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要旨：プレイバックシアター（PBT）は，観客のストーリー（体験談）を役者が即興劇として再現する，
独創的な手法である．第 17 回作業療法教育学術集会で実施した PBT ワークショップを，各プログラムを
行う上での考察と共に紹介した．ワークショップでは，参加者のグループ作り，自発性と創造性の開発，参
加者自身のストーリーを思い出すためのエクササイズを行った．さらに PBT の上演では，作業療法教育に
まつわるストーリーが，語った人の感情と共に，参加者による演技で再現，共有された．PBT は作業療法
士の「共感スキル」や「相手の立場に立ってその人の体験を捉える能力」を高める手段として，作業療法教
育に役立つと考えられる．
キーワード：プレイバックシアター，作業療法教育，共感スキル，ストーリー

はじめに

に音楽をつける．

2012 年度の作業療法教育学術集会にて，プレイ

PBT は上記のように説明できるが，その深い意味

バックシアター（以下 PBT）のワークショップを提

は，体験してみなければ理解しづらい．PBT をよい

供する機会を得た．今回は，作業療法教育に活かす

と思った人が，「人に勧めたいが，すごくいいから

可能性を探るために，PBT を体験していただいた．

体験してみて，としかいいようがない」と訴える．

ここでは，PBT と，当日実施したワークショップ内

体験してこそ感動が得られ，実践を通してのみ学べ

容の概略を紹介する．

る手法である．

PBT とは

なぜ，作業療法教育と PBT か
私は，PBT で開発される「共感スキル」や「相手

PBT は，1975 年に米国の Fox によって生み出さ
１）

れた，台本なしの即興劇である ．観客の中の有志

の立場になってその人の体験を捉える能力」が作業

がテラー（体験を語る人）となり，
コンダクター（司

療法士にとって役に立つと，自分の経験から感じて

会者）のインタビューを受けて自分の実体験を語る．

いる２）．

それを数人のアクター（役者）がその場ですぐに劇

学生のときに，
「患者さんの立場になって」と教

として再現する．また，ミュージシャンも即興で劇

員や指導者からいわれたが，それがどういうことな
のか，よく分からなかった．そして，自分が「分か

＊

劇団プレイバッカーズ

らない」ということ自体も，理解していなかった．
なぜなら「分かった」感覚を味わったことがなかっ
たからである．PBT によって，人の体験の「気持ち」
の部分に焦点をあてる，という経験をつむにしたが
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い，「こういうことかな」という感覚が少しずつ芽

ズに居心地よく行うためのエクササイズをした．グ

生えてきた．

ループ作り，自発性と創造性の開発，ストーリー（体

私が作業療法専攻の学生になり２年が経ったこ

験談）の引き出し等を目的としたものである１）．

ろ，PBT の上演をする劇団プレイバッカーズ ３） に

最初にマッピング，次いでアイデンティティサー

入団した．PBT は，私がそれまで体験したことの無

クル，リズムあそび，ロールサークル，物語の上演

い感覚を生みだした．それは，ある人に何が起こっ

を経て，PBT ストーリー上演へと至った．

たのかという事実を理解することを超えて，自分が

前述のように，PBT は体験しないと理解しがたい

その人になったかのような気持ちを味わうという感

ものではあるが，ここでは可能なかぎり，各エクサ

覚だった．また，自分たちが表現したものが，テラー

サイズと語られたストーリーを紹介する．エクササ

や観客にとどいて，多くの人が１つの気持ちに寄り

イズについては，PBT のワークショップにおけるグ

添っていることを感じられたとき，人間の「共感す

ループの扱い方を紹介するために，導入部分のマッ

る能力」を感じた．

ピングについて，特に詳しく記載する．

共感を生み出すのは，PBT の大きな力である．
PBT では，テラーが体験した事象の詳細より，その

１．マッピング（地図づくり）
居心地のよいグループ作りのためのエクササイズ

人の主観的な体験，それまでの人生の文脈，テラー
自身の気持ちや登場人物の気持ちに焦点をあてる．

である．Moreno は，人間の集団は複雑で，非常に

そのため，テラーの気持ちに共感しやすいのであろ

力動的であるために，実用的で現場に合った調査方

う．

法によってのみ捉えられると考えていた４）．そして

作業療法士として働き始めると，テラーの話を聴

彼は，人間社会の基本構造を測定するソシオメト

くときの共感スキルはとても役立った．難病で動く

リーという考えを発展させた．Moreno は，その集

ことができず，重度の構音障害もある女性と出会っ

団に関わるすべての個人が，最大限に参加すること

た．私が訪ねるたびに，その日の自分が最も落ちつ

ができる状態を目標としていた．マッピングは，こ

く肢位を，ベッド上で訴えてきた．私がなかなか理

のソシオメトリーの理論に基づくものである．

解できないときも，彼女はいら立つ気持ちを抱きな

あるグループに参加するとき，何かしらの懸念

がらも，決してあきらめなかった．どんなに意思疎

を抱いている人は多い．
「自分だけ場違いではない

通が大変でも，自分の要求を懸命に伝えるすがたに，

だろうか？」
「他の人はどういう人なのだろうか？」

病気になる前から変わらず，彼女が持ち続けている
意志の強さを感じた．

「ここにいる人たちに心をゆるしても大丈夫だろう
か？」「失敗するのではないだろうか？」というよ

中途障害を負った１歳児の母親が「この子，10 か

うな心配事である．そうした不安を皆の前で，自分

月までは普通だったんです」と何度も繰り返すのを

から発言する人は少ないが，水面下にあるそれぞれ

聴いた．10 か月までの成長のほほえましい様子，現

の気持ちが，グループの雰囲気に影響することは確

状とのギャップや怒り，将来への不安，かすかな希

かである．

望などのストーリーを思いうかべた．

マッピングは，講師の設問に答えるかたちで参加

目の前の相手が，今，何を最も訴えたいのか察す

者が部屋の中を動き，グループの状態を確認する手

る．その背景にある文脈は何なのかを推しはかる．

法である．設問は，グループの状態や構成員を考え

その人の人生の今や過去のストーリーに共感する．

て，水面下にある不安を無理なく表出させるもの

私は作業療法士として必要な共感スキルを，PBT で

を選択する．中でも，「グループの中の少数派はど

培っていった．

んな人か？」「ここに居づらいと思っている人は誰
か？」についての仮説をたて，そうした人たちをグ

学術集会ワークショップ

ループに内包することを目指す．

ワークショップでは，参加者が PBT を上演した．
また，その前段階として，PBT をできるだけスムー

今回，設問の１つに「人前で表現することについ
ての気持ち（積極性の程度）」という項目を設けた．
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「最も積極的」と「最も消極的」を列の両端とし，
「積

る．また，グループの中の多数派ではない人たちに

極性の程度」を尺度に，全員で１列に並んだ．それ

対し，「このグループの大切な一員であり，あなた

ぞれの参加者が「今の自分」は列の中でどこに位置

方がいてこそのグループである」という意思を伝え

するかを考えて動き，
「ここが私の場所」と思うと

ることができる．その結果として，Moreno のいう

ころに移動した．

全ての人が最大限に参加できるグループに近づくの

今回この項目を選んだのは，参加者のほとんどが，

である．

PBT 初体験の人であったためである．普段，授業な
実施したその他のエクササイズについても簡単に

どで人前に立つことが多い方々とは思われるが，劇
となるとまた別である．増して，PBT 自体が未知の

紹介する．

ものであるため，苦手意識やためらいを持っている
人は，居場所の無さを感じているだろうと思った．

２．アイデンティティサークル
グループの中にどのような人がいるかを知るエク

そうした人がいることを目にみえるかたちにし，た
めらいをもっていても大丈夫だということを示すた

ササイズである．
全員で内側を向いて円になる．参加者の中で思い

めに，この項目を選んだ．
開始すると，それぞれの参加者が，周囲の人々の

ついた人が，１歩前へ出て，自分についての真実を

動きを見つつ，列の中に自分の居場所をみつけた．

言う．今回は「今朝の私の出来事」「教員として思

自分が立つ場所を考え，決めるという過程が，気持

うこと」「OT として思うこと」をテーマにした．た

ちを意識化することにつながる．皆が１列に並び終

とえば，１人の人が「授業の前はいつも緊張する」

わったところで，
「この場所に立ってみた感想，周

というコメントをした．そして，
「自分もそうだ」

りを見回しての感想があれば教えてください」と発

と思う人が，円の中心に向かって１歩前に出た．こ

言を促した．ここで参加者は，自分が手をあげて発

のときは全体の３分の１程度の人が前に出ていたと

言するか否かの選択をすることになる．多くの場合

記憶している．そして参加者のそれぞれが，その様

「消極的」側に立っている人は，発言をためらいが

子を，うなずきながら見ていたり，意外そうな顔で

ちである．今回も，その傾向があったため，「消極

とらえているのが印象的であった．このエクササイ

的」側に立っている人たちの近くに行き，
「このあ

ズでもマッピング同様，参加者全体の様子が皆から

たりの方，立ってみた感想はいかがですか？」とさ

視覚的に確認できる．お互いにより知りあう，自分

らに水を向けた．すると，
「この学術集会に参加す

の個人的体験に焦点をあててストーリーを語るため

ること自体が久しぶりで，余計に気がひける気持ち

の準備をする，自発的に動く，などの意味がある．

があった．
」という発言が引きだされた．つまり，
「い

講師は，そのときのグループの状態をみながら，必

つも消極的」というわけではないが，
「今日のこの

要に応じてテーマを誘導する．通常，話しやすい属

状況では消極的にならざるをえない状態」というこ

性情報から始め，価値観，感情へと深めていく．

とである．それぞれの人が，その場所に立っている
背景がある．立っている場所から発言を促すことに

３．リズムあそび
即興性と遊び心を高め，身体を動かすためのエク

は，他の人に気持ちを知ってもらう機会をつくるだ
けでなく，「こういうわけで私はここにいる」とい

ササイズである．
音に合わせて，歩く，走る，喜ぶ，絶望する，仲

う理由を吐露できる場をつくる，という意味もある．
ともすれば，積極的な人ばかりがいろいろなこと

間と手をつなぐ等，さまざまな反応をする．１つの

に挑戦したり，発言をしたりし，消極的な人は声を

音に対して１つの反応がセットになっている．した

出さずに終わってしまうこともある．しかし，マッ

がって参加者は，言語的な指示ではなく「音の種類」

ピングを用いることでそれぞれの参加者が，グルー

に注意を向け，音が変わったら，即座に行動を変え

プの中での自分の状況，他の人の状態を把握し，よ

ることを要求される．参加者をみていると，最初は

り安心してグループに居つづけることが可能にな

ぎこちなくても，徐々に，音の世界の楽しさや，考
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える前に行動する，ということに慣れてくることが
わかる．
このエクササイズを通じて，即興的に演じる準備
をする．そこには，１つのことを行いながら，いつ
でも別の行動をとれるよう柔軟でいることや，空間
全体を視野に入れ，他の参加者の動きを把握しなが
ら自分の動線を決めること等が含まれる．これらは，
PBT に必要なスキルである．
４．ロールサークル
次にいよいよ，即興で役を演じるエクササイズで

図１

ある．参加者は２人組になる．講師が「Ａさんは○
○役，Ｂさんは△△役です」と役を発表する．その

が分かった．学生なのだからそこまで要求しなくて

後すぐに，２人で掛け合いの場面を演じる．参加者

もいいのにと思い，つらい思いで実習地を後にした」

全員が同時並行で実施し，１回に演じる時間は十数

という物語を，グループで演じた．

秒とごく短い．今回は「迷子の子どもと店員」「１
歳児と高価なバイオリン」
「白杖と全盲の人」
「痛み

６．PBT ストーリーの上演

が強い患者と作業療法学生」などの設定とした．

３本のストーリーが演じられた．（図１）最初の

セリフは決まっていないので，参加者それぞれが

１本は参加者と劇団員の混合チームで，残り２本は

創造性を駆使して演じる．場面や気持ちが思い浮か

参加者のみで上演された．ストーリーは，コンダク

びやすい役を設定し，演じる時間を短かくすること

ターによるテラーへのインタビューと，アクターと

で，初めての人でもできる限り容易に演じられるよ

ミュージシャンによる上演から構成される．今回の

う配慮する．

ように初心者が多いワークショップの場合は，１つ

同じ設定でも，演じる人によってどのようなセリ

のストーリーの所要時間が 20 ～ 30 分程度である．

フを選ぶか，どのような気持ちになるかが異なるの
が興味深い．実施後に「どの役が演じやすく，どの

３つのストーリーを紹介する．
１）「傷を抱えた学生」 −実習指導者の上司として

役が演じづらかったか」を参加者に問うことが多い．

病院に勤務している．ある部下が初めて，実習指

役になることを通して，自分が共感しやすい役柄，

導者として学生を指導することになった．しかし，

気持ちと，そうでないものがみえてくることがある．

その実習生は，直前の実習でとても厳しい指導を受
け，それが心の傷となっていた．部下は学生を懸命

５．物語の上演

に指導していた．そこには，真摯な思いがあった．

ここで，「グループで１つの物語を演じる」段階
へステップアップする．

しかし，何を伝えても，どう指導しても，そのたび
に学生の気持ちは滅入っていくばかりだった．それ

参加者は４人組になる．講師が物語を４つの場面

ほど，傷は深かったのだ．

に区切り，まずは第１場面について，４人それぞれ

結局，その学生は，実習半ばにして病院を去って

の役柄と場面展開の概要を口頭で伝える．その後，

いった．精神的なバランスを完全に失ってしまう前

各グループ同時並行でその場面を演じる．第２～４

に，
「辞める」という決断をして自分を守ることが

場面も同様に続ける．各場面の上演時間は１分程度

できる学生を，ある意味幸せだとも思った．しかし，

である．今回は「教員（主人公）が実習地訪問で学

またしても実習が失敗体験に終わった学生自身の気

生を訪ねた．明るく出て行ったはずの学生が，実習

持ちを思うと胸が痛んだ．そして，初めての実習生

先ではとても落ち込んでいた．それは，実習指導者

をうまく指導できなかったという思いにさいなまれ

が求めるレベルが厳しすぎるからであるということ

る，実習指導者である部下の気持ち，自分自身の気
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持ち等，さまざまな思いを感じ，とても複雑だった．

いを持って学生に接しているということも感じた．

２）
「別の道を選択した学生」 −教員として

だからこそ，壁にぶつかったときに葛藤が起きるの

確固たる理由を持たずに入学してくる学生は多

であろう．

い．彼女も，そのひとりだった．明確なビジョンを

このような苦い体験が語られたことには意味があ

持っていなくても，徐々に成長し，志を強くしてい

る．なぜなら，PBT では，公の場でスポットがあた

くのはよくあることだ．彼女にも，作業療法士とし

らない出来事や気持ちにも，語られる価値があると

ての未来へ続く道があると願っていた．

考えるからである．

あるとき，授業で，命の危機にさらされる難病を

テラーとして自身のつらい体験を語って観ること

抱えた人と，そこに向き合う作業療法士の姿を映し

は，前に進むためのステップになり得る．学生と関

だしたドキュメンタリーをみせた．するとそれから

わる中で，教員が様々な個人的感情を抱えることは

というもの，彼女の様子が変わった．
「ここまで人

あるだろう．それが肯定的な感情ならば，学生に対

と向き合うことは，私には無理だと思う．向いてい

して，または公の場で表現しやすいが，否定的な感

ないと思う」といって，別の道を考え始めた．立ち

情の場合は，個人の内に閉じ込められることが多い．

位置が揺らぐ不安の中で，彼女は自分自身をみつめ

しかし，教員であるその人を中心に考えたとき，

直した．そして，新たな進路をみつけだした．親と

このような感情に蓋をするのは残念なことである．

の三者面談では，自分の気持ちをはっきりと親に伝

人と人が関わりながら仕事をするうえで，否定的な

えることができ，親子で合意に至った．

思いは当然生じ得るものであり，それを認識し扱う

消極的な理由で辞めていく学生も多いなか，彼女

ことによって成長できるからである．
以前，実習体験をテラーとして語ったある学生が

が前を向いて異なる道を選択できたことが嬉しい．
その反面，残念な思いと彼女の今後を不安に思う気

「外側からみると，また違った感じ方ができるとわ

持ちが交錯する．

かった」という感想を書いた．インタビューと劇の

３）
「実習中止の決断」 −実習指導責任者として

上演を通して，当時の自分自身や他者の気持ちを振

事前に学校の教員から，
「精神的に，実習に耐え
られるかどうか不安だ」と聞いている学生の実習が

り返り，外から観ることによりその出来事を受容し
たり，新しい捉え方をみつける可能性がある．

始まった．初日の表情が明るかったので，なんとか

観客は，ストーリーを観て共感し，大変なのは自

やりきれるのではないか，これを機に成長する可能

分だけではないという安心感と一体感を得る．特に

性もある，と小さな希望を抱いていた．

今回のように，作業療法教育に携わる人であれば，

しかし，実習半ばで，学生は常にうつむいている

語られた３つのストーリーに似た体験は多くの人が

ようになった．直接の指導者であるケースバイザー

直面したことがあるだろう．そのため，観ていた人

から，「学生のことを考えて早く実習を中止した方

にとっても，自分のストーリーのように感じられた

がいい」という提案があった．実習指導責任者とし

のではないだろうかと考える．

て自分も同意し，学校側に伝えた．そして，実習は
中止となった．結局，学生は作業療法士の道をあき

作業療法教育への可能性と課題
ワークショップ後のアンケート項目に「PBT が作

らめるという結論に至った．果たしてこれが，最良

業療法教育にどのように貢献できるか？」という設

の決断だったのか，今でもわからない．
３つのストーリーのどれもがドロップアウトした

問を設けた．結果として，以下のような意見が多かっ

学生についての話であった．そして全てのストー

た．

リーで「この結果は，最悪ではないが，最良かは分

・相手の立場に立って物事を考え，想像する力を高
める．

からない」「指導者としての関わりの限界」という
テーマが流れた．１人の人間を作業療法士という専

・自分の深い思いや，悩んでいることを他の人に共
感してもらえる．

門職に育てる上で直面する課題を感じた．一方，そ
れぞれのテラーが，指導者として人間的な温かい思

・自分とは異なる立場の役を演じることで，他者へ
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２）小森亜紀：作業療法教育におけるプレイバック

の理解が深まる．

シアターの可能性．作業療法ジャーナル，46（４）
，

PBT を導入するにあたっての課題については，

335-340，2012．

PBT のワークショップを提供できる講師が限られて
いるので，学外からよぶ必要があること，そのため

３）劇団プレイバッカーズ＜http://www.playbackaz.com＞

の経費や，授業の時間的制約があること等が挙げら

４）Fox, J: THE ESSENTIAL MORENO. Springer

れた．

PublishingCompany,1987．

これまで PBT は，作業療法教育を含むさまざま
３）

な教育現場で利用され，
好評を得ている ．とはいえ，

５）小森亜紀：作業療法学生の心を育む−プレイ

効果の検証が不足していることが，課題となること

バックシアターワークショップを通して．作業療

も考えられる．

法ジャーナル，47（４），330，2013．

PBT の授業例
作業療法学生に対する授業として，３時間のワー
クショップ，５時間のワークショップを実施した５）．
そのいずれも，今回と同様に，グループ作り等のエ
クササイズから始め，学生たちが実際にストーリー
を演じるところまで行った．
学生たちの反応としては，
「実習先では皆不安な
のだということがわかりホッとした」
「みんなの話
をきいて（自分が体験していないことも）経験した
かのような気持ちになれた」
「自分がこんなにでき
るとは思わなかった」
「同級生の今まで知らなかっ
た良い面が見えた」など，肯定的なものが多かった．
おわりに
PBT と，2012 年度作業療法教育学術集会でのワー
クショップ概略を紹介した．ワークショップでは，
参加者が最大限に参加するためのグループ作りをは
じめとする５つのエクササイズを行った後，参加者
による PBT の上演をした．PBT は，
「共感」や「相
手の立場に立つこと」を経験する手段として，作業
療法教育に貢献できる可能性がある．教育現場の
方々との対話を持ちながら，今後も PBT の有用性
を検討し，作業療法教育に役立てたい．
謝辞
本稿執筆にあたり，ストーリーの掲載を快くご了
承くださったテラーの方々に，深く感謝いたします．
文献
１）宗像佳代：プレイバックシアター入門．明石書
店，2006．
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Occupational Science: Tips for Teaching Occupational Therapy Students
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知子
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要旨：作業科学は，作業療法士となる学生が「作業」という概念を身に着け，その視点を用いて対象者の生
活や人生を理解するための土台を作る際に不可欠な学問である．また，作業療法の実践に際しては，作業療
法士に作業に関する豊かな知識を提供する．本論文では，作業療法を学ぶ学生を念頭に，次の３点について
まとめた．第１点目では，作業科学とは何か，なぜ作業療法学生が作業科学を学ぶ必要があるかを，作業療
法の世界的動向，歴史の流れを通して説明する．第２点目では，作業とは実際に何をさすのか，また，作業
療法の対象となる人をどのようにとらえるかを伝える．第３点目では，作業の視点を用いたとき私たちの生
活がどのようにみえるかを紹介する．
キーワード：作業科学，作業療法教育

はじめに

という独特な概念を理解し，人を「作業的存在」と

作業科学は，作業，そして，作業的存在を探究す
る学問です．作業科学は他の学問と同様，これを学

して見ることができる，③作業の複合的な視点を学
ぶことに掲げて構成しました．

ぶすべての人に有益な知識や情報をもたらします
が，作業療法士にとっては特に重要な学問であると

１． 作業科学とは何か
作業科学は，人が行なう日々の活動に関する知識

いえます．これは，作業療法が「作業」を治療的関
１）

わりの中心に置く事によります ．しかし，作業科

を生み出し体系化することを目的とします．この学

学は新しい学問であるため，知識体系が十分整理さ

問は，1988 年に南カリフォルニア大学において博

れているとは言えません．本稿の内容は，私が南カ

士課程の名称となることで正式にスタートしまし

リフォルニア大学博士課程在籍中に，作業科学の発

た２），３）．作業科学は作業療法の中から誕生していま

展に尽力してきた教授陣や，世界各国から集まって

すが，作業療法が人の健康に対する援助・サービス

きた博士課程の学生とともに行なった作業科学の議

を目的とするのに対し，目的を別ち，作業の知識の

論を基にしています．ここでは特に，作業療法士養

生産を目指すようになりました．学問としての体裁

成校における作業科学授業を念頭に置き，授業の目

をもったことにより，作業科学の名の下に，「作業」

標を，①作業科学という学問の存在を知る，②作業

という概念に関心を寄せる多彩な学術領域の研究者
が参入し，研究が進められています．例えば，作業

帝京科学大学 医療科学部 作業療法学科
TeikyoUniversityofScience,FacultyofMedicine,
DepartmentofOccupationalTherapy
〒 409-0193 山梨県上野原市八ッ沢 2525
2525Yatsusawa,Uenohara,Yamanashi,409-0193
Japan

科学には，文化間で共通する作業とその相違を探る
文化人類学的研究，作業と脳の相互影響を見る脳科
学的研究，作業と環境との関係を明らかにする環境
学的研究などがあります．また，文学や写真の中に
現れる作業を追求する研究などもあります．作業療
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法士を中心に，作業の研究に関心を持つ人が次第に

