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はじめに

　当施設は、医療機関を持たない単独型 100 床の
介護老人保健施設として平成 12 年 4 月に開設した。
平成 21 年 7 月現在、作業療法士（以下、OT）は 21
名・理学療法士 2名・歯科衛生士 2名・管理栄養士
1名の総勢 26 名をリハビリチームとして入所・居宅
事業に配置している。リハビリテーションの視点に
よる地域生活支援の実践を目的とした事業は 12 事
業に及び、一般・特定高齢者の予防から終末期ケア
に至るまで支援できる環境が整いつつある。この環
境を整える上で、重視してきたのは主体的に課題に
取り組むことができる人材の育成であり、その鍵と
なるのが活動（アクティビティ）の多様性であると
考え、OTを敢えて多数配置してきた。この環境が
著しく高い職員の定着率を生み、質の高いケアを提
供できる環境を作り出している。

OT の居場所

　この環境でOTは何をしているのか？生活上の課
題を持って入所してくる要介護者に対し、自立支援
を前提に、課題に適切に応えなければならない。具
体的には 5つの基本的ケア「起きる・食べる・排泄
する・清潔にする・活動する（アクティビティ）」
の保障から支援が始まる。しかし、要介護者を支援
する多くのサービスは、出来ることにまで手を出し
てしまう傾向にある。ここでOTは、できる能力、
持てる機能を最大限発揮できるよう支援をし、生活
場面で繰り返される“再現性”につながなければな
らない。OTはこの生活の具体的課題に直接的に介
入し、その場で課題解決できる力を持っている。実
は、この直接的介入が施設においても在宅において
も最も重要であり、多職種連携を機能させるために
必須の条件となる。そうであるならば、OTは常に
直接的介入ができる場所、すなわち生活空間にいな

ければならない。

主体的な活動を生む環境とは

　5つの基本的ケアを例に考えてみる。“起きる”に
は、まずなぜ起きる必要があるのか？その人にとっ
て起きることとはどのような意味を持つのか？様々
な活動の入り口ならば、具体的な活動がその先に提
示されている必要がある。この具体的活動が対象者
にとって現実的なのかニーズに沿うのか？これらの
判断にはアセスメントが重要であるが、対象者自身
の能力は勿論だが、取り巻く環境面に関しても緻密
にアセスメントを行う必要がある。身体能力・主体
性が喚起される心理状態、それを受け入れるための
設備やマンパワー等、対象者も含めた関わるすべて
の人間が置かれている環境、これらの情報を共有し、
機能することで、人はあきらめかけた課題にチャレ
ンジをする。その繰り返しが精神的な自立となり、
主体としての個人に戻る作業となる。即ち生きるた
めの活動の活性化であり、これが活動の多様性を生
む力となる。

OT がつくる活動のための環境

　当施設では常に生活の場で繰り返される対象者の
課題と向き合う作業療法を実践してきた。
　“食事”を例にすると、OTは姿勢管理や口腔運動
機能へのアプローチを基本的に 1対 1 の関係で介入
することが可能である。介護士は、食べやすい食塊
の大きさ、硬さ、柔らかさに気を配り、和やかな雰
囲気作りのための会話や音楽の設定、他の利用者に
もすぐに対応するための食席管理、OTから伝えら
れる機能的な課題への配慮等を複数の対象者を相手
に対応している。看護も健康管理上の課題を念頭に
置きながらも基本的に同様である。このOTによる
1対 1 の関係は、機能的な側面だけを捉えるのであ
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れば最も緻密な情報を持つことが出来る。この情報
を適切にわかりやすく伝え、誰もが再現できる機能
に置き換えていく作業が専門性として求められる。
この“再現性”が効率良く行われる環境になると、
良い意味でケアの効率化となり、時間的余裕を生み、
活動を多様化させていく引き金となる。要するに活
動を媒体として支援をするOT自身が活動を多様化
させるための環境調整をしていることとなる。

OT の大事な仕事

　問題は具体的にどのようにすれば環境調整が出来
るのかということになる。現実には、老健 100 床に
リハ専門職 1名の基準では到底話にならないが、筆
者である私は、18 年前に 100 床に 1人で勤務してい
た。6年の臨床経験後、老健に移り、医学モデル的
な個別リハで大失敗をしている。仲間であるはずの
他職種から必要とされていないことに気付かされる
出来事があった。詳細は省くが、この関係を修復す
るために訓練室を閉鎖し、生活空間の中で一日過ご
し、目の前の生活課題にその場で対応するリハに切
り替えた。当然、対象者の目の前の変化には目がと
まる。時間はかかったが、この繰り返しで得たもの
は、介護職の抱えている課題を知ることだった。障
害に関すること、介護の技術的なこと、道具に関す
ること、取り組んでみたい活動等、沢山のことを“考
えている”という事実であった。これは全て対象者
の抱える課題と同じであることに気付かされたので
ある。OTにとって最も大切なことは、実は情報を
得ることであり、情報を得るためには、話しかける
こと、話しかけらえること、必要とされることなの
だとその時始めて理解した。

情報を共有する仕組み創り

　情報をコントロールする仕組みを環境として導入
した当施設であるが、キーワードは「情報の共有化
がもたらすケアの効率化」であり 3つの基本方針を
示した。
①　職員のユニット完全固定化　
　単一ユニットに看護・介護・OTを固定配置とし
兼務は一切させない。
②　職種間のバリアフリー（生活場面の共有）
　全ての職種が生活場面において基本的に全く同じ
業務を行う。

③　機能別（目的別）ユニット分類
　“障害の質”にあわせた生活環境を構築する。
　この方式は情報が整理・集約化され、情報の処理
がしやすい環境となる。要するに、“わかりやすい・
やりやすい・だから取り組みやすい”という構図で
ある。

人材育成

　上記の方針に基づいたケア環境は、学ぶべき知識
や技術が整理され、情報も基本的にユニット内で完
結されるため、教育すべき内容が標準化しやすくな
る。従って、比較的噛み砕いた理解がしやすいため、
ある一定の知識・技術レベルの習得は早い。看護・
介護・OTが同じ業務を行うからこそ、専門性が整
理され、理解しやすく、お互いの専門性を認め合う
関係性が構築される。実は役割が整理されることで
仕事がやりやすくなり、そこに自負が生まれる。人
材育成とは、教えることではなくひとり一人が自己
実現に向けて“感じる”ことなのである。そうは言っ
ても人が辞めない職場であることが大切である。何
故なら人材の育成には経験知の違いによる階層性が
必要だからである。

新人教育・学生・そして教員へ

　OTの新人教育は体系的に組んではいない。生活
場面でOTとして何もできない自分を知ることから
始めることで、貪欲となることから他者に聞かざる
を得ない。誰も教えないことが、知りたいことを生
み、知りたい時に教えることが最も効率の良い新人
教育である。この時に教える人間が職場にいればベ
ストであるが、叶わぬ場合にはOffJTである。
　学生の内にしておくことは、リーダシップ論を学び、
模擬的な機会を繰り返しトレーニングしておくべきで
ある。簡単なことである、学校内の活動を全ての学
生が一度はリーダーとなって取り組んでみることで良
い。必ず一人ではできないことを学ぶからである。
　最後に教員の皆さんにお願いすべきことは、教員
自身が自信を持って生きることです。先生は魅力的
な人間ですか？自問自答して下さい。学生はよく見
ているのです。経験知の少ない人間にはまねをさせ
ることが大事です。先生を真似てみたくなるような
人間性を伝えることが卒前教育で最も必要な教育で
はないでしょうか。
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学生が臨床実習に抱く満足に関する要因の分析

Ⅰ　緒言

　1990 年代までの作業療法は実践学として位置づけ

られ，臨床実習の時間数は 1,080 時間で基礎教育の

約半分を占めてきたが，1989 年の指定規則改正の際，

臨床実習の時間数は 810 時間に大幅に縮小された１）．

さらに，1999 年の指定規則改正，カリキュラム大綱

化の後，基礎的能力の習得に重点を置くカリキュラ

ムに改訂された２）．前述の経緯があっても，臨床実

習が作業療法教育の中で重要な科目であるという認

識は周知といえる．臨床実習には，座学を主とした

学内教育では学生が経験することが少ない，実践的

な内容が多く含まれている．ゆえに，座学とは異な

る実践的な科目として，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なる

のではないかと考える．

　筆者が臨床実習の教育に関する論文を分類した結

果３），「教育効果の基礎的資料」，「教育効果を把握

する評価方法に関する研究」，「教育目標達成に関す

る研究」，「実習指導方法に関する研究」に分類され

た．論文数は，「教育効果の基礎的資料」が最も多く，

教育効果の評価方法や教育目標達成に関するものは

少なかった．また，「実習指導方法に関する研究」は，

実習指導者の立場から言及されたものが多かった．

　分類した論文内容から研究テーマの傾向をみる

研究と報告

学生が臨床実習に抱く満足に関する要因の分析

The factor analysis on satisfaction that students have towards clinical practice

佐々木　千寿１）・里村　恵子２）

Chihiro�SASAKI１）・Keiko�SATOMURA２）

要旨：本研究の目的は，学生が臨床実習に抱く満足に関する要因が，教育効果の指標となる可能性を模索す
るために，学生の自己評価による臨床実習に対する満足度と実習指導者の評価による実習成績評価点との相
関，「満足に関する理由」の要因分析を行うことである．対象者は，都内A専門学校作業療法科平成 19 年
度在籍学生中の臨床実習終了者 160 名で，質問紙による留め置き調査法を用いた．
分析方法は，実習に対する満足度と実習成績評価点を Pearson の相関係数を用いて分析し，「満足に関する
理由」の自由記述は，ＫＪ法を参考に内容のカテゴリー分類を行った．
満足度と実習成績評価点の相関分析で，正の相関は「評価実習」の精神障害領域，「臨床実習」の身体障害
領域のみで，満足度が高いことと実習成績評価点が高いことは必ずしも一致していないことが示唆された．
「満足に関する理由」を把握することで，学生が満足したと感じる実習の構造が明らかになった．満足して
いないと感じる実習は，自己の問題が実習のあらゆる事柄に影響を与えていると捉えており，未解決のまま
で実習を終えていた．学生の臨床実習の満足度に関する自己評価が，教育効果の指標として検討する余地が
ある可能性が示唆された．�
キーワード：作業療法教育　臨床実習　自己評価　教育評価
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versity
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と，①教育効果に関する基礎的資料が不足している，

