
　人は一人では生きていけない．また，人は作業な

しでは生きていけない．人は作業を行うことで，自

分らしさを確認し，生きる糧を得，役割や価値を見

いだし，自己の存在を自覚していく．その中で作業

療法士の役割は作業の保障に尽きる．「人は作業を

行うことで元気になれる」という作業療法の考え方

は普遍的であり，作業療法の原点といえる．

　厚生労働省医政局通知（平成 22 年４月 30 日，医

政発 0430 第１号・第２号）では，理学療法士及び

作業療法士法の「作業療法」には以下に掲げる業務

が含まれるとして，作業療法士の積極的な活用を推

奨している．

・�移動，食事，排泄，入浴等の日常生活活動に関す

る ADL 訓練

・家事，外出等の IADL 訓練

・�作業耐久性の向上，作業手順の習得，就労環境へ

の適応等の職業関連活動の訓練

・福祉用具の使用等に関する訓練

・退院後の住環境への適応訓練

・�発達障害や高次脳機能障害に対するリハビリテー

ション

　これらの訓練は「作業」を通して実践することが

最も効果的かつ効率的と思われる．また地域包括ケ

アシステムでは，これらに加えて「予防」の領域で，

医療で培った知識や技術の応用とそれらを含めたマ

ネジメントによる役割が期待されている．

　しかしながら，現状の卒前教育の内容は期待され

ている役割を果たすための知識や技術の習得の点で

不足していると言わざるを得ない．

　例えば，図１に示す通り，作業療法士が対象とす

る疾患は，中枢神経系，運動器系，精神疾患系，内

部疾患，発達障害，難病，がんなど多種多様であり，

卒前教育においてこれら疾患に関する基本的な教育

は必須であるが，そのような疾患にある人が地域で

自立した生活を送るための支援に必要な知識や技術

の教授の点で現状の教育の範囲では明らかに不足し

ていると考える．

　図２には協会員の就労状況を領域別に示した．約

８割の作業療法士が医療・介護の領域にいるが，福

祉・教育・行政・その他も作業療法に対する社会的

なニーズはあるわけで，そのニーズに対する教育が

実践されていることを願っている．

　介護保険制度においても，単に「介護」という

ことではなく，「自立支援」に資する取り組みがリ

ハビリテーションに期待されている現状となってい

る．その主たる実施主体は具体的には通所リハビリ

テーション，訪問リハビリテーションになるが，そ

の質の担保を考慮すると，卒前教育で臨床実習の該

当施設の指定もなく，協会が開催する卒後教育に

頼っているところである．

　そのような状況の中，通所リハビリテーションと

訪問リハビリテーションの実態調査が行われ，図３

に示すような結果を得た．この図からどのような見

解を引き出されるかは立場により様々であろうが，

一見して作業療法の専門性について問われる事態で

あることは明らかである．終了者の割合も両事業所

とも少ないことが見て取れる．別の資料によればそ

の実施期間も両者ともに３年近くであり，漫然とし

たリハビリテーションが実践されていると批判され

ても仕方がない状況となっている．これらの結果を

是正し，期待されている作業療法の役割に答えるた

めにも，教育と臨床が力を合わせて取り組まなけれ
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ばならない大きな課題が眼前にあると考える．

　この課題に直結する厚生労働省が推進する介護保

険制度改定の動きは，図４の概念図に示したように，

心身機能・活動・参加にバランスの取れたリハビリ

テーションの実践である．厚生労働省が ICF の概念

を取り入れ，リハビリテーションを再提示したもの

として大きな意味があると考えている．その中でも，

平成 28 年度の介護報酬改定で生活行為向上リハビ

リテーションが新設されたことは，活動と参加に対

する期待の現れであると考える．

　図５は地域包括ケアシステムの模式図である．注

目して欲しいのは，病院と施設がそれぞれ地域と繋

がっていることである．果たして，「現状の病院と

施設の作業療法士がどれだけ地域と繋がっている

か？」こんなことを書くと臨床の苦しい現状を理解

していないとお叱りを受けそうであるが，病院と施

設の役割はここ 10 年で大きく変化しており，病院

と施設の作業療法室に閉じこもっている作業療法士

は大きなチャンスを逃しているとしか思えない．地

域包括ケアシステムの中での作業療法の役割と位置

づけは，今後の卒前教育の柱となることは明らかで

ある．

　医療・介護の動向，作業療法の課題を踏まえ，

協会は 2008 年より生活行為向上マネジメント

（MTDLP）の開発に着手し，ご承知の通り，臨床・

教育で普及を図っているところである．基礎研修修

了者は 19,776 名，事例検討数 3,976 件，指導者 108

名（2017 年９月１日現在）であり，実践の取り組み

は着実に増えている．MTDLP を用いることで，多

くの事例が示す通り，作業に基づいた実践となり，

加えて利用者主体，チームケア，地域包括ケアシス

テムに資する内容になることは確実である．卒前教

育による座学及び臨床実習における更なる取り組み

の推進をお願いしたい．

　次に，作業に基づいた実践事例として私の経験を

ご紹介する．ポイントは活動を通して心身機能の改

善と作業実践能力の向上，生活イメージの獲得，作

業を通した地域社会との連携等である．図７～ 11

にその場面を示す．作業を通して患者さんは様々な

ことを学ぶが，作業療法士の役割はその学びを通じ

て患者さんのセルフマネジメント能力を高めるとと

もに，患者さん自身に生活能力の向上を計画的に獲

得してもらうことにある．

　最後に，41 年間の私の作業療法士歴を踏まえた反

省をお伝えする．それは，障害のラベルを貼り，そ

の人の生活行為向上の芽を摘み取っていたのではな

いかということである．C５の頸髄損傷の方の外出

訓練は普通に行うのに，脳卒中で重篤な方の外出は

考えない．多くの患者さんから様々な希望を聞いて

はいても，高次脳機能障害，身体能力の低下などを

理由にその体験を企画しない等々，全く恥ずかしい

次第である．このような事態を繰り返さないために

も，人・物・環境の視点に立った作業療法を提供で

きるような知識と技術の教授が可能となる教育体制

を創り上げていく必要があると考える．

　本研究会が今後も日本のリハビリテーション，ひ

いては地域における作業療法のあり方を指し示しな

がら，益々発展されることを祈念したい．

図１：�作業療法が対象とする主な疾患に係る協会員数
（2014 年度）

図２：協会員領域別配置状況（1993 年～ 2014 年度）
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図３：�介護予防訪問・通所リハビリテーションの利用
状況

図５：2025 年の地域包括ケアシステムの姿

図７：セルフマネジメントの場面

図９：買い物訓練後の変化（参加への準備）

図４：ICF（国際生活機能分類）

図６：MTDLP のテキスト

図８：主婦としての役割の再獲得

図 10：できることの体験と失敗することの保障
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図 11：作品の出来栄えも重要 図 12：反省を込めて
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【はじめに】

　作業療法の臨床実習は 1965 年の「理学療法士お

よび作業療法士法」（法律 137 号）に基づき，「理学

療法士作業療法士学校養成施設指定規則」及び「理

学療法士作業療法士養成施設指導要領について（現

在は指導ガイドライン）」により規定されている．

　その翌年の 1966 年，全 3,300 時間の教育の内，臨

床実習は 1,680 時間で開始され，医師教育インター

ンシップ制に採用されていた，一人の患者に対する

評価から治療にいたる過程の担当に準じた形態で

あった．

　1972 年，一般教養科目を増やし，ゆとりある教育

を目指し 2,730 時間（臨床実習 1,080 時間）に改正さ

れるが，1990 年には，全 3,020 時間に増加するものの，

臨床実習は 810 時間とさらに減少し，相対的な実習

時間の割合がかなり減少することとなった．

　1999 年，高等教育全般の大幅な改革の動きを受け

て，全体で 93 単位（臨床実習 18 単位：810 時間）

となり，社会的ニーズの多様化に対応した教育内容

の区分別大綱化，単位制の採用，臨床実習施設の拡

大（２／３以上は医療機関）となった．

　このように作業療法士の臨床実習は，その時間だ

けを見ても，現在は 1966 年当初に比べ，半分以下

となっている．また，近年の医療の高度化，患者の

高齢化・重症化，平均在院日数の短縮等により，業

務も多様化・複雑化している．さらには，実習指導

体制の面からも大きな社会問題として取り上げられ

ている．

【現在の教育上の問題点】

　現状の問題としては，学生の一般常識・コミュニ

ケーション能力の不足，実習時間の確保が不十分，

実習指導者の資質が低下している問題，現実の作業

療法実践に即した教授内容が伴っていないこと，総

合教育科目及び地域作業療法学を中心とした教授内

容が不十分，世界作業療法士連盟の基準と照らし合

わせると専門科目の比重が低いこと，作業を中心と

した科学性の教授の不足していること，が挙げられ

る．

【改正案の基本的な視点】

　これらを踏まえて，（一・社）日本作業療法士協

会教育部養成教育委員会では，指定規則及び指導

ガイドラインの改定案を数年前より検討・作成し，

2017 年度に開催された学校養成施設カリキュラム等

改善検討会へ資料を提出し，審議された．改定の主

な目的は，日本作業療法士協会の「地域生活移行支

援の推進～作業療法�５（GO!）・５（GO!）計画～」に

即し地域生活移行支援を見据えた教育内容に改定

することである．改定の原則として，構造的な観

点からは，①修業年限は３年間に据え置きを基本

に，②現行の「基礎分野」「専門基礎分野」「専門分

野」の枠は崩さないこととした．内容的な観点から

は， ③ WFOT（World�Federation�of�Occupational�

Therapists:�WFOT）の規則を考慮し，医学的知識

を確保しつつ専門科目の比重を高めること，④総合

教育科目（基礎分野・教養科目）の充実，⑤作業を

中心として地域活動に対処できる内容と作業の科学

性についても修得させること，⑥臨床実習単位は３�

年制ではあるが，地域作業療法学の実習も考慮し 22

単位に増加させ，WFOT の基準と同等にすること，

⑦臨床実習の考え方は，臨床実習時間の２／３以上

特別講演２
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を介護老人保健施設などを含んだ「医療提供施設で

行う」こと，作業療法の実践分野に偏りなく行うこ

ととした．さらに，新たに診療参加型の臨床実習と

すること，臨床実習指導者には厚生労働省の定めた

所定の研修を義務付ける旨を明記した．

【具体的な改正のポイント】

１　総単位数の見直し

　93 単位以上から 101 単位以上となった．

［カリキュラムの主な見直し内容］

１）基礎分野の単位数の変更はない．

２�）専門基礎分野が 26 単位から 28 単位へと２単位

増加した．具体的な教育内容の追加としては，「疾

病と障害の成り立ち及び回復過程の促進」に，栄

養，薬理，画像，救急救命，予防等の基礎が，「保

健医療福祉とリハビリテーションの理念」に，自

立支援，就労支援等，地域包括ケアシステム，多

職種連携の理解が追加された．

３�）専門分野は，53 単位から 59 単位へと６単位増

加した．これまでの教育内容に，「作業療法管理

学（教育を含む職場管理，職業倫理）」（２単位）

が加わったが，臨床実習の拡充（作業療法士：

18 → 22 単位，理学療法士：18 → 20 単位）を目

的としたため，改正前までは 20 単位であった「作

業療法治療学」を喀痰等の吸引を含めて 19 単位

とした．なお，「作業療法評価学」には，安全か

つ効果的な作業療法を提供するために，画像評価

を必修として加えた．

　臨床実習は，４単位増加しただけではなく，その

内容の変更は大きく，「臨床実習前後の評価を含み，

実習時間の３分の２以上は医療提供施設において行

うが，そのうちの２分の１以上の実習は病院又は診

療所で行うこと．また，訪問リハビリテーション又

は通所リハビリテーションに関する実習を１単位以

上行うこと」とされた．

２　最低履修時間数の設定

　改正前は単位のみの設定で，最低履修時間数の設

定はなく，各養成施設において履修時間数に差があ

ることから，新たに最低履修時間数を 3,150 時間以

上（理学療法士は，3,120 時間以上）に設定した．

３　臨床実習の１単位の時間数の見直し

　臨床実習時間外での学修を考慮し，臨床実習の１

単位の時間数を，「40 時間以上の実習をもって構成

することとし，実習時間外に行う学修等がある場合

には，その時間も含め 45 時間以内」に見直した．

４　臨床実習指導者の要件

　実習指導者は，作業療法に関し相当の経験を有す

る作業療法士とし，免許を受けた後５年以上業務に

従事した者であり，かつ，厚生労働省が指定した臨

床実習指導者講習会等を修了した者とする．

５　実習生に対する臨床実習指導者数

　見学実習及び主たる実習施設での実習について

は，実習施設における実習人員と実習指導者数の対

比が２対１程度でなくても可能とした．

６　臨床実習の構成，方法等

　臨床実習は，実習生が診療チームの一員として加

わり，臨床実習指導者の指導・監督の下で行う診療

参加型臨床実習が望ましいとする努力規定等を追加

した．

７　臨床実習において学生が実施できる行為

　臨床実習において実習生が行うことのできる行為

については，医師や看護師のような３水準は明示さ

れなかった．しかし，上記行為を行う際には，「臨

床実習前に実習生の技術等に関して実技試験等によ

る評価を行い，直接患者に接するに当たり総合的知

識及び基本的技能・態度を備えていることの確認が

必要」と明記され，OSCE などの活用が考えられる

結果となった．

８　専任教員の要件

　専任教員は，作業療法士として５年以上業務に従

事した者で，厚生労働省が指定した専任教員養成講

習会を修了した者等とした．ただし，大学又は大学

院において４単位以上の教育に関する科目を履修し

て卒業した者は，作業療法士として５年又は３年以

上業務に従事していれば専任教員になることができ

るとする．なお，臨床実習の質の向上を図るため，

養成施設は実習調整者を１名配置することが明記さ

れた．

【作業療法臨床実習の手引き（2018）の概要】

　（一・社）日本作業療法士協会教育部養成教育委

員会では，指定規則及び指導ガイドラインの改定と

並行して，2017 年度内に「作業療法臨床実習指針

（2018）・作業療法臨床実習の手引き（2018）」を作
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成した．