進協会の結成にあります９），10）．ここでは医師，障害

増え，作業科学の組織は世界の様々な国々で設立さ

当事者，社会福祉士，建築家など，様々な専門的背

４）

れ始めています ．日本でも 1995 年に南カリフォ

景を持つ創始者達が，精神疾患や結核を患う人々に，

ルニア大学のクラーク博士，ゼムケ博士を招いて初

人道的であることを念頭に，
「手工芸」，
「読書」，
「園

回のセミナーが開かれた後，毎年作業に関する知識

芸」
「かつての仕事」
，
「規則正しい生活」を専門的

を共有しようとする人々が，今日にいたるまでセミ

治療として行なうようになりました．初期の作業療

ナーを続けています．また，2006 年には日本作業科

法において「作業」には明確な定義は与えられてい

学研究会が正式に発足されました．作業科学の専門

ませんが，創始者達は「何かをすること」が「健康

誌としては，
JournalofOccupationalScience があり，

や人間性の回復」に繋がるという共通の信念を持っ

多様性を増した作業の知識が世界の国々で生産され

ていました．
しかし，作業療法は医療に関わる専門職として次

ているのを見る事ができます．
今日，世界作業療法連盟（WFOT）は，作業療法

第に，「人間生の回復」という曖昧な変化ではなく，

士が適切な実践を行なうために，作業の知識の修得

数値で表されるような心身機能回復を計ることが期

は，医学，社会学，社会心理学などと並んで必要不

待されるようになります．また，日常生活や社会生

５）

可欠なものであるとしています ．日本でもまた，

活における「自立」が目的となり，それに関連する

日本作業療法士協会が，作業療法の動向として「暮

活動を繰り返し練習する事も作業療法の一環となり

らしを構成する作業を通して人やその生活機能を

ます．20 世紀の半ば，作業療法に関連する論文では，

観，作業を通して障害があってもその人が生活に必

脊髄損傷，脳損傷，関節リウマチといった人々の症

要な作業ができるよう援助する」ことを表しており，

状と障害との関係，生活適応のためのアプローチ方

作業療法の専門性や独自性の核が「作業」であるこ

法，自立や機能代償のための自助具やスプリントに

６）

とが触れられるようになっています ．医師が「疾

関する物が多く見られます．この時代では，「作業」

病」
，
薬剤師が「薬」を学ぶように，
作業療法士は「作

は，心身機能の回復や，生活上の自立を成し遂げる

業」について，常にその動向を知り，最新の研究に

ために使われる手工芸という意味に近くなり，
「作

触れ続ける必要があります．作業科学は，作業療法

業」のイメージは限局化したものになります．日本

の専門性の基盤となる学問としての役割を担ってい

に専門職としての作業療法が導入されたのはこの時

るといえます．

代で，作業療法士法の「作業療法とは，身体又は精

作業科学で扱われる「作業（occupation）
」という

神に障害のある者に対し，主としてその応用的動作

言葉は，日本語でも英語でも，一般的に用いられる

能力又は社会的適応能力の回復を図るため，手芸，

ものとは異なる意味合いを持ちます．作業科学にお

工作その他の作業を行なわせることをいう」とする

ける「作業」の意味は，作業療法の歴史を通じて複

作業療法の定義は，この時代の「作業」の概念を反

７）
，8）

．そこで，作業療法を

映しています．この結果，作業療法の成果は明確に

学ぶ学生には作業科学誕生の背景，ひいては作業療

なり，作業療法は医療の中での地位を確立すること

法の歴史的変遷を伝えながらこの言葉の意味を伝え

に成功しました．しかし，創設当初の「何かをする

るのが良いと考えます．作業科学の誕生の背景を学

ことによって生じる人間らしさの回復」という信念

ぶことで，学生は「作業」という概念の理解を進め

は見失われていきます．

雑に形作られてきました

るとともに，作業科学が何を目指し，どのような方

専門職としてのアイデンティティが揺らぐ中，そ

向に進もうとしているか，また，なぜ作業科学が作

の反動として生じたのが「作業の再考」です．ここ

業療法士にとって必要であるかを考える機会も得ま

では作業療法の本質を探ろうという機運が高まり，

す．説明として，以下のような例を紹介します．

作業療法の核となるべき作業の概念化が試みられま

「健康促進」に際する「活動」の役割は古代から

す．そして，「作業」に対する積極的な定義づけが

経験的に理解されていましたが，作業療法としての

試みられるようになり，」作業とは，人が日常的に

専門的関わりの始まりは，1917 年の米国作業療法促

行なう全てのこと，人が存在していく上で行うこと，
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人が健康に生きて行くにあたり影響をあたえるもの

らの定義の本質的な意味は，
「私達が生活や人生に

というように，
「人」との関係において包括的に捉

おいて行なう事」と言って良いと思います．作業を

えられようになります．このような「作業」の新し

手工芸と同義のものとする傾向が依然として残る日

い概念化を通し，作業療法は，対象を，病者や障害

本の作業療法において，学生にとって何より重要な

者だけでなく，災害・政策・差別などによって健康

ことは，新しい「作業」のイメージを適切に把握し

を損なった人やその可能性のある人など全体に広

ていくことだと考えます．作業のイメージは，学生

げ，また関わりも，日常生活や社会での自立に関わ

が自らの生活を振り返る事により促すことができま

る活動だけでなく，人の行なう活動全般へと広げて

す 13）．イメージの喚起には，作業日記（図）などの

います．

活用が効果的です．作業日記に自分が行なったこと

この「作業の再考」の中で誕生したのが作業科学
です

を書き記す事で，日々の生活の中にある作業を意識

11）

．作業科学は，新しい作業療法のように，作

化し，自分の生活が作業から成り立っていることを

業を人との関係で包括的に捉えますが，医療の枠組

実感することができます．この際，
「何もしない」
「自

みを超えて作業を深く掘り下げるようになります．

由時間」などと記載している学生には，
「何もしな

この結果，ここで生まれた知識は医療だけでなく，

い」という時間は，実際にどこでどのように過ごし

教育や政策，経済といった領域にまで適用し得るも

ていたかを考えさせます．例えば，「ベッドの上で

のとなったと言えます．作業療法にとっては，これ

音楽を聴いていた」
「テレビをみていた」
「友達と電

らの知識の多くは，直接的に現場で活用できるもの

話していた」などという応えに対しては，それが「作

ではないかもしれませんが，作業療法実践の視野を

業」であること伝えます．また，
「ぼーっとしていた」

広げ，アイデアの源となるものです．

という学生には，それは「考え事をしていたのか，
リラックスしていたのか」というような例示を与え，

２．「作業」と「作業的存在」の理解

「ぼーっとする」状態も，作業という視点で見るこ

「作業」は様々な意味を帯びる複雑な概念で，現
在様々な定義が提示されています

とができることを示します．

12）

さらに「日常的に行なう事」とは，全ての人が生

．しかし，それ

図

作業日記
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活において必ず行なう事ではなく，
「その人」が生

す．例えば，人は食物を集め，子育てをするという

活の中で行なうことであるという説明もします．例

作業を通して，二足歩行を確立し，さらには，石器

えば宇宙飛行は，普通は日常作業とは見なされない

や土器を作るという作業を通して，手の形や脳の構

でしょうが，宇宙飛行士にとっては，宇宙飛行に関

造を変化させたと見ることができます．また，家畜

連する作業は，日常生活において欠かせない作業で

を飼う，畑を耕すという作業を通し，安定した繁栄

あるかもしれません．作業はまた，生活の中で毎日

を獲得したと言えるかもしれません．いいかえれば，

必ず行なう事だけでなく，一年に一度，一生に一度

作業を通して環境に適応したり，環境を変化させた

しか行なわないようなものもあります．従って，祭

りして生き延び，生存してきたということができま

りや成人式などという特別な行事への参加も，作業

す 15）．

と見なされる事になります．作業には，必ずそれに

「作業」という概念は，ものごとを理解する上で

携わる「主体」が存在します．学生は自分の作業を

活用できる便利な道具・枠組みです 16）．例えば「心」

見つめるだけでなく，作業日記を級友のものと比べ

や「社会」も「作業」のように比較的曖昧な概念で

るという作業も行うことで，作業には共通のものも

すが，
「心」という視点を持つ事で人の行動が，
「社会」

あるが，個人個人異なるものであるという感覚を高

という概念を持つ事で集団に現れる現象が理解しや

めて行きます．このような具体的な例をとおしなが

すくなるという事であるでしょう．作業という概念

ら，学生は，人の生活や人生が，実際に作業で構築

を持つ事で，私たちは人の日々の営みや人の行為の

されているという理解を深めます．

傾向などを理解しやすくなります．また，この枠組

学生はまた，
「作業的存在」という耳慣れない言

みを使って新しい知識を生み出して行く事もできま

葉も理解していきます．作業的存在とは，人は作業

す．作業療法士とは，この「作業」という独特な概

をすることで世界に居続ける（being）
，存在し続け

念を以て人をみつめ，その知識を活用して人の健康

るという意味合いになります．作業を，
「人が生活

を援助する専門職であることを，学生が理解する必

や人生において行なう事」と定義づけた時，人の生

要があります．

活や人生は，作業により構築されていると見る事が
できます．例えば，私たちの生活は，
「朝起きて布

３． 作業の見方

団からでる」
「トイレに行く」
「顔を洗う」
「朝食を

作業には様々な視点がありますが，ここでは作業

取る」
「身支度をする」など，
作業の連続から成り立っ

を「形」
「機能」
「意味」17）という側面から見る方法

ています．そして，私たちの人生もまた，これらの

を紹介します．
「形」とは外から見て描写が可能な

日々の作業から成り立っているとみなすことができ

作業の側面です．この側面は，塊（chunks），バラ

るのです．

ンス，ルーティンなどから見る事もできます．作業

さらに，人の成長や発達が作業によって促され，
導かれると考える事もできます

14）

の塊とは，食事をする，仕事にいく，テレビを見る

．例えば，「食事

など，始まりと終わりがあるような行為で，一定の

をする」という作業でみると，乳児期には「ミルク

意味や目的などで一括りにされた行為の塊のことで

を飲む」
，
学童期には「給食を食べる」
，
青年期には「外

す．塊は，状況に応じ，多様な形で形成することが

食する」などと形は変わっていきますが，それぞれ

可能です．例えば，
「食事をする」ことは，
「食事そ

の時期において必要な「身体能力」
「時間的感覚」
「社

のものだけでなく，調理や後片付け」も含んで塊と

交能力」などを発達させ，さらにその能力を支えと

することもできるでしょう．また，「テーブルの前

して新たな能力を発展させていくということができ

に置かれたものを食べること」のみを塊とする事も

ます．人は，
「作業」を行なうことで，環境と交わり，

できます．塊は，工程・動作・運動，それに関わる

心身を活性化させ，社会性を身につけ，自分らしさ

道具や場など，作業療法で培ってきた活動分析で，

を獲得して行くと言うことができるのです．

さらに分析していくことが可能です．このような視

人を「人類」という視点で捉えたときも，人は作
業的存在であるという見解を当てはめる事ができま

点は，遂行上の問題点を確認したり，作業の段階づ
けを行なう際に有益です．
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作業のバランスとは，作業間の釣り合い 18）19） を
指し，作業療法では古くから身辺処理，仕事，遊び，

れませんし，大人にとっての犬の散歩は，ストレス
の発散という機能を持つかもしれません．

学習，社交などのバランスについて論じられてきま

作業の「意味」とは，その作業に対し，個人や社

した．これらの作業カテゴリーだけでなく，作業間

会が与える価値や重みの側面です．一見同じ名前で

のバランスには，体を動かす作業と動かさない作業

呼ばれ同じ形を取る作業でも，その意味は，多くの

のバランス，ストレスが高い作業とストレスを発散

場合個人毎，集団毎に異なります．同じ個人，同じ

する作業のバランス，社交的な作業と個人的な作業

集団でも，時間，時期，時代によって異なる事もあ

のバランスなどと見る事もできます．突然，病気に

ります．例えば，喫煙という作業は，その作業をす

なったり障害を持ったりすることで，一つ一つの作

る人にとっては「リラックスをするもの」という意

業の遂行が困難になるだけでなく，それまで，その

味があるかもしれませんが，家族にとっては「健康

人が培ってきた作業間のバランスが崩れてしまうこ

を害する，無駄遣い」という意味があるかもしれま

とがあります．また，慢性的な疾患や恒久的な障害

せん．また，社会にとっては，一昔前ならば「大人

により，人が心身機能を維持していく上で必要な作

の象徴」という意味が付与されていたかもしれませ

業が徐々に減少し，相対的に心身機能を低下させる

んが，今日では「健康に配慮しない」という意味が

作業が増加して行くこともあります．生産的な作業

与えられているとも言えます．
現在の作業療法では，一つの作業に焦点をあて，

が増え過ぎ，休息に関わる作業が減少してしまい，
健康を損なっていくという事もあるでしょう．この

「その作業をできるようにする」ということだけに

ように，バランスの視点は，異なる作業を相対的に

焦点が当てられがちです．しかし，人を作業的存在

見る視点であるといえます．

として見つめて行く上では，作業を，バランスやルー

ルーティンも，作業の「形」の視点のひとつです

ティンなどという形態，健康や発達への短期的・長

が，これは一定の規則性をもって繰返し行なう作業

期的な影響，その作業に込められた個人や社会の意

を捉えるもので，毎日ある時間帯に常に顕われる作

味の理解など，常に多角的視点をもって考慮する必

業，毎週ある曜日に必ず行なう作業，季節毎に行な

要があるといえます．

う作業，などの視点から見る事ができます．例えば，
朝必ずシャワーを浴びる，朝食をとるなどがありま

終わりに

す．また，学生などが，学期中に時間割に従って行

ここであげたものは，作業科学を学んでいくため

なう行動も，ルーティン化された作業として見る事

の導入の部分になりますが，作業療法を学ぶ学生に

ができるでしょう．規則正しい確かなルーティンを

とっては最も重要な部分であると考えます．授業を

好む人もいますし，できるだけルーティンに捕われ

通して「作業」と「作業的存在」の概念を獲得した

ないことを好む人もいます．ルーティン化された作

学生は，人を作業的存在として見る事ができるよう

業は，私達が行なう心身活動を簡略化し，効率よく

になります．この視点は，作業療法の関わりの基本

行なうことを許します．しかし，ルーティン化が進

となる「クライエント中心」の視点へと発展させる

みすぎると，多様に変化する環境への適応が困難に

ための足がかりとなるでしょう．また，作業的存在

なると言えます．

の健康を促進するための「作業」の評価や活用方法

作業の「機能」とは，その作業が個人や集団に及

のために学びを進めていくことができます．つまり

ぼす働き・影響を指します．例えば，
「犬の散歩」は，

学生は，作業療法の対象となる人を「作業的存在と

それを行なう人の身体には，心肺機能や歩行能力の

して健康を損なわれた人，あるいは健康を損なわれ

維持増加という影響を与えるかもしれませんし，精

る可能性がある人」としてみつめ，作業療法評価，

神的にはストレスの発散や愛犬への愛情表現，社会

目標設定，治療施行の過程を，
「クライエントが，

的には地域住民との交流などという影響があるかも

作業を通してこれまでどのように生活を構築してき

しれません．子どもにとっての犬の散歩は，生命の

たのか，それがなぜ，どのように損なわれたのか，

尊重，責任感，計画性を育成する機能を持つかもし

または，損なわれる可能性があるのかを理解」し，
「ク
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ライエントが，健康で幸福な作業的存在であるとい

Founders,Part2.AmJOccupTher,45（8）,733-

うことはどうなることかを吟味」し，
「健康な作業

744,1991.

従事のために必要な準備や工夫を行う」ものとして

11）Clark F, Lawlor, MC: The Making and

考えられるようになります．そして，これらの過程

Mattering of Occupational Science. Crepau

で中核となる作業について，形や機能や意味の側面

EB, Cohn ES, Boyt Schell BA（ eds）, Willard

から多角的に吟味する力を持つようになるといえる

and Spackman’s occupational therapy 11 thed.

でしょう．作業科学の作業療法教育における最も大

LippincottWilliams&Wilkins,2-14,2009.

きな役割は，この，作業療法士の思考過程の下地作

12）西方浩一：作業療法士教育において「作業」は
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学部紀要，1，53-61，2008.
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COPM：教えるポイント
Canadian Occupational Performance Measure: Tips for Occupational Therapy Teachers
吉川ひろみ
HiromiYOSHIKAWA

Japanese Journal of Research for the Occupational Therapy Education 13(1):

14-18, 2013

要旨：カナダ作業遂行測定（COPM）は，クライエント中心の作業療法を実現するための評価方法の一つで
ある．何をしたいか，何をする必要があるか，何をすることを周囲から期待されているか，をクライエント
に聞くということが，作業療法士とクライエントとのパートナーシップを育み，クライエントの生活を変え，
すべての人が作業しやすい社会の創造に寄与する．COPM は面接評価法であるため，インタビュー技術が
向上してからでないと実施できないと考える人がいるが，そうではない．COPM がうまくできるかどうかは，
クライエントが自身の生活の中の作業を話すことに慣れているかどうかが大きく関連する．どんな人でも，
「このクライエントはどんな作業をすることで，気持ちよく満足した生活を送れるようになるのだろう」と
いう疑問を胸に，COPM を繰り返し行うことで上達できる．
キーワード：クライエント中心の作業療法，面接評価法

作業療法界において，
「クライエント中心」は，

カ ナ ダ 作 業 遂 行 測 定（Canadian Occupational
PerformanceMeasure，COPM，シーオーピーエム）

長い年月をかけて徐々に浸透しつつある．世界作

をどのように教えるかは，多様である．クライエン

業 療 法 士 連 盟（World Federation of Occupational

ト中心の作業療法の具体的手段として紹介すること

Therapists，WFOT，2010）の作業療法の定義に「作

もあるし，障害の種別を問わずに使用可能な評価法

業療法とはクライエント中心の保健専門職・・・」

として紹介したこともある．現在は，
２年後期の「作

と「クライエント中心」が明記されたのは，2010 年

業療法評価学」という授業で，学生が面接をできる

である（表１）１）．一方，1980 年にカナダ作業療法

ようになるための教育媒体として COPM を使って

士協会では，作業療法の本質を問う中で「クライエ

いる．

ント中心の実践」という結論を得た２）．「クライエン

本稿では，クライエント中心の作業に焦点を当て

ト中心の実践」とは，クライエントの治療に何が有

た実践の評価法として COPM を紹介する場合につ

効かについての最大の情報源はクライエント自身で

いて記載する．

あるという信念を共有することである．
作業療法において，クライエント中心の作業療法

１．クライエント中心ということ

とは，クライエントと作業療法士がパートナーと
なって一緒に取り組むことである３）．それは，どの

県立広島大学 保健福祉学部
PrefecturalUniversityofHiroshima,Facultyof
HealthandWelfare,DepartmentofOccupational
Therapy
〒 723-0053 広島県三原市学園町 1-1
1-1Gakuen,Mihara,Hiroshima,723-0053,Japan

作業をどのように行うことがよいのかについての情
報源はクライエントであるが，作業療法を開始する
に当たって，どの作業をとりあげていくかについて
は，作業の視点をもつ作業療法士の関与が必要だと
いうことである．これは，客と美容師に例えて説明
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されている３）．どのヘアスタイルを気に入るかは客

先して取り入れる必要がある．大多数の人のやり方

にしかわからないが，客は自分でヘアスタイルを作

を追いかけるだけの人が増えれば，進度は遅れる一

ることはできない．美容師はさまざまなヘアスタイ

方である．

ルを作ることができるが，この客が気に入るヘアス
タイルを作るためには，客から情報を得なければな

２．作業療法をわかりやすくする

らない．パートナーになるということは，共に取り

作 業 療 法 の わ か り に く さ（ 作 業 療 法 は わ か り

組む（work with）
，協働（collaboration）する，決

に く い と 思 っ て い る 作 業 療 法 士 の 多 さ ） は， 世

定権を分かち合う（sharing power）と表現されて

界 共 通 で あ る． ア メ リ カ 作 業 療 法 協 会（America

いる．

Occupational Therapy Association，AOTA）は，

COPM は，クライエント中心の作業療法の成果
２）

1970 年代から，作業療法をわかりやすくするために，

を示す評価法として，1990 年に開発された ．そ

統一用語（Uniform terminology）を作り始め，第

の後マニュアルは３回改定され，最新版には，クラ

３版まで出版した．服を着替えたり，料理をしたり，

イエントに面接できない場合など，多様な状況での

バレーボールをしたり，買い物に出かける作業療法

COPM の使い方が記されている．

士がしていることを，同じ言葉（統一用語）で説明

カナダで「クライエント中心」と言われ始めてか

すればわかりやすくなると目論んだのである．しか

ら 30 年後，やっと WFOT が作業療法の定義に「ク

し，第３版の改定中に，言葉よりも考え方を統一し

ライエント中心」という語を入れた．COPM が出版

ようということになり，2002 年には，作業療法実践

されてから 20 年後，COPM で繰り返し使われてき

枠組み（Occupationaltherapypracticeframework）

た「したい，する必要がある，することを期待され

を発表し，2008 年には，第２版を出版した４）．この

ている」作業という語を，WFOT が作業療法の定

枠組みは，領域とプロセスから構成されている．つ

１）

義の中で使っている ．ここで強調したいのは，誰

まり，作業療法がどんなこと（領域）に関与し，ど

かが何かの考えを提案してから普及するまでには，

のように進めていくか（プロセス）を明確にするこ

年月がかかるということである．その年月を少しで

とで，作業療法をわかりやすくしようと考えたので

も短くしよう（よい考えを早く広めたい）と思うな

ある．領域は６項目（表２），プロセスは３項目（図

ら，自分で情報を得て，自分で判断して，自分が率

１）から構成されている．領域については第２版で

表１

作業療法の定義（世界作業療法士連盟，2010）
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少し変わったが，プロセスは同様であった．作業療

３．COPM の実施手順

法のプロセスの評価では，まずクライエントの「し

COPM は，クライエントが自分の作業についてど

たいこと，する必要のあること」を見出すと記され

う思っているかを測る個別的尺度である２）．COPM

ている４）．筆者が注目したのは，この枠組みの説明

は，クライエント中心の作業療法実践で使うために

の冒頭で，オーストラリアの Wilcock とカナダの

作られた面接評価法で，1990 年にカナダ作業療法士

Townsend の論文を引用している点である．自国の

協会が出版した．日本語訳の最初の出版は，1998 年

オリジナルにこだわらない AOTA の懐の広さを感

だった．COPM のマニュアルと評定カードを図２に

じた．

示した．
作業療法の開始時に COPM を実施すべきである．

最初から作業に焦点を当てて評価をし，作業を実
際に行うプログラムを実行し，作業上の変化で成果

心身機能の評価をしてから作業について話すより

を示せば，作業療法はわかりやすくなるに違いない．

も，ずっと簡単にクライエントから回答を得ること

作業療法の説明をリハビリテーションから始める必

ができる．初回に第１～３段階を行い，再評価とし

要もないし，理学療法との違いを述べる必要もない

て第４段階を行う．

だろう．
表２

図１

作業療法が関わる領域（アメリカ作業療法協会，2008）

作業療法のプロセス（アメリカ作業療法協会，2008）
文献 4 より引用
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第１段階：クライエントに「したいこと」や「する

第４段階：しばらく作業療法を行ってから，遂行度
と満足度の再評価をする．

必要があること」
，あるいは「するよう
に期待されていること」などを聞く．つ

COPM の結果をもとに記録や報告を書くことがで

まり，どんな作業ができるようになった
ら，クライエントの状態がよりよくなる

きる．記載例を表３に示した．

かを聞いていく．クライエント自身が話

COPM で，どんな作業に焦点を当てて作業療法

せない場合は，家族などを代理回答者と

を進めていくかがわかったら，クライエントと話し

して面接を行う．

合ったり，関係者の協力を得たりしながら，目標を

第２段階：複数あがった作業に優先順位をつけるた
めに，
各作業の重要度を１～ 10 点で聞く．
第３段階：各作業について，現在どのくらいうまく

明確にしていく．目標を達成するためにクライエン
トと作業療法士が各自で，あるいは一緒に行動する．
COPM 後に，クライエントと作業療法士が話し合っ

できるか（遂行度）を１～ 10 点で聞き，

て出した今後の方針についての報告例を，表４に示

次にどのくらい満足しているか（満足度）

した．

を１～ 10 点で聞く．

図２
表３

COPM のマニュアルと評定カード

COPM に基づいた初回作業療法記録の例
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COPM：教えるポイント

４．COPM 上達法

人は，どんな作業をどのように行うかによって，健

COPM は，繰り返し実施することで，上手に実施

康になったり，幸福になったりできるからである．

できるようになる．COPM を実施する前に，理論を

伝統的な実践や教育に固執せずに，作業の視点で，

理解しなければならないとか，インタビュー技術が

目の前の現象を見つめることで，作業療法の可能性

向上してからでないと，という人がいるが，筆者の

を開花させていただきたい．そのための最初の方法

経験では，その必要はない．どんな聞き方をしても，

として，COPM が役立つに違いない．

何をしたいか，何をする必要があるかを作業の問題
として明確に答えることのできる人もいれば，そう

文献

でない人もいる．学生が実習で COPM を実施し，

１）WorldFederationofOccupationalTherapists:The

よい成果をあげる場合も少なくない．COPM を実

statement on occupational therapy.＜http://www.

