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資料

第8回作業科学セミナー抄録

11月19日（金）

10：00 講演
日本作業行動研究会が作業療法士に与えている影響 山田　　孝

13：00 シンポジウム：作業科学が作業療法に与える影響
クライエントを作業的存在ととらえること－Aさんとの作業療法を振り返りながら 古山千佳子
私の作業療法が変わった－作業科学に出会って 村井真由美
生きる力の回復，作業，作業療法 近藤　知子

15：30 講演
インフォームド・コンセントと作業療法 岡本　珠代

11月20日（土）

国際的ネットワーク構築における翻訳の問題－翻訳についての一般的な三つの指摘 ピーター・ハウエル 他
11：00  研究発表

職業リハビリテーションに必要な作業科学の視点 港　　美雪
ドメスティックバイオレンス支援の中から－作業科学と作業療法の接点について－ 若井亜矢子
ヘルスプロモーションにおける作業療法について－幸崎はればれプロジェクトの取り組み－

西上　忠臣 他
作業：「場所」とchunks of daily activity

－ある施設入居高齢者の「与え合う場所」の構築と作業について 坂上　真理
身体制限を伴う高齢者の日常作業の再獲得－自己訓練による効果 齋藤さわ子
ヨーロッパにおける作業科学－私自身の博士論文を例として ボンジェ　ペイター

15：00  作業科学佐藤剛記念講演
時間と場所と作業 ルース・ゼムケ
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日本作業行動研究会が
作業療法士に与えている影響

山田　孝
（東京都立保健科学大学大学院作業療法学専攻主任教授）

「作業行動」とは何か

Reillyは「地域社会は，日常生活をどのように形成
すべきか，というモデルをわれわれに提供してくれる．
それは睡眠，個人的身辺処理，家事，仕事，レクリエ
ーションそしてレジャーのための時間と分類されるも
のから成る」と述べ，作業行動の骨格を示している．
さらに，作業行動というモデルを説明する中で，「バ
ランスの取れた日常生活のパターンの中での生活技能
の練習を強調し，個人の興味と能力を取り入れ，年齢，
性，作業的役割に関する日常的出来事を作り上げ，日
常生活空間の各側面の適切な目標に関する知識によっ
て導かれるというプログラム内容を必要とする」と述
べている．

ここから人間の作業とは，家事や仕事の仕事的活動，
身辺処理活動，レクリエーションやレジャーの遊び的
活動から成るとされ，作業療法はこうした日常生活の
パターンを維持することを目ざすとした．作業行動は，

「この遊びと仕事のまったくの発達的連続性」を示す
ものとして命名された．今日，作業療法でいう作業と
は，仕事，遊び，日常生活活動の３種類から成るとさ
れているが，その原形はReillyが提案したものである
と考えることができる．こうした作業的な生活ができ
ない状態を「作業機能障害」と呼び，作業療法が取り
組むべき問題であるとされた．

作業行動という専門的枠組みについて，Reillyは以
下のように説明している．
１．この理論的枠組みは，われわれ作業療法士が直接
的には，患者の達成に対して責任を負っていると認識
した時から始まった．この達成というテーマが主要な
枠組みであり，ホワイト，エリクソン，マクレランド
の業績によって十分に支持され，知識体系を構成して
いる．達成という理論的枠組みは治療のための新たな
選択の道を拓いた．それは患者の社会的役割から要請
される日常生活活動を行う能力を妨げている慢性疾患
に対して，われわれに新たな挑戦の機会を提供するも
のであるしている．
２．この達成という現象は発達的特性を持つ．成長過
程で，達成動因は興味，能力，技能，競争と協力，習

慣といった副産物を生み出す．この行動を促進し，紀
要化する環境が遊びと仕事である．この発達的連続性
を作業行動と名づける．
３．中心は役割という概念である．役割理論は，役割
とは社会化の課程で学習されるものであり，学問的に
は社会心理学が男性同一視と女性同一視，集団の成員，
職業行動の３つに分類している．
４．患者の作業行動に関する新たな資料は，治療計画
に高い生産性をもたらした．患者が学校，仲間，仕事
の中で獲得した行動パターンを分析する中で，要求水
準に関する理論に興味を引かれた．この理論はこれま
で社会化の過程で確立された期待のレベルと，現在の
成功と失敗のパターンとの関係を示す．神経筋のパタ
ーン，要求水準，成功と失敗のパターンという側面を
関連づけることによって，無能力を軽減することがで
きる．
５．われわれの理論構築は開放的な理論的システムを
構築しているということができる．専門的知識の中核
である作業行動は，医学的知識と行動科学的知識にお
ける変化に対して開かれている．
６．この理論は歴史，したがって，歴史探訪と結びつ
いている．過去の歴史や発達経験に重点を置くのは，
要求水準という点で，人間の目的に大きな価値を置く
ことと近郊を保とうとするためである．

