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リハセラピストにおける
卒前・卒後教育②

〜臨床実習 編〜
特定医療法⼈明徳会 佐藤第⼀病院

藤原愛作
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臨床実習の考え⽅と話題

2



2021/10/18

2

養成校との
信頼関係の

構築

後進育成 職員の教育⼒
の向上

スタッフへの
還元

就職活動に
つながる

職場の
ブランド⼒向上

新⼈教育の
ヒント
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臨床実習における教育とは・・・

学⽣教育 新⼈教育 教育活動

教育管理教育部 教育哲学

• 年⻑の世代から次の世代へ⽂化財を伝達すること：パウルゼン
• 成⻑しつつある個⼈を共同社会の⼀員とするため、

共同社会の類型を植えつけること：クリーク
• 公教育は、すべての⼈が⾃由な存在たりうるよう、

そのために必要な⼒を育むこと：苫野⼀徳

指導者の経験知や職場内での役割を伝えることで、学⽣が将来働く際に
必要な役割を理解し、⾃⼰学習や部分実践を通じて、

療法⼠としての素地を育む

教
育
と
は

教育がつく単語
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卒前教育と卒後教育の継続した教育

臨床実習 学内教育 新⼈
基本的理学療法をある程
度の助⾔・指導のもとに

⾏えるレベル

実習での経験
（実践知の取得）
職場での役割の理解

実習で経験の振り返り・補充
他者との経験の共有 実習での経験＋補充

された経験

臨床実習経験
チェックシート

各種療法の基本的な知識
と技能を習得するととも
に⾃ら学ぶ⼒を育てる

学内教育

職種に必要な基礎知識・
技術の取得

臨床実習経験
チェックシート

ある程度の助⾔・ 指導のもと
に基本な各種療法が⾏える臨床実習を
通じて専⾨職としての認識を⾼める

アドミッションポリシーに
基づいた選抜

カリキュラム・ポリシーに
基づいた教育 ディプロマ・ポリシーに

準じた⼈材への成⻑

学内評価の共有
（可能なら）
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養成校と連動した教育のために

• 学内テスト
• Pre OSCE

実習前
評価

• 情意
• 認知

• 精神運動
実習

• 学内報告
• Post 

OSCE

実習後
評価

診断的評価 形成的評価 総括的評価

各フェイズでの評価の共有と学⽣⽀援をどのように進めていくかが課題
6
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指定規則改定の趣旨
•改正の趣旨

Ø⾼齢化の進展に伴う医療需要の増⼤や、地域包
括ケアシステムの構築などにより、理学療法⼠
及び作業療法⼠に求められる役割や知識などが
⼤きく変化してきており、また、理学療法⼠及
び作業療法⼠の学校養成施設のカリキュラムに
ついて、臨床実習の実施⽅法や評定⽅法が各様
施設で様々である実態を踏まえ、臨床実習の在
り⽅の⾒直しを始め質の向上が求められている
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今回の指定規則改定にて
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臨床実習１単位＝40〜45時間/週

第5回 理学療法⼠・作業療法⼠学校養成施設カリキュラム等改善検討会
2017.12.22

臨床実習のトータルコーディネートが必要（時間内+時間外）

当院：平成30年11⽉よりデイリーノートは実習時間に作成

睡眠時間レポートなどの課題
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成績評価に関する指導者側の認識

臨床実習指導者に対するアンケート結果より
理学療法⼠協会、厚⽣労働省 調査

• 指導者の58％が臨床実習の成
績を判定していると認識して
いる

• 養成校側の回答は９割以上が
養成校にて評定を⾏なってい
ると回答

評価：実習⽣の状況を把握する取り組み

評定：評価内容をもとに⼀定の尺度に
おいて合否を判断する取り組み

10



2021/10/18

6

指導者はスキル開発を⾏っているのか？
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研修会の参加回数

参加経験なし
1〜2回程度
3〜4回程度
5回以上

回答者 146⼈（経験年数 10.1±5.6年）

藤原愛作 奥友希：⼤分県内の理学療法⼠の臨床実習における教育⼿法の現状調査
⼤分県理学療法学 2019
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ＣＣＳについて
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CCSの導⼊に当たり