施する前から，
「〇〇ができるようになりたい」と

wfot.org/AboutUs/AboutOccupationalTherapy/

言うクライエントもいるので，作業療法士の能力だ

DefinitionofOccupationalTherapy.aspx＞参 照日 2013

けが COPM の成功を決めるわけではないのである．

年６月 11 日

一方，心身機能だけに関心のあるクライエントの場

２）Law M et al（吉川ひろみ訳）
：COPM カナダ

合には，COPM を実施することが難しい．こうした

作業遂行測定 第４版．大学教育出版，2006（原著

場合には，心身機能を回復させるために，クライエ

2005）.
３）Law M 編（宮前珠子他訳）：クライエント中心

ントができそうな作業を提案することがある．

の作業療法．協同医書出版社，2000（原著 1998）
．

COPM の 後 に， 運 動 と プ ロ セ ス 技 能 評 価
（Assessment of Motor and Process Skills, AMPS,

４）American Occupational Therapy Association:

アンプス）を実施すると，より一層作業療法がわか

Occupational therapy practice framework:

りやすくなる．クライエントの作業を知った後に，

Domainandprocess（2nded.）.AmericanJournal

クライエントの作業遂行を観察することになるから

ofOccupationalTherapy,62,625-683.2008.

５）

である ．AMPS が実施できなくても，AMPS の視

５）吉川ひろみ：作業療法がわかる COPM・AMPS
スターティングガイド．医学書院，2008．

点でクライエントの作業遂行を観察し，記録を書く

６）COPM ニュース，COPM 専用掲示板．POTA ウェ

ことができる．

ブサイト＜ http://www.npota.com/ot/copm/ ＞参

COPM を実施する際の疑問点などに答えるイン
ターネットの掲示板

６）

COPM を生み出したカナダ作業療法士協会のガイド
ライン

７）

照日 2013 年６月 11 日

があるので，活用されたい．

７）エリザベス・タウンゼント他（吉川，吉野・監

を読むことで，今後の作業療法がどこに向

かおうとしているかを議論する手がかりが得られる

訳）
：続・作業療法の視点．大学教育出版，2011（原
著 2007）

かもしれない．作業療法には，未知の可能性がある．
表４

COPM 後の作業療法計画の例
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研究と報告
実習不合格者の社会的交流技能に対する自己評価の特徴
―社会的交流技能尺度（臨床実習版）を用いて―
Characteristics of self-evaluation about social interaction skill of disqualified occupational
therapy students in clinical internship

−Using Social Interactive Skill Rating Scale for integrated clinical internship−
酒井

ひとみ・出田

めぐみ・西井

正樹・巽

絵理・大歳

太郎

HitomiSAKAI・MegumiIZUTA・MasakiNISHII・EriTATSUMI・TaroOHTOSHI

Japanese Journal of Research for the Occupational Therapy Education 13(1):

19-26, 2013

要旨：作業療法臨床実習不合格者の社会的交流技能に対する自己評価の特徴を捉えるために，作業療法学科の
最終学年の学生 30 名に対し，作成した社会的交流技能尺度（臨床実習版）を用い，学生による自己評価およ
び教員による他者評価を行った．加えて不合格者 10 名に対しては，臨床実習評価表，半構成的インタビュー
を用い検討した．その結果，不合格者群は，実習に必要と考える社会的交流技能を合格者群より低く考えてい
る可能性が示唆された．到達レベルを低く捉えている要因として，不合格群の学生は，認知を修正していくこ
とが不十分であるため，社会的スキルの生成が妨げられていると考察した．さらに，インタビューから，不合
格群の学生は実習の課題に対して，正面から対峙できない，解決策が分からない状態のままであり，次回の実
習に対しても不安を抱えていることが分かった．以上から，社会的交流技能を促すためには，認知や行動を修
正していく力を持てるよう支援していくことが重要であると結論付けた．
キーワード：社会的交流技能 SocialInteractiveSkill，臨床実習 clinicalinternship，作業療法学生 occupational
therapystudent

はじめに

指導者が必要であると考える“臨床実習における社

就労適齢期の社会的交流技能の未熟さが指摘さ
１）

会的交流技能”について因子分析を試みた．その結

れる昨今 ，作業療法士養成機関においてもその技

果，４つの因子（状況に合わせた柔軟な考え方およ

能を向上することは，大きな課題の一つになってい

びその対処技能，作業療法に必要な基本的な知識と

る．特に，学外実習において問題が表面化すること

技能，対象者と良好な関係性を保ちながら意思疎通

２）

の作成した社会的交流技

する技能，指導者に対する良好な態度）が抽出でき

能自己評価尺度２版の原リストを用いて，臨床実習

た３）．この因子を適用し，社会的交流技能尺度（臨

が多い．我々は，渥美ら

床実習版）（SocialInteractiveSkillRatingScalefor
関西福祉科学大学保健医療学部 リハビリテーション
学科 作業療法学専攻
KansaiUniversityofWelfareSciencesFacultyof
AlliedHealthSciencesDepartmentofRehabilitation
SciencesDivisionofOccupationalTherapy
〒 582-0026 大阪府柏原市旭が丘３丁目 11 番１号
３-11-１ Asahigaoka,Kashihara-shi,Osaka,
582-0026,Japan

integrated clinical internship 以 下，SISR-I と 略 す ）
を作製した４）．
本研究では，作業療法学科の最終学年の学生に作
成した社会的交流技能尺度臨床実習版を用い，実習
不合格者の社会的交流技能に対する自己評価の特徴
を分析する．なお，ここでいう臨床実習とは，対象
者の全体像の把握，作業療法計画立案，計画に基づ
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実習不合格者の社会的交流技能に対する自己評価の特徴―社会的交流技能尺度（臨床実習版）を用いて―

いた作業療法の実施（指導，援助，治療）を行い，

やできる，あまりできない，全くできないの５件法

実習指導者の指導をもとに，実施内容の再検討を行

で回答を得た．“完全にできている”とは，自分自

なうものを指している．

身が考える臨床実習で必要とされると思われるレベ
ルに到達していることと規定した．

対象

２）補足資料の収集
臨床実習指導者による学生評価表，クラス担当教

作業療法学科の最終学年の学生全員を対象に実施
し た． 対 象 は， ３ 年 生 30 名（ 男 ６ 名， 女 24 名 ）
，

員による SISR-I 評価および筆者による実習へ向け

年齢 20 ～ 49 才，平均 25.1 ± 7.2 歳である．この内，

ての準備状態に対する半構成的インタビューを行っ

１回目の臨床実習の評定において不合格あるいは保

た．なお，インタビューでは，課題に対する遂行度

留と判定された者は，10 名（男３名，女７名），年

を「全くできていない：１点」から「大変上手にで

齢 20 ～ 49 才，平均 27.9 ± 9.1 歳であった（以下，実

きている：10 点」の 10 段階スケールで主観的な採

習不合格者群と表す）
．合格と判定された者 20 名（男

点を加えて行った．なお，本研究は，関西福祉科学

３名，女 17 名）
，年齢 20 ～ 38 才，平均 23.7 ± 5.6 歳

大学倫理委員会の承認（No.11-11）を受けており，

であった（以下，実習合格者群と表す）
．実習不合

被験者から研究同意書を得ている．

格者群の実習地の属性は，領域（身体障害３・精神
２．分析方法

障害４・高齢者３，
）および施設種別（病院６・老
人保健施設１・デイケア３）
，実習合格者群は，領

SISR-I で得られた学生の自己評価結果および教員

域（身体障害 10・精神障害７・高齢者３，
）および

による他者評価結果を，尺度全体，サブ分析として

施設種別（病院 14・老人保健施設３・デイケア３）

因子間および各設問毎の回答を実習合格者と不合格

であった（表１）
．両群の属性については統計的な

者の２群間で差の検定を行った（Mann-Whitney の

差 は 見 ら れ な か っ た（Mann-Whitney の U 検 定，

U 検定）
．クラス担当教員２名による SISR-I で得ら

KruskalWallis検定）
．

れた結果は，正規性を確認後，検者間信頼性を確認
する（Shapiro-Wilk 検定および級内相関係数（ICC）
）
．

方法

検者間信頼性の高さが確認されれば，学生による自

１．調査

己評価と教員による他者評価で得られた SISR-I の一

調査は，臨床実習に対して心身ともに準備が整う

致度を，実習合格者と不合格者毎に確認した．さら

時期を選び，２回目の臨床実習開始１週間前に以下

に，社会的交流技能に関する臨床実習指導者と学生

の項目について実施した．

の自己認知の一致性を確認した．統計学的な分析に

１）学生による SISR-I を用いた自己評価

は，SPSS 20.0 for windows を用いる．主観的な遂
行度の結果については，個人内比較を行い，２点以

学生には，次期の臨床実習へ向けての準備状態に
対する自己評価を問うものとして，完全にできる，

上の差で変化ありと判断した５）．

表２に示した 25 項目に対して，かなりできる，や

表１
臨床実習不合格者群
対象者の
属性
実習地の
属性

性
年齢
入学時
領域
種別

対象者基礎情報
N=10

男3、女7
20-49歳（平均27.9歳）
現役5、社会人5
身体障がい3（急性期2・維持期1）
精神障がい4（急性期1・回復期1・維持期2）
高齢者3
病院6・老人保健施設1・デイケア3

臨床実習合格者群

N=20

男3、女17
20-38歳（平均23.7歳）
現役13、大卒1、主婦1、社会人5
身体障がい10 （急性期3・回復期8・維持期3）
精神障がい7（急性期1・回復期4・維持期3）
高齢者3
病院14・老人保健施設3・デイケア3
領域の時期別については重複回答有
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表２ 社会的交流技能尺度（臨床実習版）得点の学生自己評価および教員による他者評価（臨床実習合
格者・不合格者間比較）

− 21 −

実習不合格者の社会的交流技能に対する自己評価の特徴―社会的交流技能尺度（臨床実習版）を用いて―

結果

３．学生の自己評価と教員による他者評価の比較
実習合格者群と不合格者群における学生の自己評

１．学生の自己評価における二群間の比較
学生による SISR-I の自己評価で得られた回答を実

価と担当教員による評価の相関（Spearman）をみ

習不合格群と合格群の二群間で比較すると，不合格

た結果，合格者群では SISR-I の尺度全体のスコア

群の方が合格群に比べて低い傾向はあったが，有意

（r＝.532，p<0.05） に， 不 合 格 者 群 で は 第 １ 因 子

差は見られなかった．表２に示した通り，総得点，

（r＝.704，p<0.05）において相関性がみられた．

各因子毎の得点および各項目得点に対して，二群間

なお，項目の素点が２段階以上の隔たりが不合格

において優位の差が見られたのは，NO.7「スタッ

群 10 名中５名に見られたのに対し，合格者群は皆

フや指導者と，協調しながら上手に対象者と関わる

無であった．中でも，第４因子の１つの項目である

ことができる」と NO.11「実習中に生じた，状況や

NO.23「指導者を，作業療法の豊富な経験者として

変化に応じて自分の行動や対応を変えることができ

尊敬することができる」において，５段階評価の２

る」との２項目であり，不合格群の方が合格群より

段階以上の差を生じた者が 10 人中４人存在してい

優位に低かった（p<0.05）
．

た．そこで，合格者群と不合格者群間の２段階以上
の差の有無に対してカイ２乗検定（Fisher の直接法）
を行った結果，不合格群の方が合格者群より，自己

２．クラス担当教員の評価における二群間の比較
２名のクラス担当教員による評価の一致性につい
ては，Shapiro-Wilk 検定の結果２名の教員とも正規

評価が教員と２段階以上の乖離を示した者の割合が
優位に多かった（表３）．

性が確認されたので，二元配置変量の級内相関係数
のタイプ絶対一致で値を求めた．その結果，単一測

４．臨床実習指導者の評価
不合格者群 10 名中１名は，実習開始後４週目で

定値ρ＝.833（p<0.01）
，
平均測定値ρ＝.909（p<0.01）
と極めて高い一致度であった．したがって，２名

自ら実習中止をしたため学生評価表がなかった．し

の平均を教員による他者評価とみなし，実習不合

たがって，９名分の学生評価表を分析した（表４）
．

格群と合格群の二群間で比較した（表２）
．その結

各因子に該当する内容のコメントが記載されてい

果，SISR-I の尺度全体および第１因子，第３因子お

るかをみてみると，第１因子［状況に合わせた柔軟

よび第４因子において，不合格群の方が合格群より

な考え方およびその対処技能］は９名全員に対し指

SISR-I が優位に低かった
（p<0.01）
．なお，
第２因子［作

摘があり，能動的に知ろう，動こう，学ぼうとする

業療法に必要な基本的な知識と技能］については，

姿勢がない，疑問を持たない，実習に向かう姿勢が

下位項目の NO.18「対象者と適切に面接が実施でき

ない，内向的な性格で，なかなか一歩を踏み出せな

る」が唯一不合格群の方が合格群より優位に低かっ

い，否定的に捉える傾向が強い，コミュニケーショ

た（p<0.01）
．

ンの中から相手の意図をくみ取る能力が不足，対象

表３ 社会的交流技能尺度（臨床実習版）NO.23 における学生自己評
価と教員による他者評価の差（臨床実習合格者・不合格者間比較）
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者に対して表面的な関わりにとどまり，関係性を深

第４因子［指導者に対する良好な態度］は２名に

めることが難しい，対象者に対し OT としての寄り

対し指摘があり，提出物の遅れ，振り返りや見直し

添い方を考えてほしいなどがあった．

ができないがあった．

第２因子［作業療法に必要な基本的な知識と技能］
は8名に対し指摘があり，評価の分析ができない，

５．インタビュー

理由づけて行動できていないため，治療上のリスク

一人当たりの面接時間は，40 分前後であった．実

が高い，情報は受け取れるが，原因に気付けないた

習までに課題と感じ取り組んだこと，それに対する

め，全体像をとらえるのが難しい，考えが深まらな

重要度，遂行度，満足度については，表５に示した

い，レポート作成できない，教科書や文献を活用し

通りである．再実習や補充実習，学内学習，アルバ

てほしい等があった．

イト等を通して，各人の課題解決に取り組んでいた．

第３因子［対象者と良好な関係性を保ちながら意

しかし，課題に対して改善したと感じている学生は，

思疎通する技能］は３名に対し指摘があり，自己の

スコアの平均の差が２点以上向上した者は 10 名中

対人パターンを把握していない，自分の言動が周囲

４名であった．また，次回の臨床実習に対しては，

へどのように映っているのか気が付かない，相手の

未だ課題に対して不安を抱える者が６名存在した．

気持ちに合わせて対応したり，状況の変化に対応す

中には，指摘された課題に対して，改善していく方

るのが苦手，周囲への配慮に欠けるなどがあった．

策が見つからない状態の学生も５名存在した．

表４ 社会的交流技能尺度（臨床実習版）の４因子に対応させた臨床実習指導者が指摘した臨床実習不合格者
学生の課題
第1因子

第2因子

第3因子

第4因子

状況に合わせ
対象者と良好
作業療法に必
NO. た柔軟な考え
な関係性を保 指導者に対す
要な基本的な
方およびその
ちながら意思 る良好な態度
知識と技能
対処技能
疎通する技能
1

レ

レ

2

レ

レ

3

レ

レ

総合判定、今後の課題欄のコメントのまとめ
（括弧内は、評価表の各項目の達成程度）

マニュアル的な行動で終わってしまう。理由づけて行動できていないた
め、治療上のリスクが高い。
提出物の遅れ。情報は受け取れるが、原因に気付けないため、全体像
をとらえるのが難しい。対象者に対し、OTとしての寄り添い方を考えて
ほしい

レ

1つの事に固執してしまう。評価の分析ができない。対象者に対して表
面的な関わりにとどまり、関係性を深めることが難しい。自己の対人パ
ターンを把握し、対応してほしい。

レ

コミュニケーションの中から相手の意図をくみ取る能力、物事を表面的
ではなく本質を理解しようとする姿勢が必要である。自分の言動が周
囲へどのように映っているのか気が付かない。思い込みが強い。疑問
を持たない。
（4週時点で自ら実習を中止）

4

レ

レ

5*

－

－

6

レ

レ

積極的に学ぶ姿勢がない。疑問を持たない。レポート作成できない。
（評価計画立案～OT治療実施はほぼ2割程度。）

7

レ

レ

考えが深まらない。教科書や文献を活用してほしい。内向的な性格で、
なかなか一歩を踏み出せない。（全体的に、6割～4割程度。）

8

レ

レ

9

レ

レ

10

レ

レ

－

－

考えを記述して残すことができず、振り返りや見直しができない。実習
に向かく姿勢がない。なぜという視点がない。1つの事に固執するとい
う自己分析が出来ていない。

レ

周囲への配慮に欠ける。リスク管理が不十分。OTの目的に沿った相
手の気持ちに合わせて対応したり、状況の変化に対応するのが苦手。
否定的に捉える傾向が強い。自己分析をして、対処方法を考えてほし
い。

レ

能動的に知ろう、動こう、学ぼうとする姿勢がない。（OT治療実施の欄
は、助言があってもできないもしくは2割以下。）

レ：学生評価表で一つでも該当する指摘が見られたもの。
* NO.5は、4週時点で自ら実習を中止したため指導者からのコメントが無い。
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表５

臨床実習不合格者学生の次の臨床実習に向けて取り組んだ課題とその自己評価および今後の目標

考察

中に生じた，状況や変化に応じて自分の行動や対応

１．実習不合格者の社会的交流技能に対する自己評

を変えることができる」という技能は，実習合格群

価の特徴

と不合格群間で優位の差がみられた項目であり，不

学生の自己評価は，実習合格群と不合格群間での

合格群の方が低い自己評価をしていることが分かっ

大きな差は見られなかった．第１因子［状況に合わ

た．これは，臨床実習指導者のコメントにおいて，

せた柔軟な考え方およびその対処技能］の下位項目

９人全員の学生が指摘されていた「能動的に考え行

である NO.7「スタッフや指導者と，協調しながら上

動に移すことができない点」や「一つの見方に捉わ

手に対象者と関わることができる」と NO.11「実習

れ易く柔軟な考え方ができない点」という意見が反
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映した認識になっているのではないかと推察した．

２．社会的交流技能を助長する支援について

一方，学生による自己評価と教員からみた評価間

昨今の作業療法臨床実習の現状においては，より

の差から，合格者群の学生は，教員より，やや低め

専門的でかつ個別的な支援の確立が必要であると言

に捉えているのに対し，不合格者群の学生は教員の

えよう．
本研究により，実習不合格者の特徴の一つとして，

それより高めに自分を捉える傾向があることが分
かった．また，不合格者群では，半数の学生が５段

自己認知のズレが生じていることが分かった．ずれ

階評価の２段階以上の差を生じる項目が存在した．

が生じている事実から，社会的交流技能に対する評

合格群の学生の場合は，教員が行った評価との２段

価には，学生の自己評価のみならず臨床実習指導者

階以上のずれは皆無であったことから，不合格群

による学生評価表，クラス担当教員による SISR-I 評

の学生は，自分自身を高く見積もっており，認識の

価といった他者評価，および学生面接などによる実

ずれが生じる可能性が示唆された．第４因子［指導

習に対する学生の準備状態の把握などを併用し把握

者に対する良好な態度］の下位項目のひとつである

する必要があるだろう．そして，学生の状況を捉え

NO.23「指導者を，作業療法の豊富な経験者として

たうえで，支援内容を吟味し対応していかなければ

尊敬することができる」という項目では，10 名中４

ならないだろう．

名の学生が５段階評価の２段階以上の差を生じてい

また，今回の研究で教員による他者評価では，第

た．このような認識のずれは，
「指導者を，作業療

２因子［作業療法に必要な基本的な知識と技能］に

法の豊富な経験者として尊敬することができる」と

ついては，唯一実習の不合格群と合格群に優位の差

思えることをどのように体現するのかといった具体

が見られなかった．この因子は，下位項目の NO.18「対

的なイメージが，不合格群の学生と教員ではギャッ

象者と適切に面接が実施できる」のみが有意差を示

プがあるのではないかと推察した．

したが，他の項目は，
「疾患・障害についての典型

また，臨床実習指導者のコメントでも，第２因子

的特性を述べることができる」
，
「回復段階に応じた

［作業療法に必要な基本的な知識と技能］では９人

典型的な作業療法の目的を述べることができる」な

中8人が，課題と指摘されているにもかかわらず，

ど，対人的な要素が前面に現れない内容であったこ

学生の自己評価では実習合格群と不合格群間での差

とと臨床実習に向かうに当たって前提条件として学

は見られなかった．このことからも，不合格者群の

内教育でも習得している技能であったため，有意差

実習に必要と考える作業療法実施のための技術や知

が生じなかったのではないかと考える．このことか

識は，合格者群より低く考えている可能性が示唆さ

らも，臨床実習では，学内では経験しにくい応用的

れる．

な対人技能や社会交流技能が重要であり，これらの

佐々木ら

６）

は，臨床実習における不合格学生に対

する実態を指導者の評価をもとに質的分析を行い，

技能をいかに有効に発揮するかが，臨床実習の合否
にも関わっていると言えよう．
相川ら７）の提唱した「社会的スキルの生起過程モ

狭い活動・対人交流技能の問題，自他関係の過敏さ，
感情優位の行動，モチベーションの低下，一般常識

デル」によれば，社会的スキルは，相手の対人反応

の欠如，学習の遅れによる不適応行動の出現とその

の解読，対人目標の設定，感情の統制，対人反応の

根底にある認知・メタ認知機能の問題を指摘してい

決定，対人反応の実行という過程を経て作られると

る．今回の研究では，佐々木らが指摘する問題の関

いう．しかも個人内のデータベースを随時参照しな

係性については，明らかにはできなかった．つまり，

がら認知や行動を修正して成熟していくものである

本研究においては，到達レベルを低く捉えているこ

と述べている．

とに対する分析は自己認知の甘さや実習到達レベル

不合格者群の学生全員が，第１因子［状況に合わ

を理解していないといった認知・メタ認知の問題な

せた柔軟な考え方およびその対処技能］に対して臨

のかは今回の研究では言及できず，今後の課題と考

床実習指導者が課題であるとコメントをしていた．

える．

この第１因子は，まさに相川のいう個人内のデータ
ベースを随時参照しながら状況に応じて更新してい
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くことが求められている技能である．しかし，不合

モデルの提唱．宮崎大学教育学部紀要（教育科学）

格者群の学生の場合，個人内のデータベースを参照

74：1-16，1993.

