳梗塞の事

例のワークシートに取り組ませた．到達度の確認と

して小テストを行った．その後，SP の更衣動作の

観察を行わせ，観察の重要性を体験することを課題

とした教育的 OSCE を行った．終了時には学生間で

のフィードバック及び教員からの全体フィードバッ

クを行い，感想と SOAP 形式での記録を提出させた．

　フェーズ ３ は「作業療法の概念と実践」をテー

マとした．全体の流れはフェーズ １･２ と同じとし

た．認知面の教授として教科書 p.162-168 の範囲を

共有した後，脳梗塞の事例のワークシートに取り組

ませた．到達度の確認として小テストを行った．そ

の後，コミュニケーション・観察の重要性を体験す

るという課題で SP の車椅子移乗を見守らせるとい

うロールプレイを行わせた．終了時には学生間での

フィードバック及び教員からの全体フィードバック

を行い，感想と SOAP 形式での記録を提出させた．

　尚，情意領域の教授に関しては，特別な枠組みを

設けず，教員一人一人の言葉と姿勢で，事例に対し

て臨床上重要と考えることを自身の実践と言葉で伝

えるようにした．その際は一方的な指導とならない

ように，事例に対してどう考えるかについて対話す

ることを重要視した．

　授業の終了時には認知領域の最終的な到達度の確

認として，ペーパーによる試験を精神運動領域の最

終的な到達度の確認として，OSCE を実施し，授業

を終了とした．授業概要を表 ２ にまとめる．

Ⅳ．結果

1．授業の習熟度の自己評価
　授業開始時及び終了時の授業の習熟度の自己評価

の平均値及び標準偏差の結果を表 ３ にまとめた．

項目 １，項目 5 は開始時に比べ終了時に上昇が見

られ，項目 ２，３，4 は開始時に比べ終了時に低

下が見られたが，共に統計学的な有意差は見られな

かった．項目６は開始時に22± 16.76であったもの

が終了時に 42.75 ± 19.87 に上昇が見られ，項目 ７ は

図２　授業で使用しているワークシート



作業療法教育研究・第 11 巻・第１号・2011 年７月

− 39 −

表 ２　作業療法概論Ⅰの授業の実際

表 ３　授業の習熟度の自己評価
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開始時に12.75±14.99であったものが終了時に32±

19.51 に上昇が見られ共に統計学的に有意に上昇し

ていた．（p<0.01）

2．授業に対する評価アンケート
　授業終了時に行った授業に対する評価アンケート

の結果を表 4 にまとめた．満足度は項目 １，２，

３，5，６ において肯定的意見が 80％以上を占めた．

項目 4 では肯定的意見が 60％程度であった．参加

度は，項目 ７，８ とも肯定的意見が 80％以上を占

めた．自己主導型学習態度では，項目 9 では否定

的意見が 50％程度，項目 10 では肯定的意見が 70％

程度，項目 11 では否定的意見が 80％程度を占めた．

項目 12，13，14 において肯定的意見が 80％以上を

占めた．テスト志向性は，項目 15，16，17 におい

て否定的意見が 70％以上を占めた．その他の項目

18 では肯定的意見が 80％以上を占めた．

3．授業に対する感想
　授業を受けての学生の感想を抜粋すると，肯定的

なものとしては「実習に向けてモチベーションが高

まった」「日誌や記録の書き方を教えていただけた

ので，楽しく学べることができました」「今の自分

に何が必要か見つめ直す機会になった」「実習がイ

メージできた」「（実習に行く）不安が少しなくなっ

た」「（実習に行ったときに」観察の視点が分かった」

「（実習に行ったときに）１ 年生でここまでレポー

トが書けたらすごいと実習指導者の先生に褒められ

た」などが見られた．否定的なものとしては「いき

なり演習（OSCE）をしてびっくりした」「講義をもっ

と聞きたかったです」「OSCE が緊張した」「見学実

習のイメージが明確になるにつれて，不安が増して

いくように思います」などが見られた．

Ⅴ．考察

　授業の習熟度の自己評価の結果から，項目 ６･７

の平均値が授業開始時に比べ授業終了時で有意に上

昇しており，本授業を受けることで学生たちが思考

力や実践力に対する自己評価を高めていることが分

かる．項目 １･２･３･4･5 に関しては，統計学的

に有意な変化が見られなかった．藤縄らは作業療法

学生を含めた医療系学生の専門職アイデンティティ

表4　授業に対する評価アンケートの結果
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の形成に関して １ 年次が高く，学年の進行に伴っ