②教育効果を把握する評価方法は開発途上にある，

③そのため，教育目標を達成するための指導方法を

検証している段階である，ということが把握できた．

　教育学における教育評価を参照すると，表１の

ような評価基準４）が示されている．その内容をも

とに作業療法教育における既存の臨床実習の評価基

準５）をみると，目標の到達度を客観的に確認でき

る基準をもとに評価者がその外的基準に照らし合わ

せて評価していく到達度評価と，評価者の心の中に

暗黙の形で存在する評価基準に照らし合わせて評価

していく認定評価で構成されているように捉えられ

る．また，教育目標は行動目標で構成されており，

その項目は世界作業療法士連盟の教育水準６）などを

参考にしながら選定されている．特に，目標の到達

度を明確にするために具体的な行動目標を評価項目

としていると考えられた．

　学習者自身の教育評価としては，自己評価の必要

性が検討されており，臨床実習の手引き第３版７）で

は学生の自己評価表が作成されている．その評価表

から把握できる教育効果は，目標の到達度であった．

以上より，既存の臨床実習の教育評価には，学習者

自身の内的基準満足度の自己評価が含まれていない

と推察した．

　簗瀬ら８）は，学生が臨床実習において満足した

と認識する要因を明らかにするための研究を行って

おり，満足・不満足に大きな影響を及ぼしているの

は，実習指導者との関係，有意義な課題，作業療法

部門の病院での位置づけ，患者に喜ばれることなど，

という結果を得ていた．しかし，この結果を教育効

果の指標として捉えるような内容の続報はみられな

かった．

　そこで，本研究の目的は学生が臨床実習に抱く満

足に関する要因が，教育効果の指標となる可能性を

模索するために，学生の自己評価による臨床実習に

対する満足度と実習指導者の評価による実習成績評

価点との相関，「満足に関する理由」の要因の分析

を行った．

Ⅱ　方法

１．調査対象

　調査対象校は，都内A専門学校である．A校作業

療法学科は，昼間部，夜間部を有し，学生定員は１

学年各 40 名である．

　学外臨床実習は，最終年次の前年次に行う「評価

実習」と，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）で構成されている．調査

対象者は，平成 19 年度在籍学生のうち，「評価実習」

終了者 80 名（昼間部 40 名，夜間部 40 名），および「臨

床実習」終了学生 80 名（昼間部 40 名，夜間部 40 名），

計 160 名であった．

１）「評価実習」の概要

　「評価実習」は，専門職業人育成のための作業療法

専門科目（身体障害 /精神障害 /発達障害作業療法

総論・各論，日常生活活動論など）や，臨床医学関

連科目（運動 /神経 /精神 /高次脳機能障害論，臨

床薬理学など）を土台としたカリキュラムの一環と

して行う学外実習である（表２）．１施設３週間の

実習を２施設で行い，計６週間である．主な教育

目標は，作業療法の評価過程を体験し，作業療法の

基本的技術を習得することや作業療法士に必要な職

業倫理，社会性・人間性などを身につけることである．

　実習指導者が実習終了時に記入する評価実習結果

報告書は，４分野25項目から構成されている（表３）．

実習成績評価点は 100 点満点とし，実習成績の判定

は，実習指導者からの評価点 70 点，実習前教育・

表１　教育学における教育評価

評価基準 外的客観的目標・基準 評価者の内的目標・基準

評価者

教師 目標到達度の評価�
＜到達度評価（絶対評価Ⅰ）＞

内的基準満足度の評価�
＜認定評価（絶対評価Ⅱ）＞

学習者自身 目標到達度の自己評価�
＜達成・未達成の感覚と認識＞

内的基準満足度の自己評価
＜満足・不満足の感覚と認識＞

評価基準および評価者の側から見た教育評価の類型一部抜粋　引用文献４）
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学生が臨床実習に抱く満足に関する要因の分析

実習症例報告会での学生状況を教員が評価した評価

点 30 点の合計 100 点で行った．

２）「臨床実習」の概要

　「臨床実習」は，病院その他の医療機関において

実施される臨床実習のうち，評価実習終了学生が行

う実習で，前述した作業療法専門科目，臨床医学関

連科目および評価実習を土台としたカリキュラムの

一環として行う学外実習である．１施設７週間の

実習を２施設で行い，計 14 週である（表２）．主

な教育目標は，作業療法の一連の流れを体験し，作

業療法の基本的技術を習得すること，作業療法士と

いう専門職に留まらず，対人援助職に必要な職業倫

理や社会性・人間性を身につけることである．

　実習指導者が実習終了時に記入する臨床実習結果

報告書は，５分野 30 項目で構成されている（表３）．

一部領域の特性を反映した内容の項目が，領域別に

いくつか含まれている．実習成績評価点は 100 点満

点とし，実習成績の判定は，実習指導者からの評価

点 60 点，実習前・実習症例報告会での学生状況を

教員が評価した評価点 40 点の合計 100 点で行った．

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週間後を目処に質問

紙回収箱への投函を依頼し，回収箱に投函したこと

で同意とみなした．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．提出者のみを対象に，筆者が実習結

果報告書の閲覧を行い，成績評価点の収集を行った．

調査期間は，平成 19 年９月末～平成 20 年３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リカート法９）による満足

度の評価（１. 満足している２. どちらかといえば

満足している３. どちらかといえば満足していない

４. 満足していない），③②の満足に関する理由の自

由記述である．また，実習結果報告書からの実習成

績評価点の収集である．

４．分析方法

　満足度は，リカート法で測定した選択肢に４段

階の変数（１～４点）を与え分析した．集団を実

習領域別（身体障害領域，精神障害領域，老年期障

害領域）３群に分け，満足度と実習成績評価点の

２項目について，Pearson の相関係数で分析を行っ

た．統計処理は，SPSS�for�windows�16.0Jを使用した．

表２　臨床実習の概要

　 評価実習 臨床実習 実習前教育・実習症例報告会

開講学年（昼間 /�夜間） 2年／ 3年 3年／ 4年 各期

単位数（単位） 6 7 2

時間数（時間） 270 315 60※１

※１は演習、１単位 30 時間

表３　実習結果報告書の評価項目と項目数

大項目 Ⅰ．評価 Ⅱ．作業療法計
画

Ⅲ．記録・
　報告

Ⅳ．�職業人とし
ての適性 　 計

評価実習
（項目数） 6 2 2 15 　 25

大項目 Ⅰ．評価 Ⅱ．治療計画 Ⅲ．治療実施 Ⅳ．記録・報告 Ⅴ．�職業人とし
ての適性 　

臨床実習
（項目数） 9 3 4 4 10 30
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　「満足に関する理由」の自由記述は，ＫＪ法を参

考に内容のカテゴリー分類を行い，各カテゴリーの

ラベル数の集計と，分類されたカテゴリーを用いて，

「満足に関する理由」の要因を検討した．「評価実習」

と「臨床実習」でカテゴリーや下位項目の内容，ラ

ベル数を比較した．

　分析の手順は，質問紙の記述内容を複数の要素が

入らない簡潔な文に変換し，一覧表にデータ化した．

次に簡潔な文を一つずつラベルに記入した．そのラ

ベルを机上に広げ，意味の近い内容に集める作業を

くり返し行った．一度カテゴリーの作成まで終了し

た時点から１週間以内に，再度同じ手順の作業を

行った９）10）11）．１回目のカテゴリーや下位項目の

内容にはほとんど変更がなかった．最終的には，２

回目に作成されたカテゴリーを結果とした．次に，

そのカテゴリーに分類されたラベル数を集計した．

５．倫理的配慮

　対象施設の学校長の許可と，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 07027）．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．