しつつ認知を修正していく部分が十分でなく，結果
的に社会的スキルの問題を呈したのかもしれない．
さらに，インタビューの結果では，10 名中６名が不
合格であった実習の課題に対して，正面から対峙で
きていなかったり，解決策が見つからず，次回の実
習に対して不安を持っていたことからも，認知や行
動の修正し辛さをうかがい知ることができる．
以上から，社会的交流技能を促すには，学内にお
いても早期から相手の対人反応の解読，対人目標の
設定，感情の統制，対人反応の決定，対人反応の実
行といった技能を意識した課題を通して，個人内
データベースを更新しながら成熟していく過程を繰
り返し学習し，認知や行動を修正していく力を育む
支援が重要であると言えよう．
文献
１）後藤学・大坊郁夫：大学生はどんな対人場面を
苦手とし，得意とするのか？−コミュニケーショ
ン場面に関する自由記述と社会的スキルとの関
連．対人社会心理学研究３：57-63，2003.
２）渥美恵美・大渕憲一・稲垣成昭，他：社会的交
流技能実習事前教育プログラムに関する研究−社
会的交流技能自己評価（SA）尺度 Ver2 作成と因
子分析．東北文化学園大学リハビリテーション学
科紀要４：11-19，2008.
３）西井正樹・出田めぐみ・酒井ひとみ，他：実習
指導者が学生に望む社会的交流技能に関する研究
―臨床実習において要求される技能―．作業療法
教育研究（投稿中）
４）酒井ひとみ・西井正樹・出田めぐみ，他：臨床
実習に必要な社会的交流技能尺度の信頼性と妥当
性の検証．総合福祉科学研究，３，p47-54，2012.
５）Law M, Baptiste S, Carswell, S, et. at. al:
Canadianoccupationalperformancemeasure（4th.
ed.）.Toronto,ON:CAOTPublication,2005.
６）佐々木祐子・八田達夫：臨床実習における学生
の困難さの分析―発達障害の観点から―．作業療
法教育研究 10
（１）
：15-22，2010.
７）相川充・佐藤正二・佐藤容子・他：社会的スキ
ルという概念について−社会的スキルの生起過程
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研究と報告
実習指導者が学生に望む社会的交流技能に関する研究
―臨床実習において要求される技能―
Investigation of social interaction skill of occupational therapy students in clinical training
−what do clinical internship supervisors expect?−

西井

正樹・出田

めぐみ・酒井

ひとみ・大歳

太郎・倉澤

茂樹

MasakiNISHII・MegumiIZUTA・HitomiSAKAI・TaroOHTOSHI・ShigekiKURASAWA

Japanese Journal of Research for the Occupational Therapy Education 13(1):

27-34, 2013

要旨：作業療法教育において実習は重要なものとして位置づけられている．実習に臨む学生の態度や行動は
実習の中でも特に重要視されるものであるが，それらの内容や，学生の到達度についての評価方法は明確に
されていないのが現状である．同意を得た実習指導者 150 名に実習で学生に求める社会的交流技能について，
渥美らの作成した社会交流技能自己尺度（SA 尺度 Ver２）を用いたアンケート調査を実施し，因子分析を
行なった．その結果４因子が得られた．因子各々に対しては，因子１「状況に合わせた柔軟な考え方や対処
について」因子２「作業療法に必要な基本的な知識と技能」因子３「対象者と良好な関係を持ちながら意思
疎通する技能」因子４「指導者に対する良好な態度」と名付けた．この結果は，渥美らが，学生のアンケー
トから分析した結果とも一致する部分が多く，実習で学生に求められる能力を反映しているものと考えられ
た．

Ⅰ．はじめに

て重要な臨床実践を積むことができる場所である．

作業療法士は，３年制，または４年制の養成校卒

臨床実習指導者（以下指導者）からみると，臨床家

業時に，国家試験が受験でき，合格者にすぐに資格

としての準備段階ととらえられ，学生には社会人と

が与えられる．そして，資格取得後は即戦力として

して，職業人としての態度や行動が求められる．そ

働くことが求められる．そのため，作業療法士養成

のため，学生は長期にわたり極度の緊張した状況で

課程では規則上必要な 93 単位中 18 単位 810 時間以

実習に臨むことになる．
医学・看護教育，において，学生に態度・行動面

上の臨床現場での臨床実習（以下実習）を，行うこ
実習は作業療法教育の中

の指導をしていくことは難しいものといえる２）．作

で，重要なものとして位置づけられている．作業療

業療法士教育でも，特に実習において学生の持つ課

法を学ぶ学生にとって，実習は卒業後の活動に向け

題として大きく取り上げられる場合があり，実習指

とが義務付けられており

１）

導方法や学生の到達目標，到達度の評価などが議論
１）関西福祉科学大学保健医療学部 リハビリテー
ション学科 作業療法学専攻
KansaiUniversityofWelfareSciencesFacultyof
AlliedHealthSciencesDepartmentofRehabilitation
SciencesDivisionofOccupationalTherapy
〒 582-0026 大阪府柏原市旭が丘３丁目 11 番１号
３-11-１ Asahigaoka,Kashihara-shi,Osaka,
582-0026,Japan

されることが多い３）．日本作業療法士協会では，実
習のあり様を社会の流れや需要に合わせたものにで
きるように作業療法臨床実習の手引きを作成してい
る．これは昭和 56 年から始まった取り組みであるが，
最近では，若い指導者を育成し，実習の質を向上す
ることも目的となり，平成 22 年度に第４版４） が作
成されるに至っている．
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この手引きの中では Bloom の提唱する「教育目標

した内容であったこと，それについて学生が作業療

分類」に則り，作業療法の教育目標を認知領域，精

法の知識を関連させて判断したために，自信のなさ

神運動領域，情意領域の３つに分けて説明している．

が現れたことなどの理由から，実習前後の変化が認

この３領域の目標は，それぞれ問題解決レベルの知

められていない結果となっている．

識を持つこと，実践的な基本的臨床技術・技能の修

渥美ら8）は「実習を円滑に進めるために必要な対

得，作業療法士としての態度や探究心といったプロ

人関係能力や社会的技能を社会的交流技能（実習で

フェッショナリズムとされている．そして作業療法

接触する指導者や対象者たちと OT 学生として適切

の実習の到達目標（最低基準）として，
「
『一般的な

に交流するために必要な社会的スキル）
」と定義し，

特性を呈する対象者に対して，作業療法実践過程を

社会的交流技能養成のためのプログラムの開発を目

指導者の指導のもとに遂行できる．また，作業療法

指した研究を進めている．この研究の中では社会的

士として自覚を持った行動をとることができる』水

交流技能は，作業療法とその実習実施場面に沿った

準である」と設定されている．この「作業療法士と

内容で設定されている．そしてその内容を元に，阿

して自覚を持った行動」は，目標としては曖昧でわ

部らと同様に実習前後での学生の行動についてアン

かりにくい．また学生の立場から，
「学生は，作業

ケートを実施しその結果を分析している．その結果，

療法士としての態度や倫理観，問題解決の仕方（中

実習に必要な社会的交流技能について６つの因子が

略）コミュニケーション能力などを指導者の実践を

抽出されている．また，そのほかにも留年した学生

模倣しながら主体的に体験し，学習する」もの，ま

へのアンケートから実習にて学生が取り組むべき課

た「実習で求められるものは，学生の行動変容であ

題について検証した研究が見られる９-10）．

り，全てができるようになることではない」とも述

もし，社会的技能が十分に獲得できていないこと

べられており到達（達成）度についても緩やかな表

が，実習に合格できない一因であるとすれば，実習

現が用いられている．作業療法の実習で学ぶ，専門

以前の養成校内での学習を通して，社会的行動を身

職としてとるべき態度，
「情意領域の重要性」は大

につけられるような系統的な取り組みが必要になっ

きく認識されているが，その内容を具体的に指導し

てくる．しかし，これまでに行われてきた研究は，

ていくことの難しさが推測できる．

実習の受け手である学生の立場からの研究であり，

これは，実習を指導する指導者にとっては，身近

臨床現場で働く作業療法士が，指導者としての立場

な問題である．専門誌上においても実習の検証を

から実習で学生にどのような行動を求めているのか

行った特集記事

５）

や，実習における学生のストレス

を調査した研究は少ない 11）．

を検証した文献６）で取り上げられている．前述の特

そこで今回は，指導者の立場から，「作業療法士

集記事では，作業療法実習において学生側にある問

として自覚を持った行動」は具体的にどのようにと

題点として，
「基本的知識・技術の不足」
「積極的学

らえられているのか」「実習の成果としての学生の

習態度の欠如」
「未熟な社会的行動」の３つをあげ，

行動変容としてどのようなことを求めているのか」

「それが過緊張やコミュニケーション欠如につな

を分析する目的で，アンケート調査を実施した．方

がっている．」と悪循環の形成を指摘している．こ

法として，渥美らが作成した「社会的交流技能自己

こで未熟とされている「社会的行動」には，養成校

評価尺度（以下 SA 尺度）Ver ２」を用いて，指導

入学以前に身につけているべき技能も多く含まれ，

者が，実習指導の中で学生にどのような社会的交流

学内における情意領域での教育の機能にも変化が求

技能を求めているのかを明らかにすることとした．

められている．養成校における学生の指導という観
点からは，実習における情意領域の教育・評価につ

Ⅱ．研究方法

いて，実習前後の変化を評価した研究がある．例え

（１）調査内容
実習は作業療法臨床実習の手引きのなかで，
「作

ば，社会的スキルの習得度を Kiss-18 を活用して，
７）

学生の自己評価から検討したものである ．しかし，

業療法士養成施設で学習した知識と技術・技能およ

この研究では，Kiss-18 は一般的な社会的スキルを現

び態度を臨床における作業療法体験により統合する
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過程である．
」「学生は指導者のもとに，対象者の全

（２）調査方法

体像の把握，作業療法計画，治療・指導・援助など

対象は本校の実習の指導者である．実施期間は平

を通して，作業療法士としての知識と技術・技能お

成 23 年２月から３月までで，アンケート用紙に研

よび態度を身につけ，保健・医療・福祉にかかわる

究の趣旨を説明した文書を添付し，189 名に配布し

専門職としての認識を高めるものである．
」と位置

た．データ回収方法は，教員による直接回収と，郵

づけられている．実習は学内教育の進行状況によっ

送による回収の２方法で行った．回収率は 79.4％で，

て，
「見学実習」
「評価実習」
「臨床実習」に分けて

同意の得られた作業療法士 152 名から回答が得られ

段階的に課題を設け，実施されている．

た．欠損データがある２名に関しては除外し，150

アンケート実施にあたり，それぞれの実習の内容

名に対して分析を行った．なお，この研究は関西福

を次のように定義した．
「見学実習」は，指導者の

祉科学大学研究倫理委員会にて承認された（承認番

指導のもとに，作業療法実施の様子を見学すること，

号 11-11）．

および，対象者と交流することを通して学ぶものと
した．
「評価実習」は見学実習の課題に加え，実際
に対象者を担当し，対象者の全体像の把握（作業療

Ⅲ．結果
（１）実習における SA 尺度の分析

法評価の実施）から，作業療法計画立案までを行う

まず，SA 尺度 93 項目の平均値，標準偏差を算出

ものとした．「臨床実習」は，評価実習の課題であ

した．65 項目については，天井効果が見られたた

る評価の実施，作業療法計画立案に加え，学生自身

め，以降の分析からは除外し残りの 28 項目に対し

が計画した作業療法を実施（指導，援助，治療）し，

て，主因子法，Promax 回転による因子分析を行った．

指導者の指導をもとに，実施内容の再検討を行なう

そして，十分な因子負荷量を示さなかった３項目を

ものとした．アンケートには SA 尺度を用いた．こ

分析から除外し，その結果，４つの因子が得られた．

の尺度は，渥美らが Evnest たちの理論に基づき，
「指

Promax 回転後の最終的な因子パターンと因子間相

導者期待技能」と「対象者効果技能」のふたつの社

関は表１・表２に示す．

会的交流技能に OT 専門家として必要な「知識や技

第１因子は 12 項目で構成されており，
「実習中に

術」を加えた３領域からなるものである．指導者期

生じた，他者の失敗や問題に対して温かく見守り許

待技能は，指導者との円滑かつ生産的な交流に必要

すことができる．
」や「対象者との関わりでは，気

な技能で「困ったときは指導者に相談する」など 48

まずい沈黙が生じないように，興味をひくような話

項目からなる．対象者効果技能は対象者の作業療法

題を提供できる．」などを含んでいる．この因子を「状

に対する意欲を高め，肯定的効果をもたらすための

況に合わせた柔軟な考え方や対処」とした．第２因

働きかけができるという臨床家スキルといえるもの

子は６項目で構成されており，
「必要とされる専門

で
「対象者の話しを熱心に聞く」
など 30 項目からなっ

科目の知識を持っている．」や「必要とされる専門

ている．知識や技術には，
「得られた結果をまとめ

基礎科目の知識を持っている．」などを含んでいる．

ることができる」など 15 項目からなり，総計する

この因子を「作業療法に必要な基本的な知識と技能」

と 93 項目になる．今回のアンケートでは，この 93

とした．第３因子は４項目で構成されており，「不

項目について「見学実習」
「評価実習」
「臨床実習」

安や緊張状態を解消するために，対象者が納得でき

の３つの欄を設け，それぞれの実習で，学生に必要

るように説明する．」や「対象者からの質問に対して，

となる技能について回答を求めた．回答は「１：全

その状況に応じてわかり易く適切に答えることがで

く出来ない」
「２：あまりできない」
「３：ややできる」

きる．
」などを含んでいる．この因子を「対象者と

「４：かなりできる」
「５：完全にできる」の５件法

良好な関係性を保ちながら意思疎通する技能」とし

とした．最終段階としての「臨床実習」を対象に分

た．第４因子は３項目で構成されており，「指導者

析を行なうこととした．

を信頼し，素直な態度で関係を持つことができる．」
や「指導者やスタッフなどに対し，好意的で適切な
言葉使いや表現方法で会話できる．
」などを含んで
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いる．この因子を「指導者に対する良好な態度」と

値を算出した．第１因子「状況に合わせた柔軟な考

した．

え方や対処」下位尺度得点（平均 4.24

SD0.57），第

２因子「作業療法に必要な基本的な知識と技能」下
位尺度得点（平均 4.35

（２）下位尺度間の関連
SA 尺度の４つの下位尺度に該当する項目の平均

表１

SD0.55），第３因子「対象

者と良好な関係性を保ちながら意思疎通する技能」

実習の指導者が求める社会的交流技能の因子分析結果（Promax 回転後の因子パターン）
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表２

表３

因子相関行列

SA 尺度の下位尺度間相関と平均，SD，α係数

SD0.58）
，第４因子「指

よくないに関わらず，それを受け止め，混乱したり

導者に対する良好な態度」下位尺度得点（平均 4.17

避けたりせず，前向きにそして柔軟に創造性を持っ

SD0.67）となった．内的整合性を検討するために，

て行動するというような態度といえる．加えて，
「他

各下位尺度の α 係数を算出したところ，
「対象者に

者（対象者や指導者を含むすべての人）
」について

合わせた柔軟な考え方や対処」でα＝.93，
「作業療

も自分と同様にとらえ，他者の行動を批判せず，交

法に必要な基本的な知識と技能」でα＝.91，
「対象

流し協働できるという態度までを含んでいる．これ

者と良好な関係性を保ちながら意思疎通する技能」

らは実習の手引きの中にある学生が実習を通して学

でα＝.87，「指導者に対する良好な態度」でα＝.81

ぶべき，作業療法士として働くに当たり必要な，
「作

と十分な値が得られた．SA 尺度の下位尺度間相関

業療法士としての自覚を持った行動」つまり「作業

を表３に示す．４つの下位尺度は互いに有意な正の

療法士としての態度や倫理観，問題解決の仕方（中

相関を示した．

略）コミュニケーション能力など」を指導者が望む

下位尺度得点（平均 4.37

形として，表しているものと考えられるのではない
Ⅳ．考察

だろうか．

本研究では，SA 尺度をもとに，実習において指

渥美らは，学生の社会的交流技能については，対

導者が学生に何を求めているのかについて要因を分

人技能を一般的な対人技能と専門的技能に分けるこ

析し，どのように関与しているのかを因子分析を

とを試みている．稲垣 12）は，
「実習場面で求められ

行った．その結果，４つの因子を得ることができた

る交流技能とは，職能的側面を強く持っているため，

ので，それぞれについて考察する．

一般学生の社会的交流とは違って，友好的であると
いうだけでは，こなせない性質のものである」と述

（１）状況に合わせた柔軟な考え方や対処について

べている．つまり，実習では単なる人付き合いとい

第１因子は「状況にあわせた柔軟な考え方や対処」

うことに加えて，何らかの課題や役割を持って，職

となった．この因子は，
項目の内容を総合すると「自

業的に対象者と関わることを基本に，その場面に

分」に生じた状況が好む，好まない，あるいは良い，

あった態度や行動が求められているという立場であ
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とに，各障害，各病期，各年齢層を偏りなく行なう．
」

る．
しかし，今回の結果第一因子では，対象や作業療

となっている．

法士としての役割と規定されにくい，社会人として

今回，基本的な知識と技能で取り上げられた６つ

の技能，といえるような一般的な対人技能といえる

の項目で，
「基礎的・専門的な知識を持っていること」

項目になっている．高田

13）

は看護教育の立場から，

はその言葉通りであり，「疾患・障害についての典

実習について「学生が患者とともに在ることで自ら

型的特性を述べることができること」「対象者の疾

学ぶ」ことを強調しその生きた唯一無二の体験が，

患・障害を典型的特性と比較することができること」

学生の自信，向上心，職業への思い入れや自己変革

の２項目については作業療法臨床実習の手引きの到

を生むことを主張している．この第一因子を見てい

達目標にある『一般的な特性を呈する対象者に対す

ると，作業療法の指導者も高田のような立場で対象

る作業療法を理解する』という部分に対応している

者を一人の人間として受け入れ，ともに歩む（学ぶ）

と考えられる．また，「回復段階に応じた典型的な

ことを求めていると考えられる．

作業療法の目的を述べることができる」は指定規則

しかし，一方では，作業療法の実習の過程では，
対象者を客観的にとらえる視点が要求されるため，

の「各障害，各病期」に当てはまる部分であると考
えられる．

利用者との関係はより複雑なものとなる．また，学

つまり，即戦力を求められる作業療法士は，実習

生も指導者から見た自分を意識してしまい，対象者

においても，疾患や障害の特性を理解したうえで，

の実存性に注目した行動をとることは，一層難しく

その疾患が持つ特有の回復過程，および対象者との

なる．学生は，圧倒的な経験不足から，対象者との

比較をすることが求められている．ここではそれが，

何気ないやり取りにさえ困難を感じていることも多

とてもシンプルな形で課題としてとらえていると考

い．このような状態で学生が，
「対象者が今何を必

えられる．作業療法臨床実習の手引きでは作業療法

要としているのか」や「何と答えてほしいのか」と

実践過程それぞれについて具体的に課題があげられ

いったことを感じ取って，それに基づいて実習を進

ている．また，今回用いた SA 尺度にそれに対応し

めていくことは難しいといえる．
「自ら率先して行

た項目が多く設けられている．その中で，この６項

動」したり，
「対象者の希望を考慮」したり，「状況

目があげられている．指導者は皆，学生時代に同じ

に応じて」といった行動を取ることはさらに，難し

ような基準で実習を経験し，また，多くの実習指導

いのが現状といえるだろう．

の経験をしており，実習の到達目標や学生にとって
必要な知識などがある程度共有されていることが推
測される．

（２）基本的な知識と技能
第２の因子は「作業療法に必要な基本的な知識と

学生の立場で考えると，臨床経験の少なさの中で

技能」である．内容からみると，実習で学生には基

の対象者の比較は，特に高度な技能であるといえ

礎的な知識，専門的な知識を持っていること，そし

る．日本作業療法士協会は，「実習における実習生

て，それを臨床での対象者と比較して考える能力ま

の問題行動」の項目のなかで，実習の課題を提出期

でが必要とされていることが示唆されたといえる．

限までに提出できないことを指摘している．これは，

作業療法臨床実習の手引きでは実習における到達
目標は「一般的な特性を呈する対象者に対して，作

2003 年度学習指導要領による学校教育を受けた「ゆ
とり世代」のネガティブな特徴といえる．

業療法実践過程（初期評価，計画立案，治療実施，

「ゆとり世代」のネガティブな特徴とは，PISA の

再評価）を指導者の指導のもとに遂行できる．
」と

調査にも現れている．経済協力開発機構（OECD）

されている．1998 年に作業療法士養成課程の指定規

による「生徒の学習到達度調査」
（PISA）により，

則の改正が行なわれたが，この改正で実習の目標は

日本の子供の学力が低下してきていることが明らか

「社会的ニーズの多様化に対応した臨床的観察力・

にされた．PISA の調査によると，読解力において

分析力を養うと共に，治療計画立案能力・実践能力

2000 年時点 14）で日本は8位（31 か国中）であるが，

を身につける．学内における臨床演習を行なったあ

2006 年 15）では 15 位（57 か国中）まで順位を落とし
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ている．公表後は，各新聞社ともトップ扱いでこの

をあげている．学生にとっての実習は，なれない環

結果を報じている．今回の調査対象年が 2011 年と

境におかれ，その中で，治療までを経験する．学生

いうことで，最も多かったのが，ゆとり教育を中学

は，この過程を経験したことがないため，自信が持

校・高校で６年間実施された年代でもある．

てず，不安や恐怖を感じてしまう．その不安や自信

この結果が実習における学生への実習指導の困難

のなさが対象者に伝わり，最悪の場合，対象者が学

さを生んでいる一端ではないだろうか．さらに学力

生を拒否する場合もある．この一連の過程が，対象

の低下と文章での表現能力が低いことにも関係して

者とのコミュニケーションの困難さを生んでいる原

いる．教科書や資料を用いて，その内容からまとめ

因になっていると考えられる．指導者は，実際にそ

る能力も乏しいので，養成校で学ぶべき基本的な知

のような学生を指導した体験から，実習において学

識を実習で応用できるまでに理解することは，大変

生ができる現実的な到達課題としてこの４項目があ

難しいことである．指導者にとって当然と思ってい

げられているのではないかと考えられる．
指導者・スタッフとの関係において，指導者は，

るような内容すらわかっていない学生もいる．また，
学生はわからないことをうまく伝えることができ

学生との良好な関係，いわゆる「学生は素直で，好

ず，表現できていないことも問題となってくる．

意的で，適切な言葉使いや表現ができること」を望

技術として，
「対象者と適切に面接ができる」が

んでいる．しかし，近年の学生の傾向を見ていると，

６つ目の因子として含まれていることに関しては今

このような関係性を積極的に保持できる学生は少な

後，さらに分析が必要であろう．

いといわざるを得ない．これは学生の聴覚的理解の
困難さと言葉からイメージすることの困難さが原因

（３）対象者や指導者とのコミュニケーション能力

になっていると考えられる．臨床経験の乏しい実習
生にとって，指導者の言葉や内容は，新鮮であると

について
第３，第４の因子は，コミュニケーション技能に

同時に難解でもあるが，言葉で言われたことでも，

関するものであった．ここでは，対象者と関係をと

「何を指導者がいわんとしているのか」
「その言葉に

る技能と指導者との良好な関係を持つ技能の二つの

は何を含んでいるのか」を考えることが難しい．「言

因子に別れている．

われたことを額面どおりにしか捉えることができな

対象者との関係について，実際に作業療法を実施

い」そこからコミュニケーションのずれが生まれ，

していくためには，対象者や家族，またその人を取

「言った」「言わない」「聞いていません」などの問

り巻く関連職種との信頼関係を築いていくことは重

題が時として起こってくる．その結果，指導者に叱

要なことである．対象者が自立した生活を過ごせる

責され，
「実習指導ができない」と判断されてしまう．

よう，傾聴し，望んでいるニードを探りながら，関

これらは，対人関係を中心とする社会的能力の未熟

係性を築き，最適な作業療法を実施できるコミュニ

さがコミュニケーションでの不一致を生む結果から

ケーション技能は作業療法実施の上で必要不可欠な

くるのであろう．それが，指導者が望んでいるコミュ

ものである．

ニケーションの因子４「指導者に対する良好な態度」

しかし，今回の結果では，学生が対象者と向き合

に現れたのではないだろうか．

い，作業療法を進めていくにあたり双方に「不安が
生じない，迷いや混乱が生じない」よう関わること

Ⅴ．おわりに

ができるというような項目が中心となり，作業療法

学生にとって実習は，養成校で学んだ知識や技術

に必要な技能と指導者が実習で，学生に望む技能に

をもとに，臨床という場で試行錯誤しながら，自分

差があったと考えられる．安部らは，近年の社会的

自身の作業療法を組み立て展開しなければならない

スキルに問題のある学生の増加の原因に「気遣いや

創造的な場でもある．そのための準備段階として学

思いやりに欠ける」
「対象者と何を話せばよいのか

内教育のなかで，最低限必要な知識や技術そして，

分からない」
「分析・観察がうまく出来ないことを

社会的技能を身につけることは非常に大切なことで

指導者に相談や援助を求めることができない」など

ある．また実習でそれが求められることは当然のこ
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とであろう．今回の研究で，指導者が，実習で学生