〔臨床実習の形態〕１）

　従来からの臨床実習の形態では，実習指導者の監

督の下ではあるが，初期評価から，プログラム実施，

そして最終評価（再評価）までの過程を学生が単独

で実施する要素が強い．また，実習指導者は多忙な

臨床業務のため，初期評価，治療経過をまとめた

事例報告書による知識面の指導内容に偏る傾向があ

り，技能面の向上幅は，学生の自主性に委ねる部分

が多くなる．図１は実習指導者が２名の学生を担当

した診療参加型臨床実習の形態例であり，学生は実

習指導者と共に対象者を担当し，チーム医療の一員

として参加する．

〔臨床実習指導方法〕１）

　図２に作業療法臨床実習の過程，また各過程にお

ける指導内容を「基本的態度」「臨床技能」「臨床思

考過程」に分けて示した．作業療法臨床実習におい

ては，これらの指導項目を，見学−模倣−実施の教

育課程の流れで指導する．また，図３に，指導者の

下での見学・模倣・実施を段階的に技能単位での経

験をさせ，少なくとも１例は実習指導者が担当する

事例の評価から介入にいたるまでの過程を経験させ

ることを原則とした診療参加型による実習指導の展

開例を示した．

〔学生評価の側面と役割〕２）

１．評価の側面

　臨床実習の目的は，実際の患者を通して実用的な

スキルを修得することである３）．そのスキルの評価

は，基本的な態度，臨床技能，臨床思考過程の３側

面に分類される．

　１）基本的態度

　基本的態度は情意領域の評価であるが，常時，養

成校の教員が実習施設で確認ができないので，この

側面は実習指導者に委ねる部分である．

　２）臨床技能

　臨床技能は精神運動領域の評価であるが，実習の

到達目標に達しているのかを判定する．これまでの

図１　実習指導体制（学生２名担当例）

図２　臨床実習の過程と指導内容
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臨床実習では，各実習指導者がこの側面まで総括的

に評価していたが，個々の指導者により評定基準が

異なっていた．そのため，実習終了後，養成校にて

共通の基準としての OSCE で学生の臨床技能を確認

すると良い．

　３）臨床思考過程

　臨床思考過程は認知領域の評価で，これまではレ

ポートを中心とした評価で，実習指導者が評価し，

教員も実習終了後の提出物の一部として評価対象と

していた．経験する実習施設や事例による隔たりが

あるため，学生の臨床思考過程を一定の共通基準で

評価するには問題がある．実習終了後に養成校で実

施する実習報告会の内容を評価する方法や，模擬事

例を提示し，その評価・介入プログラムについて記

述解答させて評価する方法がある．

２．実習指導者・教員の役割

　これら３側面を主に誰が評価するのかを表１にま

とめた．

　１）実習指導者の役割

　実習中の基本的態度，臨床技能，臨床思考過程に

ついてのどこまで経験し，どの程度成長してきたか

を確認して欲しい．特に，臨床でしか確認できない

基本的態度について判定すべきである．評価方法に

ついては，ルーブリック評価やクリニカルクラーク

シップのチェックリストなどが用いられる．

　２）教員の役割

　実習中の基本的態度，臨床技能，臨床思考過程に

ついては，実習指導者と意見交換しながら得られた

情報をもとに形成的評価を行う．特に，臨床実習科

目としての評定については全面的に責任を持つべ

きである．前提として，実習日数の４／５以上の出

席をもって評価の対象とする．そして教員は，①

OSCE の実施，②模擬事例による筆記試験の実施，

③実習指導者の報告による基本的態度の確認，④実

習の出席状況の把握，⑤デイリーノート，症例報告

書（提出状況と内容の質）の確認，⑥実習報告会の

内容確認，と実習指導者からの報告に基づく基本的

態度を総合して，臨床実習の総括的評価を下す．

表１　実習評価の側面と評価者の役割

実習指導者 教　員
基本的

態　度

チェックリストやルーブ

リックによる評価
OSCE の一部で評価

臨　床

技　能

チェックリストやルーブ

リックによる評価
OSCE で評価

臨床思

考過程

チェックリストやルーブ

リックによる評価

実習報告会での発表内

容により評価

模擬事例を提示し，筆

記試験により評価

図３　診療参加型による実習指導の展開例

作業療法教育研究・第 18 巻・第１号・2018 年９月
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３．実習評価法

　１）ルーブリックを活用した評価

　臨床実習では，これら３側面より学生の遂行を評

価するのであるが，技能を中心としたパフォーマン

ス評価が有用である．この評価には「ルーブリック」

という質的な採点指針，すなわち成功の度合いを示

す数値的な尺度（scale）とそれぞれの尺度に見ら

れる認識や行為の特徴を示した記述語（descriptor）

から成る評価指標を一覧にまとめた表のことであ

る．

　作業療法の臨床実習では学生に求められる能力を

明確な表現で可視化し，実習指導者がその結果を客

観的に解釈することが容易となるルーブリック評価

が推奨される．評定の基準は，「かなり努力が必要」，

「あまり満足できない」，「まずまず満足できる」，「十

分に満足」の４段階で，実習の中間の時期と最終の

時期で形成的評価として活用して欲しい．詳細は，

作業療法臨床実習の手引き（2018）を参照されたい．

文献

１�）（一・社）日本作業療法士協会：作業療法臨床

実習指針（2018）・作業療法臨床実習の手引き

（2018）．（一・社）日本作業療法士協会，p30-32．

2018

２�）（一・社）日本作業療法士協会：作業療法臨床

実習指針（2018）・作業療法臨床実習の手引き

（2018）．（一・社）日本作業療法士協会，p47-53．

2018

３�）中川法一：セラピスト教育のためのクリニカル・

クラークシップのすすめ�第２版．三輪書店，p18-

19．2013．
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①ワークショップ総括

酒井　ひとみ

Ⅰ．はじめに

　今回で３回目となるコンピテンシー・ワーク

ショップでは，コンピテンシーに基づいたカリキュ

ラムについて話題提供をいただき，その後で今年の

テーマでもある臨床実習でコンピテンシーを育む仕

組みを体感するワークショップを準備した．

　学生自身が OT になっていくために求められてい

るコンピテンシーを入学時から意識することが大切

だが，これは，教える側の責任として明示していか

なければならないことである．今回は，千葉県立保

健医療大学の実践例からヒントを得る形をとった．

　そして，OT コンピテンシーを意識しながら学び

を重ねた学生が，臨床実習でも，磨きをかけてい

くための方法として，昨年このワークショップで紹

介したカナダのコンピテンシーに基づく作業療法士

のための実習評価を用いたワークショップを実施し

た．ワークショップを通して，実習指導で求められ

る学生に対する指導者の立ち位置を再考する機会に

なると考えた．コンピテンシーを育むには，単に指

導者から，「あなたの成績はこれです」と伝えてそ

の理由をしゃべって終わるような従来の学生評価の

仕方ではなく，OT コンピテンシーを意識しながら

学生自身がこのコンピテンスでは実習においてはど

のようなことにどこまで取り組もうと考えているの

か，また，そのための戦略や判定方法はどうするか

等，指導者と意思疎通をしながら決めていき，それ

に取り組む．そんな主体的な，心が通い合うような

仕組みを体感することで，実習も学生が能動的に取

り組み肯定的な経験に繋がる．そして，このような

やり取りこそ，学生が実習先で担当するクライエン

トとやり取りするひな型になっていることを示す機

会とした．

Ⅱ．本ワークショップの目的

　参加者は，臨床実習場面を想定した作業療法士コ

ンピテンシーの育み方を理解する．

Ⅲ．本ワークショップの構成

１．話題提供　30分

１�）ゲストスピーカー��千葉県立保健医療大学　岡

村太郎「アウトカム基盤型教育とミッション，コ

ンピテンス，コンピテンシー」への取り組み

２�）コンピテンシーワーキンググループ WG の報告

「コンピテンシーに基づく作業療法士のための実

習評価の使用経験」

２．演習　60分　

　コンピテンシーに基づく作業療法士のための実習

評価（以下，CBFE-OT）の経験

第 22回日本作業療法教育学術集会　ワークショップ

教育方法論ワークショップ「コンピテンシー」ver ３
−臨床経験に適合した OT コンピテンシー−

酒井　ひとみ１）・岡村　太郎２）・大谷　将之３）

Hitomi�SAKAI・Taro�OKAMURA・Masayuki�OOTANI

Japanese Journal of Research for the Occupational Therapy Education 18(1):　11-19,  2018

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

　　�Kansai�University�of�Welfare�Science�Faculty�of�
Allied�Health�Sciences

　　�〒 582-0026　大阪府柏原市旭ヶ丘 3-11-1
　　�3-11-1�Asahigaoka�Kashiwara,�Osaka,�582-0026,�

Japan
２）千葉県立保健医療大学
３）障がい者支援センターてらだ

作業療法教育研究・第 18 巻・第１号・2018 年９月
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②話題提供１

　�アウトカム基盤型教育とミッション，コンピテ

ンス，コンピテンシー

岡村　太郎

Ⅰ．はじめに

　2008 年に中央教育審議会より大学卒業に際して学

士力を担保することを求める答申が出された．この

答申は，今後のわが国の大学教育改革の方針を示し

た．第一は，学位授与の方針（学士力），第二が学

士力を成す体系的なカリキュラム，第三は入学者の

受け入れ方針である１）．その後，明確な「３つの方

針（ポリシー）」をもって教学経営を実施するため，

機関ごとに「アドミッション・ポリシー（AD），カ

リキュラム・ポリシー（CP），ディプロマ・ポリシー

（DP）」を明示し，公表することが義務付けられた２）．

これらの方針は，わが国の大学教育改革の方向性を

示し，医学教育の指針でも，2011 年「医学教育モデ

ル・コア・カリキュラム−教育内容ガイドライン−」

が改訂された．ガイドラインでは，到達目標を学生

が臨床実習終了時（卒業時）に身に付けておくべき

実践的能力（コンピテンス）として再定義された３）．

医学関係の大学はこれを利用してアウトカム（学習

成果）基盤型教育（Outcome-based�Education�以下

OBE）を構築するスタートラインにいる．当大学は

作業療法士をはじめとし，理学療法士，看護師，歯

科衛生士，管理栄養士，を養成する大学ではあるが，

これらの医学教育を背景に OBE 構築に向かってい

る．

Ⅱ．目的

　2015 年４月，当大学に田邊政裕学長が就任し，

OBE として，「経過より結果（学習成果）を重視す

る教育でグローバル・スタンダードな教育」の改革

が始まった４）５）６）．現在，OBE を導入すべく検討・

改善の道なかばであるが，学生が学習成果としての

コンピテンスを修得できるための大学の取り組みを

紹介する．

Ⅲ．方法

　当大学の取り組み（コンピタンスの構築に焦点を

あてて）『アウトカム基盤型教育とミッション，コ

ンピテンス，コンピテンシー』について，８月より

ファカルティ・ディベロップメント（FD）委員会・

教務委員会共催で，教員の FD が開始された．まず，

千葉大学医学部で実施されたアウトカム基盤型教育

について説明され，主に医療専門職を養成する当大

学に応用するために下記手順により作成が実施され

た．

Ⅳ．結果

１�．大学教員による当大学の理念・目的からコンピ

テンスを作成

　理念・目的を踏まえ医療専門職を対象としたコン

ピテンス，コンピテンシーに関する論文７）を基に大

学・学部の卒業時に身に付けておくべき実践的能力

としてコンピテンスの７項目について作業部会によ

り提案された．

２�．大学・学部の７つのコンピテンスよりコンピテ

ンシーの作成

　2016 年７月に�大学教員全員に対して“当大学学

生が卒業時に身に付けておくべき実践的能力”につ

いてほぼ一日かけたワークショップが開催された．

参加者は，各学科・専攻・共通教育会議４名以上とし，

事前準備として各学科・専攻の「①各専門職の大学

教育におけるコンピテンシーの情報収集，②各専門

職の海外の大学教育におけるコンピテンシーの情報

収集」とした．それまでの作業部会で検討された７

つの領域に分かれてコンピテンス（Ⅰ．倫理観とプ

ロフェッショナリズム，Ⅱ．コミュニケーション能

力，Ⅲ．実践に必要な知識，Ⅳ．健康づくりの実践，

Ⅴ．健康づくりの環境整備・改善，Ⅵ．多職種との

協働，Ⅶ．生涯にわたる探究心と自己研鑽）をそれ

ぞれグループに分かれ，コンピテンス（卒業時に本

学学生が身に付けている能力）を具体的に評価可能

な形（コンピテンシー）に落とし込むためのディス

カッションを行い KJ 法にてまとめた．具体的には

各学科・専攻の教員は７つのグループに分かれ，１

つのコンピテンスについて，各学科・専攻の意見を

挙げていき，全学共通のコンピテンシーを作成した．

ワークショップで形成されたコンピテンシーについ

てさらに全体で討議がなされた．後日，作業部会に

より大学学部のコンピテンシー作成案として提出さ
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れた．

３�．作業療法学専攻のコンピテンシーの作成とカリ

キュラムのコンピテンシーのパフォーマンスレベ

ルとその評価

　同年７～８月にコンピテンシーについて学部コン

ピテンシーを基に討議された．主な資料は，当大学

の作業療法学専攻のシラバスと国家試験出題基準を

参照にされた．同年 10 月から半年程度で，コンピ

テンシーの作成後，作業療法学専攻の「コンピテン

シーに基づくカリキュラム表」の作成を各コンピテ

ンスに検討された．カリキュラムの各授業とコンピ

テンシーのパフォーマンスレベルとその評価方法に

ついてカリキュラム表として週に１コンピテンスで

７週間程度かけて検討され提示された．

４�．大学の理念・目的からコンピテンス，コンピテ

ンシーに基づき３つのポリシーを見直し

　コンピテンシーに基づき運営会議で学部ディプロ

マ・ポリシー（DP）とアドミッション・ポリシー（AP）

が検討され専攻のディプロマ・ポリシー（DP）とア

ドミッション・ポリシー（AP）の検討が続き，さ

らにカリキュラム・ポリシー（CP）の見直しが討議

決定された．

Ⅴ．考察

　上記の経過により結果，大学ガバナンス改革の一

歩として学長のリーダーシップの下，「アウトカム

基盤型教育とミッション，コンピテンス，コンピテ

ンシーの改革」が実行されたことになる．メインア

ウトカムは「教育の改革」にあるが，経過としての

「サブアウトカム」は教員の効果的な教育・研究・

社会貢献等への意識付けにあり，継続的な見直しが

なされていることも効果として重要と考える．現在

も OBE を導入すべく常に卒業時に身に付けておく

べき実践的能力としてのコンピテンス，コンピテン

シーの見直しが行われている．作業療法の学生を教

育するためのコンピテンスでありコンピテンシーで

ある．同時に，作業療法を教育する教員がミッショ

ンからコンピテンス，コンピテンシーを意識し，取

り組む仕組みが FD としての効果と言える．

Ⅵ．引用文献

１�）文部科学省．「学士課程教育の構築に向けて」中

央教育審議会答申の概要．研究振興局振興企画課．
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shingi/gijyutu/gijyutu4/siryo/attach/1247211.

htm.�Accessed�11.�May,�2018.

