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自己紹介 日向 裕二（ひなた ゆうじ）

•経歴：2005-2009 専門学校東京医療学院【夜間】 ← 茅場町の日曜日はゴーストタウン

2009-2017 イムス三芳総合病院 【身障 急性期】 ← 周囲はサツマイモの名産地（埼玉）

2017 -2022 東京医療学院大学 助手 【現職】 ← 近くにキティちゃんや仲間達がいっぱい

2017                      第44回ＯＴ/ＰＴ/ＳＴ養成施設等教員講習会（東京地区） 修了 ←３週間みっちり。

2018-2020 昭和大学大学院保健医療学部修士課程修了 ←医師の入試時はお騒がせしました

• 好きなもの：音楽鑑賞（ＵＳパンク他多数）、ラジオ（スカイロケットカンパニー）、サッカー観戦（ＴＶ）、他

• 嫌いなもの：らっきょ、抹茶と名の付く食べ物（抹茶は飲めます）、コーヒー

• 一言 ：はやくＬＩＶＥ・ＦＥＳに行きたいですね！！ 現在、就職活動中。

2
０）河本淳史：湘南ＯＴ交流会『後輩教育ーやる気ＵＰの方法ー』．広島からの助っ人講師．2021．

本当にありがとうございます ｍ（‗ ‗）ｍ

広島国際医療福祉専門学校で作業療法学科長をしています。
広島県作業療法学会で学会長をしたり、岡山や鹿児島学会で
シンポジストをしたり、色んな所で講演会をさせていただいたり
しています。

日向先生は私の尊敬する友人です。
今日はサポート役を務めさせて
いただきますので、皆様どうぞ
よろしくお願いいたします。

自己紹介 河本 敦史（こうもとあつし）
広島国際医療福祉専門学校 作業療法学科長 河本敦史

1998年（平成10年） 広島大学医学部保健学科作業療法学専攻卒業
2003年（平成15年） 広島大学大学院医学系研究科保健学専攻 博士課程前期修了

県立広島病院勤務
2013年～広島県作業療法士会 理事 広報部長
2020年～現職

広島国際大学臨床教授・非常勤講師，広島大学客員准教授，
広島大学臨床教授，吉備国際大学非常勤講師，神戸学院大学非常勤講師，
星城大学非常勤講師，鹿児島第一医療リハビリテーション専門学校
非常勤講師，佛教大学非常勤講師

2015年 第４９回日本作業療法学会 シンポジスト
2016年 OTジャーナル7月増刊号 急性期領域で執筆
2017年 第51回日本作業療法学会 スペシャルセッション（44/1086演題）
2019年 第24回広島県作業療法学会 学会長 岡山県作業療法学会シンポジスト

著書 脳卒中の道しるべ（2011）県立広島病院 お医者さんたちのお話（2013）
脳卒中のリハビリテーション（2015） など
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5 実はこれって・・・
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今日の目的

•これから、『教育』の話をします。

•何か一つでも収穫があれば十分です。

•その収穫した内容を最後にグループで話し合ってもらいますよ～。

•なので、できれば記憶するよりも、楽しんでください！！
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１ 教育についての悩み

7

Ｆ子の上司 Ｍ雄さん

チームリーダー
Ｆ子さん

Ｑ１ まずは愚痴OTに倣え！【10分】
•テーマ：『教育をしてたら、こんな問題が起きた・大変だった！』

•時間配分：（1人2分程度×3人、余ったら自由にやり取りOK ）

•一人１つは何でもよいので話してみよう！

•新人さんや、教育したことがないという人は、

「どんな先輩に教わりたいか、理想の上司像」

などを打ち明けよう！
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５つのルール
①相手の発言を遮らない