９）伊藤日出男

上村佐知子ほか

理学療法学生

の社会的交流技能としてどのような態度や行動を求

の留年経験とその後の行動．理学療法学 32（３）：

めているのかということを明らかにすることができ

105-109，2005．

た．また，学生が実習での目的を達成するためには，

10）武田要，藤沢しげ子

理学療法学科学生の実習

学内教育において学生一人ひとりが獲得すべき課題

成績と情意特性−ストレスコーピングと性格特性

を明らかにしながら，積極的な学習態度を身に付け，

に注目して−．理学療法科学 21（ ２）：131-135，

行動の変容ができるように対応していく必要性を改

2006．
11）工藤亮

めて感じた．

指導者の立場からいえ

ること．作業療法ジャーナル 45（ ４）：332-337，

今後は，学生に求められる社会的交流技能につい

2011．

て，評価実習や見学実習など実習形態別に学生の学
修内容と成長に合わせて段階的に整理するための調

臨床実習再考

12）稲垣成昭

渥美恵美ほか

社会交流技能事前

査・分析をしていきたい．そして，いかにそれを学

教育プログラムに関する研究−学生の自己評価と

生に身につけてもらうのかという教育プログラムの

性格要因の検討−．東北文化学園大学

開発やその評価を考えていかなければならない．

テーション学科紀要４（１）：21-28，2008．
13）高田熱美

文献

看護教育−臨床実習の意義−．福岡

大学人文論叢第 28 巻第２号：435-452，2006．

１）社団法人日本作業療法士協会

養成教育部：作

14）文部科学省ホームページ

http：//www.mext.go.jp/b_menu/toukei/001/

２）植村研一，山内豊明〈対談〉
：医学看護教育に

index28.htm（平成 25 年４月 26 日確認）

おける評価（前編）−教育機関と教員の課題−．
Nursing

OECD 生徒の学習到

達度調査（PISA）≪2000 年調査国際結果の要約≫

業療法臨床実習の手引き第４版．11，2010．

Quality

リハビリ

15）文部科学省ホームページ

2001７
（４）：37-45，2001．

OECD 生徒の学習到

３）村井真由美，境信哉他：ATDP（TheAttitudes

達度調査（PISA）≪2006 年調査国際結果の要約≫

Towards Disabled Persons Scale）を作業療法学

http：//www.mext.go.jp/a_menu/shotou/gakuryoku-

生に適応するための予備的研究．山形保健医療研

chousa/sonota/071205/001.pdf（平成 25 年４月 26

究（２）
：57-63，1999．

日確認）

４）社団法人日本作業療法士協会

養成教育部：前

掲書１）
５）山口昇，奈良篤志他：特集

臨床実習検証．作

業療法ジャーナル 39
（13）
：1238-1277，2005．三
輪書店．
６）小池伸一，山口隆司他：ストレス反応，ストレ
スコーピング．吉備国際大学保健科学部紀要 10：
105-113，2005．
７）阿部征哉，元村直靖：作業療法学生の臨床実習
における社会スキルについての検討− Kiss-18 を
活用して−．大阪教育大学紀要

第Ⅲ部門 57

（１）
：41-47，2008．
8）渥美恵美，大渕憲一他：社会的交流技能実習事
前教育プログラムに関する研究−社会的交流技能
自己評価（SA）尺度 Ver ２作成と因子分析．東
北文化学園大学

リハビリテーション学科紀要４

（１）
：11-19，2008．
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資料

生ということになる．教科書も OT 協会版（協同医
書出版，2001）と医学書院版（2005）が出版されて

「地域作業療法学を考える」 日本作業療法教育研究

いる．教員も高齢者の多い臨床や老健で経験を積ん
だ者が多い．それでは５･ ５計画で養成教育課程を

会ニュース再掲

見直す意味は何か．作業療法教育研究会として広く
日本作業療法教育研究会ニュースでは，第 36 号

会員の意見を吸い上げ，問題点を整理してみること

（2010 年 ２ 月 発 行 ） か ら 46 号（2012 年 ７ 月 発 行 ）

が理事会で承認された．作教研ニュースではシリー

までの２年間にわたり，シリーズ「地域作業療法教

ズとして数回に渡って会員の意見を掲載することに

育」として地域作業療法学は十分か？と問題提起し，

なった．是非ご意見を編集者まで寄せて欲しい．活

地域作業療法に携わる方々に執筆いただきました．

発な紙上討論を期待したい．建設的な問題提起や提

地域での活動はその時々の影響の大きいものではあ

案は協会教育部にも提案したい．
意見を寄せて頂く場合には以下の項目を含めて下

りますが，地域で活躍されている重要な知識・情報

さるようお願いしたい．ニュース掲載の可否と所属・

と考え，機関誌に再掲することといたしました．

氏名も合わせて記載して欲しい．
「地域作業療法学を考える」シリーズの提案

①地域リハ経験年数と「地域作業療法学」教授年数．

岩崎テル子（日本作業療法教育研究会監事）

経験なしでも勿論支障はない．

第 36 号（2010 年２月 10 日発行）掲載

②「地域生活支援」の理念は通奏低音のように各教

「地域生活を支える作業療法の推進」
，これは勿論

科で教えられていると思うか（御自身の授業だけ

2008 年度から 2012 年度までの日本作業療法士協会

でも可．学科全体のカリキュラムを見て頂けたら
尚良い）．

「作業療法５カ年戦略」
のテーマである．目的は医療・
保健・介護・福祉各領域の切れ目のない作業療法実

③使用している教科書名．授業時間数．重点的に教
えている（または教えるべき）内容は何か．

践の強化を図る事である．具体的にはこの５年間で
入院医療を中心とした医療領域に５割，保健・福祉・

④授業で不足していると思う内容は何か（臨床実習
を含む）．

教育等の領域を含めた身近な地域生活の場に５割の
作業療法士の配置を目標とする ．所謂５・５計画

⑤教え子の「地域作業療法学」に対する意見．出来

である．そして養成教育部では 21 年度，養成教育

たら新人 OT か卒後数年の OT で地域に出た者の

課程の在り方の検討を主要目標として活動し（44 回

意見が欲しい．

１）

総会資料）
，22 年度には地域生活支援に関連するカ

⑥その他自由．

リキュラム案を検討提示したい（澤俊二部長談）と

筆者は草創期の通所・訪問リハを９年経験し，地

している．これは作業療法教育カリキュラム全体を

域作業療法学関連授業を通算 14 年ほど担当した．社

通して地域生活支援の理念が貫かれているか，個々

会経験を積み子育ても体験しての OT 資格取得だっ

の科目ではその方略が具体的に示されているかのチ

たので何とか対応出来たのだと思ってきた．在宅ケ

エックになろう．しかし，学生の知識はえてして科

アは極めて個別性が高い故に難しい．学生には職場

目別の理解に留まり，地域生活支援という視点で科

の新人教育体制の整っている医療機関で先ず専門職

目全体を統合することは期待できない．どこで統合

としての基礎能力をつけてから地域に出るようにと

するか．
「地域作業療法学」の授業である．

勧めてきた．しっかりした枠組みのある方が適応し

「地域作業療法学」は学校養成施設指定規則大綱

易いからである．しかし，今そのような贅沢を言う

化（1999.3.31 改定）によって，作業療法専門分野の

余裕は無い．今年度も新卒で，２年目から，又５年

５つの教育内容（基礎・評価学・治療学・地域作業

目から，学生は老健や訪問リハで頑張っている．困っ

療法学・臨床実習）の一つとして挙げられた．従っ

た問題が沢山寄せられた．一人職場の場合は種々の

て独立科目として学んだのはこの 10 年前以降の学

書類書きで，集団プログラムでは個々のニードに合
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致せず特に男性が乗ってくれない事で，下肢 ROM

法規，制度」の項目は，
「保健医療福祉とリハビリテー

や排痰・嚥下の評価を求められて・・等々．結局授

ションの理念５）」を講義する科目の内容と重複する

業は目前の臨床課題に役立つものではなかったよう

であろうし，それ以外の項目は，やはり，
「作業治

だ．授業で教わる普遍的原理をどう個別化するかは，

療学」で講義されるべきではないか，と私は思う．

職場の現任教育に掛かっているが，経験ある先輩が

「地域作業療法学」を「専門分野５）」の一つに位置

いない場合協会の生涯教育がどう対応出来るかが問

づける必要はないのではないか，と私が発言してい

題となる．

るように思われるかもしれない．しかし，私は「地
域作業療法学はいらない」と考えているのではなく，

１）社）日本作業療法士協会：作業療法５カ年戦略

現在の「地域作業療法学」において，教育するべき，

（2008-2012）
（会員向け普及版）
．p５，2009．

焦点をあてるべきところに問題があるのではない
か，と考えているのである．
世界作業療法士連盟による「作業療法士教育の最

地域作業療法教育について
野藤

低基準 ７）」には，
「有能な実践のために不可欠な知

弘幸（浜松大学）

識，技能，態度」として，５つの領域が示されてい

第 37 号（2010 年４月 30 日発行）掲載

ることは周知の通りである．この５つの領域からみ

作業療法が，地域保健・福祉への貢献から始まっ
たこと

１）

から考えると，
「地域作業療法学」という

ると，「人間―作業―環境」の関係のうち，「身体構
造と機能，その障害」に，日本の作業療法教育は偏

領域を作らざるを得ないこと自体に問題があるよう

重してきたのではないか，と思われる．
「作業と健康」

に私には思える．しかし，作業療法がたどってきた

の関係についての哲学を教育すること，
「専門的リー

パラダイム転換からみると，それは，
「観念の現代

ズニング」や「自省的実践」，すなわち，認識論に

２）

化 」であり，作業療法の進展であると理解する必

関する教育を行うことが不足しているのではない

要もあるのだろう．

か，とも私には思われる．先に，「地域作業療法学」

日本作業療法士協会が監修し，改訂を重ねている

の内容を「作業治療学」に含むことができるのでは

「作業療法学全書」は，現在の日本の作業療法の一

ないか，と私が述べたのはこの点で，「地域作業療

つの到達点であり，養成教育における学生の「道案

法学」は技術論ではなく，方法論である，と考える

３）

４）

内 」である．その第 13 巻「地域作業療法学 」は，

必要があるのではないだろうか．

ひとの生と死，そして営みを地域の文化との接点で

Kielhofner 8）は，
「地域実践は，地域の場面におけ

とらえて，それを基礎として，社会保障制度との関

る物理的な場所以上のことを意味している」と述べ，

連から，ライフステージと障害領域ごとの作業療法

Scaffa ９）は，トップダウンによるアプローチの重要

実践について論を展開している．私は，ひとの暮ら

性を提起している．私は，居宅を主体とした作業療

５）

しは，
「基礎作業療法学 」において，作業療法の専

法サービスを行うことが地域作業療法ではなく，病

門職同一性に基づき述べられるほうが良いのではな

院でも施設でもトップダウンで作業療法を行うこと

いか，と考えている．また，例え，身体障害領域の

が，地域作業療法であると考えている．

急性期における作業療法実践といえども，介護保険

私は，専任・非常勤を含め，いくつかの養成校で

制度を知らないではリハビリテーションチームによ

地域作業療法に関係する科目を講義し，かつ，訪問

るアプローチが成り立たないことからすれば，社会

リハビリテーションなど介護保険制度による作業療

保障制度と作業療法実践の関係は，
「地域作業療法

法実践を行う中で臨床実習も担当してきた．そこで

５）

学」ではなく，
「作業治療学 」で教授されるべきで

は，先の通り，トップダウンによる作業療法実践と

はないだろうか，とも考えている．また，厚生労働

して，作業療法の Grand theory の一つである「人

省が提示した「平成 22 年版理学療法士作業療法士

間作業モデル 10）」を用いてきた．ひとと作業と健康

国家試験出題基準６）」の「地域作業療法学」に含ま

の関係を地域・文化の文脈を含めて理論化し，評価・

れている「１．基礎」の「A 基礎概念」と「B 関連

介入の方法が開発されており，多くの研究がなされ
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ている作業療法の Grand theory を教授することが

私は地域生活支援の場で作業療法士は活躍でき

「地域作業療法学」の柱になっても良いのではない

る，就労支援の場で作業療法士は特に活躍できると，

か，と私は考えている．

経験から実感しています．今回のテーマに関し，
「病
院勤務からどのように就労支援の一歩を踏み出せば

文献
１）Quiroga,VA：Occupational therapy:The first
30 years 1900-1930．The American Occupational
TherapyAssociation，1995．

よいのか分からない」と言う声をふまえた，今でき
る教育内容，学内あるいは卒後教育のどちらかに取
り入れたい内容を 4 点挙げたいと思います．
１． 就労している事例を知ること

２）Reilly,M：The Modernization of Occupational

２． 就労支援を行なう機関を知ること

Therapy．Am J of Occup Ther，25（5）：243-

３． 就労支援のケアマネージメントを，事例を通

246，1971．

して学ぶこと

３）杉原素子：改訂第３版の発刊にあたって．日本

４． 一般社会にある仕事の作業分析を経験するこ

作業療法士協会監修，太田睦美編集，作業療法学

との 4 点です．

全書，改訂第３版，第 13 巻地域作業療法学．協同
医書出版社，2009．
４）太田睦美編集：日本作業療法士協会監修，作業
療法学全書，改訂第３版，第 13 巻地域作業療法学．
協同医書出版社，2009．
５）日本作業療法士協会教育部：作業療法士教育の
最低基準．日本作業療法士協会，25-28，2003．
６）厚生労働省：平成 22 年版理学療法士作業療法士
国家試験出題基準（On line,< http://www. mhlw.
go.jp/topics/2008/09/tp0908-2.html>,（accessed
2010-3-28）
．
７）
 日本作業療法士協会教育部：作業療法士教育の
最低基準．日本作業療法士協会，32-51，2003．
8）Kielhofner,G：序文．Scaffa,ME（山田孝・監訳）
：
地域に根ざした作業療法―理論と実践―，協同医
書出版社，2005．
９）Scaffa, ME（山田孝・監訳）
：地域に根ざした
作業療法―理論と実践―，協同医書出版社，202203，2005．
10）Kielhofner,G（山田孝・監訳）
：人間作業モデル［理
論と応用］
，改訂第３版，協同医書出版社，2007．

１． 就労している事例は一般企業に就労している
事例が望ましいのですが，就労継続支援事業所の事
例でもよいと思います．働くという事はどういうこ
とか，働くために必要なことは何か，働くことで対
象者がどのように変わるのか，これらを知ることに
より，職業支援を含む作業療法と一人の人間として
の地域生活を実現する rehabilitation のシンプルで力
強い道が見えてきます．一般企業への就労という目
標は，明確でハードルが高い分，作業療法士として
学んできたことが対象者支援に役立ちます．統合失
調症，うつ病，アスペルガー症候群，知的障害など
の障害をお持ちの方の就労支援を行なって知ったこ
とは，対象者の暮らしが給与＝「経済的」変化だけ
に留まらないダイナミックな変化をするということ
です．服装が変わる，表情が変わる，発言内容が変
わる，マナーが変わる，行動範囲が変わる，目標を
持つ，責任をもつ，自分の人生に積極的になるなど
の変化がみられます．働くという作業は，対象者の
社会参加を促進しエンパワメントします．この姿を
1 度見ることを多くの作業療法士に勧めたいと思い
ます．
２． 就労支援を行なう行政機関は，法に則った支

木村伊津子
（学 校法人銀杏学園熊本保健科学大学

援の仕組みを持ち，補助金の活用権限，蓄積された
リハビリ

ノウハウや人脈やネットワークを持っています．ハ

テーション学科作業療法学専攻，社会福祉法人

ローワークや障害者職業センター，障害者就業 ･ 生

みどり福祉会社会就労センターワークショップ

活支援センターなどの機関と仲間になること，これ

八代事業推進担当）

らの機関の名称とその仕事内容を具体的に知ること

第 38 号（2010 年７月 31 日発行）掲載

は必須で有効です．
３． 就労支援の場である地域で課題を解決する手
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法はケアマネージメントです．地域生活における対

と，経験したことのごくわずかしか伝えることは出

象者の課題と困難を関係者が協力して問題解決して

来なかったと思えますし，私が経験したことの“空

いく過程を体験します．対象者の課題は，活動制限・

気感”は伝えることができなかったと思えます．そ

機能障害・社会参加の制限，個人要因・環境要因全

の理由は，
“これをすればいい”があったわけでは

てに関係しており，支援や連携は常に困難に出会い

なく，特に，保健師さんと訪問指導に出かけた際に

ます．しかし知識と技術を総動員し，チームワーク

は，病院以上に，ある知識を基にして技術を発揮す

やネットワークに助けられながら，フットワークと

ればよいだけではなかったからです．
唐突ですがここで，私が養成校で担任をし，現在

創造力で問題解決していくダイナミックでやりがい

臨床 7 年目の作業療法士である門谷さんの文章を紹

のある経験となります．
４． 作業療法士は就労支援を行なうことにより，

介します．

社会や企業で役に立つことができます．
作業分析，作業指導に関して以下の内容を盛りこ

『教育に関して私は特に知識もなく，また大した経

む必要を感じています．①仕事は危険を伴ってお

験もありません．しかし今までの実践や感じている

り，事故を起こさない安全管理を行なう

こと，その想いを学生に伝える機会が持てれば，作

②お客様
③対

業療法士育成にお役に立てると感じています．特に

象者が安心し安定して作業が行なえる物理的環境づ

地域作業療法に関しては，協会主導の元，充実を図っ

くり

ている分野であり，作業療法の未来を担う大事な分

に買ってもらえる商品の質・仕事の質とする

④対象者の作業能力を補佐する作業手順や道

具の工夫

⑤対象者に合わせた作業内容や工程への

マッチング

⑥絶対に事故を起こさないシステムづ

野であります．日々の業務は多忙ではあります．し
かしそれを理由に教育に携われる機会を拒否するの
は，作業療法の未来を小さいものにしてしまう行為

くりなど．
就労支援は学内教育で学んだ様々な知識・技術と

なのではないかと思っています．

多くの人との協力を必要とします．作業を用いて対

最後に実習の指導者をしていた時に心掛けていたこ

象者の希望を実現する作業療法士のリハビリテー

とを，あくまで個人の考えとして述べさせていただ

ション実施能力を発揮できます．そのために少し，

きます．

教育で架け橋をつくることが必要だと考えていま

学校に見捨てられるような現場になりたくない

す．

学校に選んでもらえるような現場を作りたい
学生が減り養成校も減り臨床家がこれだけ増えた世
の中で

臨床からみた地域作業療法教育について
大越

満（医療法人社団らぽーる新潟

ゆきよ

しクリニック）
門谷

伸輔（医療法人社団

藤和会

育成の教材として使ってもらえないことは恥じた
い』

厚木佐藤病

院）

再び大越です．現在私は主に訪問リハビリテー
ションを通じて地域作業療法に携わっています．現

第 39 号（2010 年 11 月 15 日発行）掲載

在訪問リハビリテーションに従事する専門職は理学

私は平成 16 年度まで，作業療法士養成校で教員

療法士が 67％，作業療法士は 27％です（全国訪問

として勤めておりました．私が受け持った授業の

リハビリテーション研究会，2007）．訪問リハビリ

一部に，生活環境論や福祉機器論がありその中で住

テーションは，生活そのものの場である在宅で展開

宅改修と障害特性との関係，福祉機器や車いすの選

されるリハビリテーションであり，まさに作業療法

定方法などがありました．これは私がリハビリテー

士が活躍する場にぴったりだと私は長年考えてきま

ション病院に勤めていた当時に，病院内や訪問指導

した．残念ながら，訪問リハビリテーションの従事

の臨床場面で直面し，
「作業療法士に必要な知識と

者は既に理学療法士と大きな差が出来つつありま

技術である」と感じた内容でした．当時を振り返る

す．
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このたび，
「喀痰吸引」という業務内容が増える

GIO１．地域作業療法の基礎と背景について理解す
る．

ことになりました．
“PTOT 法”の解釈にまで話が
及んだのはとても画期的なことだと思います．
「喀

・授業ではお金のやり取りも含めた事例の紹介が

痰吸引」まで大きな話題にはならないとはいえ，日々

あり，職業倫理を厳しく教わった．特に訪問で

の業務は作業療法士の専門性を持ちつつ他の専門職

は，如何に対象者と家族に信頼されるか，生活

と職域を重ねながら遂行することの連続です．私は，

の視点から適切にアドバイスができるか常に考

地域で作業療法士がしていることがすなわち「地域

える基礎として役立っている．
・授業で急性期から地域まで，リハビリテーショ

作業療法」なのだと思っています．
門谷さんのように，学生さんに自分の背中をもっ

ンには連続性があり，身体機能の回復のみなら

と見せたいと思っている作業療法士は意外と多いの

ず QOL 向上を目標に具体的な課題に取り組む

かもしれません．学生さんには様々な背中を見せて

ことを教わった．臨床にでてからは各期の繋が

あげるのが一番の地域作業療法教育であるように私

りを重視し，自ら連携をとるよう努力した．特

は思います．

に家族との関係作りの基礎として役立ってい
る．
・概念的な講義より症例紹介を含めた具体性のあ

「地域作業療法学」教え子からのフィードバック
岩崎テル子（新潟医療福祉大学名誉教授
業療法教育研究会監事）
大豆生田智子（同 上１回生 05 卒

る講義内容が役立っている．

日本作

上尾中央訪問

GIO２．地域作業療法を支える制度・支援・連携に

看護ステーション）
田中

志穂（同上１回生 05 卒

淵野辺総合病院）

第 40 号（2011 年２月 28 日）掲載

ついて理解する．
・法・制度は講義で学んでも理解できなかったが，
ソーシャルワーカーや同僚 PT に聞いたり，役
所に問い合わせたりと現場で勉強した．特に介

2010 年２月，
「地域作業療法学を考える」シリー
ズを提案させて頂いてから教育する立場の先生方に

護保険法と障害者自立支援法の具体的な適応に
関する詳しい講義が欲しかった．

御投稿頂いた．貴重なご意見，重要な問題提起もあ

・住宅改修や福祉用具の適応に関する知識は必須

り今後の議論が待たれる．今回は提案理由⑤にも書

で，住環境コーディネーターや福祉用具専門員

いた教え子からのフィードバックを御紹介し，議論

の資格を取る中で勉強した．もっと授業時間が

の一助にしたい．

欲しい．

意見を聴取した標記２人は現在臨床経験６年目

・OT の一人職場はつらい．看護師からは「リハ

で，大豆生田は総合病院 OT を４年経験後 OT １人

お願い」と任される．排痰，嚥下障害，循環確

の訪問看護ステーションで現在働いている．田中は

保，下肢 ROMex，歩行訓練，ストレッチ，モ

病院勤務を１年経験後併設の老健施設で２年間勤務

ビライゼーションなど，訪問回数制限もあり何

し OT １人勤務も経験した．２人は共に２ケ月間老

でもこなせないと対応できない．これらの基礎

健での臨床実習を行い，地域 OT への志向性があっ

的・実践的技術を理学療法研修会で勉強してい

たと言える．授業は作業療法（以下 OT）の経験豊

る．PT/OT 共通の基礎的技術がもっと身につ

富な外部講師が担当し，30 時間が割当てられた．今

く卒前・卒後教育が欲しい．

回，医学書院版「地域作業療法学」の GIO，SBO，
習得チェックリストを参考にアンケートと面接・討

・チーム医療や専門職の連携については良く理解
できたが，現実との隔たりが大きい．
例１：福祉用具の依頼はケアマネジャーが業者に

議で以下の回答を得た．

行っている場合が多く，適合に問題があって
も OT が早期に対応できない．対象者の利益
のために OT が直接業者に依頼できるような
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道筋をとれないか（上位団体の話し合いで）．
例２：介護・看護職は時間短縮の影響で誰にも同
じ方法で介助しようとする．OT は生活状況
と対象者の身体機能を生かせる方法を考えて
介助方法を考案できることを実感した．個別