２�）文部科学省高等教育局長．学校教育法施行規則

の一部を改正する省令の公布について（通知）．文

部科学省．Available�at:�http://www.mext.go.jp/

b_menu/hakusho/nc/1369884.htm.�Accessed�11.�

May,�2018.

３�）文部科学省高等教育局医学教育課．医学教育モ

デル・コア・カリキュラム（平成 28 年度改訂版）．

文部科学省．Available�at:�http://www.mext.go.jp/

component/b_menu/shingi/toushin/__icsFiles/�
afieldfile/2017/06/28/1383961_01.pdf�Accessed�11.�

May,�2018.
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系譜と実践．医学のあゆみ�257：323-329，2016.

６�）田邊政裕，朝比奈真由美，伊藤彰一，山内和代，

ダニエル・サルチェイド，伊丹謙太郎．医学教育

のグローバルスタンダードにおける大学の独自性�

アウトカム基盤型医学教育の実際．医学教育�47：

51，2016.

７�）Englander�R,�Cameron�T,�Ballard�AJ,�Dodge�

J,�Bull� J,�Aschenbrener�CA.�Toward�a�common�

taxonomy�of�competency�domains� for�the�health�

professions� and� competencies� for� physicians.�

Acad�Med�88:�1088-1094,�2013.
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③話題提供２

　�コンピテンシーに基づく作業療法士のための実

習評価の使用経験　コンピテンシーワーキング

グループの報告

大谷　将之

Ⅰ．はじめに

　現在筆者らは作業療法士の「コンピテンシー」に

関わる研究を行うためにワーキンググループ（以

下；WG）を 2015 年に近畿圏の OT を中心に発足

した．このコンピテンシーという概念は，主に教育

現場や臨床現場の人材育成において活用されてい

る．コンピテンシー WG の取り組みの１つとして，

コンピテンシーに基づく作業療法士のための実習評

価（Competency-Based� �Fieldwork�Evaluation� for�

Occupational�Therapists� 以下；CBFE-OT）１）の日

本語訳を行い，昨年の第 21 回日本作業療法教育研

究会で紹介した２）．

　OT 教育について酒井３）は一人前の作業療法士に

なるには，備えるべき知識や技術だけでなく，それ

らに価値観や特性を含めた表面に現れる実際の行動

を可視化しレベル付けを明確にしていく必要がある

と述べている．今回 CBFE-OT の有用性を検討する

ために，数名の OTR に臨床実習や新人教育におい

て実際に使用してもらい，指導者及び学生における

使用経験を報告する．

Ⅱ．CBFE-OT とは

　カナダ作業療法協会の後援と承認を得て 2002 年

に発行された臨床実習の評価表である．評価の対

象となるのは，専門職として活動する際に十分なパ

フォーマンスの基礎を形成する知識，技術，価値，

及び個人的資質であり，コンピテンシーとして，①

実践に関する知識，②クリニカルリーズニング，③

実践の過程に変化を促すこと，④専門職としての関

わり方と責任，⑤意思の疎通，⑥専門職としての成

長，⑦遂行の自己管理の７領域にまとめられている．

評価表は７つの領域に対して，０～９点の 10 段階

評価尺度で採点を行う．領域ごとに実習指導者のコ

メントを記入する欄が設けられており，①～⑦につ

いて学生がどのような進捗を遂げたのか，指導者の

意見を書き込めるようになっている．

Ⅲ．対象

　マニュアルを読んだ作業療法士３名が，長期実習

（８週間）の学生４名と初心者の臨床家１名に実施

した．

Ⅳ．使用経験

１．長所

　学生からの意見は，「自分自身を客観的に見るこ

とができた．実習やスーパーバイザー（以下，SV）

に求められていることが分かった．作業療法士の専

門性が理解できた．自身の課題を知って目標を立て

て取り組んだ．SV と話をすることで自分自身が整

理できた．中間と最終の評価で自分の成長を実感で

きた．」が挙がり，臨床家からは「学生と会話する

機会となり，共通の理解ができた．学生中心で臨床

実習が展開できる．カナダと日本の教育の違いが感

じられた．振り返りツールとして運用できる．新人

教育に生かせる．」との意見が挙がった．

２．短所

　学生と臨床家の両者からの意見として「用語の理

解が難しい．各段階の定義が難しく，採点基準が難

しい．」が挙がり，学生からは，「曖昧な数字で採点

することがあった．SV に気を使って採点した．時

間がかかった．目標を意識して取り組むことができ

なかった．」との意見が挙がった．臨床家からは，「コ

ンピテンシーの概念の理解が必要で，何度もマニュ

アルを読み返す必要があった．学生に CBFE-OT を

指導する必要があった．求められる行動について，

SV と学生の認識にギャップが生じることがあっ

た．」との意見が挙がった．

Ⅴ．考察

　CBFE-OT を用いて学生と面接することで共通理

解が可能となり，学生中心の臨床実習が展開できる

のではないかと考える．しかし，日本で馴染みのな

い「コンピテンシー」に関する概念や用語の理解を

進めていくための教育が必要であり，カナダと日本

の教育水準に違いがあるため，日本の教育に合わせ

た基準が必要になると考える．また，現行の評価表

との併用により SV・学生に負担がかかるため，今

後の運用方法について検討する必要があると考え
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る．

Ⅵ．まとめ

　CBFE-OT を使用することで，作業療法士として

求められることが分かり，向かうべき方向性を見失

うことなく，意思疎通を図りながら SV と学生が共

通理解した目標を設定することで学生中心の臨床実

習が展開できる．また，これらの経験を通してクラ

イエント中心の概念を学習することができる．一方

で，カナダと日本の教育に違いがあり，日本で運用

するためには概念と用語を理解するためのコンピテ

ンシー教育が SV と学生の両者に必要である．今後

の運用に向けて，具体的な行動を明確にしていく必

要が示唆された．

Ⅶ．文献

１�）Linda�Miller,�Helene�J�Polatajko,�Mark�Hartley,�

Ann�Bossers:� Competency� Based� Fieldwork�

Evaluation� for�Occupational�Therapy:�Manual，

Delmar�Pub,�2002．

２�）永井洋一：WG 報告「コンピテンシーに基づく

作業療法士のための実習評価」の紹介，作業療法

教育研究，17：pp24-26，2017．

３�）酒井ひとみ他：教育方法論ワークショップ「コ

ンピテンシー」，作業療法教育研究，16：pp17-

18，2016．

④演習

　�コンピテンシーに基づく作業療法士のための実

習評価（以下，CBFE-OT）の経験

酒井　ひとみ

Ⅰ．CBFE-OT の概要と使用方法

１�．コンピテンシーに基づく作業療法士のための実

習評価（以下，CBFE-OT）の説明

　CBFE-OT は，カナダ作業療法協会の後援と承認

を得て 2002 年に発行された臨床実習の評価表であ

る．開発の経緯は，「従来の実習評価が細々とした

療法士のスキルの羅列であり，療法士の本質的なコ

ンピテンシーには触れていない」という実習指導者

や養成校教員の数多くの不満によって生み出され

た．

　初段階で，PT，ST，OT に共通の評価表としてデー

タが収集され，妥当性，信頼性について十分に満足

のいくものであることが証明された後，作業療法士

独自の評価表としてデータを追加して発表されてい

る．

　評価対象は，専門職として活動する際に十分なパ

フォーマンスの基礎を形成する知識，技術，価値，

及び個人的資質であり，以下の７領域にわたるコン

ピテンシーとしてまとめられている．

１）�実践に関する知識（OT 特有の理論と技術に関

すること）

２）�クリニカル・リーズニング（分析的・概念的思考，

判断，意志決定，及び問題解決）

３）�実践の過程に変化を促すこと（評価の実施，治

療計画立案，治療の実施と終了計画）

４）�専門職としての関わりと責任（対象者や同僚と

の人間関係構築，法的・倫理的な実践の基準）

５）�意思の疎通（言語的・非言語的な意思の疎通や

書面による報告）

６）�専門職としての成長（自発的な学修，説明責任

を果たす）

７）�遂行の自己管理（時間や資源の管理，リーダー

シップ）

２．使用方法

１）領域ごとのパフォーマンスを評価する

　例えば，クリニカル・リーズニング（臨床的推論）

のコンピテンシーの場合，分析的思考ができること

を明示する．概念的思考ができることを明示する．

良好な判断と健全な意志決定ができることを明示す

る．良好な問題解決を利用する．エビデンスに基づ

いたリーズニング（臨床推論）ができることを明示

する．となる．

　パフォーマンスは，低い評価では U ＝実習生とし

て受け入れ難い（不可），１点＝新入生の学生に相

当～高い評価の８点＝初心者の臨床家に相当，E ＝

例外的に優秀，の10段階評価尺度で採点する（図１）．

　学生のパフォーマンスは，新入生から初心者の臨

床家になるまでに大きく３つの段階（知識の適用期・

過渡期・整理統合期）を踏むと考えられており，採

点の指標となる（図２）．
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２）領域ごとに実習指導者のコメントを記入する

　学生がどのような進歩を遂げたのか，指導者の意

見を書き込めるようになっている．実習指導者と学

生はそれぞれ中間評価と最終評価を行う．

３）学習目標を設定する

　学生は指導者と相談しながら領域ごとの重点的な

学習目標を記入し，自分が専門職として成長するに

はどんな内容の学習を行えばよいか書き込む．目標

達成するために実習地において活用する資源や成果

を判断する指標及びその判断基準を書き込む．

４）総合的評価を行う

　中間評価と最終評価において，コンピテンシー評

価尺度（CRS）の採点，学生がどのような進歩を遂

げたのかの質的なコメントを記入する．合格の評定

を実習指導者が推奨するかどうか，チェックする．

５）学生の受諾を確認する

　評価結果を学生が受諾するか否かにチェックす

る．

Ⅱ．演習

目標：参加者は，臨床実習場面を想定した作業療

法士コンピテンシーの育み方を理解する．前述の

CBFE-OT の使用方法で述べた１）−３）を体験する

こととした．

演習の流れ（図３の演習枠使用）

①　２人１組

②　OTS 役と SV 役を決める

③　�７つの領域から興味のあるコンピテンシーを１

図１　コンピテンシー評価尺度（CRS）

図２　学生の専門職としてのコンピテンシー発達段階の定義
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（Linda�Miller 他，2002 参照）

図３　演習枠（Part�３：臨床実習と OT コンピテンシー）
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つ選択する

④　�OTS 役の人は，最終の臨床実習の中期の自分の

パフォーマンスを思い出し，SV 役の人と共有

する（補足資料１の学生のパフォーマンスを参

照）

⑤　�コンピテンシー評価尺度（CRS）に〇を付ける

（補足資料１の採点を参照）

⑥　�実習生の学習目標を SV と話し合いながら作成

する（補足資料２を参照）

⑦　感想を伝え合う

⑧　感想・意見を別添の紙に書く

Ⅲ．まとめ

　実際に作成してみることで，以下のような気付き

が得られると考えられた．

　・�何に取り組んでいったらいいのかが具体的に

なっていくことから，実習自体を主体的に行え

る．

　・�学生自身が理解したうえで，課題に取り組める

ため，学生と指導者との目標の齟齬が生じにく

い．

　・�経過を見ていくことで，資源にしていくもので

不足していることなどを見渡しやすくなる．

　・�次の段階に向けての対策がこれらの評価を申し

送っていくことで積み重ねがしやすくなる．

　・�学生中心のやり取り自体が，クライエント中心

の OT のひな型であり，OT 実践に直結する．

Ⅳ．文献

・�Linda�Miller,�Helene�J�Polatajko,�Mark�Hartley,�

Ann� Bossers:� Competency� Based� Fieldwork�

Evaluation�for�Occupational�Therapy（CBFE-OT）:�

Manual,�Delmar�Pub,�2002．

Ⅴ．配布資料

１．ワークショップ用演習枠組み

２．CBFE-OT のマニュアルと評価表の翻訳版：永

井洋一（監訳）伊藤健次郎，梅津清司郎，大谷将

之，國貞将志，酒井ひとみ，叢麗，辻陽子，西

井正樹，藤井有里，堀部恭代，本田一樹，松山厚

樹（訳）（第 20 回日本作業療法教育学術集会　コ

ンピテンシーワークショップ参加者有志）：Linda�

Miller,�Helene� J�Polatajko,�Mark�Hartley,�Ann�

Bossers:�Competency�Based�Fieldwork�Evaluation�

for�Occupational�Therapy（CBFE-OT）:�Manual,�

Delmar�Pub,�2002．
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（補足資料１）コンピテンシー発達段階の定義と採点表

（補足資料２）学習目標の設定

（Linda�Miller 他，2002 参照）

（Linda�Miller 他，2002 参照し，本 WS 用に酒井作成）
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【緒言】