て低下し，4 年次でまた高くなるという傾向があ�

る 26）と報告しており，田山らは作業療法学生の職業

観に関して学年を経るごとに作業療法に対する失望

感が増している 27）という報告をしている．また，原

口らが作業療法専門学生と理学療法専門学生の職業

的アイデンティティの比較から，作業療法専門学生

は理学療法専門学生よりも，医療職としての認識が

自身の将来の職業としての自信や志向に結びつきに

くい 28）と述べている．これらのことから，今回学生

の作業療法に対する志向性に関する 5 項目を半年

間入学時の水準を維持したことは意義があると言え

る．

　授業に対する評価アンケートでは満足度，参加度，

自己主導型学習態度，その他のカテゴリーのほとん

どの項目において肯定的意見が多くを占め，この授

業の有効性が伺える．しかしテスト志向性ではすべ

ての項目において否定的意見が多くを占め，今回

の授業では学生の試験に対する認識を変えるまでに

は至らなかった．これらのことは，この教育フレー

ムワークでは課題に取り組み，技術を習得していく

プロセスが重要視されるため，学生の主体的学習態

度の養成には課題が残るということを示唆している

と思われる．長谷らは作業療法士の職業的アイディ

ンティ研究の展望において専門職種を特徴づける知

識と技術に対する不安が生じると，専門職アイデン

ティティが不安定になる 29）と述べており，生涯学習

の態度育成のためには主体的に学習していく態度が

重要であるが，職業的アイデンティティを形成して

いく観点から考えると，学生が思考力や実践力を身

につけ，自己評価を高めていくことも重要な要素で

あると言える．項目 9･11 は学習ツールの活用，イ

ンターネットの利用であり，今後課題の設定や学習

技術の指導などを行い，学習を促すことが求められ

る．

　授業後の学生の感想文や実習後の感想からも，本

授業を受けたことで見学実習の課題に役立ったこと

が分かる．臨床実習は学生にとって大きな課題であ

り，その課題に向けての準備を通して作業療法士学

生として重要な知識や技術，態度を身に付けさせる

ことは学生の学びの文脈に沿ったより意味深い学習

につながりやすいと考える．

　このように教育の領域やプロセスの枠組みを具体

的に明示したことで，専門学生の学習のしやすさや

作業療法への志向性を保つこと，思考力や実践力を

高めることに役立ったと言える．しかし，これらは

あくまで枠組みに過ぎず，最も大切なことは教員が

熱心に関わることであり，教育フレームワークは専

門学生の臨床能力の育成を実現するための基盤にな

ると言える．

Ⅵ．おわりに

　専門学生の認知領域，精神運動領域，情意領域に

渡る臨床能力を包括的に教育するという複雑な実践

を教育フレームワークを作成することでその効果を

検証した．その結果，授業の習熟度の自己評価の結

果から，作業療法士としての思考力，実践力に関し

ての平均値が授業終了時に上昇し，思考力や実践力

に対する自己評価が高まった．また，授業に対する

評価アンケートでは満足度，参加度，自己主導型学

習態度，その他のカテゴリーの項目のほとんどにお

いて肯定的意見が多くを占めた．しかし学生の試験

に対する認識を変えるまでには至らなかった．
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Ⅰ　緒言

　作業療法士は国家資格であり，専門職として“一

定水準”に到達していることが免許取得の最低条件

となる．現行の国家試験は，筆記試験のみであり，

評価しているのは認知（知識）領域に偏る傾向がみ

られる．一方，精神運動（技能），情意（態度・習慣）

領域の一定水準への到達度は，臨床実習における評

価に頼らざるを得ない．

　臨床実習は，領域ごとに実習施設や指導者が異な

り , 実習生は限られた期間の中で , 臨床能力を獲得す

ることが求められる．その教育効果を捉えるために

は多面的な評価の基準を用いることが必要と考えら

れた．

　大澤ら１）は，実習生の過小評価の背景を探る研究

で，実習生の到達すべき目標が順調に形成されてい

るかをチェックする形成的評価を重視した指導法の

有効性と，自己評価の重要性を強調し，自己評価が

実習生を理解する重要な評価であり，多角的分析の

必要性を述べた．

　現在も実習生の臨床実習に対する教育評価手段

として，自己評価の必要性が認識されており，㈳

日本作業療法士協会の「臨床実習の手引き～第３�

版～」２）（以下，第３版と略す）では実習生の自己

研究と報告

作業療法士養成専門校学生へのアンケート調査による
臨床実習満足度尺度作成に関する研究

Study on scale making of satisfaction for clinical practice by the questionary survey 
for college of Occupational Therapy Students

佐々木　千寿１）・里村　恵子２）

Chihiro�SASAKI１）・Keiko�SATOMURA２）

要旨：本研究の目的は，作業療法士養成専門校学生を対象に，学生が抱く臨床実習に対する満足度に関する
アンケート調査を実施し，満足度を構成する因子を明らかにすること，尺度としての信頼性・妥当性の検証
を行うことである．調査対象は，都内 ６ 校および関東近郊 ２ 校の作業療法学科を有する専門校の平成 22
年度作業療法学科在籍学生のうち，臨床実習終了学生 256 名であり，質問紙は留め置き調査法を用いた．
分析方法は因子分析（主因子法，プロマックス回転）を行い，下位尺度の内的整合性は α 係数を算出し，
抽出された因子について内容的妥当性を検討した．
因子分析を行った結果4つの因子が抽出され，第１因子「職業人への成長因子」，第２因子「実習指導者か
らの指導内容因子」，第３因子「作業療法の実践性因子」，第4因子「担当ケースへの介入因子」と命名した．
内的整合性を検討するために下位尺度の α 係数を算出したところ，全ての因子の α 係数が．80 以上と十
分な値が得られ，4つの下位尺度は互いに有意な正の相関を示した．先行研究で得られた因子項目の内容と
比較し，内容的妥当性の検討を行ったが，安定した因子を得たとは言いがたく，継続的な調査が必要である
と考えられた．
キーワード：作業療法教育　臨床実習　満足度　教育評価

Japanese Journal of Research for the Occupational Therapy Education 11(1):　43-53,  2011
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評価表（表１）が掲載されている．