②相手の主張がどんなに間違っていても一度は受け入れる

（相手の意見を理解することに努めよう）

③画面はONにして相手の顔が見えるようする

④違う意見を出すときは、「私個人は、○○だと思うんですよね～。」

（いろいろな意見があることを尊重しましょう）

⑤できるだけ笑顔で楽しくお願いします。

9

皆さんの声を教えてください
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2 教育とは何か？

•皆さんは、勉強って好きですか？

（自分の学生時代を少し思い出してみて・・・）

•そもそも勉強って何故するんですか？

（生涯教育って言われてるから？）

•教育を受けてきてどう感じましたか？

（何故か嫌いな先生の顔だけが思い浮かぶ・・）
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雑学：教育のトリビア（へぇ～）

•実は、日本には「教育」という語源がない！？ 明治１２年（１４２年前）～スタート

•福沢諭吉「学問のすゝめ（初版：明治５年）」は、「教育のすゝめ」じゃなかった。

•教育は、英語で（ ）ですね！

• （ ）は、ラテン語の〈 〉「ひきだす」の語幹を起源とした。

【教育】の意味１）

絶対王政を廃して、市民革命が行われた以後に、欧米で一般に普及した概念で、

子供や、人の能力の「持ち味を引き出すことを助ける」という意味で使用されていた。

13
１）三石初雄：教師しごとと専門家の熟達化，第44回ＯＴ／ＰＴ／ＳＴ養成施設教員等講習会（東京地区）のスライドより一部

抜粋，帝京大学大学院教職研究科．

教育業界の鉄板あるあるネタ
•山本五十六（海軍航空本部長）

『やってみせ、言って聞かせ、させてみて、

誉めてやらねば人は動かじ』２）

• アクティブラーニング

• ＩＣＴ

（ Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ ａｎｄ Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ； 情報通信技術）

• ＰＢＬ（Project Based Learning  ； 問題解決型学習） などなど

14２）https://yamato.kwn.ne.jp/cfile/yattemise_bk_illust.html （最終閲覧日：2021.4.25）

教育の現状①

15

教育の現状②３）４）

16
３）独立行政法人日本学生支援機構ーＪＡＳＳＯよりー

４）伊藤英夫：青年心理学，第44回ＯＴ／ＰＴ／ＳＴ養成施設教員等講習会（東京地区）のスライドより抜粋，文京学院大学．

皆さんの後輩はどうなってもらいたい？

皆さんにとっての、後輩とは？

どうなってもらえれば、いいのでしょうか？

皆さんの教育の目的は何でしょうか？

まずは漠然と理想をイメージしてみましょう！

【１５秒くらい考えてみよう！】

17

今日はこれだけ覚えて帰って！！

教育の目的５）

①子供が「（ ）をつけること」

②子供の「（ ）を作ること」

③子供に「他者への（ ）を抱かせること」

※これは、子供だけでなく、後輩にも通じる！！

18
５）坪田信貴著：人間は9タイプ 子どもとあなたの伸ばし方説明書．大日本印刷（株），2016．
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3 後輩に教えるということは・・・

•そもそも後輩に教える以前に、皆さんも後輩だった時がありましたよね？

20

１０年後

＃９９ 栄一、後輩教育を問う！！

『経営で最も優れた考え方は、生産性が上がらない人・うまくできない人に対して、どうやっ

て生産性を上げられるかを、一緒に考えていくこと』６）と言っていた。

（特に某国営放送の第３回目で、藍葉の不作を助けるために、自ら買い付けに行くシーン７）は見習うべき）

→これは後輩教育にもつかえるかも！

21７）NHKオンライン．https://www.nhk.or.jp/seiten/story/03/（最終閲覧日：2021.4.25）

ご存知 渋沢栄一

６）関さんぽ（第三回放送）．https://www.tv-tokyo.co.jp/plus/entertainment/entry/2021/023592.html

発達の最近接領域（ヴィゴツキー）

• 子どもが、他者からの支援を受けないで到達した発達水準と、

大人の指導や優れた能力を持った仲間と共同して行った場

合に到達し得る発達水準の差異を表現する概念８）。

• 生徒は自分の学習の質について自問し、改善する方法を、

教師の支援を受けながら練習する経験を必要としている８）。

22

一人他者の
協力を得た

この領域のこと

【メンバー同士の共同作業による問題解決とその効果】

メンバー全員が共通の理解に到達するとか、同じ知識を共有しあうことだけだが重要なのでない。
各々のメンバーが持っている「発達の最近接領域」を刺激し合い、理解を促進させていくことが、
仲間との共同活動が持っている機能的意味なのである９）。