臨床家の目から見た地域作業療法教育の在り方
近野

智子（日本リハビリテーション専門学校）

福澤

阿弾（＠りは訪問看護ステーション）

第 41 号（2011 年５月 31 日発行）掲載

的ケアの視点は学校教育と OT の臨床の中で
培われた．

前回のニュース第 40 号では，
『
「地域作業療法学」
教え子からのフィードバック』というタイトルで，

例３：早期退院で地域生活支援の必要が急速に高
まっているが，スタッフ不足が深刻．

岩崎テル子さんが教え子の二人から聴取した意見を
まとめている．今回も，現在地域作業療法を現場で
実践する卒業生との対話の中から，地域作業療法教

GIO３．地域作業療法の各分野（身障・精神・発達・

育について考えてみたい．

高齢期）の実践について理解する．

今回このテーマについて共に討議したのは，臨床

・当初不安が大きかったが，専門分野の授業が基

経験8年目の卒業生である．福澤は，病院勤務を３

礎にあったので地域に出ることができた．地域

年経たあと，現職のデイサービスセンターと訪問看

では特有の応用能力が要求されるので，「地域

護ステーションを兼務している．今年の６月から所

作業療法学」の授業は必要である．

属のデイサービスセンターで４年生の総合臨床実習

・OT 独自の知識が特に役立っているのは，高次

を行うことになっている．我々は，地域で働く臨床

脳機能障害，認知症，精神障害への対応，対象

家の立場から，卒前教育のあり方について考えると

者や家族とのコミュニケーション技能である．

いうテーマで討議を行った．

・リスク管理をもっと学びたかった．
近野
教え子は概ね学校教育を肯定していた．技術面の

福澤さんは３年生で学んだ「地域作業療法学」

を覚えていますか？

多くは on the job training が有効であるが，地域で

福澤

の OT１人職場はその機会が少ない．６年前は日本

作業療法学」の教科書の目次を見てきたのですが，

１）

作業療法士協会も現在ほど明確に「地域包括ケア」

内容はほとんど覚えていません．昨日「地域

「地域作業療法学」って何だかよくわからないです

への方向性は出ていなかった．しかし，現在は訪問

ね．いろいろな内容がたくさんあって．今自分が働

リハステーション創設の要求を厚労省に行っている

いているのは「地域」だから「地域作業療法」をし

２）

（2010.11.26） ．急性期から維持期まで地域医療連携

ていると言われればその通りなのですが，病院や施

は今や医療界の常識となった．その中で OT が重要

設での作業療法とは違う特別なアプローチをしてい

な役割を果たせるよう卒前・卒後の教育内容の重点

る訳ではありません．

化を図る必要がある．

近野

今の仕事の中で病院や施設での作業療法とは

違う点は何でしょうか？
１）中村春基：来年度の「重点活動項目」策定に向

福澤

基本的な心構えが違います．病院・施設は治

けて，キーワードは「地域包括ケア」
．日本作業療

療の場ですが，在宅（地域）は生活の場です．生活

法士協会ニュース第 345 号，2010.10.15

の場に治療的な側面をもったリハビリを取り入れて

２）日本作業療法士協会：平成 22 年度第３回常務

もらうには，まずはその人自身を理解して受け入

理事会抄録．日本作業療法士協会ニュース第 348

れていくことと，その人に受け入れてもらわなけれ

号，2011.1.15

ばリハビリのスタートラインに立つことができませ
ん．そのためには，セラピストは 100 歩譲って，相
手に身を寄せることが必要です．
近野

では，学校教育の中で欠けていることは何だ

と思いますか？
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福澤

学校の授業は評価学・治療学や領域などが縦

業生から就職後に困ったという話を聞くことがあり

割りになっていて，患者さんの生活を中心にして

ます．

様々なことをつなげて考えるような授業が少なかっ

福澤

たと思います．ただ，PBL チュートリアルはとても

動域訓練やストレッチなどの基本的技術をきちんと学

おもしろかった．患者さんを中心にしていろいろな

ばずに見よう見まねで実践している人が多い印象を

ことが繋がっていったし，自分には考えつかなかっ

受けます．地域では，患者さんの立場から見れば PT

たような意見が出て，考え方に広がりが出ました．

も OT も関係なく，
「リハビリ」なのですから，OT

近野

も基本的な治療技術を持つ必要があると思います．

様々な視点からつなげて考えるという授業は

病院や施設で働く新人 OT の中でも，関節可

必要ですね．
「地域作業療法学」は最も適した学習

近野

の場だと思います．しかし，そのためには１年生か

能の部分についてもきちんとした知識・技術を持

ら多面的にひとの生活を見る視点と知識を関連付け

たなければ，患者さんのニーズに沿ったサービスの

て考える経験を積み上げていくことが必要ですね．

提供ができないと思います．作業遂行の視点から機

特に若い学生は，患者さんの生活をイメージするこ

能を見て適切な介入ができる力をつけていくことも

とが難しいと感じています．自分自身の生活体験自

生活支援のためには不可欠です．患者さんの生活に

体が希薄で，実習で初めてひとり暮らしをして，初

沿った具体的な支援ができるために様々な技能を高

めて洗濯をするという学生が少なからずいます．ま

めていくことは，今後の卒前教育にもますます求め

ず，ひとの生活を具体的にイメージする経験が必要

られると思います．「地域作業療法」とは，ひとの

だと感じています．

生活を中心に据えて，そこに関わる様々なものを俯

福澤

いきなり患者さんの生活をイメージするとい

瞰できる力，ひとの生活を具体的に変えていくため

うのは難しいのかもしれません．まず自分の生活か

の支援技術を投入できる幅広い力が必要になると思

ら考えていけばいいのではないでしょうか．例えば

います．そのような視点から考えれば，「地域作業

ゴミを捨てるという行為を単純な動作として捉える

療法学」を卒前教育で学ぶことの意義は，一連の作

のではなく，住んでいる地域のルールがあるとか，

業療法教育で学んだことのすべてが「ひとの生活」

ゴミが収集されて処分されるまでの間には，多くの

を中心として有機的につながるような視点を育むこ

人々のつながりがあって初めて成り立っていること

とだと思います．そのためには様々な仕掛けが必要

などを具体的に辿っていくことで，ひとつひとつの

ですね．これは私の今後の宿題です．

そうですね．OT は作業遂行の基礎となる機

生活行為が社会の人々やシステムと密接に結びつい
ていることが実感としてわかるのではないでしょう
か．このような視点は地域で仕事を行う上で不可欠
です．単に法律，制度，サービスの知識を持つだけ
でなく，この人が在宅で生活していくには，現実的
にどんな制度やサービスが使えるのかを考えるとい

地域の中で作業をつなげる
～ NPO 法人ちゃんくすの活動について～
西上

忠臣（NPO 法人ちゃんくす

代表）

第 42 号（2011 年７月 31 日発行）掲載

う経済面も考えた現実的な視点も大切です．実際は

平 成 22 年 ４ 月 に， 広 島 県 三 原 市 の 三 原 駅 前 に

リハで使えるお金やサービスは本当に僅かです．限

「NPO 法人ちゃんくす」は生まれました．理事は作

られたサービスや時間の中で，何をすれば一番有効

業療法士のみで構成し，資金も予算もまったくない

なのかを考えることが大事です．学校でひとの生活

状態から始まりました．県立広島大学には附属診療

の細かいところまで具体的に考える経験をすること

所があり 10 年間関わる中で，多くの作業遂行障害

はその後の臨床でも役立つと思います．

の方々に出会い，その中でもユニークな個性を持っ

近野

地域で働くためには，PT・OT に関わりなく

ているために社会参加できない方々が多くいること

基本的な機能・能力に対するアプローチが必要にな

に驚きを感じていました．そこで，それぞれの人に

りますが，卒前教育の中で実践的な治療アプローチ

とって意味のある作業をする場として「ちゃんくす」

を習得するだけの時間的なゆとりがありません．卒

を作りました．
「ちゃんくす」は作業科学の作業の
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定義“意味のある活動の集まり”
（chunks）から命

を「ちゃんくす」では提供しています．病院であっ

名しました．

ても，地域であっても，作業療法士の売りは「作業」

持ち寄る作業はパソコンが得意，電気工作が好き，

です．作業の力を成果として経験できれば，作業療

美味しいスイーツを作れる，何かしたいけどみつか

法はもっともっと豊かな仕事になると感じていま

らない，仕事をしてみたい，絵を描くのが好き，カー

す．作業に焦点をあてた知識と経験を積んで，言葉

ドゲームをしたいけど相手がいない…様々な生の作

や文章や学問としてまとめていきながら発展するこ

業ニーズを聞きながら，作業を「ちゃんくす」の中

とが求められていると感じています．

や地域の中に入って作業をつなげていくのが私たち
の仕事です．
学校や職場になじめない若い人たちは，「社会」
という抽象的な概念が分かりにくいです．
「ちゃん
くす」で，自分が取り組んでいきたい作業を行うこ

作業に焦点をあてた地域作業療法教育の取り組み
古山千佳子（県立広島大学）
第 43 号（2011 年 11 月 30 日発行）掲載

とで，人とは，社会とはこういうものだ，という事

私は，地域作業療法に関連する３つの科目（地域

を経験を積みながら身体にしみこませているように

作業療法学，地域臨床実習，地域作業療法学演習）

感じています．１年間活動を行うことで，社会参加

を担当しています．これら３科目の内容の一部を説

を果たした方がいます．
「ちゃんくす」に来たとき

明し，作業に焦点をあてた地域作業療法教育の取り

は中学３年生で学校を長期欠席しており，勉強をし

組みについて紹介します．

たいのにクラスや集団に入ると声が出ないというの

まずは，３年次前期に開講される地域作業療法学

が困ったことでした．緊張もするし，自分に自信が

です．この授業の目的は，作業に焦点をあてた地域

ないようでした．好きなカードゲームをしたい，と

作業療法の実践プロセスを，事例を通して学ぶこと

いう作業ニーズもあったので，約４ヶ月間，週に１

です．授業では，最初に事例の背景情報を提示し，

回カードゲームをいろんな方々としたり，地域の高

その後，カナダ作業遂行測定（COPM）を用いた面

齢者施設のボランティアに一緒に行ったりしなが

接場面のビデオを観ます．次に，事例が作業してい

ら，当たり前に人と触れながら過ごしていきました．

る場面（洗面所で歯を磨く，掃除機をかけるなど）

きっと，この方は誰かに貢献したり，何かしてあげ

をビデオで観察し，問題のあった行為や上手にでき

たり…そういうことがしたいんだな，と感じました．

た行為をメモして，観察記録を書きます．さらに，

高校進学を控えて「なんとかなるだろう」と本人の

観察結果をもとにクラス全体で事例の作業遂行上の

弁．「ちゃんくす」の活動を通じて自信をつけて高

問題と問題の原因となる心身機能や環境について話

校には普通に通えるようになりました．学校に通う

し合い，必要な情報を検討します．最終的に全ての

だけが社会参加ではありませんが，勉強がしたいと

評価結果をまとめて，作業療法目標と計画を考えま

いうこの方の目標は達成することが出来ました．こ

す．２事例について，合計５回の授業を通して学び

の方とともに活動しながら，きっと「作業ができる」

ます．

ということは自分で自分を成長させていくような，
自然な成長ができるんだろうな，と感じました．

地域作業療法学が終了した３年次後期の8月中
旬～９月上旬，学生は 10 日間の日程でデイケア，

「作業的公正」という言葉があります．第 45 回作

デイサービスなどの通所施設等に実習に行き，地域

業療法学会でエリザベス・タウンゼントさんが講演

作業療法学で学んだ作業療法のプロセスを実際に体

をしました．
「作業をする機会」は人間にとって平

験します．この実習の目標は，クライエントに作業

等である必要があります．学校や仕事など，やりた

療法について説明することができ，インタビューを

い作業としなければならない作業が一緒の方はいい

通してクライエントと共に作業上の問題を特定し，

のですが，そうではないときに，人は不健康になり

作業療法計画の立案ができるようになることです．

ます．そんなときに，余暇活動であったり，自分に

地域作業療法学との違いは，ビデオではなく，学生

あった環境を見つける作業だったり，そういう時間

が実際のクライエント２～４名に COPM を用いて
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インタビューを行い，クライエントの作業上の問題

や上手にできるようになりたい作業を明らかにしま

を特定することと，実際にクライエントが作業して

す．その中から実現可能な作業を決定し，場所や道

いるところを観察し，作業遂行上の問題点と利点を

具や材料の準備から実施後の再評価までを含めた実

明らかにするところです．また，問題の原因を明ら

施計画書を作成し，計画書に従って作業を実施しま

かにするために，必要に応じて心身機能や環境を評

す．作業の特定から再評価までを約６回の授業で実

価し，クライエント本人や家族から，過去の作業歴

施し，７回目にプロセスと成果を報告します．この

や現在の生活状況を聴取するなどして情報収集を行

演習で学生は，作業することを通して利用者と共に

います．そして，全ての評価結果をまとめて，クラ

達成感や満足度を感じる経験をしています．

イエントの問題点，利点や資源を明らかにし，作業

以上の３科目において私なりに工夫している点

療法目標と計画を立案します．10 日間の短い実習の

は，ビデオなどの視覚教材を多用すること，附属診

ため，立案した計画を実施するまでには至りません

療所のクライエントや NPO 法人などに協力を依頼

が，学生は計画立案までを事例報告としてまとめ，

し，できる限り実際の事例を用いたり，教員の実践

実習終了後のセミナーで発表します．また，実習中

を見せること，学生が自分で考え，行動する機会を

の記録や資料をまとめてポートフォリオを作成し，

提供することです．学生が授業や実習を通して作業

提出します．実習指導者には，事前に，COPM と

に焦点をあてた地域作業療法を経験し，それが卒業

心身機能や環境に関する必要な評価を実施させても

後の実践につながることを目標に，今後も試行錯誤

らうよう依頼しています．実習指導者の中には，ク

を繰り返していきたいと思っています．

ライエントのことを良く知らない学生が実習でいき
なり COPM をするのは難しいと言う人もいますが，
本学の教育方針や具体的な指導方法をくり返し説明
することで理解を得ています．その一方で，歩行訓
練に固執していたクライエントが，学生と始めた編
み物をずっと続けていて元気になったという話や，

新卒者でも地域で十分働ける
−「病院から地域へ」の定説を覆して−その１
二神

雅一（株式会社創心會）

第 44 号（2012 年２月 29 日発行）掲載

「学生が利用者にきちんとインタビューできるか不

私は読者諸兄と同じ作業療法士ですが，今から 17

安だったが，逆に，利用者は自分には（OT に）言

年近く前に起業し，個人事業として訪問リハを主体

えないことを学生に話しているようだ．学生から聞

とする在宅ケアサービスの事業化を始め，現在は介

いて，この人がこんなことがしたいと思っていたと

護保険事業を中心に，訪問看護ステーション（訪問

初めて知った．
」といった実習指導者の感想などを

リハ）やデイサービス等の事業所を運営しています．

聞くこともあります．

現在私が率いる法人グループのスタッフ数は 500 人

最後に，３年次後期に開講される地域作業療法学

近くいますが，そのうち作業療法士は約 40 名にな

演習です．近年，作業療法の対象は個人や集団から

ります．今回は自身が OT であることに加え，こう

組織や地域にまで拡大しています．また，作業療法

した企業経営者としての立場も踏まえ稿を進めたい

の焦点は，障害者の機能回復から，作業と健康の関

と思います．

係へと変化しています．この科目では，個人や集団

現在，弊社の OT のうち約 85％は新卒での入社に

や地域を対象に，作業に焦点をあてた地域作業療法

なりますが，弊社に新卒者が就職する際に，たびた

を実践している作業療法士数名を講師に招き，日頃

び学校，教員側からの反対に遭うケースが起こって

の実践を紹介してもらいます．その後，三原市内の

いました．その理由は「地域（特に訪問）をやるに

NPO 法人の協力を得て，利用者と学生が共に挑戦

は２～３年病院で経験を積んでからでないと…」と

したい作業を特定し，その作業に取り組む体験をし

いった内容が殆どです．新卒者は病院で経験を積ま

ます．具体的には，学生３−４名と利用者１名で１

なければ地域で働けないのでしょうか．それは根拠

つのグループを作り，インタビューやグループディ

なく半ば定説化したものでしかありません．なぜな

スカッションを通して利用者が挑戦してみたい作業

ら，そのことを理由に新卒者が就業できないと言う
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証明にはならないからです．現に弊社では一年目か

生方も学生が地域への就業を希望したら是非自ら足

ら実に見事な実績を残す療法士も大勢います．確か

を運び，職場環境，経営者の方針と実際の現場をき

に，何年か経験を積んだ方が良い場合もありますが，

ちんとご自身の目で確認し，新人教育の方針を聞き，

医療機関で十分に経験を積んだと思われる療法士で

必要な提案を行っていただきたいと思います．また，

あっても，在宅の特殊性に適応できない者もいるこ

最近ではこの定説が学生の間にも浸透しつつあるよ

とも認識して頂きたいと思います．

うに思え，OT が今後の地域のニーズに応え得る存

おそらく，リハの流れから見ますと医療機関を経

在になれるのか大変危惧しています．我々には，こ

た延長線上に生活期（地域リハ）が座っているため

うした状況を改善していく責任もあるのではないで

に，医療機関での経験が必要であるかのように思わ

しょうか．それが地域移行支援という医療保険福祉

れるのではないかと思いますが，地域における生活

の大きな流れに資する道であると考えます．

期にも確かな専門性が存在します．したがって，延
長線上ではなく一つの領域として確立されつつある
という認識を持って相対することが必要だと思いま
す．実際に地域に飛び出して約 20 年が経過しまし
たが，経験すればするほど医療機関とは似て非なる
ものという感覚が強まります．ですから，先ほどの

新卒者でも地域で十分働ける
−「病院から地域へ」の定説を覆して−その２
二神

雅一（株式会社創心會）

第 45 号（2012 年４月 30 日発行）掲載

定説を乱暴な例え話に変えると，
「サッカー選手に

前回は，弊社に新卒者が就職する際に，たびたび

なるためには，まず２～３年野球の選手をやり，ス

学校，教員側から反対に遭うケースが起こり，その

ポーツ選手の身体能力を身につけてからにしなさ

理由が「地域（特に訪問）をやるには２～３年病院

い」と言っているのと同じような違和感を持ってし

で経験を積んでからでないと…」といった根拠の無

まうのです．また，リハの流れという観点から言い

い定説によるものが殆どであったため，これに対す

ますと，急性期・回復期で本当に必要なことは，そ

る反論について述べました．今回は更に経営者的視

の後にやってくる生活期・終末期という領域を経験

点にシフトを置いて論じてみたいと思います．

してからでないと，真に理解できないのではないか

弊社では所属するスタッフが，その人生をかけて

という理論も成り立ちはしないでしょうか．贔屓目

いただけるような組織にしたいと考え，様々な取り

だと思いますが，この理屈の方がどこか腑に落ちる

組みを行っています．それは，組織にとって人材こ

ように思えます．

そが財であると思えるからです．ですから就職して

もう一つ，いきなり地域に出ることに賛成しかね

きた新人は手塩にかけて育てていきます．多分，他

る理由になりそうなのが，例えば訪問リハのように

の法人でも同じでしょう．ですから，簡単に転職す

「一人職場」であったり「教育が行き届かないのでは」

る者に対しては違和感が付き纏います．仮に医療機

といった印象をもたれることにあると思います．確

関側の経営者だとして，新人の就職する理由が地域

かにその弊害が無いわけではありません．発展途上

に出るために経験を積むことであり，２～３年で辞

の領域なので，小規模な事業所も多く，教育に手間

めていくことを前提にしていると知れば，時間と人

隙をかけることができないケースもあるでしょう．

材を割いて職場研修を授ける意欲を失いかねないで

しかし，こうしたマイナス面を克服し，時代の流れ

しょう．実際，高い技術が求められる産業ほど，雇

やニーズの多様化に適応するために努力を重ねたり

用流動性の低い方が研究開発活動が促進されるとい

智慧を働かせていくのが人間というものです．ちな

う研究結果もあります．職場には，求められる知識

みに昨年 OT ジャーナル Vol.45 No12 で訪問リハに

や技術も含め，所属するに相応しい組織人として教

おける弊社の新人教育のシステムについて述べまし

育する義務はありますが，養成機関ではありません．

た．よろしければご一読ください．弊社は長い時間

自分の技術さえ磨ければ良いとするような考え方

をかけて職場研修システムを作り上げ，現在も常に

は，いかにも個人主義的発想であり，それを容認す

システムのブラッシュアップを心がけています．先

る社会であったり，こうしたことを暗に指導するこ
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第１は「地域作業療法学」の独自性，存在意義の

とに対しても違和感を覚えます．
日本には「日本的経営」と称される大変優れた仕

有無についてである．37 号で野藤弘幸先生は作業療

組みがあります．終身雇用，年功序列式など，いか

法が「人―作業―環境」の関係を地域・文化の文脈

にも企業競争力が問われるようなイメージもありま

の中で捉える（筆者注：WFOT と JAOT 教育最低

すが，労使間の信頼関係によって企業が社員を大切

基準にもある）とすれば，作業治療学で地域を含め

にし，安心できる労働環境が確保されることは，もっ

て教えるべきで，分野の１つに位置づける必要はな

と見直されるべきではないでしょうか．こうした環

い，という要旨であった．確かに治療学と重複する

境であるからこそ伝承される技術もあります．また，

内容も多く，援助技術も重複する．野藤先生の言わ

専門職の組織人としての帰属意識の高さは，日本的

れるように「地域作業療法学」は方法論の問題とな

経営の美徳と専門職としての気高ささえ感じます．

り，指定規則で決められたから・・では済まされな

他方，個人主義的発想は，更にドライな労使関係

い問題となる．

をつくり，結果として労働者にとって望ましい環境

一方，第 44 号で二神雅一先生は，
「経験すればす

になるとも思えません．専門職が技術一本で世間を

るほど医療と在宅ケアは似て非なるものという感覚

渡っていけると思うのは専門職の驕りです．どんな

をもつ」と言われた．時間数の限られた中で教えら

専門家であっても，所属する組織を通じてでないと，

れる心身機能障害中心の作業治療学では，たとえ

その能力を発揮し世のため人のために貢献すること

活動・参加に言及されても不十分である，と筆者の

などできないのです．その証拠に，事業所の指定は

訪問時に言われた．各地域にはその地域独自の生活

個人では受けることができないのです．そして，地

の仕方，近所の付き合い方，公への援助の求め方が

域におけるリハは，たとえ訪問であってもケアチー

あり，地域を知る事（野藤先生の言われる地域・文

ムで動く時代です．そこには「一人職場」と言う概

化の文脈の中でと同義）からはじめるので，地域作

念も，OT が腕一本で渡っていける世界なども存在

業療法学は専門分野として，まず医療と異なるアプ

しないのです．だからこそ労使共にそこを理解し信

ローチの仕方がある事を学ばせなければならないと

頼関係を構築する必要があるのです．そして，信頼

言われる．また，
「急性期・回復期で本当に必要な

関係があればこそ時間とお金をかけ，そして目一杯

ことは，生活期・終末期という領域を経験してから

の愛情を注ぎこんで大切に育てていくことができる

でないと真に理解できないのでは」と述べておられ

のです．このような経営者としての想いも少しご理

る．起業家として 17 年，在宅ケア施設 17 施設のトッ

解いただいて，学生の教育と就職支援に当たって頂

プを勤める二神先生のことばは誠に重い．しかし，

ければありがたく思います．

キャリアの少ない教員が信念を持って地域作業療法

最後に，是非弊社の取り組み例をご覧になりませ

の理念を語り，内容と方法論を具体的に生き生きと

んか．新卒者を地域に送り出す不安が少しは解消で

教えるにはどうしたら良いのか．研究会の課題はま

きるのではないかと思っています．

だ残されている．
第２は，
「地域作業療法学」で教えるべき内容，
教えている内容についてである．第 38 号の木村伊

「地域作業療法教育」シリーズ終了にあたって

津子先生は精神科系の就労支援の場からの要望とし

岩崎テル子（作業療法教育研究会監事）

て，①就労事例を知る，②支援機関を知る，③ケアー

第 46 号（2012 年７月 31 日発行）掲載

マネージメントを経験する，④「仕事」の作業分析

2010 年２月第 36 号で提案させて頂いた本シリー

を経験する，を挙げられた．特に作業分析はきめ細

ズも，今回第 46 号を持って終了することになった．

やかで現実的である．これらは「職業関連活動」で

２年あまりの間，ご多忙な中ご執筆頂いた会員，非

教えられているのか，
「地域作業療法学」が担うべ

会員の７人の先生方に心より感謝申し上げます．終

きか．第 42 号では西上忠臣先生がもっと根源的な

わりに当たり，当初の提案趣旨に沿ってまとめてみ

問題として，学校や職場に馴染めない若者が，“意

た．

味のある作業”をみつけるための支援を紹介してく
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れた．ここで作業療法士や仲間と交わる中で“社会”