Ⅲ　結果

１．質問紙回収率・回答学生の概要

　１）質問紙回収率は，「評価実習」89.4％，「臨床実習」

81.3％であった．

　２）回答学生の概要で，各領域の回答学生の人数

は「評価実習」44～50人，「臨床実習」40～44人であっ

た（表４）．

２．満足度の人数分布と実習成績評価点の平均点

　１）満足度は，１. 満足している，を回答する人

数の合計が，「評価実習」79 人（56.0％），「臨床実習」

72 人（56.3％）とともに最も多かった（図１，図２）．

表４　回答学生の概要

　 評価実習 臨床実習

領域 身体障害 精神障害 老年期障害 身体障害 精神障害 老年期障害

人数（人） 47 50 44 44 44 40

性別
男／女 22 ／ 25 22 ／ 28 20 ／ 24 16 ／ 28 15 ／ 29 15 ／ 25

平均
年齢（歳） 24±4.6 24±6.3 23±4.3 24±4.3 26±6.2 25±5.1
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　２）実習成績評価点の平均点は，「評価実習」①

身体障害 69 点，②精神障害 74 点，③老年期障害 71

点，「臨床実習」① 70 点，② 78 点，③ 75 点，であった．

３．実習領域別の満足度と実習成績評価点の相関分

析

　実習領域別の満足度と実習成績評価点に，中等

度 12）の正の相関（γ値）がみられたのは，「評価実習」

は精神障害領域（0.69），「臨床実習」は身体障害領

域（0.51）のみであった（表５）．

４．「満足に関する理由」の要因の分析�

　１）ラベル数について

　ラベル総数は 505 枚で，その内「評価実習」315 枚，

「臨床実習」190 枚であった．理由別ラベル数の内訳

をみると，「満足している理由」は，「評価実習」232 枚，

「臨床実習」109 枚，「満足していない理由」は，「評

価実習」83 枚，「臨床実習」81 枚であった（図３）．

　２）「満足に関する理由」について

　「満足に関する理由」はともに「評価実習」と「臨

床実習」で，カテゴリーは共通していたが，内容を

細かくみていくと相違がみられた（表６，７）．「満

足している理由」で最もラベル数の多いカテゴリー

は「実習内容について」199 枚で，次に多いカテゴリー

は「自己について」66 枚であった（図３）．「満足し

ていない理由」で最もラベル数の多いカテゴリーは

「自己について」78 枚で，次に多いカテゴリーは「実

習指導者について」41 枚であった（図４）．

Ⅳ　考察

１．実習領域別の満足度と実習成績評価点の相関に

ついて�

　実習領域別の満足度と実習成績評価点に，中等度

の正の相関がみられたのは２つのみであり，満足

度が高いことと実習成績評価点が高いことは必ずし

も一致していないことが示唆された．その要因とし

て , 実習領域によって実習成績評価点に相違がみら

れたことも影響している可能性がある．また，実習

成績評価点は到達目標であり，学生にとっては具体

的な行動目標が示され客観的な視点でその到達度を

評価されたものに過ぎない．

　しかし，臨床実習を通して学生にとって重要なの

表５　実習領域別の満足度と実習成績評価点の相関係数

領域 身体障害 精神障害 老年期障害

評価実習 0.24� 0.69＊＊� 0.22�

臨床実習 0.51＊＊� 0.38� 0.40�
＊＊．相関係数は１％水準で有意（両側），「評価実習」ｎ＝ 141，「臨床実習」ｎ＝ 128．

領域別内訳は表４参照．
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は到達目標にいたる思考過程や実習経験そのもので

あり，実習場面での指導内容や指導方法がその鍵を

握る 13）．したがって，学生が実習経験や学習内容か

ら評価した満足度と行動目標の到達度を評価した結

果が一致しないことは十分に考えられる．

２．実習内容別ラベル数の比較について

　「評価実習」，「臨床実習」で比較すると，「満足し

ている理由」は「評価実習」が「臨床実習」の約２

倍であったが，「満足していない理由」はほぼ同数

であった．初めての臨床実習では実習経験そのもの

を満足している理由と感じ，実習内容が学生自身の

気づきや学びに集中することが明確になった．

３．「満足に関する理由」について

　「満足している理由」にみられた「評価実習」，「臨

床実習」の共通内容は，多彩な実習プログラムを経

験すること，実習の課題を達成できること，指導者

の姿勢や自己の実習に臨む姿勢が肯定的な内容であ

るとき，満足と感じる傾向であった．また，学生が

満足と感じる実習を経験するには，指導者の提供す

る課題や対象者との関わりが適切であることが重要

な要因となっていると考えられた．学生が満足して

いると感じる実習は，実習内容の充実や熱心な指導

などを通して，学生が成長していく過程が円滑に進

む構造であった．

　「満足していない理由」で共通していたのは，指

導者の姿勢や自己の実習に臨む姿勢が否定的，さら

に知識や技術の不足を自覚したとき，満足していな

いと感じる傾向であった．また，学生自身の問題が

実習における様々な問題の根底にあると考えている

ことが伺えた．

　簗瀬ら８）は学生が臨床実習で満足したと認識する

要因を明らかにするために，「病院での人間関係」「患

者との関係」「自己のQOL」「実習指導者と実習成果」

「業務技術」「作業療法の位置づけ」の６因子で構成

された調査票を用いて，アンケート調査を実施した．

質問項目は，看護領域の先行研究を参考に 20 項目

の質問から成り，事前調査を実施した結果をもとに

作成されていたので，「病院での人間関係」「実習指

導者と実習成果」に関する項目で５割を占められ

ていた．明らかにされた要因として満足・不満足に

最も影響を及ぼしていたのは，「臨床実習指導者と

はうまくいった」であり，次いで「有意義な課題が

だされた」，「作業療法部門は病院内で重要な位置を

占めていた」の順であった．実習指導者との関係や

実習課題については本研究の結果を支持するもので

あったが，簗瀬らの作成した質問項目には，自己の

内面を問う具体的な項目は含まれていなかった．

　本研究において学生が「満足していない理由」と

して認識するのは，自己の知識・技術の不足，実習

に臨む姿勢が否定的であったことなど，「自己の課

題」が最も多く述べられていた．すなわち，「満足

に関する理由」を具体的に把握することが，学生へ

のフィードバックや問題解決に向けた指導方法につ

ながることが明らかになった．また，結果報告書の

評価に至った学生の内面を垣間見る手段となる可能

性も示唆された．�

Ⅴ　研究の限界と今後の課題

　本研究は一養成校を調査対象として実施した結

果，調査校の学内教育や臨床実習の状況を把握する

ことはできたが，作業療法教育の全体的な現状を反

映した結果を得たとはいい難い．大学と専門学校と

いう教育課程の相違も学生には大きな影響を与えて

いると推察されるので，さらに調査対象を広げてい

きたい．

　また，今回は学生の自己評価という視点で進めた

が，実習成績評価点や「満足に関する理由」には，

領域の特性や実習指導者の課題・指導方法，関わり

方が大きく影響しており，学生側の調査だけでは情

報が不足していた．

　今後，実習指導者を対象とした指導に関する自己

評価の調査を実施し，教育効果を高める臨床実習を

実施するための具体的な教育指導方法を考案してい

きたいと考える．

Ⅵ　結論

　学生の自己評価による満足度と実習成績評価点に

は，中等度の正の相関がみられたものもあったが，

満足度が高いことと実習成績評価点が高いことは必

ずしも一致していないことが示唆された．

　学生の実習に対する「満足に関する理由」から，

満足していると感じる実習は，実習内容の充実や熱

心な指導などを通して，学生が成長していく過程が

円滑に進む構造を持っていた．満足していないと感
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じる実習は，自己の問題が実習のあらゆる事柄に影

響を与えていると捉えており，未解決のままで実習

を終えていた．

　以上より，学生の臨床実習の満足度に関する自己

評価が，教育効果の指標として検討する余地がある

可能性が示唆された．
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Ⅰ．はじめに

　作業療法では、作業を「日常生活活動」、「仕事・

生産的活動」、「遊び・余暇活動」に分けることが多い．

このうち「日常生活活動」についてはその内容が既

に十分、分類整理されており、「仕事・生産的活動」は、

対象者の仕事にあわせて考えるため内容がある程度

限定される．

　しかし「遊び・余暇活動」に関しては、木工、陶

芸、機織りなどのメジャークラフトから、タイルモ

ザイク、革細工、マクラメ、ちぎり絵などのマイナー

クラフト、絵画、音楽、演劇などの芸術的活動、ス

ポーツ各種、レクリエーション、園芸、種々の鑑賞

まであらゆるものが含まれる．また、その一部につ

いては、絵画療法、音楽療法、レクリエーション療法、

園芸療法のように、独自の理論と技術を持ち、いく

つかの国では資格制度もあり、我が国でも独自の専

門職となる動きを示しているものもある．

　理学療法士作業療法士学校養成施設指定規則で

は、学校養成施設において作業療法士養成課程で教

研究と報告

作業療法の臨床活動で用いられている「遊び・余暇的活動」
−作業療法白書 2005 より−

The Contents of Leisure activities used in Japanese Occupational Therapy, 
from White Paper 2005.

