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信頼関係構築（ラポール形成）

作業療法で
最も大切な要素

・本音を聞く必要がある
・苦手なことに
挑戦してもらう事もある

・協業が必要である
・個人情報を扱う



いわゆる教科書の記載

・実習生，臨床家としてのマナー
・実習生，臨床家としての常識
・対人交流技術

・挨拶
・言葉遣い
・身だしなみ
・立ち振る舞い
・お礼，謝罪

信頼関係構築の言及なし



OT理論内での記載

・面接を実施することで信頼関係を
構築しやすくなる

・協業することで，信頼を得られる
・成功体験が信頼を生み出す

信頼関係構築の言及あり



信頼関係構築スキル

色々調べたけれど，
実は方法が

明文化されていない



自分達の本でも

藤本記載事例A

藤本記載事例B

あらら？本当にどこにも
書いていない



心理学の中では

話し手と聴き手の間に築かれる
信頼関係のことをラポール（Rapport）という

ラポール構築のためには、
カウンセリングの基本的態度
1)純粋性（ありのまま受け入れ）

2)受容的態度（思いやり）

3)共感的理解（話し手を理解）が
重要である



他にも

かかわり行動の４つが技術として有効である
① 相手に視線を合わせる
② 身体言語（身振り手振りや姿勢など）に配慮する
③ 声の質（大きさ、トーン、スピードなど）に配慮する
④ 言語的追跡をする（話題を安易に変えたりしない）