　筆者らが養成校（4校）から，臨床実習結果報告

書（以下，報告書と略す）の概要を聴取したところ，

評価項目は各養成校の教育特性を反映した内容で作

成されていた．

　評価項目の基本構成・成績評価（評定）基準（表

２）は，第３版に掲載されている臨床実習報告書（モ

デル）をもとに作成されているところが多かったが，

単位認定の合格基準にはばらつきがみられた．

　その要因として，㈳日本作業療法士協会の「臨床

実習の手引き～第4版～」３）に述べられている個々

の評価項目の到達レベルよりも，むしろ実習生とし

ての全体的な能力のバランスを合否基準とみなして

いる場合があることや，報告書を作成および改訂す

る際に，養成校間での情報交換等はほとんど行われ

ていないことも影響していると考えられた．

　以上のことより，教育評価基準4）として一般的に

提示されている基準（表３）と照らし合わせてみる

と，既存の臨床実習における教育評価基準には，教

育者（実習指導者）の到達度評価・認定評価，学習

者（実習生）の目標到達度の自己評価は取り入れら

れているが，学習者（実習生）の内的基準満足度の

自己評価が含まれていなかった．この内的基準満足

度とは，学習者の心の中に暗黙の形で存在する評価

基準に従って，学習の結果，この程度で大丈夫だろ

うか，満足できるか否かを判断するものである．

　そこで，他の医療系卒前教育の臨地（臨床）実習

において，学習者（実習生）の内的基準満足度の自

己評価に関連する論文を探す目的で，文献レビュー

を行った（表4）．検索方法は，医学中央雑誌（ア

ドバンス）データベースに記載されている文献のう

ち 2000 年～ 2011 年に発表された研究論文を対象と

した．キーワードは，「医学生，（※ １臨床実習，満

足度）」，「看護学生，（※ １）」，「理学療法，（※ １）」，

「作業療法，（※ １）」で検索を行った（最終検索日

2011.�01.�11）．

　結果，�検索目的に合致した原著論文件数は８件で

あった（表5）．

表１　実習生の自己評価
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表２　「臨床実習の手引き～第３版～」

表３　教育学における教育評価

表4　文献検索結果一覧

表5　�臨床実習に学生が抱く満足度の要因分析を目的とした
文献数一覧
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　北林ら5）は，成人看護実習における学生の満足感