不安である

特に不安なし

その他
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実習指導者が感じる不安

具体例が少ない

上⼿く⾏える⾃信が無い

詳細がわからない

レポートが無いので不安

新しい事で不安

必要性を感じない

その他

ＣＣＳの導⼊には多くの⼈が不安を感じており、具体例が少ない、
詳細がわからない、上⼿く⾏えるかわからないという意⾒が多かった

藤原愛作 奥友希：臨床実習指導者における教育⼿法の現状調査：⽇本理学療法教育学会 2017

Ø⼤分県理学療法⼠協会会員119名
（経験年数10.7±5.6年）

12



2021/10/18

7

臨床実習指導における課題
•施設・指導者

ü指導者と養成校の評価の視点の齟齬
ü教育学の学習機会の減少
ü実習指導者の臨床スキルの格差
ü経験則による指導への依存

•養成校
ü臨床実習指導者会議の双⽅的な意⾒交換
ü施設や指導者とのパワーバランス

•学⽣
ü学⽣の学習意欲、⽬的の格差
ü⾼校までの学習習慣の格差
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学⽣とのコミュニケーション
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学⽣を時間軸で考えてみる
学⽣の
背景

プロフェッショナリズム
仕事の⽬的・役割認識

養成校 職場

臨床実習時の指導・
経験の差

養成校
⼊学
以前

学習習慣・
動機づけ

臨床実
習施設

専⾨⼠としての基礎知識・技術、
グループワークなどを通じた

専⾨⼠の素養

養成校のカリキュラム、
学⽣⾃⾝の主体性
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こんなことないですか？
• 診療中もしくは診療後に、「わからなかったところ、
ない？」と聞いても、「特にないです」との返事
Ø探究⼼がいまひとつだな??

• ⾒学中にちょっと学⽣を⾒てみると、全く関係ない
ところを⾒ている
Ø集中して⾒学していない

指導者はいろいろ説明してくれるので、わからないことがわからないんです。

指導者が⾒てほしいところが分からないんです。
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正統的周辺参加
•ジーン・レイブとエティエンヌ・ウェンガーによって提唱され
た考え⽅

•学習者の「頭の中」で起こるとする認知論的学習論に対し、
「実践共同体」への「参加」の度合いの増加に伴う「アイデン
ティティ」変化であるとする状況論的学習論を展開する

傍観者ではなく医療チームに主体的に⼊ってこそ、
知識だけでなく療法⼠として適切な姿を⾝につけることにつながる
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他職種とのコミュニケーションも
・看護師と退院の件について確認してくるから、
ちょっと待っててね。
・バイタルの報告をしてくるからちょっと待っててね

・看護師と退院の件について確認が必要だから、⼀緒につ
いてきてね。看護師とどんな内容の話をしないといけない
か、しっかり理解して下さい。
・バイタルの報告をしてくるから⼀緒に⾏こう。来週は
○○さんから看護師に報告してもらうよ。
⇒何をどのように伝えるかがポイントだから、しっかり

聞いていてね。

専⾨職として求められる会話も「⾒て・聴いて」もらい学ぶ⇒そして実践する

看護師に何をどんなふうに伝えるかわからない
（専⾨職としての⽴ち振る舞いを学習できない）
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経験が「⾝に付いた経験」に
なるための条件

1. 能動的に関わっている事
2. ⾝体を備えた主体として関わっている事
3. 他者からの働き替えを受けとめながらの経験である
こと

（中村雄⼆郎「臨床の知とは何か」より）
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育て上⼿は経験から学ぶ⼒を伸ばす

• 適切な「思い」と「つながり」を⼤切にし、「挑戦し、振り返り、楽しみ
ながら」仕事をするとき、経験から多くのことを学ぶことができる

ビジョン・⽬標・信念 職場内外の他者と良い関係 挑戦的な仕事

仕事の中にやりがいや意義
を⾒つける ⾃分の仕事の振り返り

経験学習

経験から学ぶためには・・・

20
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育て上⼿の指導⽅法
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正のフィードバックを⾏いながら、
実際の⾏動に必要な考えを共有していくことがポイント

松尾睦：部下の強みをひきだす
経験学習リーダーシップより

⼀部改変

21

どうやって経験から学ぶのか？
•経験：個⼈と個⼈を取り囲む環境との間のやりとり（デューイ）

Ø学びになる経験は、相互作⽤の原理と連続性の原理があるとき
ü相互作⽤の原理：学ぶ⼈が周囲の環境と主体的に相互作⽤していること
ü連続性の原理：ある経験において学んだ内容が、その後の経験に応⽤されている