これは即興性が求められる

① 相手に視線を合わせる
→合わせすぎの問題！

② 身体言語に配慮する
→気づけない，対処できない

③ 声の質（大きさ、トーン、スピードなど）に配慮する
→どのタイミングでどれくらい？

④ 言語的追跡をする
→どのように？



このようにラポール形成は

大枠が示されているが
細部の技術は，センス！なので

最も大事な部分は示されていない！



OTの教育で困る！

大事なものが習得できない
教育できない状況にある



ここで1回検討を！10分

ラポール形成（信頼関係構築）の
勉強会って参加したことありますか？
どこで開催されているのだろう？

職場での勉強会や
教育はどうしているだろう？



臨床経験を基に構成しました

ラポール形成には

関わり方 作業の成功

2本柱が重要



関わり方について

視線を合わせる？声の質？
という技術選択の前に

相手の気持ちを知ることが必要では？

の前に

ＣＬを
知る



喜び

期待

怒り

嫌悪

悲しみ

驚き

恐れ

信頼攻撃

軽蔑

後悔 拒絶

畏怖
（いふ）

服従

愛楽観

プルチックの感情の輪

対極に位置する感情は同時に
現れない傾向にある。

感情の評価



それに合わせた役割の選択

現実を知って頂き
選択を促す形での
関わりをしていく

スケジュールを埋め
自主トレなどを
どんどん促す様な
関わりをしていく

悩みや不安を
聞きながら

アドバイスを行う
関わりをしていく

主に共感をしながら
相手を理解し

感情移入しながらの
関わりをしていく

相手の考えを粉砕し
強い力で強制的に
行動に導くような
関わりをしていく

励ましを中心に
提供しながら
やる気にさせる
関わりをしていく

協業しながら
一番いい方法は何か
と一緒に検討する
関わりをしていく

とにかく楽しさを
追求し親友のように
交流から導くような
関わりをしていく

CROTの性格 OTの役割に改変



関わり方の前の人評価

・感情の評価
・必要とされるキャラ

友達キャラ

教育キャラ

甘えキャラ

王様キャラ

嫌悪

悲しみ

驚き

恐れ

後悔

拒絶



関わり方を感情別にまとめます



自分の力，周囲からのサポートなどに自信があり，
今後への期待が高い状態！

楽観＝期待＋喜び

現状に余裕があり，生きる意味や役割などもあり，
喜びを感じている状態！

劣位半球症状の方など



「チャレンジャー役割の心得」
・視線：相手に合わせる
・ジェスチャー：多めで
・声の質：テンション高めで
・言語追跡：発言はCL優先で

楽観には「チャレンジャー」
期待を裏切らないような作業体験！

失敗を経験しながら，成功体験とのバランスで
喜びを感じるような関わりをしていく

楽観＝期待＋喜び



現状に余裕があり，生きる意味や役割などもあり，
喜びを感じている状態！

愛＝喜び＋信頼

様々な経験から相手を信頼しており，
協業関係を築ける状態！

ここが最も安定！



愛には「フレンドリー」
とにかく身近な存在として

冗談を交えながら，作業に導き
成功や体験を経験するようにする

愛＝喜び＋信頼

「フレンドリー役割の心得」
・視線：相手に合わせる
・ジェスチャー：多めで
・声の質：楽しい感じで
・言語追跡：発言は半々で



様々な経験から相手を信頼しており，
協業関係を築ける状態！

服従＝信頼＋恐れ

自己と比較し，相手が優位な部分が多いため，
恐れの感情を抱いている状態！

白衣至上主義の高齢者



服従には「リーダー」
信頼と恐怖が混じっている状況なので
悩みや不安を聞きながら，導く感じ！
ある程度こちらが決定してあげる

関わりが有効です．

服従＝信頼＋恐れ

「リーダー役割の心得」
・視線：目力強めで
・ジェスチャー：決定を伝える際に
・声の質：エネルギーに満ちた感じで
・言語追跡：発言はCL優先で



自己と比較し，相手が優位な部分が多いため，
恐れの感情を抱いている状態！

畏怖＝恐れ＋驚き

自分の知らない世界，理解できない世界を
相手が提示してくるため，信じられない驚きの状態

痛みを持つ方など



畏怖には「アグレッサー」
恐れや驚きで行動が停滞しやすいため
作業でスケジュールを埋め，行動を
促しネガティブに考える時間を減らす

畏怖＝恐れ＋驚き

「アグレッサー役割の心得」
・視線：無理に合わせない
・ジェスチャー：適度に
・声の質：優しい感じで
・言語追跡：発言はこちら優先で



自分の知らない世界，理解できない世界を
相手が提示してくるため，信じられない驚きの状態

拒絶＝驚き＋悲しみ

不本意な結果を経験したため，
失敗からの悲しみの状態！

強い価値観を持つ方



拒絶には「プレジデント」
ルールや規則で行動を促す

そして時々，特別を許すという
飴とムチの使い分けで信頼を得る！

拒絶＝驚き＋悲しみ

「プレジデント役割の心得」
・視線：あまり合わせない
・ジェスチャー：少な目
・声の質：淡々と伝える
・言語追跡：発言はこちら優先



ここで1回検討を！15分

残り3つの応用感情
「後悔」 「軽蔑」 「怒り」の
対応方法（キャラ設定）を