９）波多野誼余夫編：認知心理学５ 学習と発達 東京大学出版会．1995．

８）福島統：教育方法学＋教育方法演習．第44回ＯＴ／ＰＴ／ＳＴ養成施設等教員講習会東京地区資料スライド．2017．

※イメージ図

「教える」とは自分の成長になる１０）

• ラーニングピラミッド

23１０）Eキャリア教育ラボ https://career-ed-lab.mynavi.jp/career-column/707/（最終閲覧日：2021.4.28）

講義

読書

視聴覚

デモンストレーション

グループ討論

自ら体験する

他の人に教える

5％
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50％

75％

90％

アクティブ

ラーニング

学習定着率

話し手と聞き手の齟齬（そご）８）

同じ言葉を並べても、その言葉の感覚が異なるので、話し手と聞き手の意味の取違が起きてしまう。

相手に伝わっているはず、という思い込みありませんか？

24
８）福島統：教育方法学＋教育方法演習．第44回ＯＴ／ＰＴ／ＳＴ養成施設等教員講習会東京地区資料スライド一部改変．2017．

話し手
の文脈

聞き手
の文脈

話の核心

乖離しすぎ！
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齟齬（そご）が起きないために

25

休憩【5分】

26

ばあさんよ。
ＧＷ明けはお金
がないから、
節約じゃの♪

💛
かず君で頭いっぱ
いじゃ笑。

ティーチングとコーチング１１）

27１１）諏訪茂樹著：対人援助のためのコーチングー利用者の自己決定とやる気をサポートー．中央法規，2007.

•ティーチング

「助言」や「指示」、「命令」などを通し
て、相手に答えを与えること。

•コーチング

答えを与えず、開かれた質問をして、
相手の答えを引き出し、それを支持し、
自己決定の尊重や自己決定権の保
証を促すこと。

ティーチングとコーチングの使い分け
• 対象：さらなる成長を期待する人が対象で、日常生活が可能な人。心理的原因により日常生活が困

難な場合には不適応。また、病気により思考力が崩壊、もしくは著しい低下の場合も不適応。１１）

• 使い分け１２）

28

自立度：
当面の問題を
本人が自己解決
できる程度

①自立：
完全に自己解決ができる

②半自立：
おおよそ自己解決ができる

③半依存：
少しは自己解決ができる

④依存：
まったく自己解決できない

①非関与 【見守り】

②指示 【コーチング】

③助言 【消極的なティーチング】

④指示 【積極的なティーチング】

１１）諏訪茂樹著：対人援助のためのコーチングー利用者の自己決定とやる気をサポートー．中央法規，2007.

１２）諏訪茂樹著：看護にいかすリーダーシップー状況対応とコーチングの体験学習．医学書院，2002.

コーチング（３種類）【ＧＲＯＷモデル】１１）

29

困ったときの
コーチング

目標の設定

あなたの目標は
何ですか？

問題の明確化

困っていること
は何ですか？

Goal

背景の考察

どうしてそうなった
と思いますか？

現実の振返り

今までどのよう
に努力してきま
したか？

Reality

解決策の考察

どうすれば良い
と思いますか？

選択肢の検討

Ａにした場合、
どうなりますか？

選択肢の考察

どうすれば良い
と思いますか？

Option

意思決定

結局どうします
か？

Will
ゴールを
目指す
コーチング

迷ったときの
コーチング

問題の明確化

困っていること
は何ですか？

１１）諏訪茂樹著：対人援助のためのコーチングー利用者の自己決定とやる気をサポートー．中央法規，2007.