宮前　珠子＊１・山田　美代子＊２、４・鈴木　達也＊１、２・中村　径雄＊２・中島　ともみ＊３

Tamako�MIYAMAE＊１・Miyoko�YAMADA＊２、４・Tatsuya�SUZUKI＊１、２

Michio�NAKAMURA＊２・Tomomi�NAKAJIMA＊３

要旨：作業領域の１つである「遊び・余暇活動」については、これまで実際の臨床でどのような種目がどの
程度使われているかについてあまり認識されてこなかったように思われる。
この研究では作業療法白書 2005 に「作業療法士の臨床活動」として示されたデータのうち、「遊び・余暇活動」
に関するデータをまとめ、何がどの程度使われているかを明らかにし、理学療法士・作業療法士指定規則指
導要領に示されている種目や道具と照らし合わせて考察することを目的とした．その結果、指定規則指導要
領で部屋まで準備することを求められているが、全くあるいはほとんど使われていない種目としては、金工、
織物、木工があり、一方、非常によく使われているが種目名として規定されていないものには、音楽、書道、
軽スポーツ、外出 /散歩、紙細工、編み物、縫い物、ビーズ手芸があることが明らかになった。
今後これらの臨床における使われ方の機能と意味について更に調査し、それをカリキュラムに生かす必要性
を感じると共に、指定規則指導要領改訂の働きかけの必要性が感じられた。
キーワード：遊び・余暇活動、作業療法手段、理学療法士・作業療法士指定規則指導要領、作業療法白書
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えるべき93単位の教育内容の大枠が示されており、

作業療法の手段は「作業治療学」20単位の中で教え

ることとされている．

　「作業治療学」の枠組みの中で「遊び・余暇活動」

の区分で何をどの程度教えるか、その内容と時間に

ついてはそれぞれの学校に任されているが、養成施

設指導要領６条第２項に「作業療法士養成施設には

次の実習室、即ち、木工室、金工室、陶工室、織物

室、手工芸室、絵画室、レクリエーション室を置く」

と規定されている．また、別添２、表の１、「教育

上必要な機械器具について」の中で、上記の室名で

示される作業に加え、革細工、モザイク、園芸用具、

鍵盤楽器を備えるべきと規定していることから、法

律上これらの種目をこの枠組みの中で教えるものし
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ていると考えられる．

　それではこのように養成施設で部屋や道具が準備

されているこれらの活動が、臨床ではどの程度利用

されているのであろうか？

　この調査の目的は、作業療法の手段として作業療

法白書2005（日本作業療法士協会、2006）第３章「作

業療法士の臨床活動」に示されている調査結果か

ら「あそび・余暇活動」的手段のみを集計し、どの

ような作業が臨床現場で多く用いられているか？ま

た、これらが養成施設指導要領に示されている作業

活動とどの程度一致が見られるかを明らかにし、授

業内容への示唆を得ることであった．

Ⅱ．作業療法の手段－ 作業療法白書２００５より－

１．臨床８領域で用いられている作業療法手段�
　作業療法士の臨床活動として利用された作業療法

の手段が、アンケート結果として作業療法白書2005

（日本作業療法士協会、2006）第３章に示されており、

次の８つの領域別にそれぞれ10％以上の回答があっ

た手段がリストアップされている．即ち、表３−４

身体障害者医療領域、表３−９精神障害者医療領域、

表３−14発達障害者医療領域、表３−19老年期障害

者医療領域、表３−24身体障害者保健 /福祉 /介護

領域、表３−29精神障害者保健 /福祉 / 介護領域、

３−33発達障害者保健 /福祉 /介護領域、３−37老

年期障害者保健 /福祉 /介護領域である．

２．「遊び・余暇活動」的作業療法手段として用い
られているもの
　前述の表に示された作業療法手段のうち「あそび・

余暇活動」に類するものだけを選択し、多い順に並

べたものが表１～８である．「遊び・余暇活動」的

手段が最も多く使われていたのは、精神障害者医療

領域で、作業療法手段としてリストアップされてい

たものの２／３以上、即ち、45種目中31種目（69％）

が「遊び・余暇活動」に類するものであった．　

　精神障害者医療領域以外で「遊び・余暇活動」に

分類できたものは、「身体障害者医療領域：16／47

種目（34％）」、「発達障害者医療領域：14／40種

目（35％）」、「老年期障害者医療領域：17／39種目

（44％）」、「身体障害者保健 /福祉 /介護領域：15／

40種目（38％）」、「精神障害者保健 /福祉 /介護領域：

20／47種目（43％）」、「発達障害者保健 /福祉 / 介

護領域：13／37種目（35％）」、「老年期障害者保健

/福祉 /介護領域：17／41種目（41％）」であり、お

よそ３，４割が「遊び・余暇活動」であることが明

らかになった．

　各領域で使われていた活動が領域によってどの程

度重複するかを見るため50音順に並べて対比させた

ものが表９である．この表を見ると全８領域で使わ

れていたものは50音順に「音楽」「絵画」「紙細工」「軽

スポーツ」「ゲーム」「手工芸」「ビーズ手芸」の７

種目であることが分かった．

　次に、それぞれの種目がどの程度使われているか

を全体としてみるために、８領域全体の回答者数を

合計し、多い順に並べたところ最も回答者が多かっ

たのは紙細工であり、以下10位までをあげると、編

み物、音楽、絵画、その他の手工芸、書道、縫い物、

外出・散歩、囲碁・将棋、計スポーツの順になった．

３．「遊び・余暇活動」的手段の分類
　全体の集計では作業種目の特徴がよく読み取れな

いため、作業の性格を考えて、「芸術的活動」、「レ

クリエーション的 /スポーツ的活動」及び「手工芸

的活動」に分類することとした．その結果が表10で

ある．

　この表から、全回答 24,747 中、およそ１／２（11，

838）が手工芸的活動、１／４強（7,629）がレクリエー

ション／スポーツ的活動、１／４弱（5,205）が芸術

的活動であることがわかる．

　手工芸は一定の技術を必要とするものが多く作

業の経過と共に作品が残るものであり、レクリエー

ション／スポーツ的活動はルールのある種目が多く

活動している時間自体を楽しむもの、芸術的活動は

「他人と分かち合えるような美的な物体、環境、経

験を作り出す人間の創造活動、あるいはその活動に

よる成果．．．後略（ブリタニカ国際大百科事典）」

とされ、それぞれ一定の技術、才能が必要とされる．

なお、「園芸」はどこに分類すべきか迷ったが、こ

こではレクリエーションに分類した．

Ⅲ．考　察

　はじめに述べたように、この調査の目的は、理学

療法士・作業療法士法指定規則に規定された作業療
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法士養成教育の「遊び・余暇活動」に関する内容が、