以下のカードから選び出すことを
グループの中で検討してください．



不本意な結果を経験したため，
失敗からの悲しみの状態！

後悔＝悲しみ＋嫌悪

関わった他者や，自分自身の選択や能力が
悪影響を及ぼしたと感じている嫌悪状態！

閉じこもりなど



後悔には「ベスター」
後悔しているエピソードを聞き出し
共感しながら，次につなげる方法を
一緒に考えていく．その行動を促す．

後悔＝悲しみ＋嫌悪

「ベスター役割の心得」
・視線：相手に合わせる
・ジェスチャー：少な目で
・声の質：優しい感じで
・言語追跡：発言はCL優先で



関わった他者や，自分自身の選択や能力が
悪影響を及ぼしたと感じている嫌悪状態！

軽蔑＝嫌悪＋怒り

どうしても消化できない事象が生じており，
気持ちの整理ができず，怒りの感情が出ている状態

障害受容の否認と怒り



軽蔑には「リアリスト」
怒りと嫌悪の感情があるため，近づくことが難しい．

実際に必要なことを共通理解して，
一時的な共闘関係に持ち込む必要がある．

軽蔑＝嫌悪＋怒り

「リアリスト役割の心得」
・視線：相手に合わせる
・ジェスチャー：少な目で
・声の質：仕事中の感じで
・言語追跡：発言は半々



どうしても消化できない事象が生じており，
気持ちの整理ができず，怒りの感情が出ている状態

攻撃＝怒り＋期待

自分の力，周囲からのサポートなどに自信があり，
今後への期待が高い状態！

期待が強すぎる方



攻撃には「ネガティブ」
攻撃性を持っている状態には，油を注がないことが
最重要！怒られ落ち込むなどの状態を見せる！

発散させることから入り，期待を明らかとしつつ，
方略をそちらに合わせていく！

攻撃＝怒り＋期待

「ネガティブ役割の心得」
・視線：相手に合わせる
・ジェスチャー：敗者の演出
・声の質：落ち込みテンションで
・言語追跡：発言はCL優先





10分休憩します



続いて 作業の成功要素

いくら意気投合しても
作業の成果がないと，信頼は得られません



作業を成功に導く心理学（基礎編）

今は何を
欲している？

作業難易度
合っている？

その作業の
動機づけOK?



尊重欲求

所属愛情欲求

安全欲求

生理的欲求

美的欲求

自己実現欲求

認識欲求

今は何を欲している？

障害を負うと
ここに落ちる

ここに上げないと
自律した

社会生活は困難



下位欲求の心理

所属愛情欲求

安全欲求生理的欲求

ご飯はまだか？
早くトイレへ！

お～い！

手が治らないと
何にもできない
早く帰りたい

低㌍おやつ提供
頻回のトイレ誘導

治る実感 or
役割などの遂行



上位欲求の心理

尊重欲求

所属愛情欲求 認識欲求

おじい
ちゃん

おじい
ちゃん

おじい
ちゃん

おじいちゃんの
おかげ！

所属感を感じる
状態に導く 所属の中で

中心的存在に導く

自分の活躍が
誰かを変える



信頼関係において

相手の要求に気づけない！
考慮できない！ は
致命的な問題となる

手が治らないと
何にもできない
早く帰りたい

体力つける
散歩しましょ
散歩♪散歩♪



続いて課題難易度

作業難易度
合っている？



フロー



能力低い 不安，心配，無関心など
ネガティブな状態になる

器の大きなリーダーや
ネガティブに考える時間を奪う

アグレッサーが有効！

作業挑戦はできないので，
代償やパターナリズムでの介入



能力中
高い難易度を提供すると
覚醒（挑戦）状態となる！

作業挑戦に同意するフレンドリーや
作業に導くリーダーが有効！

作業挑戦を主に行う時期なので
協業や後押しをする介入



能力高い
高い能力に難しい課題で
フロー（楽しみ）になる

作業を一緒に楽しむ
フレンドリーやチャレンジャーが有効！

作業に没頭できる時間を作る時期なので
自己選択，自己決定が大事！



信頼関係において

作業療法士が
作業の難易度と作業能力の
バランスを考慮しながら
成長に導くと楽しさが生じ
信頼が爆発的に高まる！



続いて動機づけ

その作業の
動機づけOK?



動機づけの保持！

個人目標

環境目標

すぐに止められる特性を持つ

環境からのプレスが減ると
動機が弱いので，すぐ止める

これを解決する要素は！

楽しみ楽しみ Flow

有能感出来る 出来る



やる！と決めた作業を
継続する要素！有能感
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この循環を強固にするために

54

内的な動機を変化させます

褒める

尋ねる

作業意味

所属感

楽しむ



信頼関係において

作業療法士が
作業の目的を明確化し，

行動し始めた作業の内的動機を
強めていく関わり方ができると
関係は良好となり信頼は強まる！



おわりに
不明確であった

信頼関係構築方法が
こういった枠組みを用いて
教育（卒前・卒後）に

導入されることを願います



残り時間は

全体を通しての質問を！
コメント欄で募集します！！

時間の許す限り！分かる限り！
お答えしますね



次回は