を構成する要素を明らかにし，教員が学生に指導す

る際の援助方法の示唆を得ることを目的に研究を行

い，「最終的に良好な人間関係，看護の実践性，看

護観の成長の３つのカテゴリーを抽出された」と

述べ，「満足感を構成する要素を経験させることで，

学生の実習や看護活動に対する意欲を喚起する可能

性が示唆された」と考察していた．

　また奥宮ら６）は，医学部での診療参加型臨床実習

（クリニカル・クラークシップ）がモデル・コア・

カリキュラムに位置づけられたことから，実習内容

が施設や診療科によって大きく異なり，実習先での

満足度にも大きく差があるように感じられることを

動機として，学生の満足度に関連する因子を調べる

ことを目的の一つとした研究を行った．結果は １）

臨床実習における医学生の高い満足度と関連するの

は，実習診療科の選択や実習中の講義などの頻度よ

りも，指導医の熱意と身体診察の頻度，２）臨床実

習における不満と強く関連するものは，指導される

機会が少なく放置されることであった．どちらの論

文からも，実習の成果と学生の満足度に関連がある

ことは示唆されているが，評価基準として用いる体

制は作られていないと考えられた．

　筆者らは先行研究７），８），9）で，都内Ａ専門学校に

在籍する作業療法科学生を対象に，臨床実習に抱く

満足度の要因分析を行ってきた．臨床実習を経験し

た学生の満足度に関する自由記述をラベル化し，カ

テゴリー分類したところ，１）実習内容について，２）

実習指導者について，３）自己について，4）人間

関係について，の4つの要因が抽出された．

　しかし，各分類内容の関連性が不明確であったた

め，4つの要因を構成するラベルをもとに，42 項

目の質問紙を作成し，収集したデータの因子分析を

行った．

　結果，抽出された5つの因子は，先に述べた複数

の論文から得られた知見と一致する部分も多かった

が，研究対象が１専門学校にとどまっていたため，

その結果を作業療法士養成専門校に共通する傾向と

解釈することはできなかった．

　以上より，本研究では作業療法士養成専門校学生

を対象に，学生が抱く臨床実習に対する満足度に関

するアンケート調査を実施し，満足度を構成する因

子を明らかにすること，尺度としての信頼性・妥当

性の検証を行うことを目的とした．

Ⅱ　方法

１．調査対象

　調査対象校は，都内および関東近郊の作業療法学

科を有する専門校 ８ 校（昼間部・夜間部を有する

専門校 ２ 校を含む）であった（表３）．調査対象の

実習は，最終年次に行う「臨床（インターン）実習」（以

下，臨床実習と称す）とした．調査対象者は，平成

22 年度作業療法学科在籍学生のうち，臨床実習終了

学生 256 名であった．

２．調査方法・調査期間

　調査方法として質問紙は留め置き調査法を用い

た．依頼の手順は，筆者らおよび各専門学校の教員

が依頼書を提示しながら対象者に説明し，質問紙配

布 １ 週間後をめどに質問紙回収箱への投函を依頼

し，回収箱に投函したことで同意とした．質問紙回

収箱は回収日まで施錠しておいた．質問紙配布の時

期は，各期の実習後教育時に行った．調査期間は，

平成 22 年 ６ 月～ 12 月末であった．

３．調査内容

　自記式質問紙の構成は，①対象者の基本属性（年

齢・性別・実習領域），②先行研究をもとに選定し

た 24 項目で，「全く満足していない，あまり満足し

ていない，どちらともいえない，だいたい満足して

いる，非常に満足している」の5件法とした（資料

１）．

4．分析方法

　因子分析は主因子法，プロマックス回転で行い，

因子分析から得られた結果から，下位尺度を設定

した．下位尺度の内的整合性は α 係数を算出した．

抽出された因子について内容的妥当性を検討した．

統計処理は PASW�statistics�18 を使用した．

5．倫理的配慮

　対象校の作業療法学科責任者の許可と，首都大学

東京荒川キャンパス研究安全倫理委員会の承認を得

た（受理番号 10068）．対象者には，アンケート記入

中気分の変調や拒否があった場合は，直ちに中止で

きること，その旨を申告する必要はないこと，記入

場面，記入後の投函時，研究者は関与していないこ

と，などを説明した．
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Ⅲ　結果

１．質問紙回収率・回答学生の概要

　本研究では，対象者は同一でも実習指導者や実習

領域が異なることを考慮し，協力可能であった専門

校では，各実習後に得られた回答を各々独立した

データとして扱った（表６）．

　質問紙の回答数は 299 名，回収率は 78.7％，うち

有効回答数は 292 名であった（表７）．

２．因子分析

　臨床実習満足度に関する尺度 24 項目の平均値，

標準偏差を算出したところ，天井効果およびフロア

効果のみられる項目はなかった．次に主因子法によ

る因子分析を行った．１ 回目の因子分析で，十分な

因子負荷量を示さなかった ２ 項目を分析から除外

し，残りの 22 項目に対して再度主因子法による因

子分析を行った．固有値の変化は 9.59，1.94，1.65，

1.15，0.84（以下，省略）というものであり，4因

子構造が妥当であると考えられた．そこで4因子を

仮定して主因子法・プロマックス回転による因子分

析を行った．プロマックス回転後の最終的な因子パ

ターンと因子間相関を表８に示す．なお，回転前の

4因子で 22 項目の全分散を説明する割合は 65.02％

であった．

　第１因子は ７ 項目で構成されており，「自己洞察

することができた」「自己の行動を変化させること

ができた」「職業人としての適性を身につけること

ができた」などの項目が高い負荷量を示していたの

で，「職業人への成長因子」と命名した．

　第２因子は 5 項目で構成されており，「指導者か

ら実習生の振り返りの指導を受けることができた」

「指導者から実習生としての行動の指導を受けるこ

とができた」などの項目が高い負荷量を示していた

ので，「実習指導者（以下，SV とする）からの指導

内容因子」と命名した．

　第３因子は ６ 項目で構成されており，「治療技術

を習得することができた」「評価技術を習得するこ

とができた」「様々な作業療法の治療を経験できた」

などの項目が高い負荷量を示していたので，「作業

表６　対象校の概要

表７　回答学生の概要
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療法の実践性因子」と命名した．

　第4因子は 4 項目で構成されており，「担当ケー

スの目標設定を行うことができた」「担当ケースの

評価を行うことができた」などの項目が高い負荷量

を示していたので，「担当ケースへの介入因子」と

命名した．

Ⅳ　考察

１�．因子分析により抽出された臨床実習満足度の因

子について

　第１因子は，職業人としての適性を身につけるた

めに，自己を振り返り，変容させる内容の項目で構

成されており，実習を通して職業人に成長していく

ことが，満足度に大きく影響していることが伺えた．

　第２因子は SV から受けた指導内容の項目で，そ

の内容を関ら10）の「学生が満足する実習指導因子」

を明らかにするために行った研究で抽出された２つ

の因子，「肯定的支持的指導」「積極的成長促進的指

導」を説明する変数（表9）と比較したところ，類

似した内容であったことから，共通の傾向を示すと

考えられた．

　第３因子は，実際に体験した作業療法に関する内

容の項目で，北林ら5）の満足感を構成する要素の

分類から得られた「看護の実践性」，奥宮ら６）の医

学生の高い満足度と関連する要因の一つは身体診察

の頻度という知見を裏付けるものであると考えられ

表８　専門校臨床実習満足度アンケートの因子分析結果（プロマックス回転後の因子パターン）N=292
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た．

　第4因子は，担当ケースに実施した作業療法の項

目で，ただ担当ケースに介入したという経験にとど

まらず，臨床実習における主な実習課題の遂行状況

を把握する項目として捉えることができるのではな

いかと考えた．

　以上より，学生の自己評価による臨床実習満足度

とは，自己を洞察し成長する過程を経て職業人とし

ての適性を身につけること，SV からの指導内容，

作業療法の実践性，担当ケースへの介入を通した課

題の達成度，で構成されていることが明らかになっ

た．

２．項目分析について

１）信頼性の検討

　因子分析で得られた結果から，4つの下位尺度を

設定した．その4つの下位尺度に相当する項目の平

均値を算出し，「職業人への成長因子」下位尺度得

点（平均 3.67，SD0.71），「SV からの指導内容因子」（平

均 3.82，SD0.82），「作業療法の実践性因子」（平均

3.40，SD0.77），「担当ケースへの介入因子」（平均 3.69，

SD0.86）とした（表10）．

　内的整合性を検討するために下位尺度のα係数を

算出したところ，「職業人への成長因子」でα=.�87，�

「SV からの指導内容因子」でα=.�87，「作業療法の

実践性因子」でα＝.�84，「担当ケースへの介入因子」

でα=.�88 と十分な値が得られた．満足度の下位尺

度間相関を表６に示す．4つの下位尺度は互いに有

意な正の相関を示した．

２）妥当性の検討

　今回使用した質問紙の尺度項目を選定するもとと

なった，先行研究9）で得られた因子（表11）の分散（固

有値）の総分散に対する割合と因子項目の内容を比

較し，内容的妥当性の検討を行った．

　因子数は A 専門学校（N=123）が5つ，専門校

（N=292）4つで，「自己の課題に関する因子」が抽

出されなかった．分散の総分散に対する割合では，

Ａ専門学校の第１因子は「SV からの指導内容に関

する因子」（42.38％），専門校の第１因子は「職業

人への成長因子」（43.59％）と，尺度全体を説明す

る影響力の大きい因子が入れ替わっていた（表12）．

因子項目は，全ての因子で相違がみられ，24 項目中

15 項目は一致しており，項目のまとまりとしても共

通しているものが多かった（表13）．

　因子が安定していない理由として，以下の点が考

えられた．

①�項目数に対して，十分なサンプル数が得られてい

ない．

②�「指導者から評価技術の指導を受けることができ

た」「指導者から治療技術の指導を受けることが

できた」は，第２因子，第３因子両方に .�40 以上

表9　因子の説明変数

表10　�専門校臨床実習満足度アンケートの下位尺度間相関と平均 ,�ＳＤ,�Pearson�
の相関係数�N=292
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表11　A 専門学校の臨床満足度アンケートの因子分析結果（プロマックス回転後の因子パターン）�N=123