ないのです」と断言されている．実は筆者は昨年二

というものを身体に沁みこませていくという．この

神先生を訪ね，新人 OT 達に面接させて頂いた．み

「作業的公正」を実現させようとする熱意と行動力

な実に生き生きと朗らかに働いていた．先輩 OT に

は，理論と実践の裏打ちあっての成果と思われる．

よる付き添い指導（パートナー制度）があり，経験

どうしたらこうなれるのか．個人的資質か経験か環

年数に応じた細やかな研修制度が作られている．
「試

境か卒前教育か卒後教育か西上先生に伺いたい．

行錯誤して作っています」と言われたが，
「生活力

第 39 号の大越満先生は訪問リハの現場で，住宅

デザイナー制度」など実にユニークな発想で，目

改修や福祉機器選定の知識・技術は作業療法士に必

指すべき目標があるというのは働く者に希望を与え

須であると述べている．訪問リハに携わる他の専門

る．

職の中でも作業療法士は地域リハにぴったりだとほ

しかし，このように「人材こそが財」と信念を持っ

れ込んでおられる．思わず元気が出る．しかし，多

て新人を育てる施設は多くはない．筆者が考えた次

職種連携で進められる在宅ケアの中でどのように独

善の策は，教員が就職希望の学生と共に施設を訪ね，

自性を発揮するのか．大越先生は「専門性を持ちつ

新人教育について聞き，必要なら教育資源（近隣の

つ職域を重ねながら遂行する」と柔軟性・協調性を

OT 在籍施設の見学や実習など）提供の申し出をす

説かれている．カリキュラムの中には「生活環境論」

るなど，積極的に関わる事である．学校側の熱意は

や「福祉機器論」もある．地域作業療法学は１人の

施設にもきっと届くと信じたい．

生活者に対する統合的サービスの全体像を提示する
科目でもある．とすれば，第 43 号で古山千佳子先
生が紹介された地域に関する３科目の連続性と発展
性は大いに参考になる．事例の選定に工夫が要るが，
学生は事例を通すことで深い学びができる事にな
る．対象者が選んだ作業の遂行過程で必要な生活環
境を検討し，福祉機器も取り入れるという視点も入
るだろうか．このような体験学習者と知識偏重学習
者では，卒後地域作業療法への取り組み方にどのよ
うな差が出てくるものだろうか．
第３の問題提起は元学生からのフィードバックで
あった．第 40 号で岩崎が，41 号で近野智子先生が
紹介した．経験６年目と8年目の教え子３人は，共
に地域作業療法は治療学の各分野で教わった知識・
技術の応用であり統合であると捉えているようだ．
筆者は提案文に「学生には医療機関で医療職とし
ての基礎能力をつけてから地域に出るよう勧めてき
た」と書いたが，二神先生はそれは逆だと言われて
いる．500 人余の職員を束ねる先生は，
「医療と在宅
ケアは似て非なるもの」と言われ，筆者のような進
路指導を学生にする教員が多い事に辟易しておられ
る．訪問リハの現場のような「一人職場」に経験の
ない学生を出すことの教員側の不安についても，
「地
域はケアチームで動く時代なのです．一人職場とい
う概念も，OT の腕一本で渡っていける世界なども
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論文翻訳
作業中心，作業基盤，作業焦点：同じか，同じだったり違ったりするのか
Occupation-centred, occupation-based, occupation-focused: Same, same or different?
著者：アン・Ｇ・フィッシャー
AnneG.FISHER
訳：吉川ひろみ
HiromiYOSHIKAWA

Japanese Journal of Research for the Occupational Therapy Education 13(1):

47-69, 2013

Scandinavian Journal of Occupational Therapy 誌掲載論文より。（原文は p.59 ～ p.69 に掲載しています。）
要旨
背景：作業療法という専門職の始まりからずっと，作業を行うということは，介入の目標であると同様に，
基本的な治療媒体としての価値を認められてきた．現在この考えを支持しないという人はほとんどいないが，
その一方で作業療法士たちは，
「私たちが何をするか」「どのようにそれをするか」ということを通して自分
たちの信念を実行していくことに，苦悩し続けている．この問題が起こるのは，作業療法の研究，教育，実
践において，作業療法士が何をどのように行うのかを明確に定義するように用語を使うことに失敗している
からである．方法：そこで筆者は，まず基本的な作業療法用語について述べ，作業療法士として何をするか，
それをどのようにするかということを，作業療法士やその他の人々に対して，より明確に定義し説明するた
めに使われうる作業関連用語を提案する．それから，作業科学者と作業療法の研究者，教育者，実践家の中
での重要な自己省察を育成することを目標として，作業療法介入プロセスモデル（OTIPM）における作業
療法プロセスの概要の段階を追って述べていき，実践において作業の力を最大化するよう促進しうる作業関
連用語をより詳細にどのように使うかを説明する．
キーワード：評価，介入，作業科学，作業療法，作業療法理論，専門的リーズニング

作業療法士として私たちは，皆ある使命を負って

現在の多くの人が否定するということはないだろ

いる．それは作業を基盤とした，作業に焦点を当て

う．むしろ今日の問題は，作業科学者として，作業

たサービスを，クライエントに行うということであ

療法の研究者，教育者，実践家として，
「私たちが

る．作業療法という専門職の始まりからずっと，作

すること」を通して，この信念を実行し続けるとい

業を行うということは，介入の目標であると同時に，

うことなのだ．私たちがいつも自分たちの使命を果

基本的な治療法として価値が置かれてきた

１-３）

．初

期の作業療法士たちが固く信じていた作業の力を，

たしているわけではなく，私たちの専門職の中心と
なる作業の力を反映する介入法や評価法を使ってい
ないということが問題なのだ．また，研究，教育，

県立広島大学 保健福祉学部 作業療法学科
PrefecturalUniversityofHiroshima,Facultyof
HealthandWelfare,DepartmentofOccupational
Therapy
〒 723-0053 広島県三原市学園町 1-1
1-1Gakuen,Mihara,Hiroshima,723-0053,Japan

実践において作業を十分に活用できていない要因の
重要な点は，一貫した用語の使い方に失敗しており，
私たちが何をするかだけでなく，私たちがどのよう
にそれをするのかということを，明確に定義し説明
するやり方で，用語が使われていないことが関連し
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う．

ていると思う．
そのために，まず筆者は，私たちが使っている用
語を検討し，自分たち，作業療法のクライエント，

作業中心

他職種の同僚たちに対して，私たちが作業科学者や

作業中心という用語から始めるなら，初期の作業

作業療法士として，どのように考え，何を行い，ど

療法士たちは作業中心だったと思う．中心というこ

のようにそれを行うのか，ということを，もっと明

とは，中央の位置に置くということである．何かが

確に定義し説明するために使える作業関連用語を提

中央にくるとき，それは第一に重要であり，その源

案する．次に，重要な自己省察を育成するという目

から何かが始まる．そこから何かが引き出されてつ

標をあげ，作業療法プロセスの段階を通して，実践

ながっていくのである 12，13）．作業科学と作業療法に

における作業の力の最大化という私たちの使命を果

とって，作業は中央に位置づけられる．

たすことを促進する作業関連用語の使い方を，より
詳細に説明する．

作業中心という用語は，1998 年の文献に初めて登
場し，AJOT のその号の編集者の Wood は，作業療
法士に，作業療法という専門職の中核となる哲学的

同じか，同じだったり違ったりするのか

基盤には明確に作業があったという自分たちの歴史

（a）作業，（b）作業科学と作業療法，の間の関

的遺産を思い起こさせた．将来への懸念を表明した

係を定義する文献において，よく使われている３

のだが，それは作業をきちんと取り込んでいる作業

つ の 用 語 が あ る． そ れ は， 作 業 中 心（occupation-

療法士が多くはないからである，彼女は次のように

centred）
，作業基盤（occupation-based）
，作業焦点

述べている．

（occupation-focused）
，である．学術誌や教科書の
50 件以上の論文を読んだ後でも，こうした用語が明

この AJOT の特集では用語をとりあげた．私が

確に定義されず，相互互換的に使われたり，同義に

思うに，これは多くの人にとっては繰り返しで

使われていることが明らかである．これを明確にす

はあるが，みんなにとって必要な作業中心の作

るために，次の例をあげる．

業療法である 14）（pp.323-4）．

◦

◦

作業焦点という用語を定義している著者はいる

AJOT の同じ号で，何人かの著者が作業中心と

が，それは別の著者により，作業中心という用

いう用語が何を意味するかについて述べている．

語の定義や説明で使われている言葉で定義され

Nielson ４） は，作業中心を専門職の立ち位置，ある

ている４-６）．

いは視点であり，
「作業療法の研究，教育，実践の
７）

人間作業モデルは，作業焦点モデル ，作業基
8）

盤モデル
◦

中心として作業（p.387）」を出していくことだと述
べている．作業中心が，専門職特有の視点だとする

の両方として引用されている．

同様に，作業遂行と結び付きのカナダモデル

考えを強調して Yerxa ６）は，作業は枠組みを作り上

（CMOP-E）９） は，作業焦点 10），作業基盤モデ

げる際の中心でなければならない．そうであれば「作

ル

11）

業療法士は，自分たちがサービスを提供する人たち

として引用されている．

のニーズを見る『メガネ』を提供する（p.366）
」と
私が主張したいのは，この３つの用語，作業中心，

述べている．
言葉を変えて言うなら，作業療法士が作業療法

作業基盤，作業焦点が，それぞれ独自のものであり，
どれも他の２つとは基本的な違いがあるということ

独自のパラダイムによって導かれるとき，Wicks15）

だ．また，私たちがこれらの用語をもっと注意深く

が述べる作業レンズ（occupational lens）を使うこ

定義し，一貫した使い方をしていたなら，作業科学

とになる．作業療法士は作業に根ざすようになり，

者や作業療法の教育者，教育者，実践家として，ど

人 そ れ ぞ れ 独 自 が も つ 作 業 の 熟 練（occupational

のように考え，何を行い，どのように行うかに，こ

expertise）に敬意を表し，作業療法プロセス全体を

れを十分に反映させることがもっとよくできると思

通して作業の視点を持ち続ける 16）．もっとも最近で
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は，WendyWood（2012 年8月２日の私的会話）が，

もたなければならないし，私たちがすることを，こ

私たちの独自の作業的視点を指すときに，作業焦点

の中核に明確に関連付けなければならない 17）．

を好んで使っていた．

作業療法の専門的リーズニングの源泉として，作
業中心の視点を採用した場合，私たちのリーズニン

私のイメージは，太陽系の惑星．もちろん中

グの仕方が，私たちの行動を導く．さらに，私たち

央は「作業」で，他の惑星は，中央がもつ力に

の作業中心の視点を十分に反映し，うまく外に行動

重力のように引っ張られているの．

として出していくために，私たちがすることや，ど
のようにするかということは，作業基盤であり作業

私たちの専門職の作業という中核に，私たちがす
るすべてのことを関連づけていくとき，引力の中心
に集まる作業の力を認めることになる

焦点でなければならない．次の用語へと論を進めよ
う．

17）

．私はこれ

を関連科学（心理学，解剖学など）と同様に，関連

作業基盤

モデル（発達学的，生物力学的など）から採用した

基盤が意味するのは，何かの中心となる構成要素

知識や技能を作業の核に結び付けていくプロセスと

とか，何かの土台となる部分である 12，13）．作業科学

してイメージする．これをする際に，私たちはそれ

者と作業療法士にとっての基盤とか土台は作業であ

らの形を変換するので，それらが中心に引っ張られ，

る．こうして私たちは作業基盤の方法を使った評価

作業中心の視点を反映するようなやり方になってい

法や介入法として，ある人が作業を行うようにして

くのである．
（図１）
．

いる．作業基盤の評価法には，人が作業を行う遂行

私たちの作業中心の視点は，非常に重要である．

分析や課題分析が含まれる．遂行分析と課題分析は

これは，作業療法という専門職の考えを始める源で

違う．遂行分析は，作業療法士がその人の作業遂行

あり，私たちが何をするか，どのようにするかが，

の質を評価するのであり，課題分析は，作業遂行を

そこから引き出されてくる．そのため，作業科学者

低下させる原因となっている個人因子や心身機能や

として，作業療法士として，作業中心の視点を採用

環境因子を評価するのである 18）．作業基盤の介入は，

することは不可欠なのである．私たちは作業レンズ

作業療法士が，変化を起こす治療媒体として人が作

を採用しなければならないし

６，15）

，専門職の中核を

理論化した信条をもって考えを進めるための基盤を

業を行うようにする場合であり，習得作業（作業技
能練習など）がその例である 19）（注１）．
作業基盤の方法の力
作業基盤の方法を使うことで，いくつかの利点が
ある．まず，政治的利点である．作業基盤の評価法
や介入法を使えば，他者に対する強力なメッセージ
を発することになる．私たちが自分たちの専門職独
自の作業中心の視点，作業の重要性を中心において
いること，意味のある行いを重視していることを強

図１

作業療法という専門職の外側で発展する関連

モデルと関連科学の関係図であり，これは専門職の
中核となる考え（パラダイム）であり，作業療法特
有のやり方で実行する際に反映されるものである。

注 1 作業基盤（occupation-based）と手段としての作業
（occupation-as-means）は同じだということもあるかも
しれないが，手段としての作業には，作業遂行と関連す
るクライエントの目標への最終的な到達をサポートする
準備となる技術（超音波やストレッチなど）や，文脈を
無視した下位技能の練習を含む 20，21）．さらに，手段とし
ての作業は，介入の一形態として作業を使うときのみに
使われる語だが 16，22，23），作業基盤は，介入法と評価法
の両方として，人が作業を行うときに使う．
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図２

個人因子と心身機能，課題要請，環境要請，社会と文化の影響因子の相互関

係として作業遂行をとらえた概念図
調することができる．しかし，このメッセージは他

りうまく特定できる．作業遂行は，個人因子と心身

職種（理学療法，心理，看護，ソーシャルワークな

機能，環境からの要請，課題からの要請，社会文化

ど）の真似ではなく，私たちが作業基盤の評価法と

的影響の相互の複雑な絡み合いから生じるのであり

介入法を使っているときにだけ，明確となるだろう．

（図２）
，基礎的要因についての文脈を無視した検査

もし私たちが，他職種が使っているような文脈を無

が人の日常生活課題の遂行能力の予測因子として役

視した評価法や介入法を使うならば，私たちは独自

立たないというエビデンスが増えている 19，25，26）．

の視点や役割をもっていないというメッセージを伝
える危険を冒すことになる

24）

最後に，作業基盤の介入について考えるとき，
Pierce27）が述べた治療媒体としての作業の力がある．

．

次に，作業基盤の遂行分析は，単に結果（その人

作業の力は，（a）人の日常生活において通常の通り

が日常生活課題を安全に自立してできるかどうか）

に行う，
（b）作業がその人の目標に適合している，
（c）

だけでなく，生態学的に妥当な方法で，人の作業遂

作業を行うことが「楽しみ，生産性，休息の望まし

行の質の評価を示す

18，19）

．ゆえに私たちは，作業療

いレベル」となるような形で表れる，といったこと

法サービスの提供を通して何が変化したのか，つま

の度合いで決まる（p.490）
．楽しみは，作業を行っ

り作業遂行の変化があったことを評価する．

ている最中に喜びの感情（よい気持ち，幸せを感じ

同様に，課題分析も生態学的に妥当な方法で，個

る，瞬間そのただ中にいる感じ，面白い，もう一度

人因子，心身機能，環境因子が，日常生活課題の遂

やりたいなど）を経験することである．生産性とは，

行にどの程度影響を及ぼしているかを評価するもの

達成感（何かに到達した，何かを成し遂げた，何か

である．さらに，私たちが個人因子，心身機能，環

を学んだ，うまく組織化できたなど）を経験するこ

境因子の文脈を無視した評価をせずに，作業基盤の

とである．最後の休息は，リニューアルの感覚（リ

課題分析を使うようにすれば，どの要因が実際に

フレッシュや休養できた，エネルギーが充電できた，

日常生活課題の遂行に影響を及ぼしているかを，よ

真ん中に戻ったなど）を経験することである 28）．
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ケンのハイキングは作業である．文脈を無視した

Atler28） は，作業療法士が人の主観的経験を考慮
することは重要だと述べている．人の経験は楽しみ，

歩行やハイキング練習ではない．ハイキングはケン

生産性，休息の３つすべてとこれらが相互に関連し

に意味と目的を与え，ケンの日常生活の通常の一部

合っているのだと認識するということが重要であ

分として行われている 16，27）．彼の目標は，アイスラ

る．作業はどんな作業であれ，経験の組み合わせに

ンドをハイキングできるようになることだったし，

なっている．さらに，
状況とか文脈といったもの（人

別の文脈でのハイキングは，ケンに楽しみと生産性

の外的および内的要因など）が，その人が経験する

と休息のさまざまなレベルでのバランスをもたらし

楽しみ，生産性，休息のレベルに影響を与える．重

た 27，28）．

要なことは，各人が楽しみ，生産性，休息のバラン

クライエント中心の視点を採用するとき，私たち

スのすべてを，作業の中で，そしていろいろな作業

は作業基盤のサービスを実行するようになる．私た

に渡って経験するということである．

ちの仕事で出会う人々は，ケンのように自分の選択

たとえば，股関節置換手術の後に，コロラドの

した意味のある作業を行うのだ．これが行われれば，

ロッキー山麓で日常的にウォーキングをしているケ

私たちは研究，教育，実践において，作業基盤の評

ンが，とても高いレベルで生産性を経験していると

価と介入の力を最大化することになる．

言ったとする．ケンは楽しみも少しは経験している
が，休息の経験は低いレベルだろう．ウォーキング

作業焦点

は疲れるし，休養というわけにはいかないからだ．

専門職特有の視点として作業中心であろうとし，
人が作業を行う評価法や介入法として作業基盤であ

私は筋力を取り戻すために歩いているから，ア

ろうと考えるなら，作業焦点は何を意味するのか．

イスランドへハイキングに行けるだろうと思う

焦点というのは，何かにフォーカスし，そこに人の

よ．自分の体がだんだん強くなっていると感じ

注意を集中させることである 12，13）．それゆえ，私た

られる．好きなんだな．今は尾根の上まで行く

ちが作業焦点であるとき，私たちの注意は作業に集

のにたった 30 分さ．心から楽しんでいるとは

中する．まず第一に焦点を当てるのは，人の作業遂

言えないな．大変だし，熱くなるし，疲れるよ．

行の質を評価したり変化させたりすることである．

でも他の登山者や走っている人や自転車に乗っ

これは「今ここで」ということであり，未来に起こ

ている人を見るのは楽しい．中には驚くような

ることとか，これから発達していくかもしれないこ

人もいるね．

とではない．さらに詳しくいえば，私たちが自分た
ちの行動を導く作業中心の視点をもつなら，サービ

３週間後，アイスランドでハイキングをしたとき

スを実行する別の方法として，作業に焦点を当てた

の文脈は違った．ケンは強くなっており，アイスラ

評価と介入を実行するために，一貫してこの視点を

ンドはコロラドのロッキーとは大きく違っていた．

使う．
Letts22）が最近紹介した言葉は，まず第一のフォー

ケンは今，高いレベルの休息と楽しみを経験してお
り，生産性は低いレベルだ．

カスを作業に当てるというこの考えを，作業を近位
（proximal）におかなければならないとするものだ．

アイスランドにいるなんて信じられないよ．景

何かが近位にあるとき，注目点がすぐそこにあると

色は素晴らしいし，友だちも一緒で楽しいよ．

か，最も近くにあるということになる 12，13）．今ここ

活力がみなぎってる感じだ．溶岩の上を歩くな

にということだ．

んてわくわくするし，地球の割れ目から流れ出

人の作業遂行の質を評価するために，遂行分析を

た物を見るなんてすごいよ．地殻変動を起こし

実行するとき，作業は私たちの評価の近位の焦点と

た別の地表に，片足ずつを置いてるなんて，本

なる．同様に，人が習得作業（作業技能トレーニング）

当にスリリングな気分だ．

を行うとき，そして，その人の目標と関係する日常
生活課題の遂行が向上するとき，介入の近位の焦点
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表1

作業中，作業基盤，作業焦点という用語の定義の要約

は作業にある 19，22）．

にするかということがわかれば，実践（注３） で作業

これとは対照的に，評価や介入の近位の焦点が，

の力を最大化することによって，私たちの使命を十

心身機能，個人因子，環境因子にあるとき，最終

分に果たすことが可能になる．作業中心の視点を採

的な目標を作業遂行の理解や向上としているときで

用することは，私たちが何をするかの中心に個人因

も，私たちのしていることは作業焦点ではない．別

子や心身機能をおくようなボトムアップレンズを手

の言葉でいえば，まず第一の焦点が，作業遂行を低

放すことであり，作業レンズを使うことである．こ

下させている要素的な原因の評価や変化にあるとい

のプロセスは，作業中心の視点を支持する複数の

うことは，作業や日常生活の課題遂行に焦点が当

作業療法実践モデルを使うことによって行われう

たっていないということである．同様に，代償モデ

る．こうしたモデルとは，人間作業モデル（MOH

ルでコンサルティングを行う場合，作業遂行を向上

O）７），作業の可能化（EO-Ⅱ）９），作業療法介入プロ

させるであろう環境調整に関連する助言をすること

セスモデル（OTIPM）19）の３つである．この３つの

は，近位の焦点は作業ではなく，環境に当たってい

モデルには，共通の性質があるが，それぞれが作業

る．

中心の視点に貢献し，私たちのリーズニングを導く

しかし，近位であるかどうかは，比較の問題にも
なる．たとえば，近位の焦点が環境調整に当たって

が，やり方が違う．ゆえに，相互に置き換えること
はできないのだ．

いるとき，作業遂行の質の向上が起こりそうな状況

OTIPM（図３）は，作業基盤と作業焦点の評価

が作られているということがある．この場合，作業

法と介入法において，私たちがすることを明確に強

は「近位に近い（near proximal）
」ことになる．こ

調するモデルなので，どのようにこの方法を作業

れとは対照的に，近位の焦点が心身機能改善に当

療法実践で実行しうるのかを説明するために，私は

たっているなら，最終的に作業遂行の向上が起こる

OTIPM を使う．OTIPM で私が作業療法プロセスの

という希望をもっていても，作業は近位からは程遠
い（注２）．
作業中心の視点で，作業基盤，作業焦点のサービス
を実行する
さて，作業中心，作業基盤，作業焦点という用語
を考えてきたが，独自の作業関連用語分類法を提案
しよう．表１に要約を示しているが，より詳細に述
べていこうと思う．私たちが何をするか，どのよう

注２ 作業基盤（occupation-based）という用語が，手
段としての作業（occupation-as-means）と同義ではない
ことと同様に，作業焦点（occupation-focused）も目的と
しての作業（occupation-as-end）と同義ではない．まず
目的としての作業は，作業がまず第一の近位の目標では
ない場合でも，介入成果を含む 16）．次に目的としての作
業とは違い作業焦点は，作業焦点の介入法だけではなく，
作業焦点の評価を含む．
注３ 作業療法実践に焦点を当てているが，研究や教育
についても一般化して使える例であると思う．
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図3

作業療法介入プロセスモデル

出典：AdaptedfromFisherAG.OccupationalTherapy

Intervention Process Model: A model for planning and implementing top–down, clientcentered, and occupation-based interventions. Fort Collins, CO: Three Star Press; 2009.
Reprintedwithpermission.