やってみよう（ゴールを目指すときのコーチング）１１）

• コーチングチャート（例）

30

①こんにちは。いくつかお尋ねしますね。
②こんにちは。よろしく頼んます。

③最近、体調はいかがですか？

⑤それはよかったです。最近、Ａさんは
どんなことを目標にしていますか？

⑦そうなんですね。では、どのくらい目標
に近づけていますか？

⑪いいアイデアですね！やってみましょう！
また、次回経過を教えてくださいね

④おかげさまでどうにかやれてます。

⑥最近は、孫と一緒に散歩することかの。

⑨そうなんですね。どうしたらよいと思い
ますか？

⑧そうじゃな・・週に１回くらい行けば良い
ほうじゃ。何せ孫もそう簡単には来てく
れんし・・・。ワシも淋しい。

⑩そうじゃな・・・。孫はポケモンが好きじゃ
から、ポケモンＧｏ！で誘うか？？

１１）諏訪茂樹著：対人援助のためのコーチングー利用者の自己決定とやる気をサポートー．中央法規，2007.

25 26
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29 30



2021/5/9

6

やってみよう（迷っているときのコーチング） １１）

• コーチングチャート（例）

31

①こんにちは。いくつかお尋ねしますね。
②こんにちは。よろしく頼んます。

③ご家族は元気ですか？

⑤そうでしたか。最近Ａさんは、何か気に
なっていることとかありますか？

⑦そうなんですね。Ｂの花を植えるとどう
なりますか？

⑪そうですね。そうしましょう！
では、植え終わったら教えてくださいね。

④ええ。妻と二人仲良くしてます。

⑥丁度、庭に花を植えようと思っていたが、
どれにしようか迷っていて・・・。

⑨そうなんですね。では、Ｃの花にした
場合は、どうなりますか？

⑧Ｂは、花が綺麗じゃが、どうも植えたと
きに全体として、浮いてしまっておる

⑩そうじゃな・・・。Ｃはいまいちだけど、植
えたときに、全体が引き立つ感じがす
るのー。ほなＣ の花に決まりじゃな！

１１）諏訪茂樹著：対人援助のためのコーチングー利用者の自己決定とやる気をサポートー．中央法規，2007.

やってみよう（困っているときのコーチング） １１）

• コーチングチャート（例）

32

①こんにちは。いくつかお尋ねしますね。
②こんにちは。よろしく頼んます。

③最近、何をして過ごされてますか？

⑤そうなんですね。その中で、何か
困ったこととかありますか？

⑦そうなんですね。どうしてそうなったと
思いますか？

⑪そうですね！体を動かすのもいいです
し、何か一緒に探してみましょう！

④家でテレビばっか観とる。

⑥前よりも、目が悪くなって見えにくいのじゃ。

⑨そうなんですね。どうしたらよいと思い
ますか？

⑧そうじゃな・・こんなご時世で、すること
もなくて、ＴＶしかすることもないのでの。

⑩そうじゃな・・・。ＴＶばかりにならずに、
何か体を動かしたり、違うことでもして
いけばよいのかのー？

１１）諏訪茂樹著：対人援助のためのコーチングー利用者の自己決定とやる気をサポートー．中央法規，2007.