⾃分が主体的に仕事を⾏っており、
ある状況で学んだことを

別の状況に⽣かせいて状況が成⻑につながる
松尾睦：部下の強みをひきだす
経験学習リーダーシップより引⽤

経験する

振り返る

教訓を引き
出す

応⽤する

振り返りの壁

応⽤の壁
教育の壁

経験学習サイクル

22
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3つの壁について
•振り返りのカベ

Ø⾃分の経験を振り返る習慣を持たない⼈
Ø週に1回、⽉に1回でも振り返る習慣を持つことが⼤事

•教訓のカベ
Ø経験を振り返るだけでなく、「なぜ上⼿くいったのか？」、「次に気
をつけるべきことは何か？」という教訓を引き出すことが⼤事

•応⽤のカベ
Ø教訓を得ても、それを次の機会に応⽤できてないという問題
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ラーニングアジリティ

Reflection
before action

Reflection in 
action

Reflection after 
action

フィード
フォワード

現状確認
報告

賞賛
正のフィードバック

• ラーニングアジリティは「学習機敏性」
と訳される事が多く、イベントを中⼼と
して、前後及び最中に振り返りをするこ
とを指す

• 実習指導においても、学⽣があるイベン
トに関わる前にラーニングアジリティの
要素を活⽤し指導することで、学習効率
が⾼められると考える

世界最高のチーム グーグル流「最少の人数」で「最大の成果」を生み出す方法 より

24



2021/10/18

13

実習での臨床場⾯での例（移乗動作）

Reflection
before action

Reflection in 
action

Reflection
after action

フィード
フォワード

現状確認
報告

賞賛
正のフィードバック

• Reflection before action
Ø 移乗動作前にポイントの確認

① 介助量、対象者の特徴
② 介助、誘導の確認
③ ⾞椅⼦の位置、ルートの確認
④ 全体の流れ など

• Reflection before action
Ø 実施中の⽀援

① リスク管理の助⾔
② 動作前のチェック、修正

• Reflection after action
Ø 実施後の確認と内省、予習ポイントの提⽰

① 実施中の振り返り（内省を中⼼に）
（上⼿く⾏った時のポイントを考える）
② より良くなるためのポイントの共有
③ 次回に必要なポイントの確認

25

仕事をする前のポイント

フィード
フォワード 介⼊の実施 フィード

バック
どこに注意すべきか
何を重視しながら実施すべきか

成功体験を思い出させる
上⼿く⾏った時の状況を振り返る
今後の仕事の中に、その状況や条件を取
り込むことを促す

ポ
イ
ン
ト

実施後に良かった点、悪かった点
感想、改善策の共有 など

仕事（介⼊）の実施の際に、観察を丁寧に
⾏い結果を⼀緒に振り返る（内省）
成功、失敗の原因を本⼈に語らせる
成功失敗のパターンと認識させる
より良い⽅法を考えてもらう

実施中はワンポイントアドバイス
セッション中の確認

実施内容が適切にできているかを確認
実施中の⾏程を確認
段階的に情報量を減らしていき、主体性
を持たせながら⾏動してもらう

26
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フィードバックのポイント
•成功失敗の原因を本⼈に語らせる
• 同じ⽬線で問いかける
• 流れの中でよかった点と改善点を整理していく

•成功失敗のパターンを認識させる
• 成功：⾃信を持つようになり、⾃主性が⾼まってくる
• 失敗：マインドチェンジして、次の⾏動を具体的に共有する

•成功しても、より良い⽅法を考えてもらう
• 問いを投げかけることで、後輩の考える⼒を引き出していく

27

まとめ
•臨床実習は養成校での学びに経験を⾁付けしていくことで、卒
後教育につながっていくため、教育的視点を持ち学⽣に関わっ
ていく必要がある

•卒前教育から卒後教育を考える際に、専⾨学校だけでなく⾼校
なども含めた⻑い線で考えていくことが重要と考える

•臨床教育を⾏う際に、コミュニケーションの⼿段と戦略を練っ
て、経験を通じた学習を⽀援することが有益と考える
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