作業療法士の臨床活動の内容と一致するかどうかを

確認することであった．規定の内容と今回の結果か

ら次のようなことが言える．

１．1, 000名以上の回答者が利用していると答えた

種目は、多い順に、「紙細工、編み物、音楽、絵画、

書道、縫い物、軽スポーツ、園芸、ビーズ手芸、外出・

散歩」であった．

２．音楽はどの領域でも多く用いられているが、指

定規則に規定されているのは、鍵盤楽器１台のみ

である．

３．養成校では金工室を備えることになっているが、

今回の結果では金工的活動は全く見られなかった．

４．３と同様に織物室を備えることになっており、

どこの養成校にも多くの織機が並べられているが、

臨床的に使っていると回答した者は精神医療系のみ

で 77 名に過ぎなかった．

　このような結果をどのように考え、どのように教

育に反映すべきかについては、次のようなことが考

えられる．

１．各ＯＴ養成校がこのような結果を認識し、カリ

キュラムへの反映を検討すること．

２．現在多くの時間をかけているがあまり使われて

いない種目については、授業時間の偏重を是正する

こと、具体的には、現在どの養成校も、織物、陶芸、

木工に多くの時間をかけていると思われるが、効率

的な方法を考え、時間を減らすあるいは選択制にす

るなど工夫すること．

３．現在臨床で非常に多く使われているが、多くの

学校で教育にあまり時間をかけておらず、作業療法

士としての治療的利用について検討が深められてい

ないと思われる種目、即ち、音楽、絵画、書道、レ

クリエーション、園芸、散歩、紙細工、縫い物、ビー

ズ手芸などについて、内容と方法をしっかり検討す

ること．

４．上記２、３のことについて養成施設指導要領改

訂を働きかけること．

５．現在臨床で多く使われている種目が、実際にど

のような内容でどのような目的で使われているかを

調査し明らかにすること．

６．優れた文献リスト、あるいはマニュアルを作る．

まとめ

　作業療法士の臨床活動において作業療法の手段と

して、各治療領域で用いられている「遊び・余暇活

動」の内容についてまとめ、これが必ずしも法律（理

学療法士作業療法士養成指定規則指導要領）で備え

るべきものとして規定されている部屋や道具と一致

しないことを指摘した。また、この問題を今後どの

ように考えるべきかについて、更に臨床での利用の

され方を調査すること、今回の結果を反映するよう

にカリキュラムの検討をすること、指導要領の改訂

を働きかけること等の提案を行った．

文献

１．�日本作業療法士協会：作業療法白書2005．３　

作業療法士の臨床活動．作業療法．25（suppl），

pp.25-53、2006
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緒言

　文部科学省の発表した 2009 年度学校基本調査に

よると，４年制大学の進学率が 50％を超えた。２

人にひとりが進学する現在、作業療法士養成の学士

課程を持つ国公立大学は 21 校，私立大学は 30 校に

なった．このようななか，学生の志望理由は多様化

している．たとえば，作業療法に興味を持ち入学し

たのではなく，大学入学そのものを目標とした，成

績等から作業療法を選択したなどである．これらは

入学後の学習にも影響を及ぼしている．

　畑田らによる作業療法学科学生の調査 １）では，１

年生の職業的アイデンティティが最も高かったこと

を報告している．また，井上らの受験生に対する調

査 ２）では，作業療法士を知ったきっかけは，家族

や知人，医療関係者から聞いたという者が多く，実

際に作業療法を見学したことのない受験生が半数以

上を占めていた．さらに入学後の追跡調査から，予

想していたものと違う，予想以上に広いなど，作業

療法士へのイメージが変わったという学生が全体の

65％にも昇っていた．

　このように，入学前に作業療法に対するイメージ

が具体的でない学生が多く，入学後の学習により，

自分の進路に迷いを抱く可能性は大きい．本学作業

療法学専攻学生も，職業興味と作業療法の内容に戸

惑い，職業選択に悩む者が多く見られる．その結果，

休学や退学などの方向転換や成績不良の一因となっ

ている．

　職業興味に関しては，Holland が「特定の職業環

境にいる人には，類似したパーソナリティ特性と

パーソナリティ形成史を示す者が多い」という前提

のもと，Vocational�Preference�Inventory 職業興味

検査を作成している ３）．わが国では雇用職業総合研

究所が日本版「VPI 職業興味検査（以下，VPI）」と

して開発している．この検査は大学生等に対する進

路指導や就職ガイダンスの道具として，職業との関

研究と報告

作業療法教育と学生の職業興味における問題点
−VPI 職業興味検査を用いて−

Issues and Problems in the University Education and Occupational Preference of Occupational Therapy 
Students: Utilizing the Vocational Preference Inventory as a Measure.

秋山　なつ＊・岸上　博俊＊＊・村田　和香＊＊

＊Natsu�AKIYAMA・＊＊Hirotoshi�KISHIGAMI・＊＊Waka�MURATA

要旨：本研究は，本学作業療法学専攻学生の職業興味と心理傾向を明らかにするために，VPI 職業興味検査
を実施し，手引書に示された一般大学生と比較した．その結果，本学作業療法学専攻学生は，人に接する職
業を好む点で一般大学生との違いが見られた．また，作業療法士という職業選択に迷いのない学生と迷いを
抱く学生とを比較した．迷いのない学生は人と接する仕事に興味を持ち，迷いを抱く学生は現実的な仕事に
興味が強かった．これより，後者の心理的葛藤による職業興味の広さと，両者の職業興味と作業療法士の捉
え方の違いが伺えた．
Key�Words：VPI 職業興味検査，作業療法，学生，職業選択
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わりにおける自己理解を深め，望ましい職業的探索

や職業選択活動を促進するための動機づけや情報提

供を目的としている．160 の具体的な職業一つひと

つに対する興味・関心の有無から，�６つの興味領域

と�５つの心理傾向が把握できる（表１）．�

　さらに，興味領域尺度の３つを組み合わせた具

体的な職業が例示されている．ここで作業療法士は

SREとされ，特に Sの社会的領域と強く結び付いた

ものとなっている ４）．

　本研究は，VPI を実施し，手引書にある一般大学

生との比較，職業選択への迷いの有無について検討

することで，本学作業療法学専攻学生の興味領域と

心理傾向を明らかにすることを目的とした．学生の職

業興味傾向を明らかにすることで，進路に関する情

報提供や教育方針立案の一助となるものと思われる．

方法

１．対象

対象は，本学作業療法学専攻在学生（平成 20 年 10

月現在）のうち，男性 31 名，女性 42 名の合計 73

名である（表２）．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の同意を得た．

２．実施方法

VPI は，後期授業開始の第１週目（平成 20 年 ９

月 29 日から 10 月 ３日）に，学年別に実施した．

所要時間は約 15 分，採点および説明に約 10 分を要

した．

同時に，１）作業療法学専攻が第１志望であったか，

２）進路変更を考えたことはあるか，を確認した．

３．分析方法

入学時に作業療法が第１志望ではなく，進路変更も

考えたことがある学生（以下，探索群）13 名と，入

学時に作業療法学専攻を志望し，進路変更も考えた

ことがない学生（以下，決定群）27 名を抽出した．

　VPI の結果は，全対象者と探索群，決定群別に，

各尺度の得点の平均値と標準偏差を算出した．平均

値の検討には，統計ソフト SPSS15.0� for�Windows

を用い，有意水準を５％未満として，対応のない

１サンプルの t 検定を行った．手引きの他学部大学

生の平均値との比較，および，探索群と決定群の平

表１　VPI 職業興味検査の興味領域尺度と心理傾向尺度

表２　作業療法学専攻学生の内訳

1 年 2 年 3 年 4 年 合計

男 6 8 10 7 31

女 12 10 12 8 42

合計 18 18 22 15 73
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均値の比較には，Mann-Whitney 検定を用い，有意

水準を５％未満で群間比較をした．

　興味パターンは，個々に各尺度の得点をパーセン

タイル化し，パーセンタイル得点の高い上位３尺

度の組み合わせを表した．次に，全対象者と探索群，

決定群のそれぞれの含んでいる各尺度の割合を求め

た．

結果

１．本学作業療法学専攻学生と他学部学生の比較

１）興味領域と心理傾向

　興味領域について，本学作業療法学専攻学生と一

図１　作業療法学専攻の学生と一般大学生の興味領域の比較

図２　作業療法学専攻の学生と一般大学生の心理傾向の比較
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般大学生の得点平均で，各尺度間で t検定を行うと，

S尺度，E尺度と C尺度に有意差が認められた（図

１）．心理傾向では，作業療法学専攻学生と一般大

学生の得点平均で，Mf 尺度，Inf 尺度に有意差が認

められた（図２）．�

２）作業療法学専攻学生の興味パターン

　作業療法学専攻学生の興味パターンは，個人間

のばらつきが大きかった．全てのパターンに含

まれている各尺度の割合を高い順に示した（表

３）．S尺度が含まれる割合が最も高かった．

２．職業探索群と決定群との比較

１）興味領域と心理傾向

　興味領域に関する得点では R尺度に，心理傾向で

は，�Co 尺度に有意差が認められた（表４）．

２）興味パターン

　両群とも興味パターンのばらつきは大きかった．

しかし，探索群では R尺度が最も多く，決定群では

S尺度が最も多かった（表５）．両群とも最も割合が

高い尺度は，70％以上の興味パターンに含まれてい

た．

考察

　本学作業療法学専攻学生の職業興味領域と心理傾

向を明らかにするために，①手引きにある一般大学

生との比較，②作業療法学専攻を選択したことに迷

いを抱いた経験のある学生とない学生の比較，の２

点について考察する．

１．本学作業療法学専攻学生と一般大学生との比較

　作業療法学専攻学生の興味領域をより客観的に考

察するために，手引きにある他学部学生データと比

較した．作業療法学専攻学生は，概ね S 尺度の得

点が高い傾向を示し，人と接したり，奉仕したりす

る仕事や活動に対する好みや関心が強かった．小林

ら ５）は，作業療法学専攻学生は，他者への援助志

表３　作業療法学専攻学生の興味パターンに含まれていた尺度の割合

表４　 VPI 職業興味検査の結果；職業探索群と職業決定群の得点平均と標準偏差

1 S 69.4%

2 A 61.2%

3 R 57.1%

4 I 53.1%

5 C 40.1%

6 E 24.5%

興味領域 心理傾向

R I A S E C Co Mf St Inf Ac

職業探索群
Ave. 4.44 5.47 5.88 4.78 3.11 3.00 6.95 4.75 6.90 6.46 10.64

SD 3.65 4.26 3.54 3.00 3.36 2.56 4.65 2.91 2.97 3.30 5.90

職業決定群
Ave. 2.29 4.14 5.16 4.90 2.20 2.11 9.22 3.75 6.99 7.06 9.08

SD 2.48 3.57 3.87 2.37 2.17 2.20 3.92 2.17 3.24 3.07 4.36

t 検定 ＊ ＊

� ＊：p<0.05
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向が強いことを述べているが，本学の学生も同様に，