Ｑ２ 実際にやってみよう【１０分】

•背景
あなたは、２０２１年４月にデビューした、今、ＣＭで話題の新人女優 or 俳優です。とはいえ、まだ

少し人見知りなあなたは、新人なので人前では緊張しています。しかし、メーカーとのタイアップや、

主催者側の強い希望もあり、今回はこの役に大抜擢されました！（よっ！）ちなみに3年後、『あの

タイアップが、今のドラマ出演へのキッカケになりました』は、有名な話になったとか・・・。

•ルール
① ３つのうち、１つのコーチングの種類を選んで実践しよう。

② セラピスト役、おじ様役、名監督役（タイムキーパー）に分かれます。

③ 言い回しは、例題通りでも、アドリブでもＯＫ。（新人女優・俳優らしからぬ、堂々たる演技を期待！）

④ ２分行い、役柄を交代して実施しましょう。全員が体験した後、説明の仕方がどうだったか話し合いましょう。

33
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34

4 こんな時はどうしたらよいのか

•さて、ここまでの話で、皆さんの職場にいる困った人たち・手の付けられな

い人たちに、うまく対応できそうでしょうか？

•少しのコーチングで、頑張ってくれそうな人なら大丈夫かもしれませんが、

難しい人にはどうしましょうか？ もう関わるのを辞めますか？

35

とある事例 スティーブン・Ｒ・コヴィーの場合１３）

36

テーマ 息子へのバッティング指導

１３）スティーブン・Ｒ・コヴィー著：完訳7つの習慣ー人格主義の回復ー．キングベアー出版，2013．

31 32

33 34

35 36



2021/5/9

7

成功させるための秘訣

→つまり、『相手が考えたルールや行動を肯定し、それを乗り越えて達成していくことが、

他者との約束も守っていくことになる』ことに著者は気が付いた。

37１３）スティーブン・Ｒ・コヴィー著：完訳7つの習慣ー人格主義の回復ー．キングベアー出版，2013．

公的成功を果たすためには、まず自分自身を
制する私的成功を果たさなくてはならない。自分
との約束を果たすことができて初めて、他者との
約束を守ることができる。（中略）自分自身を高
めず、他者との関係がよくなるわけがない１３）

よねー。

刺激 反応

刺激に対する反応１３）

• 自覚：自分自身を客観的に見つめる能力のこと。

• 想像：現実を超えた状況を、頭の中に生み出す能力のこと。

• 良心：心の奥底で善悪を区別し、自分の行動を導く原則を意識し、自分の考えと行動が、その原則と

一致しているかどうかを判断する能力のこと。

• 意志：他の様々な影響に縛られずに、自覚に基づいて行動する能力のこと。

38１３）スティーブン・Ｒ・コヴィー著：完訳7つの習慣ー人格主義の回復ー．キングベアー出版，2013．

選択の自由

自覚・想像・良心・意志

客電をつけよう！１４）

•客電とは、「自分の前にいる相手（お

客様）の顔が暗くてよく見えないから、

そこに電気をつけよう」の略。

①どういう経歴で、

②どんなことが得意で、

③どこを注目して見ている人で、

④どんな背景となるような人格なのか

39１４）沼田晶弘著：One and only自分史上最高になる，（株）東洋館出版社，pp62-72，2019．

相手を替えてみよう１５）

•主要価値類似性モデル（SVS；Salient value similarity model）
ある問題に対して、自分と相手が、似たような見立てや、求めていることが同じだと、

相手を信頼する。というモデル。

40１５）五十嵐泰正：未来授業．東京ＦＭ，筑波大学大学院，2021.3.4放送 一部抜粋．

テーマ 「こんな時代だけど、私についてきてください！！！」

モチベーションを上げよう

•モチベーションとは：

目標達成に向けての行動を促し，完遂に至るまで

その行動を持続させる“心理的エネルギー（やる気）”を表す概念

•人が行動を起こすときには，その人が何らかの欲求を

充足したいという気持ちがある，ということを知る

41

内発的動機づけと外発的動機づけ１６）

42１６）速水敏彦：外発と内発の間に位置する達成動機づけ.心理学評論,vol.38,No.2,171-193,1995.

やるきっかけ
さえあれば、

人は動く！

37 38

39 40

41 42
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ARCSモデル①１７）１８）

•ＡＲＣＳモデル：ジョン・ケラー（フロリダ州立大学）

•主張

学習意欲の低さは学生の責任ではない

授業を魅力的にできるのに、そうしないのは授業者の責任である

43
１７）伊藤勝久：授業設計ワークショップ第二部，神奈川工科大学教育開発センター 資料抜粋

１８）ケラー,J.M.鈴木克明監訳：学習意欲をデザインするーARCSモデルによるインストラクショナルデザイン―.北大路書房，P462,2010.