概要を段階に沿って明確に説明してきたように，私

同時にクライエント中心の遂行文脈を形成すること

たちが作業療法で共通に使っている方法は，作業基

によって始まる．図３に示されている黒い枠線の濃

盤とか作業焦点のどちらかである必要はない．中に

い色の矢印は，治療的信頼関係の発展とクライエン

はこの両方である場合もあるが，どちらでもない場

トとの協働のプロセスが，作業療法プロセス全体を

合もあるかもしれない．しかし，私たちが最初に作
業中心の視点を採用し，私たちが何をするか，どの
ようにするかについての私たちのリーズニングを導
くために作業中心の視点を使うなら，私たちが使う
方法のほとんどが，作業基盤か，作業焦点か，この
両方となるだろう．さらに，作業基盤でもなければ
作業焦点でもない方法は，私たちの作業中心の視点
を使う専門職の中核となる信条に明確に関連しなけ
ればならず，そうなっていくだろう．
作業基盤，作業焦点の評価と作業焦点の目標設定
作業療法プロセスは３つの大きな段階，評価と目
標設定，介入，再評価に渡って生じるものとして概
念化することができる（図３）
．評価の段階は，
（a）
治療的信頼関係を発展させ，クライエント（注４）と一
緒に協働して取り組んでいくプロセスを開始し，
（b）

注４ ここまで，一般的な言葉として，私は一人の人間
（humanbeing）という意味で人（person）を使っている．
ここからクライエント（client）を使うが，強調すべき
重要なことは，クライエントは一人の人（a person）か
もしれないし，クライエント群（clientconstellation）か
もしれないし，クライエント集団（client group）かも
しれないということだ．人とは通常は作業療法に処方が
出ている人である．クライエント群とは，作業療法に処
方が出ている人と，その人に近い人で，その人によって
作業遂行に影響を及ぼされているとか，作業の困難さを
経験している人である（脳卒中の夫と彼をケアしている
妻，生徒と配慮や調整を行う必要がある教員など）
．ク
ライエント集団とは，お互いに知り合いではないが，似
たような作業の困難さを経験していたり，作業の関心事
をもつ人たちである（認知症の人と家族の集団，作業の
困難さに直面するリスクがあるかもしれない地域に住む
健康な高齢の住民，青少年のための作業機会の開発の仕
方についてアドバイスを求める行政機関など）．ゆえに，
クライエントになりうるのは，個人，集団，機関，企業，
地域，住民全体である 19）．
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業遂行と結び付きのカナダモデル（CMOP-E）９）や，

通して続くことを表現している．
治療的信頼関係と強固な治療的協力関係を発達さ

人間作業モデル（MOHO）７）も選択肢となる（注５）．

せることは，信頼とオープンなコミュニケーション

作業療法インタビューの目標は，クライエントの

と相互尊重に基づく．この関係は，作業基盤や作業

視点での日常生活課題の遂行について，作業遂行の

焦点である必要はない．しかし，作業療法士が作業

強みや問題を，クライエントが決められるというこ

中心の視点をもつなら，どのような協力関係になる

とがある．作業療法士とクライエントは，協働して

かを決めることになる．たとえば，作業療法士とク

取り組み，クライエントがこれからの評価や介入を

ライエントが，過去や現在や将来の作業について作

通して，まず何をしていきたいかを問題として，ど

業焦点のストーリーを話したり共有するなら，そこ

の日常生活課題の遂行を優先するかを，クライエン

には彼らの関係を強化する共有された意味の思いが

トが決めることができるようにする（図３）．作業

育ち，そのために作業療法プロセスがしっかりした

療法プロセスのこの段階は，作業焦点であることは

ものとなる

29）

．作業療法士が作業中心の視点を採用

明確だが，作業基盤ではない．つまりクライエント

するなら，こうした会話をすることになり，これが

は作業について考えているのであって，作業遂行を

治療的関係やクライエントと一緒に協働して取り組

行ってはいない．
30）
カナダ作業遂行測定（COPM）
や ADL タキソノ

むことを発展させる重要で明確なものとなる．
クライエント中心の遂行文脈を確立することは，

ミー 31，32） のような作業焦点のインタビューガイド

作業療法インタビューを通して通常行われていく．

は，作業療法プロセスのこの段階で作業療法士が通

この目的は，作業中心の視点を使うことであり，ク

常使える作業焦点の道具である．もう一度いうが，

ライエントから情報を集めることである．これは作

これはインタビューを基盤としたものであり，クラ

業療法士が，クライエントの視点からクライエント

イエントの作業遂行の観察を基盤としていないの

を作業的存在として理解することができるようにす

で，こうした道具は作業基盤ではない．

る．さらに，クライエントが何をしているか，なぜ，

クライエントが，どの日常生活課題を優先するか

どのようにクライエントがそれをしているかという

がわかったら，作業療法士はクライエントあるいは，

文脈を提供する，さまざまな内的，外的要因を理解

クライエント群の中の誰かが優先する課題を遂行す

し，こうした要因がどのようにクライエントの作業

るところを観察し，各課題の遂行分析を行う（図

遂行を促進したり，制限したりしているかを理解す

３）．遂行分析は，作業基盤であり作業焦点でもあ

ることも，このときの目標となる．また，どの日常

る．作業基盤であるというのは，作業療法士が，ク

生活課題遂行が，クライエントの社会への完全参加

ライエントやクライエント群の人が作業遂行を行う

を促進し制限しているものとクライエントがとらえ

ところを観察するからである．遂行分析が作業焦点

ているかを理解することも目標となる（図３）．

であるのは，近位に意図することが，その人の作

私たちの焦点が遂行文脈に当たっているとき，作

業遂行の質を評価することであり，そのときその人

業自体に当たっているのではないので，作業が近位

が効果的に行った行為や，効果的ではなかった行為

ではない．それゆえ，どの内的，外的要因が資源と

を，その課題の行為の中で評価するからである．こ

なり，どれが制限となるかについて理解を進めるこ

うした課題の行為，あるいは遂行技能は，作業遂行

とは，作業焦点でもなければ，作業基盤でもない．

の観察可能な最小単位であり，その人が作業遂行を

しかし，クライエント遂行文脈の中での資源と制
限を明らかにすることは，作業中心の視点を明確に

行っていくとき，一つ一つやり遂げていくことであ
る ７，18，19，33）．

導く重要な段階である．つまり OTIPM からこの情
報は，個人因子と心身機能，課題要請，環境要請，
社会文化的影響因子間の相互交流として，作業遂行
の概念モデルを使って，作業療法専門職の中核的信
18，19）
条に関連づけられる（図１）
．その他には，作

注５ 実際 MOHO の焦点の多くは，すること doing（作
業参加，作業遂行，遂行技能）の概念化であり，a）人
の意志の性質，内在化された日課，基礎となる遂行能力，
b）物理的，社会的環境，c）作業フォーム（課題など）
の間の交流から生まれる適応を概念化している７）．
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これは目的指向的行為の鎖を表しており，これが
作業遂行なのである

与えるような，役に立つもの，妥当なものを選ぶ．

18，19）

すでに述べてきたように，作業療法士が選択する

．こうして，近位の焦点は

作業となるのであり，心身機能ではない．最後に，

戦略によって，その方法が作業基盤となるか，なら

効果的に遂行分析を実行するうえで必要なのは，磨

ないかが決まる．作業療法士がクライエントの優先

き上げられた作業中心の視点であり，これができれ

する日常生活課題の遂行中に観察したことを反映

ば，作業遂行の質に焦点を当て続けることになり，

し，作業基盤の課題分析を行うこともできる（図

個人因子，心身機能，環境因子に焦点が移ることは

３）18，19）．課題分析は，基礎となる個人因子，心身

ない．この段階は作業療法プロセスの後の方にくる．

機能，環境因子のどれが作業遂行の質を高めている

作業療法士が遂行分析をするとき，作業基盤と作

か，低下させている理由なのかについて明らかにす

業焦点の両方を備えた標準化された方法を使うこと
ができる．運動とプロセス技能評価（AMPS）

34，35）

36）

ることを目的としているので，作業焦点ではない．
課題分析の利点は，この評価が，個人因子や心身機

や社会交流評価（ESI） がこの例である．その他の

能，課題要請，環境要請，社会文化的影響因子間の

方法には，標準化されてない遂行分析を行うことが

相互交流として作業遂行を概念化するという文脈を

ある

18，19）

もっているので，作業中心の視点から導かれている

．

遂行分析を完了していく際に，作業療法士とクラ

点である（図２）．

イエントは，協働してクライエント中心の作業焦点

多くの標準化された作業基盤の課題分析がある

の目標を決める（図３）
．繰り返すが，強力な作業

（たとえば文献 18）．しかし，作業療法士にとって

中心の視点では，クライエントの目標が作業に焦点

より一般的なのは，人の日常生活課題の遂行を観察

を当てたものであることを確実にしていく必要があ

し，その観察に基づいて，その人の作業遂行の質を

る．特にクライエントが作業焦点ではない目標を達

低下させている理由は何かを，専門的リーズニング

成したいという欲求を表明したときには，そうであ

を使って，標準化されていない課題分析を行うこと

る．これが起こるとき，私たちは，治療的協力関係

である．

を築き，作業における目標をクライエントが設定す

その人の観察された作業遂行の問題の理由や原因

ることができるよう，クライエントと協働して取り

を明らかにする別の方法には，標準化された，ある

組んでいかなければならない．クライエントが作業

いは標準化されていない検査を行って，環境や人

中心の視点を持つことに抵抗を示した場合，私たち

の基礎的要素や心身機能の低下（意志，筋力，知

がしなければならないことは，クライエントの望む

覚， 運 動 行 為［praxis］ な ど ） を 調 べ る こ と が あ

ことにもっと深く関連する視点をもつ他の専門職に

る．こうした方法は文脈を無視したものであり，近

紹介する準備である．

位とは程遠く，作業基盤でも作業焦点でもない．さ

作業療法プロセスの次の段階において，作業療法

らに大きなリスクもある．というのは，こうした選

士は観察した作業遂行の問題の理由や原因を明らか

択が作業中心の視点から導かれず，作業療法専門職

にすることが重要だ，という気持ちになるかもしれ

の中核とはいっさい関係がなくなるという結果をも

ない（図３）．この段階で重要なのは，私たちの決

たらすのだ．さらに前述したように，こうした検査

断を注意深く導くための作業中心の視点を使うこと

は，作業遂行の質の予測因子としては貧弱なのであ

である．原因を明確にする必要があるのかないのか，

る 19，25，26）．これは，作業療法士がボトムアップレ

もしあるのなら，どの方法を使うのか．さらに詳し

ンズを捨て去り，代わりに作業レンズを使う必要

くいえば，私たちが利用しうる方法は，作業基盤の

性を示唆する．別の言い方をするなら，文脈を無視

課題分析や，個人因子や心身機能や環境因子といっ

した個人因子や心身機能や環境因子の検査法を使う

た基礎的要因についての文脈を無視した検査法であ

と，真の作業中心の視点から，より一層離れてしま

る．どの方法を選んでも構わないが，作業療法介入

うのである．この状況は，強力な作業中心の視点に

からどのような利益が得られるか，いくつかの介入

基づいた意思決定を注意深く導いていく必要性を最

の中でどれがもっとも効果的か，についての洞察を

大化する．
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作業療法プロセスの評価段階を完了する際やその

力を向上させるかもしれない自助具であるという判

最中に，作業療法士は作業療法評価結果を文書化す

断に基づいている．作業療法士が，生徒と一緒に取

る．繰り返すが，作業中心の視点に導かれながら作

り組んでいくなら，教員は a）生徒が自助具を使う

業療法士は，クライエントが報告する作業遂行の強

とき，子どもをサポートするために必要な作業技能

みや問題，観察したクライエントの作業遂行の質，

を，教員が発達させる，b）教室での活動の中で，

クライエントの目標を強調するような作業焦点の用

効果的に自助具を使うための十分な技能を練習した

語を使う（作業焦点の記録例は，文献 18,19,34 を参

り学習したりする機会を，子どもがもつことを確認

照）．

する．作業基盤，作業焦点の両方で進む介入を提案
するなら，自然の教室の日課の文脈で，作業を行う．

作業基盤，作業焦点の介入

そこでは，作業は近位となり，教員にとっても生徒

作業療法プロセスの介入段階を考えるとき，選択

にとっても，自分の作業遂行を改善するための新し

肢が４種類ある．それは，代償，教育，習得，回復

い戦略を練習したり学習したりする機会を得ること

である（図３）
．この介入戦略は，単独で行われる

となる．

場合も，組み合わせて行われる場合もあり，作業基

私たちが教育や教授のためのモデルを選択し，作

盤，作業焦点，この両方となる作業療法サービスを

業療法教育プログラムを実行するとき（セミナー，

行う機会を提供する．これが繰り返し起こることを

研修会，講演，集団介入プログラムの講義形式のも

確実にするために必要なのは，作業中心の視点をう

のなど）
，介入は作業焦点となるが，作業基盤には

まく育てることである．

ならない．たとえば，作業療法士は「作業を通して

代償モデルと，適応作業を通して作業の可能化を

の健康」というセミナーを，地域の高齢者センター

図るという選択は，作業焦点となることが多いが，

を利用する高齢者の集団を対象に開催する場合もあ

常に作業基盤であるとは限らない．理想的には，作

る．セミナーでは，過去や将来の作業について自己

業を行う最中に，適応のための道具，福祉用具，代

省察する内容を含んだり，参加者同士が作業焦点の

償法，物理的・社会的環境調整といった，推奨され

ディスカッションをすることもある．この場合，セ

る適応戦略を練習したり学習したりする機会がクラ

ミナー参加の最中に積極的に作業を行うことはな

イエントに与えられるとよい．適応作業を練習した

い．教育プログラムの近位の焦点は作業に当たって

り学習したりするための機会が，作業療法サービス

いるが，参加者は作業をするわけではなく，作業に

に組み込まれるとき，介入は作業基盤となる．それ

ついて思い起こしたり，ディスカッションしたりす

は，クライエントが新しい適応戦略を使いながら作

る．

業遂行を，安全に効果的に満足いくように行えるよ

教育モデルで行われる作業療法サービスの別の例

うになることを確実にするために行っていくことに

には，都市計画を行う人たちと会い，コンサルティ

なるからである．前述したように，環境調整を紹介

ングとか教育戦略を使って，健康のためには作業を

することを提案するのは，近位の焦点を環境に当て

することが重要であるとディスカッションしたり，

ることになる．提案した介入が，クライエントの作

その地域の住民のための作業機会を拡大するよう設

業技能を発達させることにもなるなら，適応戦略は

計された環境調整に関する提案をする．いうまでも

作業焦点の性質ももつことになる．

なく，環境変化についての提案をすることは，代償

教員との協働的コンサルテーションで，学校で文

の原則に基づくものであるが，このときのモデルは

字を書く課題を遂行するとき，書字の自助具を子ど

教育であり，適応作業を行うことではない．ゆえに

もが使うことを提案するという例がある．この時点

このようなプログラムはほとんどの場合常に作業焦

では，近位の焦点は課題の物品に当たっているが，

点ではあるが，作業基盤ではない．これを実行して

書字の自助具を使うことを提案するという決定は，

いくときに必要なのは，私たちがどのように住民の

作業中心の視点に基づいたものであり，この自助具

ニーズをとらえ，地域レベルでの作業機会の可能性

は子どもが何を学習しているかを述べる子どもの能

を明らかにし，身体活動の増加や健康の向上よりも
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作業をすることに，私たちの焦点を当て続けるため

業焦点ではない．ゆえに，作業療法士は常にどのく

の強力な作業中心の視点である．作業を行うことへ

らい近位に近い位置に作業があるかをかんがえなけ

の焦点が失われるとき，作業はもはや近位ではなく

ればならない．多くの作業療法介入は，作業遂行が

なってしまう．

最終的にできるようになるという信念の上で，基礎

これとは対照的に，習得モデルに基づいた作業技

的な個人因子や心身機能を回復することに焦点を当

能トレーニングを使うことは，その性質からいって，

てている．果たしてそうなのか，という疑問がある．

作業基盤であり，作業焦点である．ボール遊びを上

この推測をサポートするエビデンスが必要ではある

手になるためにボール遊びをする子ども，地域で使

が，より近位に作業が近づけば近づくほど，より一

いたい交通機関の利用を地域に出て練習する人，社

層作業遂行の向上が起こりやすいだろう．

会交流技能や社会参加を拡大することを狙って社会
活動を行う高齢者が，この例に含まれる．各事例で，

作業基盤，作業焦点の再評価
作業療法プロセスとエビデンスに基づいた実践の

クライエントは作業を行い，近位の焦点は作業遂行

必要不可欠な要素は，クライエントの作業遂行が向

の向上にある．
，生物力学な

上したか，より満足しているか，クライエントの目

ど）を使うとき，私たちはクライエントが作業を行

標に到達したか，を明らかにするための再評価を

うようにするが，近位の焦点は作業ではない．ゆえ

行うことである（図３）．クライエントが望む成果

に作業中心のリーズニングを使うとき，回復モデル

が何かによって，再評価の段階では，作業遂行の質

は作業基盤となるが，作業焦点にはならない．むし

が改善したのか，維持されているかを確かめるため

ろ，個人因子（価値，興味，内在化された役割や習

に作業基盤と作業焦点の遂行分析を再度行うこと

慣など）や心身機能（知覚，運動行為 [praxis]，筋力）

を含む．こうした戦略では，作業焦点インタビュー

に近位の焦点がある．同様に，作業をすることを通

（COPM など）
，あるいは，現在の満足のレベルや社

して，気付きや問題解決能力を高めるために，私た

会参加において十分な可能性のあるレベルになって

ちがクライエントが作業を行うようにするのは，作

いるかを含むその他の目指す成果を，クライエント

業基盤ではあるが，作業焦点の回復戦略を使ってい

が表明する自己報告法を行うべきである．

回復モデル（感覚統合，MOHO

（注６）

るのではない．たとえ，それが作業遂行に関連（不

最後に，作業療法プロセスの介入と再評価の段階

適切な対人技能への気づきの高まり，作業をより効

の途中，あるいは完了にあたり，作業療法士は介入

果的に行う新たな戦略を開発するための問題解決な

計画，実行したサービス内容，提供した介入の成果

ど）するために，気付きや問題解決能力が近位に近

を，作業焦点の用語を使って文書化する．作業中心

い場合であっても，近位の焦点は基礎的要素である

の視点により導かれながら，クライエントの成果に

気付きや問題解決能力に当たったままであり，作業

は，クライエントが自己報告した作業遂行の強みと

自体ではない．逆もまたそうである．

問題，クライエントの観察された作業遂行の質，遂

こうした回復作業の例は，作業の比較的近位の問

行と社会参加の現在のレベルについてのクライエン

題としてよくあがってくる．つまり，作業を基盤と

トの満足，といったことにおける変化を含む．報告

した回復法を使うなら，作業が近位ではないから作

された成果は，常にクライエントが示した作業焦点
のベースライン，目標，再評価の結果との関連で判

７）

注６ MOHO は作業中心の視点をサポートするもの
だが，介入の焦点の多くは，意志（動機づけられた選択，
価値，興味，個人的原因帰属）や習慣化（内在化された
日課，習慣，役割期待）に当たっている．意志や習慣化は，
内的心身機能や個人因子であり，作業遂行ではない．そ
れゆえ，介入の近位の焦点は，意志と習慣化に当たって
おり，作業適応（アイデンティティやコンピテンス）と
同様に，行うことの向上（作業技能，作業遂行，作業参加）
は近位ではない．

断しなければならない 19，34）
結論
作業が作業療法と作業科学の中核として説明され
るなら，私たちは私たちの作業の核から切り離さ
れた方法を使い続けることはできないし，作業遂
行，つまり行うことから離れていたり，切り離され
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ていたりということはできないのである．私たちは
私たちの使命を全うしなければならないと提案した
い．私たちは作業中心の視点を取り入れなければな
らず，作業基盤，作業焦点の方法を実行することを
強調していかなければならない．私たちがしている
ことが作業基盤でなかったり，作業焦点でなかった
りしたなら，私たちはその専門職の中核的信条と，
私たちがしていることを明確に関連づけることがで
きる概念化された実践モデルを使わなければならな
い．
私が提案していることが簡単でないことは，よく
認識されている．私たちが，この変化を自分の思考
の中に起こすことができる作業療法の研究者，教育
者，実践家になるのは，チャレンジである 23，37-39）．
この変化をすでに成し遂げている人もおり，そう
すれば，より一層の遣り甲斐が得られることも，私
たちは知っている 39）．私たちみんなが，古いボトム
アップレンズを捨て去り，作業レンズを採用するプ
ロセスの途上にいる．私たちは，
作業関連用語をもっ
と注意深く選び使うことを通して，私たちが何をす
るか，それをどのようにするのか，私たちがするこ
とを何と言うのかについて，コミュニケーションを
広げ，重要な自己省察を進めていくことができる．
利益相反について：利益相反はない．著者一人が本
論の内容と執筆について責任を負う．
引用文献については原文を参照してください．
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Occupation-centred, occupation-based, occupation-focused: Same, same or different?
Anne G. FISHER
Division of Occupational Therapy, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Umeå University, Umeå,
Sweden and Affiliate Professor, Department of Occupational Therapy, College of Applied Human Sciences, Colorado
State University, Fort Collins, Colorado, USA
Abstract
Background: Since the beginning of the occupational therapy profession, engagement in occupation has been valued as
the primary therapeutic agent as well as the goal of intervention. While there are few today who would not support this
idea, occupational therapists continue to struggle with implementing their beliefs through “what we do” and “how we do
it”. Contributing to this problem is their failure to use terminology in a manner that clearly defines what and how
occupational therapists do what they do in occupational therapy research, education, and practice. Methods: The author
will, therefore, first discuss some key occupational therapy terms and propose that they represent an occupation-related
taxonomy that can be used to more clearly define and describe for occupational therapists and others what they do and
how they do what they do as occupational therapists. Then, with a goal of fostering critical self-reflection among
occupational scientists and occupational therapy researchers, educators, and practitioners, the author will go through the
stages of the occupational therapy process outlined in the Occupational Therapy Intervention Process Model (OTIPM)
and demonstrate how a more precise use of this occupation-related taxonomy can facilitate maximizing the power of
occupation in practice.
Keywords: evaluation, intervention, occupational science, occupational therapy, occupational therapy theory, professional
reasoning
As occupational therapists, we all are challenged to
address a mandate: to implement occupation-based and
occupation-focused services to the clients we serve. Since
the beginning of our profession, engagement in
occupation has been valued as our primary therapeutic
agent as well as the goal of intervention (1–3). I doubt that
there are many today who would deny the power of
occupation that the early occupational therapists so firmly
believed in. Rather, our problem today continues to be
with implementing this belief through “what we do” as
occupational scientists and occupational therapy
researchers, educators, and practitioners. That is, we do
not always respond to our mandate and use intervention
and evaluation methods that reflect the central power of
occupation to our profession. I also believe that an
important contributing factor to our not taking full
advantage of occupation in research, education, and
practice is related to our failure to use terminology
consistently and in a manner that clearly defines and
describes not only what we do, but also how we do what
it is that we do.
Therefore, I will first discuss the terms we have been
using and propose that they represent an

occupation-related taxonomy of terms that we can use to
more clearly define and describe for ourselves, our clients,
and our colleagues from other professions how we reason,
what we do, and how we do what we do as occupational
scientists and occupational therapists. Then, with a goal of
fostering critical self-reflection, I will go through the
stages of the occupational therapy process and
demonstrate how a more precise use of this
occupation-related taxonomy can facilitate our response
to our mandate to maximize the power of occupation in
practice.
Same, same or different?
There are three terms that commonly have been used in
our literature to define the relation between (a) occupation
and (b) occupational science and occupational therapy:
occupation-centred,
occupation-based,
and
occupation-focused. Yet, after reading more than 50
published journal articles and several textbooks, it became
clear that these terms have not been clearly defined and
they have often been used interchangeably, as synonyms.
To clarify what I mean, consider the following examples:
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