医療職であることや対人業務の職業という意識があ

り，また，そうした職業に強い興味を持っていると

考えられる．

　また，一般大学生と比較した際，C尺度と E尺度

の得点が有意に下回ったが，これは作業療法が「医

療」の領域に根ざしているためと考えられる．作業

療法は，対象者を主体的な作業者，熱心に集中する

行為者 ６）とし，対象者との関係の構築が重要視され

る．また，その基礎となる専門技術が，一個人に対

する適切な作業療法プログラムの組立てと実施 ７）で

ある．これらのことから，作業療法とは対象者一人

ひとりに応じた柔軟性と創造力が望まれる職業であ

り，学生にもその認識があると言える．

　しかし，実際に作業療法士と関わった経験を持っ

て入学した学生は少ない．そのため，自分自身の興

味と職業との間での同一化がされていないまま，職

業選択に至っている学生の存在が予想される．

　入学前の情報収集をいかに考えるかが大切であ

る．例えば，13 歳のハローワーク ８）には，『作業

療法士の仕事とは，患者の状態や目的に応じて日常

の生活のなかの動きや園芸，陶芸，工芸，手芸など

の作業を選び，精神面をケアしながらリハビリテー

ションを進めていくこと』と紹介されている．この

ように，学生は実際に作業療法士と関わった経験を

持たなくとも，患者を対象とした仕事であり，その

仕事内容は対象者中心主義であることなど，作業療

法の要点をつかんだ情報を得ることは可能である．

しかし，それでも，作業療法学専攻を受験する学

生は，実際の仕事を目にする機会は少なく，作業療

法に対して具体的なイメージは持ちにくい場合が多

い．啓蒙活動の重要性を感じる。

　心理傾向についてみると，作業療法学専攻学生の

Mf 尺度の得点の低さは，作業療法士が医師や看護

師などの他医療職と比較して歴史的に浅いため，男

性的，女性的といったイメージが学生になく，他の

職業においても伝統的な性役割についての意識が低

いこと，また，一般に作業療法というと，園芸，陶芸，

工芸，手芸など，一般的に女性が好むと言われる巧

緻性を要する作業内容が紹介されている影響が考え

られる．今回の研究対象である作業療法学専攻学生

も，女性が男性より多く，こうした男女の構成比率

の差も，Mf 尺度の得点の低さの一因といえる．

　また，作業療法学専攻の学生は，Inf 尺度の得点

が一般大学生より高かったが，これは日常生活で接

する機会が少ないであろう「作業療法士」という職

業に興味を持ち，その養成過程に入学するという，

好奇心の高さが影響していると考えられる．ある意

味では常識にとらわれていない，ユニークな職業選

択と言える．

　興味パターンでは，S尺度，A尺度が多くの学生

に含まれており，C尺度，E尺度が少ないことから，

多くの学生が対人業務を有する職業に興味を持って

いること，地位や権力の枠にとらわれずに，創造性

や独自性を大切にした仕事の遂行を望んでいる傾向

にあった．また，組織的，反復的な活動をするとい

うよりは，人を援助や想像力に富んだ仕事を好む結

果となっている．作業療法に求められる専門技術が，

個人に対する適切な作業療法プログラムの組立てと

実施であり，対象者を主体的な作業者と見ることな

どから考えると，学生の興味傾向は作業療法の求め

る特徴に沿っていると思われる．

表５　職業探索群と職業決定群の興味パターンに含まれていた尺度の割合

職業探索群 職業決定群

1 R 76.9% S 73.1％

2 I 53.8% A 65.4％

3 A 53.8% I 57.7％

4 S 46.2% R 53.8％

5 C 38.5% C 34.6％

6 E 30.8% E 23.1％
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　また，R尺度と I 尺度が半数以上の学生の興味パ

ターンに含まれていることから，具体的に物を操作

する仕事や探索的な活動，技術系の職業を好んでお

り，科学的な事柄に興味を持っていると考えられる．

　したがって，作業療法学専攻学生の多くは，興味

と求められる職務内容が一致していると言える．

２．作業療法学専攻を選択したことに迷いを抱いた

経験のある学生とない学生の比較

　興味領域では両群ともA尺度の得点が高く，R尺

度，E尺度，C尺度の得点が低い点で共通していた．

これは，決定群は自分の志望した専攻に入学し，職

業興味の幅を広げる必要のないことに対し，探索群

は現在の職業選択に迷いがあるために，決定群に比

べて職業興味が幅広いと思われる．

　山本 ９）は職業を選択し，ある職業的役割を担うこ

とは，心理・社会的同一性の重要な部分となり，明

確な自己定義を迫られ，不安と緊張をはらんだ濃密

な体験であり，同時に，自分にある定義を与え，特

定の職業を選択することは，それ以外のものを断念

し喪失することにもつながる，と述べている．その

ため，同一性がいまだ脆弱で混乱している場合，こ

の瞬間の不安と緊張に耐えることができなくなり，

何も失いたくないがゆえに何も選ぶことができず，

葛藤が深まり，動きが取れなくなることもあると言

う．これに当てはめると，決定群に比べた探索群の

得点の高さは，探索群が作業療法学専攻からの進路

変更を考えてはいるものの，具体的に行動に移すこ

とができず，未だ特定の職業を選択することに迷い

を持っている心理的側面を反映しているとも考えら

れる．

　また，探索群は決定群に比べて，R尺度の得点が

優位に高かった．R尺度は，機械や物を対象とする

実際的な仕事や活動に対する好みや関心が強いこと

を示し，探索群の職業選択への迷いが，具体的でわ

かりやすい職業への興味となっていると思われる．

つまり，作業療法に対しても，「医療職」や「資格職」

といった側面から捉えている可能性が考えられる．

向 10）は，対物志向性優位の学生は社会的職業領域へ

の興味と自信の乖離が目立つことを指摘しており，

これは，物体を対象とすることと，人を対象とする

ことは対照的であると示している．そして，作業療

法は主に人を対象とするため，物を対象とする操作

に興味がある職業探索群は，自分の興味対象と主な

学習内容が一致していないことが考えられる．この

点により，さらに進路の迷いを生む可能性があるの

ではないだろうか．

　心理傾向について探索群と決定群では，Co 尺度

に有意差が見られた．決定群は自分の希望した専攻

に入学し，進路に対する迷いを感じた経験が探索群

より少ないと考えられる．そのため，Co 尺度の得

点が探索群に比べて高いのは明白と言える．

　また，本多ら 11）は，本命進路を諦めた経験が強い

ほど，職業的アイデンティティのうち，医療職選択

への自信が弱まることを報告している．これも，探

索群の Co 尺度の得点の低さに影響を及ぼしている

と考えられる．

　２群間で最も異なる点は，探索群ではR尺度を含

む学生が多く，物や機械を対象とする仕事を好む一

方で，決定群では S尺度を含む学生が多く，人を対

象とする仕事を好む点である．Holland によると，R

尺度と S尺度は相関が低く，両群の結果は対照的と

している．探索群の学生が，具体的で実際的な仕事

を好むのは，作業療法学専攻が理系の学部の位置づ

けであることも影響していると思われるが，別の理

由として，作業療法士を医療職の一つととらえてお

り，「医療職で資格を持つ」という側面に関心が強

い点が考えられる．一方，決定群の学生の興味パター

ンに S尺度が含まれていたことから，決定群では作

業療法士の「対人サービス」という側面に関心が強

いと思われる．

おわりに

　今回，本学作業療法学専攻の学生にVPI を実施し，

職業興味および心理傾向について検討した．その結

果，本学作業療法学専攻の学生は，人に接したり奉

仕したりする職業を好む点で，一般大学生との違い

が見られた．また，作業療法学専攻学生の多くは，

地位や権力の枠にとらわれずに，創造性や独自性を

大切にした仕事の遂行を望んでおり，これは，対象

者を主体的な作業者と見るという，作業療法の有す

る特徴に沿っていた．

　本学作業療法学専攻学生のうち，入学時に作業療

法学専攻を志望せず，入学後に進路変更も考えたこ

とがある学生は，入学時に作業療法学専攻を志望し，
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進路変更も考えたことがない学生に比べて，機械や

物を対象とする，具体的で実際的な仕事や活動に

興味が強いことがわかった．一方職業を探索してい

る学生は，進路変更を考えてはいるものの，具体的

に行動に移すことができず，未だ特定の職業選択に

対して迷いを持っていることがうかがわれた．した

がって，入学後の教育および進路指導を学生の状況

に合わせて行うことが必要となってくる。

　作業療法を含む医療分野の専門職は，社会情勢に

よっても志望者数，入学動機が変化すると予想され

る．また，専門教育の進度によって，学生の職業興

味に変化が生じる可能性もあり，これらは今後の検

討課題である．
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【はじめに】

　本校では，基礎的な臨床能力の向上を目的とした

臨床前教育プログラムを，入学後から段階的に実施

している．本校の作業療法学科では，態度・コミュ

ニケーション教育を次の３つの段階で実施してい

る．第一段階：入学直後に行うオリエンテーション

及び施設見学では，社会人としての基本的態度と医

療者としての心構えを，第二段階：２年次の臨床見

学実習では社会人・医療人，作業療法実習生として

の態度を，第三段階：３年次の模擬患者（SP；Si-

mulated�Patient）参加型面接実習（以下 SP面接実習）

では，作業療法場面における対象者との信頼関係の

構築に主眼を置いた態度の育成を目的としている．

　米国医学教育において模擬患者を活用した Bar-

rows１）は，模擬患者を利用した教育の特徴として９

つの利点を挙げている．（１）いつでもどこでも使

える，（２）何回でも繰り返して使える，（３）常に

同一の患者役の設定が利用できる，（４）状況や条

件を調整できる，（５）患者に関する議論をその場

でできる，（６）本物の患者に害が及ばない，（７）

学生が安心して練習できる，（８）模擬患者からの

フィードバックが得られる，（９）時間の制約がない．

また，藤崎 ２）は米国の医学教育において模擬患者

を活用する教育目的は，①症状のシミュレーション，

②臨床診察能力トレーニング，③コミュニケーショ

ントレーニング，④総合的臨床能力評価の４つで

あると述べている．

　本校では SP面接実習を，主に態度・コミュニケー

ション教育として位置づけている．SP はその場で

展開される面接の流れの中で，面接者（学生）の態

度やコミュニケーションの取り方に応じて自分の心

の動きを意識しつつ反応することが求められる．こ

の点は，客観的臨床能力試験 Objective�Structured�

Clinical�Examination（以下OSCE）における標準模

擬患者（Standardized�Patient）が時間，場所，面接

研究と報告

本校における模擬患者（SP；Simulated�Patient）
参加型医療面接実習

Medical Interview Practice with Simulated Patient in Nihon Rehabilitation College.