　日本作業療法協会（以下，OT 協会）は国民に理

解しやすい作業療法の形を示すために MTDLP を開

発し，全会員への普及と関連他職種への認知度向上

を目指している１）．作業療法士（以下，OT）養成

教育においても人材を育成する必要があり，2015 年

より教員向けの MTDLP 研修会が開催され，OT 養

成校においても MTDLP がカリキュラムに導入され

つつある２）．今後，作業療法学生（以下，学生）は，

養成校教育において学内カリキュラムで MTDLP を

習い実習にきて，就職していくことになる３）．

　本学科においても，学内カリキュラムに MTDLP

を組み込み，臨床実習での MTDLP 活用を学生に推

奨している．土井４）は，「臨床実習の場において学

生が，対象者の“本人が望む作業”の支援を行う経

験が乏しく，対象者の機能に評価が割かれ，起居動

作への治療介入が中心となり，具体的な作業が疎か

になりがちである」と指摘している．加えて，「本来

OT として対象者と向き合う際の最低限の入り口の

学習や経験が不足したままでは，対象者の活動や参

加に向けた支援が行いえない」とも述べている．本

学科では，対象者の生活行為向上を支援できる OT

になることを学生に指導しており，対象者の生活行

為向上に向けた支援の経験や学習ができる MTDLP

は，本学科の理念と一致するツールでもある．本校

は，2017 年度より OT 協会から MTDLP 推進協力

校 B にも認定されている２）．

　本学科では教員向けの MTDLP 研修が開催された

2015 年度より MTDLP を学内カリキュラムに導入

し，年度を重ねるごとにカリキュラムを充実させて

いる．そのため学生が MTDLP の学内カリキュラム

充実により，臨床実習で MTDLP を活用したのか，

どの MTDLP シートを活用したか，最近の MTDLP

の普及情勢より臨床実習施設から MTDLP の活用を

研究と報告

臨床実習で生活行為向上マネジメントを活用するためのカリキュラムの検討
～ 2015 年度学生と 2017 年度学生の比較～

Examination of the curriculum to utilize Management Tool for Daily Life Performance on clinical training
～�Comparative study of 2015 students and 2017 students ～

榊原　康仁・林　　亜遊
Yasufumi�SAKAKIBARA・Ayuu�HAYASHI

Japanese Journal of Research for the Occupational Therapy Education 18(1):　20-25,  2018

大阪医療福祉専門学校作業療法士学科
Osaka�College�of�Medical�&�Welfare�Department�of�
Occupational�Therapy
〒 532-0003　大阪市淀川区宮原 1-2-14
1-2-14,�Miyahara,�Yodogawa-ku,�Osaka,� 532-0003,�
Japan

要旨：本研究では，生活行為向上マネジメント（以下，MTDLP）の学内カリキュラム内容の異なる２つ
の年度の作業療法学生（以下，学生）について，臨床実習での MTDLP 活用状況を調査し，今後のカリ
キュラムを検討することを目的とした．臨床実習での MTDLP 活用の有無・活用した MTDLP シート，臨
床実習教育者（以下，clinical�educator：CE）からの MTDLP 活用の指示を調査した結果，臨床実習での
MTDLP 活用は有意に増加した．しかし，活用したシートは，生活行為聞き取りシートが有意に増加しただ
けであり，CEからのMTDLP活用の指示に有意差がなかった．学生が臨床実習で他シートを用いるには，シー
トを用いた演習を多くし，MTDLP 活用の重要性を CE に理解してもらえる対策が重要であると検討した．
キーワード：生活行為向上マネジメント（MTDLP）・臨床実習・カリキュラム
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表 1．対象者の内訳と比較 

 2015 年度学生群 2017 年度学生群 有意差 

人数（男性：女性） 36 名（12 名：24 名） 32 名（2名：30 名） P=0.01 

平均年齢 21.6±3.0 歳 20.8±2.3 歳 P=0.68 

MTDLP 授業 3 年次前期：作業療法特

論（90 分授業×2コマ） 

1 年次前期：作業療法概

論（90 分授業×15 コマ+

試験・OSCE) 

1 年次前期：見学実習で

聞き取りシートの活用

を体験 

3 年次前期：作業療法特

論（90 分授業×2コマ） 

 

臨床実習Ⅰ（期間） 9 週間 10 週間  

領域（急性：回復：維

持：老年：精神：発達） 

急性 7 回復 16 維持 4  

老年 4 精神 4 発達 1 

急性 10 回復 10 維持 2  

老年 3 精神 6 発達 1 

P=0.72  

 

表 2 MTDLP の活用と不活用 

 活用した 活用しなかった 全体 

2015 年度学生群 7 人（19.4％） 29 人（80.6％） 36 人（100.0％） 

2017 年度学生群 14 人（43.8%） 18 人（56.3％） 32 人（100.0％） 

カイ 2乗検定 Ｐ＝0.03（P<0.05） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表１．対象者の内訳と比較

指導されたかを調査することは有意義であると考え

る．以上を踏まえ，本研究の目的は，MTDLP を学

内カリキュラムに導入した初期の学生群と MTDLP

の学内カリキュラムが比較的充実してきた学生群の

臨床実習での MTDLP 活用の有無，活用したのであ

れば使用した MTDLP シート，臨床実習教育者（以

下，clinical�educator：CE）からの MTDLP 活用の

指示があったかを明確にして，MTDLP のカリキュ

ラムや MTDLP の普及情勢が異なる両群を比較し，

今後のカリキュラムについて検討することとした．

　なお本稿で扱う MTDLP シートとは，協会が発

行しているマニュアル，「生活行為向上マネジメン

ト」５）６）に掲載している「生活行為聞き取りシート」，

「興味・関心チェックシート」，「生活行為向上マネ

ジメントシート」，「生活行為課題分析シート」（生

活行為向上マネジメント改訂第２版６）より掲載），「生

活行為アセスメント演習シート」，「生活行為プラン

演習シート」を指す．

【方法】

　対象は 2015 年度本学科３年制課程３年生（以下，

2015 年度学生群）36 名（男性 12 名，女性 24 名，

平均年齢 21.6 ± 3.0 歳）と 2017 年度本学科３年制課

程３年生（以下，2017 年度学生群）32 名（男性２

名，女性 30 名，平均年齢 20.8 ± 2.3 歳）である（表

１）．2015 年度学生群は，３年次に大阪府作業療法

士会 MTDLP 推進委員を講師に招き作業療法特論

（90 分授業を２回）を受講した後，臨床実習（９週

間）を経験した．作業療法特論の内容は，MTDLP

の概要，MTDLP 各シートの説明，架空事例を使っ

た演習であった．2017 年度学生群は，１年次の作業

療法概論（90 分授業を 15 回）で MTDLP の概要，

MTDLP 各シートの説明，MTDLP 各シートを用い

た演習，生活行為聞き取りシートと興味・関心チェッ

クシートを用いた面接練習した後，客観的臨床能力

試験（以下，OSCE）を実施し，見学実習で対象者

の生活行為を聞き出すツールとして生活行為聞き取

りシートを用いる経験をした．更に３年次に大阪府

作業療法士会 MTDLP 推進委員を講師に招き，作業

療法特論（90 分授業を２回）で実際の事例について

MTDLP の各シートにアセスメント，プラン，申し

送りなどを書き込む説明を受けシートを用いた演習

をした後，臨床実習（10 週間）を経験した．また，

2015 年度学生群と 2017 年度学生群が臨床実習に行

く１月前には，CE 会議を開催している．2015 年度

学生群の CE 会議には，MTDLP 活用について教員

から CE に伝達しなかったが，2017 年度学生群の

CE 会議では，本学科が MTDLP 推進校 B であり，

強制ではないが臨床実習で MTDLP を活用していく

方針であることを CE に伝達した．

　方法は両群（2015 年度学生群と 2017 年度学生群）

の臨床実習後，アンケート調査を実施した．アン
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ケート内容は，臨床実習での MTDLP 活用の有無，

MTDLPを活用した場合は使用したMTDLPシート，

CE から MTDLP 活用の指導の有無であった．

　分析方法は臨床実習での MTDLP 活用の有無，

MTDLP を活用した場合は使用した MTDLP 各シー

ト，CE からの MTDLP の促しについて，2015 年度

学生群と 2017 年度学生群の個数を単純集計で振り

分け，２サンプルカイ２乗検定を用いて比較した．

統計処理の有意水準は５％未満として，統計ソフト

は統計解析 Excel2010 を用いた．

　倫理的配慮として，2015 年度学生群には目的を書

面にて説明し，同意を得られた対象者に無記名式で

アンケートを実施した．2017 年度学生群には目的と

参加を口頭で説明し，アンケートの回収をもって同

意とした．なお本研究は，大阪医療福祉専門学校倫

理審査委員会（大医福第 16-教-008 号）より承認を

得ている．また，関連する企業などとの利益関係は

ない．

【結果】

　臨床実習での MTDLP 活用の有無は，2015 年度

学生群では「活用した」が７名で「活用しなかった」

が 29 名であり，2017 年度学生群では「活用した」

が 14 名で「活用しなかった」が 18 名であった（表

２）．２サンプルカイ２乗検定では，2017 年度学生

群が MTDLP 活用において有意差に増加が認められ

た（P=0.03）．MTDLP を活用した場合の使用した

MTDLP シートは，2015 年度学生群では生活行為聞

き取りシート１名，興味・関心チェックシート７名，

生活行為向上マネジメントシート０名，生活行為ア

セスメント演習シート０名，生活行為向上プラン演

習シート０名，生活行為申し送りシート０名であ

り，2017 年度学生群では生活行為聞き取りシート６

名，興味・関心チェックシート 11 名，生活行為向

上マネジメントシート２名，生活行為課題分析シー

ト０名，生活行為アセスメント演習シート１名，生

活行為向上プラン演習シート１名，生活行為申し送

りシート０名であった（表３）．２サンプルカイ２

表 1．対象者の内訳と比較 

 2015 年度学生群 2017 年度学生群 有意差 

人数（男性：女性） 36 名（12 名：24 名） 32 名（2名：30 名） P=0.01 

平均年齢 21.6±3.0 歳 20.8±2.3 歳 P=0.68 

MTDLP 授業 3 年次前期：作業療法特

論（90 分授業×2コマ） 

1 年次前期：作業療法概

論（90 分授業×15 コマ+

試験・OSCE) 

1 年次前期：見学実習で

聞き取りシートの活用

を体験 

3 年次前期：作業療法特

論（90 分授業×2コマ） 

 

臨床実習Ⅰ（期間） 9 週間 10 週間  

領域（急性：回復：維

持：老年：精神：発達） 

急性 7 回復 16 維持 4  

老年 4 精神 4 発達 1 

急性 10 回復 10 維持 2  

老年 3 精神 6 発達 1 

P=0.72  

 

表 2 MTDLP の活用と不活用 

 活用した 活用しなかった 全体 

2015 年度学生群 7 人（19.4％） 29 人（80.6％） 36 人（100.0％） 

2017 年度学生群 14 人（43.8%） 18 人（56.3％） 32 人（100.0％） 

カイ 2乗検定 Ｐ＝0.03（P<0.05） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表２　MTDLP の活用と不活用

表 3 活用した MTDLP シートの比較 

 2015 年度学生 2017 年度学生 有意差 

生活行為聞き取りシート 1 名 6 名 P<0.05 

興味・関心チェックシート 7 名 11 名 P=0.16 

生活行為向上マネジメントシート 0 名 2 名 P=0.13 

生活行為課題分析シート ＊ 0 名 n.s. 

生活行為アセスメント演習シート 0 名 1 名 P=0.29 

生活行為向上プラン演習シート 0 名 1 名 P=0.29 

生活行為申し送りシート 0 名 0 名 n.s. 

n.s.:not significant  ＊生活行為課題分析シートは MTDLP 改訂第 2版より掲載 5）６） 

 

表 4 CE から学生への MTDLP 活用の促し有無 

 あり なし 全体 

2015 年度学生群 4 人（11.1％） 32 人（88.9％） 36 人（100.0％） 

2017 年度学生群 1 人（3.1％） 31 人（96.9％） 32 人（100.0％） 

カイ 2乗検定 Ｐ＝0.21 

表３　活用した MTDLP シートの比較
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乗検定では，2017 年度学生群において生活行為聞き

取りシートのみ有意に増加が認められた（P=0.03）．

CE から MTDLP 活用の指導の有無は，2015 年度学

生群では促されたが４名で促されていないが 32 名，

2017 年度学生群では促されたが１名で促されていな

いが 31 名であり（表４），両群に有意差はなかった

（P=0.21）．

【考察】

１．臨床実習での両群間のMTDLP活用比較

　臨床実習での MTDLP 活用を 2015 年度学生群と

2017 年度学生群を比較した結果，2017 年度学生群

は MTDLP 活用が有意に増加した．

　2015 年度学生群は，３年次前期の作業療法特論で，

MTDLP の概要，MTDLP の各シートの説明，架空

事例の講義を経験しただけであった．しかし，2017

年度学生群は，１年次前期に作業療法概論（90 分授

業× 15 コマ + 試験・OSCE）と見学実習で聞き取

りシートの活用を体験，３年次前期には作業療法特

論（90 分授業×２コマ）で実際の事例を用いたシー

ト演習を経験している．それは MTDLP の学内カリ

キュラム充実や見学実習での聞き取りでのシートの

活用が，2017 年度学生群の臨床実習での活用に影響

した可能性があると考えられる．

　しかし，カリキュラム以外でも MTDLP に関して

の情勢も 2015 年度から 2017 年度の間は，大きく変

化していることを考慮しなければならない．最初に

OT 協会は MTDLP を重点項目にして全会員に普及

することを目指し，各都道府県の作業療法士会と連

携し，各地で研修会を開催している２）．MTDLP 研

修制度も確立され（基礎研修や実践者研修），OT 協

会へ事例報告し合格した OT 協会員は実践・推進・

指導できると定めた７）．OT 協会理事の土井４）の報

告によれば，2016 年 12 月 31 日時点で OT 協会員

54952 名中，基礎研修修了者 17396 名，実践者研修

修了者 3409 名，指導者 93 名である．この時点で，

ほぼ OT 協会員の３人に１人が基礎研修修了者であ

る．それらの影響で臨床では MTDLP に理解を示す

OT が少しずつ増えており，2017 年度学生群は 2015

年度学生群と比較して臨床実習で MTDLP が受け

入れやすい傾向にあったとも考えられる．加えて，

2015 年４月の介護報酬改定８）では，「活動」と「参加」

に焦点を当てたリハビリテーションが求められるな

ど，近年の情勢からも OT が生活行為の重要性を認

識しつつあるとも考えられる．

２．MTDLPのシート活用には偏りがある

　MTDLP のプロセスには，生活行為の目標の聞き

取り，アセスメント，プラン，申し送りがある９）．

それらが各シートに整理されることになる．

　2015 年度学生群と 2017 年度学生群を比較する

と，生活行為聞き取りシートのみ活用が有意に増加

した．このシートは，2017 年度学生群は学内カリ

キュラムで学習し OSCE を実施し見学実習で活用

しており，使い慣れていると考えられる．また他の

MTDLP シートと比べて記入箇所も少なく使いやす

い．そのため臨床実習で時間が不足がちな学生は生

活行為の目標を聞き取ることで精一杯な場合や，対

象者の生活行為が重要なのは認識しており生活行為

を聞き取ることで精一杯である場合があり，生活行

為聞き取りシートのみを活用していると考える .