表12　A 専門学校（N=123）と専門校（N=292）の各因子の分散（固有値）の総分散に対する割合の比較



作業療法教育研究・第 11 巻・第１号・2011 年７月

− 51 −

の負荷量を示しているため，項目として採用する

か検討する必要がある．

③�実習領域，実習環境，各専門学校の教育特性など

が影響している可能性がある．

　自己評価は，外部からの評価と基本的に異なる面

として，自身の学習に対する独善や自己満足に陥り

やすい面があるといわれている4）が，本アンケート

の結果，学生が評価の対象としているのは，職業人

としての適性が身についたか否かであり，他の因子

は SV からの指導内容や作業療法実践の到達度など

外部からの評価が想定されていると推察された．さ

らに尺度の精度を高める工夫を行っていくことで，

到達度で設定されている臨床実習報告書２）の，「職

業人としての適正」の評価結果にいたる過程を評価

表13　A 専門学校（N=123）と専門校（N=292）の各因子項目の比較
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する尺度の一つとして活用できる可能性が示唆され

た．

Ⅴ��研究の限界と今後の課題

　学生が抱く臨床実習に対する満足度に関する尺度

の作成を試みたが，北林ら5），矢野ら11）が指摘して

いるとおり，様々な環境や，形態を持つ臨床実習で

の学生の満足度（感）の研究は少なく，尺度の妥当

性について十分な検証が行えなかった．特に，学生

が持つ評価基準の水準の適切さを検証する必要があ

ると考える．その検証方法の一つとして，実習評価

成績点の高低で対象者を分割し，上位群と下位群を

独立変数として下位尺度得点の差を比較する等を検

討している．

　また今回は専門校を対象に調査したが，養成課程

は大学（短期大学）もあるのでさらに調査対象を広

げ，尺度の精度をより高める研究へと展開していき

たい．�

Ⅵ　結論

　専門校の作業療法学科に在籍し，臨床実習を経験

した学生を対象に臨床実習満足度のアンケート調査

を行った．収集したデータの因子分析を行った結果，

4つの因子が抽出され，第１因子「職業人への成長

因子」，第２因子「SV からの指導内容因子」，第 ３

因子「作業療法の実践性因子」，第4因子「担当ケー

スへの介入因子」と命名した．

　項目内容は，他の医療系卒前教育の臨地（臨床）

実習における学生の満足度（感）に関連する論文か

ら得られた知見と類似しおり，Ａ専門学校と専門校

の因子も概ね共通していたことから，満足度を測る

尺度項目として適切である可能性が示唆された．

　内的整合性を検討するために下位尺度の α 係数

を算出したところ，全ての因子の α 係数が .�80 以

上と十分な値が得られ，4つの下位尺度は互いに有

意な正の相関を示した．

　先行研究9）で得られた因子の分散（固有値）の総

分散に対する割合と因子項目の内容を比較し，内容

的妥当性の検討を行ったが，安定した因子を得たと

は言いがたく，継続的な調査が必要と考えられた．
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資料１

平成　　　年　　月　　日

１．性別をお答えください。 （該当する選択肢を○で囲んでください。）
１） 男 ２） 女

２．あなたの年齢をお答えください。　　（　　　　　　歳） （括弧内に記入してください。）
３．実習時期は次のどれですか。 （該当する選択肢を○で囲んでください。）

１） ２）
３） ４） ５）

４．今回の実習領域は次のどれですか。 （該当する選択肢を○で囲んでください。）
１） ２） ３）
４） ５）

５．以下の項目の対する満足度にあてはまる番号を○で囲んでください。
※満足度の段階づけ
１　全く満足していない
２　あまり満足していない
３　どちらともいえない
４　だいたい満足している
５　非常に満足している
＜記入例＞