近野　智子
Tomoko�KONNO

要旨：日本リハビリテーション専門学校では臨床能力を高めるための臨床前教育の一環として，６年前よ
り対象者との信頼関係の構築に焦点を当てた態度・コミュニケーション教育を行っている．その教育手法と
して，模擬患者（SP；Simulated�Patient）参加型医療面接実習を取り入れ，評価実習直前の時期に実施し
てきた．SP参加型医療面接実習の最も重要だと思われる効果は，学生が自身の思いと相手の思いとのズレ
を体験的に知ることができた点と，自身の面接時の態度やコミュニケーションの取り方の特徴を客観的に認
識できたことであった．このような効果は，実習方法の構造的な利点からもたらされたものであった．今後
の課題は長期的な教育効果を検証することである．
キーワード：模擬患者・医療面接実習・態度教育

日本リハビリテーション専門学校�作業療法学科
Department�of�Occupational�Therapy,�Nihon�Rehabilita-
tion�College
〒 171-0033　東京都豊島区高田３-６-18
Takada３-６-18,�Toshima-ku,�Tokyo,�171-0033

Japanese Journal of Research for the Occupational Therapy Education 9(1):　27-31　,2009
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者が変わっても普遍的に同じシナリオを演じること

が求められる点と大きく異なる．もう一つ，本実習

がOSCEと大きく異なる点は，学生の能力評価を目

的としていないことである．我々がこの実習で大切

にしているのは，直接的な経験を通して学生の気づ

きを促すことである．従って，SP と教員の大きな

役割は評価表に基づいて学生を評価することではな

く，学生の気づきを促す環境を作り，適切なフィー

ドバックを行うことである．

　本校では 2003 年度から 2008 年度まで，３年次の

評価実習直前の時期に，東京 SP 研究会の協力を得

て SP 面接実習を実施してきた．その目的・方法・

効果については二瓶 ３）と近野ら ４）５）６）７）が報告し

ているが，本稿では，SP 面接実習の実施方法につ

いてより詳細な内容を紹介するとともに，学生の主

観的側面からみた教育効果について報告する．

【方法】

１．SP面接実習の方法

１）実施時期・対象

　SP 面接実習は，2003 年度から 2008 年度までの

６年間，延べ 12 回にわたり，作業療法学科昼間部

及び夜間部３年生延べ 369 名に対して，評価実習

前１～ 2.5 ヶ月（９月下旬～ 11 月中旬）の時期に

実施した．参加した SPは延べ 48 名であった．

２）事前準備

　シナリオは，一般的に身体障害領域の臨床実習で

学生がよく出会うと予測される疾患を選び，教員が

作成した．意識状態や言語機能に問題のない成人に

限定し，「関節リウマチ」，「肩関節周囲炎」，「上肢

骨折」，「頸椎ヘルニア」，「片麻痺」の５つのシナ

リオを準備した（表１）．毎年実施の２ヶ月前に

SPとシナリオの打ち合わせを行い，参加する SPに

合わせて年齢，生活背景及び心理状態等の設定を修

正した．

　面接実習の１ヶ月前，学生に対してオリエンテー

ションを行うとともに，事前課題として，佐伯 ８）９）

により SP の視点から医療現場におけるコミュニ

ケーションについて書かれた文献２冊を読み，レ

ポートを提出するよう求めた．

３）SP面接実習の流れ

　１日目の午前にアイスブレークを兼ねてコミュニ

ケーションに関する講義と演習を行った．

　１日目の午後と２日目の午前に面接実習を実施

した．４つの面接室を設置し，各面接室に学生７

名程度と教員１名を配置した．面接の場面設定は

評価実習における初回面接とし，学生は一人の SP

と個別面接を７分間行うものとした．１回の面接

実習につき，４名の SP が参加し，各々異なるシナ

リオを演じた．学生は自身の面接時に面接相手の SP

と初めて顔を合わせるようなタイムスケジュールを

設定した．学生には，面接実習の前日までに事例の

氏名，年齢，性別，入院・外来の区別，保険の種類，

診断名，医師の指示内容，実施頻度，禁忌事項が書

かれた作業療法指示書を提示した．学生は，その指

示書の情報を頼りに面接に臨んだ．面接場面はビデ

オで録画され，７分間の面接を終えた学生は直後に

別室で自身のビデオ録画を視聴した．その間，面接

を見学していた学生たちは，面接の良かった点，改

善点，感想を話し合った．面接学生は面接室に戻っ

た後，自身の感想を述べ，見学していた学生，SP及

び教員からフィードバックを受けた．記録係の学生

は，これらのコメントを筆記にて記録した．

　２日目の午後，全員の面接実習が終了した後，す

べてのシナリオを学生に開示し，グループごとに SP

を交えてグループディスカッションを行った．この

場で，学生は SP に対して「あの時どのように感じ

たか？」，「どのようにしてほしかったか？」などの

質問をし，SPは面接場面で感じた思いを学生に伝え

た．最後にクラス全体で，面接実習で学んだことを

グループごとに発表し，体験を共有した．後日，学

生は感想を自由記載にて記述した．

２．分析方法

　学生が記述した SP面接実習後の感想を，KJ 法に

より分類し整理した．また，学生が記録した SP の

フィードバックの内容を分類した．

【結果】

１．学生の感想

　学生の感想は大きく８つの内容に分類された（表

２）．①「面接実習における臨場感と緊張感」に含

まれる具体例としては，「学生同士の練習では緊張

感に欠けてしまうが，初対面の SP との面接ではと

ても緊張した」，「クラスメイトが見ているというこ
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表２．学生の感想の内容
①緊張感・臨場感�
②傾聴・共感の重要性への気づき
　　・傾聴の難しさ
　　・相手の話を引き出すことの難しさ
　　・医療者と患者の立場・意識の違い
　　・相手のペースに合わせることの難しさ・重要性
　　・初回面接の目的の認識
　　・相手を理解することの難しさ
③自分自身の態度、癖への気づき
④他学生の面接から学んだこと
⑤対象者に接する心構え
　　・信頼関係の形成の重要性
　　・相手を理解しようとする姿勢
⑥フィードバックによる自己肯定感
⑦面接スキルの学び
　　・メモの取り方
　　・沈黙の効用
　　・気づかいの表し方
　　・質問の仕方
⑧今後努力してゆきたいこと
　　・対象者との信頼関係の構築
　　・自分を意識すること
　　・緊張に対して対処すること

表１．シナリオの概要
①　右肩関節周囲炎
60 歳代男性．一昨年退職後，趣味のスポーツを楽しむ生活を送っていたが，半年ほど前から右肩に痛みが出始め，
いよいよ痛みがひどくなってきた．３週間前に初めて整形外科を受診，右肩関節周囲炎と診断された．週２回の
作業療法が処方され，初めて作業療法室にやって来た．肩の痛みや生活上の不便さがいろいろあるが，作業療法
とは何をやるのだろう？もう趣味のスポーツはできなくなってしまうのだろうか？と不安を抱えている．
②　関節リウマチ
50 歳代の専業主婦．関節リウマチ．手のこわばりが半年前から始まり，痛みがひどくなってきたため，１ヶ月前
にはじめて受診．検査を受けた結果「リウマチ」と診断された．医師から「リハビリ」を勧められ，初めて作業
療法室にやって来た．日中の家事協力者は不在で，医師からは無理をしないように言われているが，受験を控え
た子どもを２人抱えており，何もしないというわけにはいかない．矛盾を抱えながらリハビリの初日を迎える．
③　右前腕骨折
40 歳代の専業主婦．１人住まいの高齢の父の家で掃除をしているときに，椅子から落ちて右橈骨と尺骨を骨折．
ギプス固定をして外来で作業療法が開始された．ギプスをはずした日に初めて作業療法学生と出会った．治した
いが触られるのは不安．毎日家事が思うようにできず，小学生の子どもの髪を結ってあげることができないのが
つらい．高齢の父の面倒もみられず心配が募っている．
④　頸椎椎間板ヘルニア
60 歳代男性．事務職．３ヶ月前から頭痛や肩こりがあったが一時的なものだと思っていたが，１ヶ月前から手の
しびれ・吐き気などが出てきてはじめ，大学病院を受診したところ「頸椎椎間板ヘルニア」と診断された．常に
両手にしびれがあり，肩こりが尋常ではない．パソコンの長時間向かっているとひどくなり，以前のように仕事
ができない．かったるい，疲れたという感じはあるのだが，なかなか人にわかってもらえなくてつらい．今回日
常生活の指導ということで外来受診のついでに作業療法を行うことになった．リハビリや作業療法のことはよく
わからない．
⑤　脳梗塞　右片麻痺
60 歳代男性．元小学校教師．現在は自宅で書道を教えている．２ヶ月前脳梗塞を発症しリハビリテーション病院
に入院した．リハビリを受けて言葉も身体も回復が進み，自宅退院となった．右手が使いにくく，書道や絵を描
くこと，囲碁などが以前のように思うようにできない．特に書道は，きちんと書けるようになりたい．外出時は
いつも妻が同伴してくれるが，ありがたいと思う反面ストレスになっている．退院後，自宅近くの病院で外来通
院しながら作業療法を受けることになった．
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とは全く気にならなかったが，目の前の患者さんに