　今回，臨床実習での MTDLP 活用は増加している

が，生活行為聞き取りシートのみで，他シートの活

用が有意に増加しない．MTDLP にはアセスメント

やプランを整理することや他職種に申し送るといっ

たプロセスがあるが，活用されていないことが残念

である．それを打開するには，各シートに対応でき

るカリキュラムの必要性を感じる．　

　先進的な臨床実習で MTDLP の活用を取り入れ，

成功している鳥取モデル 10）を参考にすると，「大切

表 3 活用した MTDLP シートの比較 

 2015 年度学生 2017 年度学生 有意差 

生活行為聞き取りシート 1 名 6 名 P<0.05 

興味・関心チェックシート 7 名 11 名 P=0.16 

生活行為向上マネジメントシート 0 名 2 名 P=0.13 

生活行為課題分析シート ＊ 0 名 n.s. 

生活行為アセスメント演習シート 0 名 1 名 P=0.29 

生活行為向上プラン演習シート 0 名 1 名 P=0.29 

生活行為申し送りシート 0 名 0 名 n.s. 

n.s.:not significant  ＊生活行為課題分析シートは MTDLP 改訂第 2版より掲載 5）６） 

 

表 4 CE から学生への MTDLP 活用の促し有無 

 あり なし 全体 

2015 年度学生群 4 人（11.1％） 32 人（88.9％） 36 人（100.0％） 

2017 年度学生群 1 人（3.1％） 31 人（96.9％） 32 人（100.0％） 

カイ 2乗検定 Ｐ＝0.21 

表４　CE から学生への MTDLP 活用の促し有無
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な生活行為を聞き取る」と「MTDLP 総論・事例演

習」を繰り返し，学内カリキュラムに導入している．

本学科では，「大切な生活行為を聞き取る」に関し

ては，演習を繰り返し臨床実習でも生活行為聞き取

りシートや興味関心チェックシートの活用は増えて

いるが，「MTDLP 総論・事例演習」に関しては演

習が少ない．様々な疾患の演習を繰り返すことで，

学生は生活行為向上マネジメントシート，生活行為

課題分析シート，生活行為アセスメント演習シート，

生活行為向上プラン演習シート，生活行為申し送り

シートの活用に自信がつくと考えられる．渡邊 11）は

「OT 協会では，MTDLP はすべての OT が用いるこ

とができるツールとして位置づけていることから，

対象領域を問わず，MTDLP が活用できると考える．

しかし，各対象領域にはそれぞれ特徴があり，それ

を踏まえ MTDLP を活用することが必要になると考

える」と述べている．専門科目各分野での治療学な

どのカリキュラムで演習に導入していくには，各専

門分野の学科教員間で話し合い，学生がどの分野の

臨床実習を経験しても自信を持って対応できる事例

演習が必要であると考える．

３．CEから学生への促しについて

　臨床実習での MTDLP 活用が有意に増加し，臨床

施設で MTDLP が認知されつつあると考える反面，

CE から学生への MTDLP 活用の促しが少なく，特

に 2017 年度の CE 会議では MTDLP の活用を依頼

したが，2015 年度学生群と 2017 年度学生群に有意

差が認められなかった．

　MTDLP 活用について CE の促しが少ない理

由として，CE の MTDLP に関する知識の欠如，

MTDLP が重要と思っても CE が学生に臨床実習で

活用させるだけの一歩が踏み出せない状況が考えら

れる．結果として臨床実習後，本学科教員が学生の

レポートを調査すると医学モデル的な従来型のボト

ムアップ形式で介入している CE が多く，学生への

指導に影響していると想像できる．しかし，従来型

とはいえ CE は学生と協働して，レポートを作成し

ており，責めることはできない．本学科としては，

CE に MTDLP を取り入れた臨床実習の必要性を理

解してもらう取り組みが大切であると考える．

　OT 協 会 は 養 成 校 に 対 し て， 臨 床 実 習 で の

MTDLP 実施目標を揚げ，CE 会議などで MTDLP

臨床実習を呼びかけるとともに，MTDLP 臨床実習

の進め方，指導の仕方を実習指導者に向けて解説す

るなどの取り組みを行うように依頼している４）．本

学科としては，それらが明確にされておらず，学科

内の教員で話し合い決めていく必要がある．また，

臨床実習の手引きの成績評価表を見直し MTDLP を

活用して評価計画や治療をすすめるという文言を入

れ，症例レポートは MTDLP の形式で作成している

養成校も存在している 12）．今後，そのような先進的

な臨床実習をするためにも，なぜ MTDLP での臨床

実習が必要なのか，そしてどこまでを CE に依頼す

るのかを具体的にしておかなければならないと考え

る．

　小林 13）は，MTDLP を学生が臨床実習で使う利点

として，CE と一緒に各シートを作ることで，CE の

臨床推論を間近で体験できると述べている．加えて，

同じツールで CE 自身も学生と一緒に考える機会に

なるとも述べている．臨床実習での MTDLP 活用は

MTDLP を熟達していける機会になり，MTDLP の

指導や職場での活用に自信がない CE 側にも利点が

あることも伝えていきたいと考える．

【要約】

　2015 年度学生と学内カリキュラム内容がより充

実した 2017 年度学生に臨床実習での MTDLP 活用

状況を比較調査した結果，MTDLP 活用は有意に

増加し学内カリキュラムの影響や OT 協会などの

MTDLP 啓蒙活動が影響していることが示唆でき

た．しかし，シートの活用に偏りがあり各領域の治

療学などにシートを用いた演習を増やさなければな

らないなど課題がある．また，臨床実習指導者から

の MTDLP 活用の促しに有意差はなく，CE 会議や

臨床実習手引きに MTDLP 活用を促進させる取り組

みが必要である．
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はじめに

　Allport １）は，偏見とは「ある集団に所属してい

るある人が，単にその集団に所属しているからとか，

それゆえにまた，その集団の持っている嫌な特質を

持っていると思われるとかという理由だけで，その

人に対して向けられる嫌悪の態度，ないしは敵意あ

る態度である」と述べ，接触仮説を提起し，偏見は

相手に対する知識の欠如が大きな原因と考えられる

ことから，真の情報に触れれば偏見は解消すると主

張した．

　大島ら２）は，精神障害者との日常的な交流が行

われている一精神病院の周辺住民を対象に調査を行

い，精神障害者との豊富で具体的な接触体験の中で

住民の意識が徐々に変化していくことを述べ，接触

体験がきわめて重要と述べている．また，星越ら３）

は精神病院勤務者を対象に調査し，十分な教育と接

触体験の積み重ねにより精神障害者への社会的態度

の変容が認められることを述べている．そして，精

神障害者の偏見除去に関する研究４）において，対象

を統合失調症者に焦点化しているが，精神科医の医

学的説明よりも当事者の体験談の方が偏見除去の効

果が高いとされ，さらに一方的な講演よりも，協同

作業も採り入れながら双方向的な交流が持てるよう

配慮した方が良い結果が得られるとされている．

　さて，作業療法士の養成課程では，多くの作業療

法学生（以下，OTS）が，精神科領域の施設での臨

床実習（以下，実習）に参加する．OTS は，実習に

おける評価・介入の過程において，精神障害者と長

期間の接触を持つこととなる．そして，実際に実習

後，精神障害者の印象が肯定的に変わったとの声を

聞くことが多い．

　学生の精神障害者へのイメージや，実習による影

響を調査した研究が幾つかある．東口ら５）は臨床実

習での体験が医学生の偏見的態度を軽減させたと報

告しており，小山内ら６）の医療従事者を目指す学生

を対象とした調査では，精神障害者に対する講義と

実習の経験のある群は，講義のみを受けた群と比べ，

研究と報告

支援的実習環境での個別性理解の経験による作業療法学生の
「精神障害者イメージ」の変化

The Change of the image to people mentally challenged of occupational therapy students by experience of 
understanding individuality in supportive clinical internship.

山根　伸吾１）・小泉　友見２）・花岡　秀明１）

Shingo�YAMANE１）・Yumi�KOIZUMI２）・Hideaki�HANAOKA１）

Japanese Journal of Research for the Occupational Therapy Education 18(1):　26-33,  2018

１）広島大学大学院医歯薬保健学研究科
Institute� of� biomedical� and�Health� Sciences,�
Hiroshima�University

２）医療法人社団　光仁会　梶川病院
Medical�Corporation�Koujinkai�Kajikawa�Hospital

要旨：本研究の目的は，精神障害領域の実習における，作業療法学生の精神障害者への印象に影響を与えた
経験を抽出することである．精神障害者への印象が肯定的に変化した 10 名の作業療法学生（以下，OTS）
にインタビューを行い，質的に分析した．結果 390 のラベルが得られ，５つの３次カテゴリ，≪精神障害者
の印象が変わるまでのイメージ≫≪交流の中で印象が変わった≫≪新たに知ったことと内省≫≪印象が変
わった背景≫≪新たな精神障害者のイメージ≫が抽出された．OTSは，日常性があふれる実習環境において，
臨床実習指導者と精神障害者との関わりに触れていた．そして積極的に精神障害者と愉快な交流を行い，そ
の中で彼らの個別性を知り，自己を通してイメージを再構築したことが示唆された．
キーワード：精神障害者，臨床実習，作業療法学生
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「怖くない」「身近な」「迷惑でない」「穏やか」「可

愛らしい」というイメージの割合が高いことが述べ

られている．

　OTS を対象とした研究では，岡田ら７）が，OTS

に対して，精神障害者と接触する３種の接触体験（演

奏会の見学，小集団での調理，１対１での協同課題）

を設け，接触前後の精神障害者に対するイメージの

変化を調査しており，結果，関わりが濃厚であるほ

ど好意的なイメージに変化したと述べている．また，

原口ら８）は，長期実習の前後で，統合失調症患者に

対する社会的距離が軽減し偏見が軽減したことを報

告している．しかし，一方で，山本ら９）は単に接触

を増やすことが偏見の軽減につながるものではない

ことを述べており，原口ら８）も，比較的生活での接

触密度の濃い内容を示す質問では有意差が認められ

ず，実習後も否定的なイメージが根強いことを述べ

ている．

　作業療法の焦点は，クライアント（以下，CL）の

生活の再構築という具体的な課題であるため，OTS

は総合実習において，精神障害者との接触体験を

行っていると考えられるが，実習におけるどのよう

な経験や背景状況が精神障害者への印象の変化に関

連しているか，調査した研究はない．また，作業療

法士は，精神医療領域の担い手の１職種であり，作

業療法養成校において，精神障害者への偏見を除去

することは，重要な課題である．精神障害者への理

解を深める際に，実習におけるどのような経験が重

要であったかを抽出することで，作業療法養成課程

における教育内容の検討の一助とし，より質の高い

教育に寄与できると考えた．そこで，本研究では，

総合実習において精神障害者への印象が肯定的に変

化した OTS を対象に，その実習での経験について，

インタビューを通して質的分析し，その特徴を調査

した．�

方法

１．対象

　作業療法学専攻４年生のうち，４年次の臨床実習

において精神障害領域の実習を行い，精神障害者へ

の印象が肯定的に変化したと述べた女子学生を対象

とした．対象者の選定に合理的サンプリングを用い

た．具体的には，実習後の報告書，ならびに実習セ

ミナーにおける学生の発表などから，本研究の目的

に沿った対象候補者を研究者間で選定し，研究説明

時に「実習の前後で精神障害者への印象が肯定的に

変わったか」との問いに「はい」と述べた者を対象

とした．今回，肯定的に変化した者に限定したのは，

臨床実習における否定的な経験を語ることは対象者

に心理的な侵襲性を与える可能性があるとの本学倫

理審査委員会からの助言に基づく倫理的配慮による

ものである．また，精神障害者への態度への性差の

影響の有無に関して，一定の見解が示されておら

ず５），８），10），本学の作業療法学専攻学生の性別割合

を考慮して，一定の対象者数を確保するために，本

研究では女性のみを対象者とした．

２．調査方法

　一般情報として年齢を聴取し，半構造化面接を

行った．インタビューでは，精神障害領域での臨床

実習前後での精神障害者への印象の変化について聞

いた．対象者の回答に応じて，インタビューガイド

（表１）に基づきつつも，自然な会話となるように

配慮しながら，実習前の印象，実習後の印象，印象

が変わったきっかけや経験を尋ねた．インタビュー

質問　

精神科領域の臨床実習前後での，精神障害の方への印象の変化について教えてください．

回答に応じて追加する質問

　実習前はどのような印象をお持ちでしたか．

　実習後はどのように変化しましたか．

　印象が変わったきっかけがありましたか．

　どのような経験で印象が変化したと思いますか．

表１　インタビューガイド

作業療法教育研究・第 18 巻・第１号・2018 年９月
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内容は了承を得て，IC レコーダーで録音した．なお，