　アンケートの回答にご協力いただきありがとうございました。

臨床実習満足度アンケート

　このアンケートは、臨床実習の充実・改善に役立てる目的として行うものです。この結果をもとに、学生の皆様

の実習指導の更なる改善を図っていきたいと思いますので、率直なご意見をお願いいたします。

　なお、このアンケート結果を研究以外の目的で公表することはありません。

　ご協力のほど、よろしくお願いいたします。

評価実習Ⅰ期目 評価実習Ⅱ期目
臨床実習Ⅰ期目 臨床実習Ⅱ期目 臨床実習Ⅲ期目

身体領域 精神領域 発達領域
老年期領域 地域領域（在宅サービス等）

　１　　評価技術を修得することができた １　　２　　３　　４　　５

　１　　評価技術を修得することができた １　　２　　３　　４　　５

　２　　治療技術を修得することができた １　　２　　３　　４　　５

　３　　様々な作業療法の治療を経験できた １　　２　　３　　４　　５

　４　　指導者から評価技術の指導を受けることができた １　　２　　３　　４　　５

　５　　担当ケース以外の評価や治療を行うことができた １　　２　　３　　４　　５

　６　　レポート・記録のまとめ方を修得することができた １　　２　　３　　４　　５

　７　　指導者から実習生としての行動の指導を受けることができた １　　２　　３　　４　　５

　８　　指導者から実習生の振り返りの指導を受けることができた １　　２　　３　　４　　５

　９　　指導者から作業療法の概論的な指導を受けることができた １　　２　　３　　４　　５

　１０　指導者から治療技術の指導を受けることができた １　　２　　３　　４　　５

　１１　主体的に行動する実習を行うことができた １　　２　　３　　４　　５

　１２　担当ケースの評価を行うことができた １　　２　　３　　４　　５

　１３　担当ケースの目標設定を行うことができた １　　２　　３　　４　　５

　１４　担当ケースの治療を行うことができた １　　２　　３　　４　　５

　１５　担当ケースとの関わりを通して障害への理解を深めることができた １　　２　　３　　４　　５

　１６　自己の知識レベルを把握することができた １　　２　　３　　４　　５

　１７　自己の技術レベルを把握することができた １　　２　　３　　４　　５

　１８　自己の行動を変化させることができた １　　２　　３　　４　　５

　１９　自己の考え方を変化させることができた １　　２　　３　　４　　５

　２０　職業人としての適性を身につけることができた １　　２　　３　　４　　５

　２１　自己の改善点を把握することができた １　　２　　３　　４　　５

　２４　共感できる方針の施設で行うことができた １　　２　　３　　４　　５

　２２　自己洞察することができた １　　２　　３　　４　　５

　２３　自己の知識を増やすことができた １　　２　　３　　４　　５
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Ⅰ．はじめに

　 世 界 作 業 療 法 士 連 盟（World�Federation�of�

Occupational�Therapists,�WFOT）による「作業療

法士教育の最低基準 １）」では，作業療法教育の社会

的目的は「作業療法をより明瞭なものにすることで，

人々の健康と福祉に対する作業療法の貢献」を広く

認識することと，「質の高い健康と福祉サービスを

求める社会の期待を満たすこと」であるとされてい

る．これらの目的を達成するためには，専門職のア

イデンティティを育む教育を行う必要がある．

　藤縄ら ２）は，保健医療福祉専門職の養成教育を受

けている学生を横断的・縦断的に調査した結果，専

門職のアイデンティティが臨床実習を経て，徐々に

確立されていくことを報告している．専門職のアイ

デンティティは，「一般にはできない問題を解決可

能にする特定の知識や技術 ３）」を含んでいることか

ら，その専門職に必要な技能を臨床実習で身につけ

ることは重要であると思われる．しかし，知識と技

術の不十分さや職業人としての適性への疑問から，

臨床実習で十分な達成感を得られない学生もいるこ

とが報告されている 4）．青山 5）は，学生が臨床実

習で好ましい達成感を得るためには，自己効力感を

高めることが必要であると述べている．村田 ６）は，

臨床実習で体験した事例について，作業療法理論を

用いて整理・検討することが学生の自己効力感を高

めるとともに，専門職のアイデンティティ形成に影

響することを示している．また，中村ら ７）は，作業

療法理論を教育に取り入れることにより，クライア

ントをより深く理解したいという動機づけと問題解
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決能力を促進することも示唆している．Miller８）は，