ARCSモデル②１７）

44

概要 例

Attention
注意をひくこと

（面白そうだな）

Ａ‐１ 知覚的喚起
Ａ‐２ 探求心の喚起
Ａ‐３ 変化性

学習者が興味を引くために、具体的な手法（絵や図な
ど）を用いる、なぜ？どうして？を引き出す、確認クイズ、
エピソードを混ぜる など

Relevance
関連性がある
（やりがいがありそう）

Ｒ‐１ 親しみやすさ
Ｒ‐２ 目的志向性
Ｒ‐３ 動機との一致

親しみやすさや、課題の目標設定の程度、アドバイス
やヒントは必要な時に提示、目標を達成するためのメ
リットの提示 など

Confidence
自信がつくこと
（やればできそう）

Ｃ‐１ 学習要求
Ｃ‐２ 成功の機会
Ｃ‐３ 自分で制御する

高すぎず低すぎない目標設定、過去の自分からの進
歩を確かめられる、努力したから成功といえるようにす
る、失敗してもどこがダメだったかが確認できるようにし
ておく など

Satisfaction
満足感
（やってよかったな）

Ｓ‐１ 自然な結果
Ｓ‐２ 肯定的な結果
Ｓ‐３ 公平さ

努力の成果を確認するチェックをする、「おめでとう」の
ように素直な喜びを伝える、約束事を裏切らないように
する など

１７）伊藤勝久：授業設計ワークショップ第二部，神奈川工科大学教育開発センター 資料抜粋

Win－Winを考えよう！１３）

45１３）スティーブン・Ｒ・コヴィー著：完訳7つの習慣ー人格主義の回復ー．キングベアー出版，2013．

・「Win」とは、「勝ち」ではなく「望む結果が得られること」
という和訳

・どちらかが我慢している状態は「Lose」になる
・自分自身に問いかける

【 Point 】
①お互いに、相手の望む結果が何かを知ること
②今すぐに結果を出さなくてもよいこと
③「No-deal（取引をしない）」ことも念頭に置きながら

相手のWinを考えること

皆さんも身近なことで、
考えてみよう！

お互いのWinを満たすための第一歩は何か？

Ｑ３ これまでを振り返ろう！【10分】

【テーマ】

今日の学んだことを、『自分なりにどこが学べたのか』チームの人に

報告しましょう。

•何か1つでもOKです。印象に残ったことなど、何でもOK！

•聞き手は、教えてもらったことから色々と質問したり話を広げてみてください。

•大体1人3分くらいで交代しましょう。盛り上がったら仕方なし！

46

皆さんの声を教えてください

47

めにゅー

1 教育についてのお悩み

2 教育とは何か

3 後輩に教えるということは・・・

4 こんな時はどうしたらよいのか

5 実はこれって・・・

6 最後に

48

43 44

45 46

47 48
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5 じつは・・・

49

教育 作業

教育と作業①（あくまで個人の意見です）

50

テーマ 教育業界 ＯＴ業界

❶本来の意味 ・人の能力の「持ち味を引き出すことを助
ける」というのが、本来の意味！！
・渋沢栄一も「うまくできない人をどうやっ
てう出来るようにさせていくか、一緒に考
えていくこと」と言っていた。

作業療法定義は、人々の健康と幸福を促進するために、
医療、保健、福祉、教育、職業などの領域で行われる、
作業に焦点を当てた治療、指導、援助である１９）。
作業療法の介入でも、うまく作業ができない人に、どう
やったらできるかを皆さんも一緒に考えてますよね？

❷実践の
スタイル

「やってみせ、言って聞かせて、やらせて
みて、誉めてやらねば人は動かじ」
ｂｙ山本五十六

ＣＣＳの実施方法
見学し、模倣し、実践させて学ばせていく。（後ほど少し）

❸教育の目的 ①子供が自信をつけること、②子供の居
場所を作ること、③子供に他者への敬意
を抱かせること

①患者様の自己肯定感（自分自身を肯定し、自信を持つ
こと）、②所属欲求の充足（病院内や退院後の所属して
いく場所など）、③ＯＴや他者との信頼関係を築いていく
こと、などなど他多数