インタビューは対象者との力関係による影響を配慮

し，教員ではない第２筆者が実施した．インタビュ

アーは事前に，質的研究の経験のある作業療法士と

インタビューの実施練習を行い，フィードバックを

受けた後に，本研究でのインタビューを行った．

３．分析方法

　対象者ごとに半構造的面接によって得たデータか

ら逐語録を作成した．精神障害者に対する印象が変

化したきっかけに関する語りを，文脈とともに抜き

出しラベルを作成した．ラベル化したものは内容の

類似性に従ってカテゴリ化し，カテゴリには内容を

表す名称を付けた．これを繰り返し，１次，２次，

３次カテゴリを作成した．新たに対象者にインタ

ビューを行うごとに上記を行い，ラベル追加による

カテゴリの修正を加え，新たなカテゴリが抽出され

ないことを確認し，データ収集を終了した．なお，

分析については，筆頭著者と第２筆者が別々に行い，

さらに質的研究の経験のある第３者が確認を行い，

合意するまで修正した．また，真実性の確保のため，

分析結果を対象者に提示し，インタビューにおける

発言の意図と食い違いがないかを確認した．

４．倫理的配慮

　本研究は広島大学疫学研究倫理審査委員会の承認

を受けて行った（承認番号 E-489）．対象者には口

頭と書面により，研究の目的，意義，協力頂く内容

や分析方法を説明し，研究協力を断っても不利益の

ないことも説明したうえで，書面による同意書を得

て，研究を実施した．

結果

１．�対象者の概要と臨床実習前の精神障害者への印

象の概要（表２）

　対象者となった OTS は 10 名で平均年齢は 21.8 ±

0.79 歳であった．インタビューの平均時間は 33.9 ±

6.3 分であった．臨床実習前の精神障害者への印象

について，特徴的であった語りを表２に示す．対象

者は，臨床実習前の精神障害者の印象として，妄想

や幻覚といった陽性症状によって，攻撃的になって

いる印象や，陰性症状により生活上の問題やコミュ

ニケーションの問題がある印象を述べた．

対象者 臨床実習前の精神障害者への印象に関する特徴的な語り

Ａ
ずっと考え方がマイナス思考というか，精神の病気によって支配されてるよう
なイメージ．

Ｂ
一人で悶々としている感じの人が多くて，話しかけてくるようなことは無いん
だろうな．

Ｃ 幻覚や妄想がいっぱいで，急に怒ったり暴れたりするような印象．

Ｄ
幻聴があったり状態の変化があったりで，かわいそうって言ったら悪いけど辛
いなあって思ってしまう．

Ｅ
自分の病気について，すごい悪いイメージを持ってて，そこから抜け出せてい
ないって感じ．将来性が見えなくてあんまり未来が見えてない感じ．

Ｆ
ちょっと考え方もマイナス思考だったり，病的というか攻撃的な面があるんだ
ろうな．

Ｇ
妄想とかがあって暴言とか言われる怖いイメージ．身だしなみとかも，ちょっ
と不潔なイメージ．

Ｈ
突然変な話になったり，妄想とかがあって，たぶん何も話せないのかな，意思
疎通も取れないのだろうな．

Ｉ
怖い印象はなかったけど，幻聴とかが聞こえてても，それが幻聴だって分かっ
てない，あんまり病識がない感じのイメージ．

Ｊ
ずっと無為に過ごしていて，ほとんど言われるままの生活をしているような人
の印象．

表２　対象者の臨床実習前の精神障害者への印象について
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２．得られたラベルとカテゴリについて

　得られたラベル総数は 390 枚であり，55 個の１

次カテゴリ，12 個の２次カテゴリ，５個の３次カ

テゴリに分類された．以下，３次カテゴリを≪≫２

次カテゴリを【�】，１次カテゴリを＜�＞，ラベルを

［�］，生データを『�』として示す．３次カテゴリを

それぞれ≪精神障害者の印象が変わるまでのイメー

ジ≫≪交流の中で印象が変わった≫≪新たに知った

ことと内省≫≪印象が変わった背景≫≪新たな精神

障害者のイメージ≫と名付けた．以下，３次カテゴ

リごとに含まれたカテゴリとラベルの概要を述べ

る．なお，得られたラベルとカテゴリを表３に示す．

１）�≪精神障害者の印象が変わるまでのイメージ≫

について

　≪精神障害者の印象が変わるまでのイメージ≫に

は，【実習前の精神障害者のイメージ】【短期実習で

の経験】の２つの２次カテゴリが含まれた．

①【実習前の精神障害者のイメージ】には＜攻撃

的＞＜暗い＞＜怖い＞＜不潔＞＜抵抗感があっ

た＞＜病的な症状のある人＞＜病識がない人＞＜特

定の否定的イメージはなかった＞の８つの１次カテ

ゴリが含まれた．これらには『暴言を言われると思っ

た』『暗い雰囲気があるかと思った』『ちょっと怖い』

『身だしなみとかができてない』『何となくの抵抗感』

『幻覚や妄想が凄い』『殆ど病識がない』『怖いイメー

ジはなかった』などの語りが含まれた．

②【短期実習での経験】には＜暗い印象＞＜怖い印

象＞＜将来が見えない印象＞＜うまく関われなかっ

た＞＜深く関われなかった＞＜提供していた関わり

に疑問を感じた＞＜実習指導者（以下，SV）の関わ

り方が自分の特性とあわなかった＞＜背景状況が分

からなかった＞の８つの１次カテゴリが含まれた．

これらには『暗い雰囲気だった』『近い距離感が怖

かった』『病気のせいで，みんな抜け出せない感じ』

『どうして良いか分からなかった』『お互いのために

深く関わらないほうが良いと思った』『踏み込めな

かった』『ただ言われて，やっているような感じ』『SV

の患者さんへの関わり方が，自分のペースで持って

行く感じで，真似できないと思った』『個人の背景

や経過を知ることができなかった』などの語りが含

まれた．

２）≪交流の中で印象が変わった≫について

　≪交流の中で印象が変わった≫には，【実習中に

印象が変わるまでの印象】【積極的に関わった】【CL

3次カテゴリ 2次カテゴリ 1次カテゴリ
≪精神障害者の印象が変わるまでのイメージ≫ 【実習前の精神障害者のイメージ】 ＜攻撃的＞＜暗い＞＜怖い＞＜不潔＞＜抵抗感があった＞

＜病的な症状のある人＞＜病識がない人＞＜特定の否定的
イメージはなかった＞

【短期実習での経験】 ＜暗い印象＞＜怖い印象＞＜将来が見えない印象＞＜うま
く関われなかった＞＜深く関われなかった＞＜提供してい
た関わりに疑問を感じた＞＜SVの関わり方が自分の特性と
あわなかった＞＜背景状況が分からなかった＞

【実習中に印象が変わるまでの印象】 ＜怖かった＞＜暗かった＞＜病的な症状が特徴的だった＞
＜他者との関わりに興味が無さそうだった＞＜否定的な感
情はなかった＞

【積極的に関わった】 ＜積極的に自ら働きかけた＞＜CLにあわせて関わった＞＜
積極的に考えた＞

【CLとの交流】 ＜働きかけに気さくに話してくれた＞＜働きかけに行動で
返してくれた＞＜関わりが楽しかった＞＜個人的なことを
話してくれた＞＜関係性を築けた＞

【CL個人のことを知った】 ＜病状について知った＞＜困っていることを知った＞＜生
活について知った＞

【自分との共通点】 ＜私たちと同じ感性＞＜抱える葛藤は同じ＞

【SVからの支援】 ＜SVのアドバイス＞＜SVの関わり方を参考にした＞＜SVが
背景状況を教えてくれた＞

【実習環境の日常性】 ＜実習環境の雰囲気＞

【関わりの長さ】 ＜接する中で＞＜関わりの期間の長さ＞

≪新たな精神障害者のイメージ≫

≫

【新たに分かったこと】 ＜症状には背景がある＞＜病識のある方もいる＞＜前向き
な方もいる＞＜病気を克服しようとしている方が居る＞＜
一般的な感情を持っている＞＜ありのままで受け入れれば
良い＞＜生活できていることが大切＞＜周囲の関わりの影
響が大きい＞

【現在の精神障害者のイメージ】 ＜怖いというイメージはない＞＜不潔なイメージは残って
いる＞＜難しい病気というのは変わらない＞＜得意・不得
意がありみんなと同じ＞＜地域生活を目標に取り組んでい
る人＞＜今後がある＞＜より適切な関わりを必要としてい
る人達＞

CL：クライアント，SV：臨床実習指導者

≪交流の中で印象が変わった≫

≪印象が変わった背景

≫≪新たに知ったことと内省

表３　対象者から得られたラベルとカテゴリについて
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との交流】の３つの２次カテゴリが含まれた．

①【実習中に印象が変わるまでの印象】には＜怖

かった＞＜暗かった＞＜病的な症状が特徴的だっ

た＞＜他者との関わりに興味がなさそうだった＞

＜否定的な感情はなかった＞の５つの１次カテゴリ

が含まれた．これらには『最初は少し怖かった』『ど

よーんとした雰囲気』『妄想とかに戸惑った』『他人

に興味がないのかなと思った』『実習当初に否定的

な感情はなかった』などの語りが含まれた．

②【積極的に関わった】には＜積極的に自ら働きか

けた＞＜ CL にあわせて関わった＞＜積極的に考え

た＞の３つの１次カテゴリが含まれた．これらには

『自分からやった部分は大きい』『それならこういう

接し方で行こう』『毎日毎日考えた』などの語りが

含まれた．

③【CL との交流】には＜働きかけに気さくに話し

てくれた＞＜働きかけに行動で返してくれた＞＜関

わりが楽しかった＞＜個人的なことを話してくれ

た＞＜関係性を築けた＞の５つの１次カテゴリが含

まれた．これらには『思い切って声を掛けたら，話

をしてくれた』『声を掛けたら，一緒に参加してく

れた』『すごく楽しくて人と関わるのが楽しいなぁ

と思った』『自分自身のことを話してくれた』『すご

く信頼感が芽生えていると感じとれた』などの語り

が含まれた．

３）≪新たに知ったことと内省≫について

　≪新たに知ったことと内省≫には，【CL 個人のこ

とを知った】【自分との共通点】の２つの２次カテ

ゴリが含まれた．

①【CL 個人のことを知った】には＜病状について

知った＞＜困っていることを知った＞＜生活につい

て知った＞の３つの１次カテゴリが含まれた．これ

らには『発症したころの状況について教えてくれた』

『実はこういうことがあってね，困っていると話し

てくれた』『生活している様子を知った』などの語

りが含まれた．

②【自分との共通点】には＜私たちと同じ感

性＞＜抱える葛藤は同じ＞の２つの１次カテゴリが

含まれた．これらには『自分と同じように同じ感情

を持っている』『どう生きていこうかという葛藤は

みんな一緒』などの語りが含まれた．

４）≪印象が変わった背景≫について

　≪印象が変わった背景≫には，【SV からの支援】

【実習環境の日常性】【関わりの長さ】の３つの２次

カテゴリが含まれた．

①【SV からの支援】には＜ SV のアドバイス＞

＜ SV の関わり方を参考にした＞＜ SV が背景状況

を教えてくれた＞の３つの１次カテゴリが含まれ

た．これらには『いつでもポジティブにフィードバッ

クしてくれた』『寄り添う感じで，こういう雰囲気

なら真似できるかと思った』『自分だけでは分から

ない』『SV が CL のバックグラウンドを教えてくれ

た』などの語りが含まれた．

②【実習環境の日常性】には＜実習環境の雰囲気＞

の１つの１次カテゴリが含まれた．これには『普通

に生活して必要な話をしてケアだけじゃなく日常会

話もある』『看護婦さんが患者さんと普通の人と同

じように接していた』などの語りが含まれた．

③【関わりの長さ】には＜接する中で＞＜関わりの

期間の長さ＞の２つの１次カテゴリが含まれた．こ

れらには『関わりが長かったのでじっくりと関われ

た』『接していく中でですね』などの語りが含まれた．

５）≪新たな精神障害者のイメージ≫について

　≪新たな精神障害者のイメージ≫には，【新たに

分かったこと】【現在の精神障害者のイメージ】の

２つの２次カテゴリが含まれた．

①【新たに分かったこと】には＜症状には背景があ

る＞＜病識のある方もいる＞＜前向きな方もいる＞

＜病気を克服しようとしている方が居る＞＜一般的

な感情を持っている＞＜ありのままで受け入れれば

良い＞＜生活できていることが大切＞＜周囲の関わ

りの影響が大きい＞の８つの１次カテゴリが含まれ

た．これらには『症状がひどくなるのには理由があ

る』『病気を認識している方が多い』『こんなことを

したいんだと仰っていた』『本人さんも状況を変え

ようと取り組んでいる』『みんな普通に笑うし，純

粋だと思うこともあった』『表面的なことだけに捕

らわれなくていい』『陽性症状があっても生活でき

ているかどうか』『やりたいことがあっても偏見と

かで幅が狭められている』などの語りが含まれた．

②【現在の精神障害者のイメージ】には＜怖いとい

うイメージはない＞＜不潔なイメージは残ってい

る＞＜難しい病気というのは変わらない＞＜得意・
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不得意がありみんなと同じ＞＜地域生活を目標に取