たいして接すること自体に緊張してしまった」，「緊

張の理由を探ってみると，多くの人が側に座りその

言動の一挙手一投足を注目している…さらにはビデ

オに撮られて自分の拙い面接が映像として記録，保

存されてしまう…」などが挙げられた．また，②「傾

聴と共感の重要性」では，「相手がもっと深く話し

たいと思っていることを傾聴できず，気づくとこち

らからの質問で話をせきとめてしまっていることが

あり，難しかった」，「患者さんの身になった面接を

行いたい，せめて気持ちに寄り添うような面接をし

たいと考えていたがそれもできなかった」などが挙

げられた．③「自身の面接態度への気づき」では，

「自己理解を深める上で，自己の面接場面をビデオ

で確認でき，比較検討できる他生徒の態度を見るこ

とができてすばらしい経験だった」，「自分の悪い点

ばかりに目が行きがちになってしまうが，良い点を

フィードバックしてもらえた」，「物理的距離，対面

の角度，身だしなみ，表情と視線，話し方，しぐさ

と癖を意識的に行い，コントロールすることが必要」

などが挙げられた．④「他学生の面接から学んだこ

と」では，「他の人の面接を見られたことは，自分

の視野を大きく広げることにつながった．それぞれ

に話し方や内容など，様々な個性が出ていて参考に

なった．」などが挙げられた．⑤「対象者に対する

心構え」では，「まず理解しようとする姿勢，思い

やりの心が何より大切」，「一番大切であり尊重すべ

きであるのは，患者さんの立場であるということを

素直に感じることができた」などが挙げられた．⑥

「フィードバックによる自己肯定感」では，「SPの方

はとにかくほめてくれてうれしかった．初めてと緊

張でうまくできなかったのに，注意されることが少

なく，これからの励みになった」などが挙げられた．

⑦「面接スキルの学び」では，「メモは面接中とる

ことはいけないものだと思っていましたが、メモを

取ることで相手の方にとっては，自分の話をしっか

り聞いてくれているという安心感を与えることもあ

るんだということ，しかし，メモにばかり夢中になっ

てしまうと，相手の表情や自分の傾聴の姿勢が伝わ

らないということを学びました」，「相手が落ち着い

てゆっくり話せるように沈黙を効果的に利用できる

ようになりたい」などが挙げられた．⑧「今後努力

してゆきたいこと」では，「今回 SP面接で見つけた

自分の良いところや悪いところを頭にいれ，常に意

識していきたい」，「患者さんの立場になるというこ

とを常に心がけていきたい」などが挙げられた．

２．SPのフィードバック

　SPのフィードバック内容で多かったものは，①「面

接時に感じたこと」，②「患者としての要望」，③「具

体的なアドバイス」であった．①「面接時に感じた

こと」は，肯定的な内容が否定的なものよりも多かっ

た．具体例としては，「痛みのことについて聞いて

くれてよかった」，「迎えのときからやわらかい感じ

で，やさしさを感じた」，「相当がんばられたのです

ねと言われてうれしい」，「手が髪や目，口にいくの

が気になった」，「治らないのでは，治りたいという

不安をわかってもらいたかった」，「大変なことがあ

るのにそれに対して掘り下げてくれない」などが挙

げられた．②「患者としての要望」では，「何のた

めの質問かを明確にしてほしい」，「今の苦痛をどう

すればよくなるかを指示してほしい」，「手で口やほ

ほに触るのはやめてほしい」，「今できることのアド

バイスをもらいたかった」，「全体をまとめてフィー

ドバックしてほしい」などが挙げられた．③「具体

的なアドバイス」では，「どのように痛いか，１回

聞くだけでなく，重ねて聞く方がよい」，「メモにキー

ワードを書きとめておくほうがきちんと聞いてくれ

ているという印象を与える」，「疾患についての患者

の理解度を確認すべき」，「言った言葉をひろってそ

のことから話を広げていくとよい」などであった．

【考察】

　学生の感想から，相手の話を傾聴し，相手の立場

に立って理解することがどんなに困難なことである

かを，学生が体験を通して実感したことが読み取れ

る．この面接実習では多くの学生がいわば失敗体験

をする．学生は，相手を理解したいという思いとは

裏腹に，相手とのくい違いやズレを強く実感するの

である．しかし，それは SP 面接実習を通して学生

に伝えたいもっとも重要な点であり，SP 参加型の

面接実習の醍醐味でもある．医療者という立場に立

つと見えなくなるものがあるのだ，という自覚こそ

が，対象者との信頼関係を構築する出発点になる．

藤崎 ２）は，Human�Skill の能力は，医療者と患者の
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思いが微妙にずれたり，誤解や認識のギャップがあ

るような「まなざしの衝突」を抱えたケースのシミュ

レーションで練習して初めて養成されるものであ

り，ずれを抱えた当事者からのダイレクトなフィー

ドバックがその場で受けられるという点において，

模擬患者を活用する利点があると述べている．

　本校で行っている SP 面接実習は，上記のような

「ズレ体験」を学生が明確に認識できるような仕掛

けが施されている．その中で SP は最も重要な役割

を果たしている．SP は，学生に対して面接の時に

抱いた感情を具体的かつ適切に言語化してフィード

バックしている．それによって学生は相手の気持ち

を初めて知ることができる．SP は，面接時の自身

の心の動きを意識しながら記憶し，さらに相手に合

わせて伝える言葉を選べるよう訓練されている．学

生同士の模擬面接や当事者との面接演習ではこのよ

うなフィードバックを面接学生に与えることは困難

である．

　また，相手との「ズレ」を認識するためには，自

身を客観的に見ることが重要である．面接時の自身

の表情，視線，しぐさ，話し方などはほとんどが無

意識に行われるため，学生は気づかないことが多い．

ビデオ録画で自身の面接を視聴した上で，他の学生

たちや SP，教員から具体的なフィードバックを受

けることや，他の学生の面接場面を見て自他の比較

を行うことによって，初めて客観的に自身を見るこ

とができるようになる．

【まとめと今後の課題】

　SP 面接実習は，対象者の思いとのズレを認識し，

客観的に自身の態度や行動を振り返ることができる

有効な教育方法であると考える．しかしながら，SP

面接実習によって臨床場面で活用し得る面接スキル

を短期間に習得させることはできない．SP面接実習

を体験した学生が，臨床実習で必ずしも対象者と良

い信頼関係を構築できるわけではない．学生は，臨

床において常に新しい対象者との出会いがあり，そ

の時々の対象者との関係性の中でコミュニケーショ

ンを図ることが必要となる．教科書の知識や過去

のわずかな経験だけでは如何ともしがたい．しかし

我々は，この SP 面接実習での体験が，対人援助を

行う専門職としての基本姿勢の羅針盤となるよう期

待している．今後の課題として，長期的に見た SP

面接実習の教育的効果を検証することである．SP面

接実習が学生にどのような影響を与えるのかを縦断

的に明らかにしたい．

【文献】

１）�植村研一編：医学教育マニュアル５−シミュレー

ションの応用．篠原出版．1984．

２）�藤崎和彦：模擬患者によるコミュニケーション

教育−その歴史とコミュニケーションのポイン

ト−．Quality�Nursing,�７：548-556，2001．

３）�二瓶隆一：リハビリテーション専門学校におけ

る SP，PBL チュートリアルの試行．医学教育，

35：61，2004．

４）�近野智子他：模擬患者を用いた面接実習の試み．

作業療法 23：596，2004．

５）�近野智子他：当校における SP（模擬患者）によ

る医療面接実習の経験から．リハビリテーショ

ン教育研究　12：152-154，2007．

６）�近野智子他：当校における SP（模擬患者）によ

る医療面接実習での学生の省察．リハビリテー

ション教育研究　13：57-59，2008．

７）�近野智子他：模擬患者　Simulated�Patient によ

る医療面接実習の報告（第３報）．リハビリテー

ション教育研究　14：59-61，2009．

８）�佐伯晴子・日下隼人：話せる医療者　シミュ

レイテッド・ペイシェントに聞く．医学書院，

2000．

９）�佐伯晴子：あなたの患者になりたい−患者の視

点で語る医療コミュニケーション．医学書院，

2003．


	no9_1
	第9巻第1号　論壇　新人作業療法士が老健・在宅で働くために必須の知識・技術・態度とは何か
	第9巻第1号 学生が臨床実習に抱く満足に関する要因の分析
	第9巻第1号 　作業療法の臨床活動で用いられている「遊び・余暇的活動」
	第9巻第1号 　作業療法教育と学生の職業興味における問題点
	第9巻第1号 　本校における模擬患者（SP；Simulated Patient）参加型医療面接実習