作業療法理論は実践の妥当性を示し，問題解決の鍵

となり，専門職集団の成長と意識を高めると述べて

いる．

　保健医療福祉専門職の養成教育では，作成された

事例を通して学ぶ Problem-based�tutorial� learning

（PBL テュートリアル教育；以下，PBL）9）があるが，

作業療法の教育でも，事例を検討することと作業療

法理論を学習することを結びつけた教育プログラ

ムが必要であると考えられる．作業療法の専門職教

育では，作業療法理論は主として基礎作業学で，事

例に関しては臨床実習で学ぶことが目的とされてお�

り １），理論と事例をあわせて学ぶ機会は多くはない

と思われる．

　以上より，筆者らは，作業療法士が参加して行わ

れている作業療法理論を用いた事例検討会に作業療

法学生が参加することは，早期から専門職のアイデ

ンティティ形成を育むとともに，卒業後の臨床能

力にも良い影響を与えるのではないかと考えた．し

かし，事例検討会へ学生が参加することの意義を検

討した報告はない．そこで，本研究では，事例検討

会へ参加することは，専門職のアイデンティティ形

成にどのような影響を及ぼすのかについて，作業療

法学生が事例検討会へ参加することにより学んだこ

と，作業療法士になってから省みたことの ２ つの

視点から考察を行う．

Ⅱ．方法

１．対象者

　対象者は，第 １ 筆者が勤務する作業療法士養成

校の卒業生で，経験年数が １ 年以内の作業療法士

２ 名であった．在学中，日本作業行動学会主催の人

間作業モデル事例検討会（年 4 回開催）へ 5 回以

上参加していた．日本作業行動学会は，作業療法理

論のひとつである人間作業モデル（Model�of�Human�

Occupation,�MOHO）10）の研究と普及を目的として設

立された学会で，日本各地 10 カ所で事例検討会を

定期的に開催している．対象者には，本研究の趣旨

を説明し，理解を得た上で研究協力に同意を得た．

２．手続き

　第 １ 筆者が電子メールを用いて対象者と連絡を

とり，対象者の臨床領域と経験月数について情報を

得た．次に，質問項目を送信し，自由記載による回

答を得た．質問項目は，「事例検討会で学んだこと」

「事例検討会で学んだことのうち，卒業後に役に立っ

たこと」「作業療法士による事例検討会に学生が参

加する利点と問題点」「その他，気づいたこと」と

した．自由記載の内容に関して，対象者の意図や内

容を確認するために，複数回，電子メールを交換し

た．

３．分析方法

　得られたデータの分析は，戈木 11）によるグラウン

デッドセオリーアプローチを基盤として行った．手

順として，①得られたデータを内容ごとに区切り，

②オープン・コード化してラベル名をつけ，③その

ラベル名が意味するものを検討して，④カテゴリー

にまとめ，⑤展開すべきカテゴリーを選んで関連づ

けていく軸足コード化を行った．⑥この過程を繰り

返し，最終的に個々のカテゴリーが独立したものと

みなされる段階まで分類した．⑦その後，生成され

た各カテゴリー間の関係を検討した．

Ⅲ．結果

　対象者 ２ 名の対象領域は，それぞれ精神障害領

域と身体障害領域であった．経験年数は，両者とも

に 5 ヶ月であった．得られたデータとカテゴリー

の関係を表１と図１に示した．ラベルがついたデー

タは 73 個であった．そこから，12 のサブカテゴリー

と5つのカテゴリーが生成された.カテゴリー名は，

①参加にあたって不足していること，②新たな学び，

③クライアントの立場を知る視点，④自分を知り対

象者に向き合う，⑤全てはうまくいかない，であっ

た．生成された各カテゴリー間の関係を検討して，

①，②，③から「作業療法学生としての能力に気づ

く」，④と⑤から「作業療法士になってからの変化」

に分類される ２ つのコアカテゴリーが生成された．

　以下，5 つのカテゴリーについてデータを挙げて

示す．「　」は生データであり，【　】はサブカテゴリー

名，そして，『　』はカテゴリー名を示す．
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１．作業療法学生としての能力に気づく