り組んでいる人＞＜今後がある＞＜より適切な関わ

りを必要としている人達＞の７つの１次カテゴリが

含まれた．これらには『怖いと思っていたのが申し

訳ない』『個人によるけど不潔なイメージは残って

いる』『やっぱり難しい病気ではある』『病気とか関

係なく，一人の人として得意なことと不得意なこと

があるだけ』『地域生活を目標に，どう対応してい

こうか取り組んでいる』『地域で暮らしている人を

見て，今後があるんだなって思った』『もっと適切

に関わって支援があれば，生活できているはずの人

達』などの語りが含まれた．

考察

１．OTS の精神障害者へのイメージの変化

　【新たに分かったこと】には＜症状には背景が

ある＞＜病識のある方もいる＞＜前向きな方もい

る＞＜病気を克服しようとしている方が居る＞＜一

般的な感情を持っている＞＜ありのままで受け入れ

れば良い＞＜生活できていることが大切＞＜周囲の

関わりの影響が大きい＞が含まれ，＜攻撃的＞＜病

的な症状のある人＞＜病識がない人＞などが含まれ

た【実習前の精神障害者のイメージ】での症状に限

局された固定的なイメージではなく，精神障害者に

も多様性があること，生活や周囲環境の観点など，

広い視点で捉えるようになっていた．また，【現在の

精神障害者のイメージ】には＜地域生活を目標に取

り組んでいる人＞＜今後がある＞＜より適切な関わ

りを必要としている人達＞が含まれ，【短期実習で

の経験】に含まれた＜暗い印象＞＜怖い印象＞＜将

来が見えない印象＞といった，否定的で閉塞的なイ

メージからの変化が伺えた．一方で，＜不潔なイメー

ジは残っている＞＜難しい病気というのは変わらな

い＞といった不変のイメージも含まれた．このこと

は，小山内ら６）の，講義と実習を経験した学生群に

おいて「汚い」「不活発な」というイメージが残存

していたという結果，そして原口ら８）の，比較的生

活での接触密度の濃い内容を示す質問では有意差が

認められず，実習後も否定的なイメージが根強かっ

た結果と一致していると考えられた．

２．�OTS と精神障害者との関わりにおける相互作用

　【実習中に印象が変わるまでの印象】に含まれた

＜怖かった＞＜暗かった＞＜病的な症状が特徴的

だった＞＜他者との関わりに興味がなさそうだっ

た＞，そして【積極的に関わった】に含まれた＜積

極的に自ら働きかけた＞から，OTS は実習当初戸

惑いながらも，自発的に CL に関わっており，【CL

との交流】に含まれた＜働きかけに気さくに話して

くれた＞＜個人的なことを話してくれた＞＜関係性

を築けた＞などから，その OTS の関わりに CL が

応じてくれた経験をしていたことがわかった．そし

て，この【CL との交流】において『思い切って声

を掛けたら，話をしてくれた』『すごく楽しくて人

と関わるのが楽しいなぁと思った』『すごく信頼感

が芽生えていると感じとれた』などの語りが得られ，

OTS はこの交流を大きな喜びとして捉えていたこと

が特徴的であった．これらは，山内 11）が，偏見的態

度をポジティブに変容させる効果的な接触の５つの

条件のうちの１つに相互作用を挙げていることや，

山本ら９）が，「接触体験が好影響を与えるには，愉

快な体験が必要」と述べたことと一致すると考えた．

３．�精神障害者との関わりに影響した，実習という

コンテクスト

　【SV からの支援】に含まれた＜ SV のアドバイ

ス＞＜ SV が背景状況を教えてくれた＞＜ SV の関

わり方を参考にした＞などから，OTS にとって SV

が先導者となっていたことが伺えた．特に，情報源

としてのみではなく，『寄り添う感じで，こういう

雰囲気なら真似できるかと思った』『自分だけでは

分からない』との語りからも，OTS にとって行動

上のモデルとしての SV の存在は大きく，OTS 自身

がモデルにできると感じられる存在であることが重

要であった．また，『普通に生活して必要な話をし

て，ケアだけじゃなく日常会話もある』『看護婦さ

んが患者さんと普通の人と同じように接していた』

などが含まれた【実習環境の日常性】からは，【実

習前の精神障害者のイメージ】に含まれた＜攻撃

的＞＜暗い＞＜怖い＞＜不潔＞＜病的な症状のある

人＞＜病識がない人＞と対比されるような，精神障

害者と病院スタッフとの交流や関わりが日常的に存

在しており，OTS はそれに触れていたことが確認で

きた．これらのことから，第３者という人的環境の
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存在が，OTS と CL との関わりに影響したことが考

えられる．

　また，【関わりの長さ】には『関わりが長かった

のでじっくりと関われた』などの語りが含まれ，【積

極的に関わった】には，『それならこういう接し方

で行こう』『毎日毎日考えた』などの語りが含まれ

た．臨床実習における接触体験に関連して，作業療

法の介入過程では知悉可能性が高い８）とされている

が，OTS にとって，CL との関わりを形成することは，

CL を評価し，介入計画を立案し，実施するという

実習中の課題と同時進行する事象である．すなわち，

SV や他職種などによる安定的な支援の設けられた

枠組みの中で，時間をかけて，精神障害者との相互

作用を OTS 自らが思考して，試行錯誤することが

保証されているという，実習というコンテクストの

特殊性があってこそ，OTS は精神障害者と相互交流

を行えた可能性があり，このことは本研究により得

られた重要な知見である．

４．CL 個人を知り自己を通して省みた経験

　【CL 個人のことを知った】に含まれた＜病状につ

いて知った＞＜困っていることを知った＞＜生活に

ついて知った＞などから，OTS は CL のより個人

的なエピソードや生活について，共有する機会を得

ていた．諸井 12）によると，Levinger らは，対人関

係に関する親密化の過程を幾つかの段階に分けてお

り，その中の相互的接触の段階では「個人的な情報

を共有することにより，両者の態度や価値観などが

次第に一致し，共通の規範を作ることができる」と

述べている．そのうえで，OTS は CL に対して【自

分との共通点】を見出していた．『自分と同じよう

に同じ感情を持っている』と述べ，更には自身の世

代的な葛藤と照らし合わせ『どう生きていこうかと

いう葛藤はみんな一緒』と述べた．また，【現在の

精神障害者のイメージ】においては『病気とか関係

なく，一人の人として得意なことと不得意なことが

あるだけ』と述べた．これらより，OTS は，CL と

の個人的・情緒的な接触から，人間性や個別性を感

じとり，自分との共通点を見出し，認識を改める経

験をしたと考えた．

５．作業療法養成課程における教育に関して

　本研究の結果より，OTS は，日常性にあふれる実

習環境において，SV をはじめとする第３者と CL と

の関わりに触れ，継続的に自身で思考し，積極的に

CL と関わり，CL との交流の中で愉快な体験をする

ことで，特徴的な症状に限局された画一的な病人の

イメージから，自身と同様に多様性のある個人であ

り，生活を営む者のイメージへと変化したことが示

唆された．このことから，作業療法養成課程におい

て，精神障害者の医学的知識の教育のみならず，個

別性や多様性，人にとって普遍的な生活の観点から

も教育を行うとともに，臨床実習においては，CL

の臨床的背景を踏まえた上での現在の状況について

情報提供し，OTS の特性に合わせた CL との関わり

方について，SV がモデルを示しながら技術・態度

面の学習を支援していく必要があると考えた．

６．研究の限界

　本研究では，精神障害者に対して肯定的にイメー

ジが変化した者を対象としている．倫理的配慮のた

めであるが，実習においてイメージが変化しなかっ

た者や，否定的に変化した者からの反証的データを

得て検討することができていないことは，留意が必

要と考える．
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緒言

　作業療法白書によると，作業療法士（以下，OT）

の有資格者は 2005 年 29,525 人，2015 年 74,815 人と

10 年で約 2.5 倍になった１）．また 2015 年の国家試験

の合格者数は 5,344 人となり，多くの OT が輩出さ

れている１）．このような OT の急増に伴い１施設に

多数の OT が在籍することが一般的になった．とり

わけ集中的なリハビリテーションを提供する回復期

リハビリテーション病棟（以下，回復期病棟）では

１病院で 50 名を超える OT が在籍することも見ら

れるようになった．このような組織においては，必

然的に若手・新人 OT が増加し，職場内教育の重要

性が高まる．筆者らも回復期病棟勤務中に管理職と

して，実際に職場内教育に携わった経験から，その

重要性を痛感してきた．

　過去の報告を調べると，卒前教育に当たる臨床実

習に関する教育の報告は多数みられるが，卒後の職

場内教育に関しての報告は希少である．小暮ら２）は

回復期病棟での若手スタッフの教育の試みを報告

し，常田ら３）は新人教育計画や，体系的に経験が得

られるよう教育項目やチェック項目を設けたシート

を作成し，システマティックな教育の取り組みを報

告している．このように臨床において職場内教育の

必要性があり，その計画的実施には教育の目標やそ

れに対する評価が必要となってくる．しかし，これ

らの職場内教育の目標や評価の策定・実施は各組織

に委ねられており，多様であると考えられた．

　2010 年に行われた OT の職場内研修の状況に関す

研究と報告

回復期リハビリテーション病棟における作業療法士の職場内教育の現状
−構造方程式モデリングによる検討−
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要旨：本研究の目的は回復期リハビリテーション病棟における職場内教育の重要性や満足度，教育業務環境
および教育の現状と，それらの関係を明らかにすることであった．465 施設の作業療法教育担当者を対象に
郵送によるアンケート調査をした．237 件の返信があり，235 件を分析対象とした．90.6％が職場内教育は
重要と答えた一方で，職場内教育に満足しているのは 16.8％であった．構造方程式モデリングにより，「教
育業務環境」と「教育の現状」が直接的，媒介的に「教育の満足度」に影響するというモデルの適合が確認
された．本研究より満足ができる職場内教育のためには，実質的に教育業務が行える体制を作り，教育計画
の充実を導くことが必要と考えられた．
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る調査からは新人研修の実施率は 63.1％，部門内研

修は 53.1％，指導体制は 24.8％とされている４）．こ

のように職場内教育が十分に行き届かない実態を生

みだされる原因には様々な要因が予測された．考え

られる要因として，教育に対する施設内の位置付け

や認識，教育担当者の業務量等，教育体制を整える

業務環境が整備されているかどうかが考えられた．

そして，職場内の教育業務環境を整備されることが，

教育の充実に影響し，その結果満足感のある教育が

できると考えた．このことを調べることで，OT の

職場内教育の問題や満足度の高い教育がどのように

したら作られるかに関して分析ができ，今後の職場

内教育を再考する機会になり意義があると考えた．

　そこで，本研究の目的は多くの OT が在籍してい

る回復期病棟において職場内教育の重要性および満

足度，教育業務環境および教育の現状，それらの項

目の関係を明らかにすることとした．

方法

調査対象

　対象は日本全国において多数の OT が在籍してい

る回復期病棟の作業療法部門の教育担当者とした．

対象者は以下の手順で抽出した．①全国回復期リハ

ビリテーション病棟協会にホームページより回復期

病棟のリストを作成した５）．②日本作業療法士協会

が発行している会員名簿６）から①の回復期病棟のあ

る病院で，会員数が 10 名を超える病院を抜粋した．

①②の作業から抽出した施設は 465 施設であった．

抽出した施設の回復期病棟の作業療法部門教育担当

者または管理者宛てにアンケートを送付した．

　倫理的な配慮として，研究対象施設にアンケート

を送付する際に研究の目的や意義，個人情報の管理

等の説明書類を，アンケートの回答に影響を与えな

いように説明文に考慮した上で，添付した．対象者

からのアンケートの返信をもって研究参加への同意

を得たと見なした．本研究は，京都大学医の倫理委

員会に確認を受け実施した（確認日：2016 年８月

20 日）．

調査方法

　調査方法は郵送によるアンケート調査とした．

2016 年７月中に回答期間を３週間程度設け，回答は

無記名で行えるように配慮した．アンケートの締め

切り後に調査対象者全員に，回収の催促を促す内容

を含んだ礼状を送付し，回収期間を２週間程度延長

した．

調査内容

　アンケートの調査内容を以下に説明する．対象者・

対象施設の一般情報，職場内教育の重要性と満足度，

教育業務環境，教育の現状について回答を求めた．

１）対象者・対象施設の一般情報

　一般情報として，臨床経験年数と対象者の１日の

平均単位数を調査した．また，対象施設の情報とし

て都道府県名，セラピスト（OT，理学療法士，言

語聴覚士）の人数，新人 OT の人数，１日セラピス

ト１人あたりの平均単位数の回答を求めた．

２）職場内教育の重要性と満足度

　対象者の職場内教育の重要性の認識について，

「OT の臨床実践能力の向上のため職場内での計画的

教育が重要と思いますか？」という質問に対し，「重

要である」「やや重要である」「どちらともいえない」

「やや重要でない」「重要でない」という５件法で回

答を求めた．

　対象者の職場内教育の満足度に関して，「現在の

作業療法部門の職場内教育に満足していますか？」

という質問に対して，「非常に満足」「満足」「どち

らともいえない」「不満」「非常に不満」という５件

法で回答を求めた．

３）教育業務環境

　対象施設で OT の臨床実践能力に最も影響を与え

うる教育計画を策定する委員会などの公式な部会が

あるか，あれば病院としてどのような組織階層に位

置付けられているかに関して質問をした．回答に用

いた組織階層は低い順に，「作業療法部門内」「リハ

ビリテーション部門内」「病院の管理運営部門」「病

院等のグループ」とした．

　教育業務に関する組織内で認識や業務上の扱いの

状況の調査のため，「どの程度業務として病院や管

理者から認められているか」「教育計画の作成をど

の程度業務時間内に行っているか」「業務時間外に

教育計画の作成を行った場合に，時間外手当の支給

があるか」についてそれぞれ５件法で質問した．
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４）教育の現状