１９）日本OT協会HP https://www.jaot.or.jp/ （最終閲覧日：2021.5.1）

教育と作業② （あくまで個人の意見です）
テーマ 教育業界 ＯＴ業界

❹達成の
プロセス

・各メンバーが持っている発達の
最近接領域を刺激しあう事で、理
解が促進されていく
・齟齬が起きないために、予め前
提となる話をしておく

・実施計画書やＭＴＤＬＰ、その他多くの評価ツールなど利用し
ながら、回復していくためのプロセスを一緒に確認していくこと
で理解が得られやすい。
・予め、共通理解が得られていると治療もスムーズ

❺コーチング ・答えを与えず、開かれた質問を
して相手の答えを導き出し、自己
決定の尊重や保証を促している。

・リーズニングを行い、相手の意見や作業を聞き出しながら、
相手の背景を探り、方向性を導き出す。
・認知行動療法のように、相手の認知のゆがみを正す など

❻成功させる
ための秘訣

公的成功の前に、まずは自分自
身の私的成功を果たすこと

・リハビリの目標を達成する前に、自分のルールや即時に達
成できることが、自己肯定感の向上にもつながる

❼刺激に対
する反応

人は刺激に対して、自覚・想像・
良心・意志を意識的に捉えること
で、選択の自由を選び取り、反応
している

・病気になるという新たな刺激が、障害を受容する過程に類似。
障害受容を認識・自覚していくと、そこから良い未来へとはな
にかを想像し、動きだすための意志が強まっていく。そんな自
分自身を自覚したときに行動する。メタ認知などにも近い。

51

実習について①
• 2020年度以降に入学した学生を対象に、新カリキュラムが導入。実習形態も変更！

• 変更点２０）

52
２０）作業療法臨床実習指針（2018） 作業療法臨床実習の手引き（2018）.一般社団法人日本作業療法士協会，2018.

項目 旧 新

地域作業療法実習の導入
※【リハビリテーション強化型通所介護】【精神科訪問

看護】【訪問看護ステーションⅠ５】の3つは対象外

なし 1週間（1単位分【1日8時間×５日＋週5時間まで追加OK．
合計45時間】）の導入

指導者講習会の受講義務 なし あり。（指導者は経験年数5年以上【6年目】の人）
受講証明となる修了証が必要。ただし、中・上級者向けの講習会を受けて
いる人は免除あり。また、見学実習や地域作業療法実習では、教員同伴
による指導ならば不要。

OSCEの導入 任意 必須。
臨床実習の前後に実施。点数が低くても実習には参加する。

CCSの導入 任意 必須。見学⇔模倣⇔実践の流れに沿って、適宜やり方を調整しながら、
学生に合わせて実施。

実習について②

指導者講習会参加者様の声

53

教育 作業のまとめ

•後輩教育には、相手

のことをよく観察する

こと！

54

•作業療法でも、クライエ

ントを理解するために、

よく観察しますよね？

•ＣＣＳも一緒です！

教員と一緒に学生を

育てていくという感覚

で実習を行うように

すると、良いかもしれ

ません！

•皆さんも、実習生が少

しでも理解してくれたら、

嬉しくなりませんか？

協働 •教育と作業が一緒に協

働していきましょう

49 50

51 52

53 54
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めにゅー

1 教育についてのお悩み

2 教育とは何か

3 後輩に教えるということは・・・

4 こんな時はどうしたらよいのか

5 実はこれって・・・

6 最後に

55

6 最後に・・・

・ 今度は、皆さんが挑戦する番です！！

・やる気は、やらないと出てきませんが、

どんな人も何かしらは、やる気はあるはずです。

・その人のできることからやってみて、それを褒めて

いきましょう。

56

河本先生、最後に一言お願いいたします。感想でもOK

57

ご清聴ありがとうございました。
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