１）『参加にあたって不足していること』

　「対象者と関わる機会や作業療法の実施経験がほ

とんどない」「的外れの質問をしているのでは」な

どから，【臨床経験の不足に気づく】【学習内容の不

足に気づく】が導かれた．

２）『新たな学び』

　「特に生活史を知り，何に価値を置いているかを

探ることからアプローチを考えるという視点の重要

性を学んだ」「学生では気づかない，見えないこと

を学べる」「治療展開を理解しやすかった」「臨床で

先生方がどのように治療に取り組んでいるのか，具

体的に学べた」「できれば学生時代からその視点を

育てておく必要があると思う」などから，【生活を

知る視点】【治療展開を学ぶ】【在学中に学ぶ必要が

あった】が導かれた．

３）『クライアントの立場を知る視点』

　「対象者の“語り”を通してその“生活のしづら

さ”を解消できる」「対象者を疾患でみるのではなく，

対象者自身の日々の生活と今後の人生をみるという

視点が必要であると考え，実行できる」などから，【語

りを聴いて支援する視点】【心身機能とその人自身

をみる視点】が導かれた．

２．作業療法士になってからの変化

１）『自分を知り対象者に向き合う』

　「作業療法士自身が及ぼす影響も考慮する必要が

ある」「作業療法実施後に対象者とともに振り返る」

などから，【自分を知り同じ生活者として向き合う

こと】【対象者に向き合うとともに振り返る】が導

かれた．

表１　カテゴリー生成

図１　カテゴリーの関連図
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２）『全てはうまくいかない』

　「全員にうまくいったわけではない，今は仕事に

まだまだ追われている」などから，【作業療法士と

しての能力の不十分さ】【仕事に追われる現状】が

導かれた．

３．結果のまとめ

　作業療法学生は，在学中に事例検討会へ参加する

ことで『参加にあたって不足していること』に気づ

いた．それらは，【臨床経験の不足に気づく】【学習

内容の不足に気づく】ことであった．自分の能力を

省みる視点をもつことにより，『新たな学び』を得

ることができた．クライアントの【生活を知る視点】

に気づくとともに【治療展開を学ぶ】という事例検

討会の経験は，【在学中に学ぶ必要があった】と振

り返ることができた．また，一般的な学びとともに，

『クライアントの立場を知る視点』に気づき，【語り

を聴いて支援する視点】と【心身機能とその人自身

をみる視点】をもつことの重要性に気づいた．これ

らは，作業療法学生としての能力に気づくことであ

り，その経験があったことで，作業療法士になって

からの変化を生み出す姿勢をもつことができたと考

えられる．その姿勢とは，『自分を知り対象者に向

き合う』ことを重要視することである．【自分を知

り同じ生活者として向き合うこと】【対象者に向き

合うとともに振り返る】といった協業的な関係を作

ることが必要であることに気づいた．しかし，まだ

まだ臨床の経験と知識は不十分であり，『全てはう

まくいかない』ので，【作業療法士としての能力の

不十分さ】と【仕事に追われている現状】に気づか

されている．

Ⅳ．考察

　在学中に事例検討会に参加したことで作業療法学

生はどのようなことを学ぶことができたのか，そし

て，その経験は作業療法士となってからどのように

役立ったのかの ２ 点に関して考察を行う．

１．事例検討会へ参加することにより学んだこと

　カテゴリーとして生成された『参加にあたって不

足していること』は，【臨床経験の不足に気づく】【学

習内容の不足に気づく】のサブカテゴリーを含んで

いた．対象者は，学生として作業療法士による事例

検討会へ参加するに際し，作業療法理論や作業療法

過程に関する学習不足や臨床経験の不足により，内

容を十分には理解できない自分に気づいたと思われ

る．作業療法学生として，どのような能力が不足し

ているかを省みる経験は，対象者にとって『新たな

学び』を行う上での課題意識を生み出すことになっ

たと考えられる．

　嘉納 12）は，学生が自分の思考過程を言語化して表

現できる能力を身につけるために PBL を導入した

結果，自分の能力を省みるとともに，知識と事例を

結びつけて理解する経験を得た学生がいたことを報

告している．本研究の対象者は，在学中に 5 回以

上，すなわち １ 年以上，事例検討会に継続的に参

加していた．【生活を知る視点】【治療展開を学ぶ視

点】は作業療法過程に関するものであり，「学生時

代からその視点を育てておく必要があると思う」と

のデータに表されているように，それらを【在学中

に学ぶ必要があった】との気づきは，知識と臨床を

結びつけて学ぶことの重要性に対象者が気づいたこ

とを示していると考えられる．

　また，対象者が参加した事例検討会は，作業療法

理論の中でも，クライアント中心の介入に焦点を

あてている人間作業モデル 10）によるものであった．

人間作業モデルは，クライアントのナラティブをも

とに意味ある作業を可能にする方法論を提示してい

る 10）．【語りを聞いて支援する視点】【心身機能とそ

の人自身をみる視点】は，クライアントの生活上の

問題を知るためには，クライアントの自己認識と心

身機能の制限の結びつきを理解して介入することが

必要であり，クライアント中心の作業療法の視点に

作業療法学生が気づいたことを示したものであると

考えられる．このような『クライアントの立場を知

る視点』は，人間作業モデルによる事例検討会に参

加したことで得られたものであると考えられる．作

業療法の現在のパラダイムの価値として，クライア

ント中心の実践に反映された治療的関係の重要性が

挙げられている 13）．人間作業モデルを基にして事例

を学ぶことは，クライアント中心の作業療法士の態

度を知ることにもなったと考えられる．どのような

作業療法理論を基に事例を学ぶかは，作業療法士に

なってからの臨床技能のみならず，専門職集団がも

つ倫理的態度とも関連すると考えられる．このよう
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な態度は，作業療法士になってからの変化である，

『自分を知り対象者に向き合う』とのカテゴリーに

表されていたと考えられる．

２．作業療法士になってから省みたこと

　新人作業療法の特徴として，規則通りに行おうと

するが，状況を理解して行動することが難しく，優

先順位をつけることに戸惑うことがあることが示さ

れている 14）．それに比較して，エキスパートの特徴

は，長期的展望をもった介入をし，作業を中心に展

開する人生物語をうまく作ることができることであ

ると考えられている 14）．新人作業療法士でも，エキ

スパートを目指し，専門職のアイデンティティを高

める姿勢は大切であろうと思われる．

　『自分を知り対象者に向き合う』のカテゴリーに

は，【自分を知り同じ生活者として向き合うこと】

と【対象者に向き合うとともに振り返る】のサブカ

テゴリーが含まれていた．これらは，作業療法士は

自身を治療の媒体としてクライアントと関わるた

め，クライアントを知るためには，自分自身がクラ

イアントにどのような影響を与えるのか，自己洞察

を行う必要があることを表していたと考えられる．

『全てはうまくいかない』には，【作業療法士として

能力の不十分さ】と【仕事に追われる現状】のサブ

カテゴリーが含まれていた．本研究の対象者である

２ 名の作業療法士は臨床経験が 5 ヶ月であり，未

だ慣れない臨床で仕事に追われている自分自身を省

みていたと思われる．在学中に参加した事例検討会

での知識を，自分の実際の臨床でいかにうまく活か

していくのかを試行錯誤しながら，経験を積んでい

る現状を表していたと考えられる．大松ら 15）は，作

業療法士観の生成には，養成教育と臨床体験，そし

て，クライアントに関わる期間が影響していると述

べている．在学中から，作業療法士による事例検討

会に参加する上で，養成教育で焦点をあてている事

柄と事例検討会が用いている作業療法理論が結びつ

いていること，そして，臨床経験を積んでいく上で，

道標となる作業療法士の実践を知っていることが作

業療法士としての専門職のアイデンティティ形成に

は必要であると考えられる．また，クライアントを

理解する一貫した視点と方法論となる理論が定まっ

ているからこそ，クライアントに関わる経験の深さ

が生まれると考えられる．在学中より，専門職のア

イデンティティを高めておくことと，クライアント

を理論からみる視点を知ることは，卒業後の臨床能

力を向上する可能性があると思われる．

Ⅴ．本研究の限界と今後の課題

　本研究は，ひとつの養成校を卒業した作業療法士

２ 名が対象であり，人間作業モデルを基にした事例

検討会への参加を分析したものである．今回は，対

象者が在学中に経験したその他の事柄や，臨床の実

際に関しては分析対象とはしなかった．今後は，在

学中から事例検討会に参加している作業療法士と，

在学中に参加していなかった作業療法士の臨床能力

についても比較検討することが課題とされた．

Ⅵ．結語

　本研究は，在学中に作業療法理論を基にした事例

検討会へ参加することが，作業療法士資格習得後の

専門職のアイデンティティ形成にどのような影響を

及ぼすのかを明らかにすることを目的に，２ 名の新

人作業療法士を対象に調査を行い，グラウンデッド

セオリーを用いて分析と考察を行ったものである．

　結果，5 つのコアカテゴリーが生成された．それ

らは，①参加にあたって不足していること，②新た

な学び，③クライアントの立場を知る視点，④自分

を知り対象者に向き合う，⑤全てはうまくいかない，

であった．

　学生として，作業療法士の事例発表会に参加する

ことは知識と経験の不足に直面することとなるが，

実際の事例を通して評価から治療へと展開していく

作業療法過程を聴講することで，臨床に即した学び

に結びつくことが示された．また，参加した事例検

討会は，クライアント中心の作業療法理論である人

間作業モデルによるものであり，作業療法士がクラ

イアントと向き合い，語りを傾聴していく姿勢や，

クライアントにとって意味ある作業を提供していく

視点を学ぶこともできたと考えられた .

　事例検討会に参加することは，クライアントを知

るために自分の能力を省みる視点とクライアントに

向き合う姿勢を作り出すことが示されたが，作業療

法士になった後も，その視点と姿勢を保ちながら実

践に臨んでいることも確認された．
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