　職場内の教育の実施状況に関して，「OT に対して

の公式に作られた教育計画」「新人 OT の到達目標」

「新人 OT の臨床実践能力の評価（チェックリスト

等）」「新人以外の OT の到達目標」「新人以外の OT

の臨床実践能力の評価（チェックリスト等）」の５

項目についてその有無を質問した．OT へ「個別の

臨床能力の目標設定」をしているかどうかその程度

を５件法で質問した．

統計的分析

　統計的分析は全てのデータは項目毎に集計を行

い，項目に応じた基礎統計量を算出した．各質問で

不適切回答や無回答があった場合，計算からは除外

した．

　統計解析は，「教育業務環境」「教育の現状」とそ

れぞれを潜在変数とし，「教育業務環境」が「教育

の現状」に影響し，それらの２要因が「教育の満足

度」に影響するという因果関係モデルを構築し，構

造方程式モデリングを用いてデータに対するモデル

の適合度を確認した．モデルの検証では，パラメー

ターの推定方法に Weighted�Least�Squares�Mean-

and�Variance-adjusted（WLSMV）を用い，構造方

程式モデリングを用いてデータに対するモデルの適

合度を確認した．また「教育業務環境」が「教育の

現状」を媒介し，「教育の満足度」に影響を与える

媒介効果に関してソベル検定を用いて分析した．構

造方程式モデリングの実施時の欠損値推定は完全情

報最尤法を用いた．

　適合度評価には，Comparative�Fit� Index�（CFI），

Root�Mean� Square� Error� of� Approximation�

（RMSEA）�を用いた．これらの適合度指標は一般的

には CFI が 0.95 以上，RMSEA が 0.05 以下であれ

ば，そのモデルがデータをよく説明していると判断

される７）．しかし，実際にその基準を満たしている

モデルは少なく，CFI は 0.9 以上，RMSEA は 0.1 以

下であれば許容範囲とされている．また，パス係数

の有意性は５％を有意水準とした８）．統計解析には

M-plus�version�7.4 を用いた．

結果

　465 件のうち 237 件のアンケートの返信があり，

うち２件は回答に記入漏れが多いため除外し，235

件を分析の対象とした．回収率は 51.0％であった．

１）分析対象者・分析対象施設の一般情報

　分析対象者の臨床経験年数の平均と標準偏差は

14.8 ± 6.5 年であった．

　対象施設の所在地は地方ごとに表１にまとめた．

セラピストの平均人数と標準偏差は OT23.6 ± 12.0

名，理学療法士 34.7 ± 17.2 名，言語聴覚士 9.1 ± 5.8

名であった．新人 OT の平均人数は 3.0 ± 5.7 名，１

年目から３年目の OT は合計 7.6 ± 5.7 名であった．

　分析対象者の１日の平均単位数（以下，教育者単

位数）11.7 ± 5.7 単位，セラピスト１人あたりの１

日の平均単位数 17.0 ± 2.7 単位で，単位数の分布が

分かるように集計し度数分布を作成し比較した（図

１）．分析対象者の単位数はバラつきが大きく全て

の度数に分散する傾向があるのに対し，セラピスト

の平均単位数は 14 単位以上が９割を占めた．

地方 施設数 割合
北海道 15 6.5%
東北 32 13.9%
関東 29 12.6%
中部 40 17.4%
近畿 32 13.9%
中国 22 9.6%
四国 10 4.4%
九州 50 21.7%
(空白) 5
総計 235

表１　分析対象施設の地域別累計数（n=235）

２）職場内教育の重要性と満足度

　職場内教育の重要性について回答数をまとめる

と，「重要である」213 名（90.6％），「やや重要である」

21 名（8.9％），「どちらともいえない」１名（0.5％），

「やや重要でない」と「重要でない」は０名（0.0％）

であった．

　職場内教育の満足度は「満足」39 名（16.8％），「ど

ちらともいえない」127 名（54.7％），「不満」60 名

（25.9％），「非常に不満」６名（2.6％），「非常に満足」

０名（0.0％）であった．

３）教育業務環境

　教育計画を策定する部門の組織階層（以下，教育

組織階層）は 154 施設があると回答し，組織のどの

レベルにあるかに関しては「作業療法部門内」が 18

施設（11.7％），「リハビリテーション部門内」が 94
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施設（61.1％），「病院の管理運営部門」が 37 施設

（24.0％），「病院等のグループ」が５施設（3.2％）で

あった．

　教育業務に関する組織内で業務的扱いに関して表

２に結果を示す．「どの程度業務として病院や管理

者から認められているか（以下，業務認定）」の回

答として「全て認められている」「ほとんど認めら

れている」は合計で 58.1％だった．「教育計画の作成

をどの程度業務時間内に行っているか（以下，時間

内認定）」の回答として「全てしている」「ほとんど

している」は 29.3％だった．「業務時間外に教育計

画の作成を行った場合に，時間外手当の支給がある

か（以下，時間外認定）」の回答として「全てされる」

「ほとんどされる」は 31.9％であった．

４）教育の現状

　教育の現状として，OT に対しての教育計画，目標，

評価を行っていると回答のあった施設の割合を以下

に示す（表３）．教育計画の策定は 59.7％，新人の

到達目標の設定は 56.6％，新人の評価基準の設定は

65.0％，新人以外の到達目標の設定は 53.1％，新人

以外の評価基準の設定は 35.0％行われていた．個別

の臨床能力の目標設定は「全てしている」が 99 施

設（43.6％），「ほとんどしている」が 22 施設（9.7％），

「半分くらいしている」が 25 施設（11.0％），「あま

りしていない」が 46 施設（20.3％），「全くしていな

い」35 施設（15.4％）であった．

５）�教育業務環境，教育の現状および教育の満足度

の関連性の検討

　図２に示すように「教育業務の環境」，「教育の

現状」の潜在変数を独立変数とし，「職場内教育へ

の満足度」を従属変数とした因果関係モデルを構築

し構造方程式モデリングを用いてデータに対する

0% 20% 40% 60% 80% 100%

セラピスト単位数

教育者単位数

軸ラベル

0以上2未満

2以上4未満

4以上6未満

6以上8未満

8以上10未満

10以上12未満

12以上14未満

14以上16未満

16以上18未満

18以上20未満

20以上

図 1　�分析対象者の平均単位数（教育者単位数；n=229）と分析対象施設のセラピスト

の平均単位数（n=213）の相対度数の比較

合割数答回肢択選

全て認められている 53 23.2%
ほとんど認められている 80 34.9%
半分くらい認められている 69 30.1%
あまり認められていない 21 9.2%
全く認められていない 6 2.6%
空欄 6
合計 235

合割数答回肢択選

全てしている 11 4.7%
ほとんどしている 57 24.6%
半分くらいしている 92 39.7%
あまりしていない 55 23.7%
全くしていない 17 7.3%
空欄 3
合計 235

合割数答回肢択選

全てされる 26 11.2%
ほとんどされる 48 20.7%
半分くらいされる 42 18.1%
あまりされない 41 17.7%
全くされない 75 32.3%
空欄 3
合計 235

職場内教育に関する業務は、業務として病
院や管理者に認められていますか？

教育計画の作成は業務時間内に行っていま
すか？

教育計画の作成が業務時間外に行われた場
合、時間外手当の支給はされますか？

表２　教育業務の組織内での業務上の扱い（n=235）
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施設数 割合 施設数 割合
OTに対しての公式に作られた教育計画が
ありますか？

135 59.7% 91 38.7% 9

新人OTの到達目標がありますか？ 128 56.6% 99 42.1% 8

新人OTの臨床実践能力のチェックリスト等
の評価基準がありますか？

147 65.0% 86 36.6% 2

新人以外のOTの到達目標がありますか？ 120 53.1% 113 48.1% 2

新人以外OTの臨床実践能力のチェックリ
スト等の評価基準がありますか？

79 35.0% 154 65.5% 2

はい いいえ
無回答質問内容

表３　OT に対しての教育計画，目標，評価に関しての実施状況（n=235）

図２　教育業務環境と，教育の現状，職場内教育の満足度の関連性
***p＜0.001，**p＜0.01，*p＜0.05

n=235：χ²(df)=113.519，CFI=0.885，RMSEA=0.071（推定法：WLSMV）

「教育業務環境」が「教育の現状」を媒介し「教育の満足度」に与える媒介効果

（β=0.165，p=0.004；ソベル法）

適合度を確認した．その結果，χ２（df）=113.519，

CFI=0.885，RMSEA=0.071 で あ っ た． パ ス の 推

定値およびその有意検定の結果，「教育業務の環

境」と「教育の現状」に有意な関連が確認された

（β=0.512，p＜0.001）．媒介分析の結果，「教育の現状」

が「教育の満足度」に与える直接効果（β=0.188，

p=0.033），「教育業務環境」が「教育の現状」を媒介

して「教育の満足度」に与える媒介効果（β=0.165，

p=0.004）の両者が認められた．

　上記の探索的因子分析の前に「教育業務の環境（教

育者単位数，教育組織階層，業務認定，時間内業

務，時間外業務）」と「教育の現状（教育計画の策

定，新人の到達目標の設定，新人の評価基準の設定，

新人以外の到達目標の設定，新人以外の評価基準の

設定）」の２つの潜在変数に関しては，確証的因子

分析を行いその構造的妥当性に関して確認した（χ２

（df）=152.190，CFI=0.816，RMSEA=0.072）．

考察

　本研究の結果から，多くの作業療法士の在籍して

いる回復期病棟において職場内教育の体制を整備す

ることが，教育の充実に影響し，それらの結果とし

て満足度の高い教育ができることが考えられた．こ

の結果は，OT の職場内教育の不十分と言える現状

の教育体制の再考を導く一助となる結果と考える．

　また，本研究は全国の多数の OT が在籍する回復

期病棟の職場内教育の実態調査の結果をまとめた点

でも意義があると考える．中本ら９）の研究では１病
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院のセラピストを対象に卒後教育の関心の高さを調

べ，９割が高いと回答したことを報告している．こ

の結果と本研究の結果は類似しているが，本研究で

はサンプルが全国に点在しているという点でより一

般化できるデータを示していると考える．�

　今回の調査の分析対象となった施設は平均で 23.6

名の OT，そして新人 OT も平均 3.0 名が所属する

大所帯の病院であり，より教育が重視される環境で

あった．森 10）は自身が若手の時から新人教育の必

要性を感じ，長年かけてそのプログラムを作成した

ことを報告している．その中の一つに新人と新人以

外のセラピストには，知識と技術に大きな差がある

とし，指導をしながら受け持ち患者を担当させる教

育システムを採用している．本研究から示されるよ

うな多数の新人 OT が雇用される現状において，新

人教育計画やプログラムは最低限必要なものと考え

る．しかし，本研究の調査から教育計画の策定は

59.7％，新人の到達目標の設定は 56.6％，新人の評

価基準の設定は 65.0％であり，約４割の施設では新

人教育ですら組織的に提供されていない現状が明ら

かとなった．Kanada ら 11）は，セラピストの入学定

員の増加や国家試験の合格率の低下が，セラピスト

の教育現場の混乱を招き，セラピストが有すべき臨

床実践能力を獲得できない状態にあると警鐘を鳴ら

している．このような状態であるからこそ，卒後の

臨床現場での教育の重要性が高いと考えられ，新人

教育の普及は喫緊の課題として考えられる．

　本研究により職場内教育の充実は，組織的な教育

環境が整備状況と関係があることが明らかとなっ

た．教育は業務として認められている施設は６割程

度であったが，時間内に教育計画の作成ができてい

る施設は約３割，時間外に行った場合に時間外手当

の対象になる施設は約３割と認識と実務の状況に乖

離を生じている状態であることが分かった．労働基

準法における労働時間とは，「使用者の指揮命令下

におかれた時間」とされ，使用者の命令において行

われている教育業務は労働として認められるべきで

あり，時間外に行った場合は時間外手当の支給の対

象になるとされる 12）．この点を考えると，施設内

での教育業務を業務として認定するなら，教育業務

の実質的な支援が職場内教育の充実には必要であろ

う．

　また，これらの背景の一要因には分析対象である，

教育担当者の平均取得単位数も関係していた．本調

査結果として教育者単位数は，０単位から 20 単位

以上まで広範囲な分布を示した（図１）．このことは，

教育担当者が教育業務に十分に携われる環境である

職場から，業務時間が直接的な患者を担当する直接

業務とそれに付随するような間接業務に使われ全く

教育業務ができない状況まで多様性があると推察さ

れた．このような実態が教育担当者の教育業務に割

ける時間の減少につながり，教育の体制の構築に影

響を及ぼす可能性が示唆された．教育を充実したい

が充実できない葛藤を導き，満足感の高い教育が行

えない状況を作り出していると考えられた．

　充実した職場内教育のためには，組織内での教育

の重要性の認識を高めるだけでなく，実質的に教育

業務に割ける時間を増やし，教育計画，目標や評価

の策定を行うことが必要と考えられた．さらには，

職場内教育を企画，実施できる人材を，職能団体等

を通じて育成していくことも課題であると言える．

今後，増加する若い OT が職場内で臨床実践能力を

醸成していくために，本研究が明らかにした現状は，

これから専門職として検討されるべき課題であると

考える．
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５．�同一論文からの引用が並ぶときは，同誌（ibid）�

と略して下さい．

附則　この規定は，2000 年 10 月より施行する

附則　2017 年７月 15 日一部改訂（規定５，６及び　原稿記載要領１，６，７）

附則　2018 年２月２日一部改訂（引用文献１，２，３）　
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論文題名

�

下記論文を，「作業療法教育研究」に投稿いたします．本論文は，今までに他誌に掲載済み，あるいは投稿中

でないことを誓約します．また，本論文を投稿するにあたり，共著者も投稿することに同意し，その内容に責

任を持つことを承諾いたします．また，上記論文が「日本作業療法教育研究」に掲載された場合，その著作権

を日本作業療法教育研究会に譲渡することに同意します．

筆頭著者署名

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　□�会員　　　□�非会員

共著者署名

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　□�会員　　　□�非会員

共著者署名

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　□�会員　　　□�非会員

共著者署名

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　□�会員　　　□�非会員

共著者署名

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　□�会員　　　□�非会員

投稿原稿チェックリスト

投稿時に下記チェックポイントで再度ご確認の上，üを記入してください．

論文は，最新の投稿規定と執筆要領の内容に沿っていますか？

倫理審査を得ている場合は，承認番号（承認番号がない時は，承認年月日）が記載されていますか？

利益相反（COI）として開示する内容はありますか？　　 あり　 なし

利益相反のある場合は，論文の本文最後（文献の前）に書かれていますか？

論文の内容に新規性（オリジナリティ）はありますか？

論文種目（論考・総説・研究論文・実践報告・短報）は適切ですか？

論文の長さ，図表の数は論文種目に対して適切ですか？

著者の人数は適切ですか？

論文に研究目的が明維に示されていますか？

英文の表題および要旨は，内容を適切に表現し，和文の表題や要旨と整合していますか？

文献リストは執筆要領に従って書かれていますか？

投稿者（筆頭筆者）は今年度会費を納めていますか？

� 年　　　月　　　日提出