また，Reillyは，このモデルを以下のように説明し
ている．
１．この (作業行動) モデルは地域社会での適応に関
する人生の役割を検討すること，それを支えるさまざ
まな技能を明らかにすること，適切なリハビリテーシ
ョン行動が生じ，訓練されるような環境を作り出すこ
とを求めている．
２．古い行動の再構成と新たな行動の学習のために，
生活技能の獲得の中にみられる発達段階を反映したプ
ログラムが必要である．
３．患者に自然で正当な意志決定の機会を求める．
４．コンビテンシーを認め，知的好奇心を喚起し，普
遍的な知識を提供し，正しい認識を深め，行動を求め
る環境を打ち立てることが必要である．
５．作業療法という領域で費やされる単一の活動や断
片的な時間を超えて，活動を拡大するという特別の要
求を引き起こすバランスの取れた日常生活という概
念，つまり，Meyerが提起した仕事・休憩・遊びとい
う生活のバランスを維持することと，病院という過渡
的状況の中での日常生活のパターンに関する知識を備
えることが必要である．第６は，上述したように，バ
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ランスの取れた日常生活のパターンの中での生活技能
の練習を強調し，個人の興味と能力を取り入れ，年齢，
性，作業的役割に関する日常的出来事を作り上げ，日
常生活空間の各側面の適切な目標に関する知識によっ
て導かれるというプログラム内容を必要とするという
ものであった．これらが作業行動というモデルが示す
ことがらである．

作業という用語をReillyは仕事，遊び，身辺処理か
ら成る日常生活を構成していることがらと説明した
が，こうした作業の定義は，日本でも取り入れられる
ようになったのは1985年ごろである．矢谷は協会編の

「作業．その治療的応用」の中で，ReillyやKielhofner
を引用している．「Reillyは人間の生活を構成している
作業行動を分類した」と紹介しており，また「Kiel-
honerは，作業(occupation)こそ人間の主たる活動で
あるとし，その構成要素には，仕事(work)，日常生活
の作業(daily living tasks)，遊び(play)が挙げられるが
が，これらは明確に分離できるものではなく，相互に
連続性をもつ作業行動である(continua of occupational
behaviors)」と紹介している．

その3年前の1982年に発刊された協会機関誌「作業
療法」で，筆者は「特集．私の考えるＯＴ」として書
いた「精神科作業療法の展望のために～歴史的背景の
中から～」と題する論文の中で，日本の作業療法の歴
史分析を試み，医学モデルからの転換，一般システム
理論の導入などが必要であることを示した．こうした
歴史検討とシステム理論の導入などの点はReillyの作
業行動に影響を受けたものであった．これが「精神科
作業療法の展望のために」という表題で書かれたこと
もあってか，それほど大きな影響を及ぼさなかったよ
うである．

このような経過の中で，作業行動の臨床モデルであ
る人間作業モデルを創り出したKielhofnerが，第25回
日本作業療法学会の特別講演のために来日することに
なったのをきっかけに，また，私が新設された秋田大
学医療技術短期大学部作業療法学科に異動し，カリキ
ュラムの骨格に作業行動を据えようと考えたこともあ
って，作業行動やその臨床モデルである人間作業モデ
ルをわが国に定着させようという意図で，日本作業行
動研究会を設立したのが，1991年であった．その時か
ら現在まで，この研究会が日本の作業療法士に及ぼし
ている影響を検討してみたい．

作業行動研究会の設立と目的

日本作業行動研究会の設立目的は，Reillyの提起した

作業行動という概念を我が国の作業療法に広めること
であった．日本作業行動研究会は1991（平成3）年5月
に設立され，その第1回大会は同年5月26日（日）午前
10時から午後15時まで，北海道大学医療技術短期大学
部会議室（札幌市北区北12条西5丁目）で開催された．
その特別講演（午前11時～12時）は，筆者（当時，秋
田大学医療技術短期大学部作業療法学科）による「作
業行動が作業療法にもたらしたもの」というものであ
った．以下に，その抄録を「作業行動研究」第１巻か
ら引用する．

Reillyは，1967年の第50回アメリカ作業療法学会で，
「作業療法－その歴史的展開」というテーマのパネ
ル・ディスカッションにおいて，バネリストとして，

「作業療法の現代化（The Modernization of Occupa-
tional Therapy）」と題する発表を行った．その概要は
以下のとおりであった．

まず，政治学や経済学の分析から，現代社会の諸問
題を認識するために，これらの学問領域の方法がこれ
まで蓄積してきた知識と新たな知識とを統合する方法
を示唆しているとして，これらの行動科学から作業療
法実践の成長を刺激するために，意志決定のバランス
をもったカ，資源の最大限の開発，関係の再構築，そ
して，作業療法サービスの提供に対する外部勢力の抵
抗などのいくつもの現代化のための計画を提起したの
である．それらを具体的に列挙すると次の通りである．
1．次の10年間の現代化には，専門性を確立すること
が必要である．それは全国レベルで計画されるが，各
土会により各地方で実行されるよう計画する．
2．作業療法土は患者の生活上の適応の質を支援する
よう鋭く求める理論的枠組み，つまり観念を発展する
こと．

この枠組みは専門化するという長い旅の始まりであ
る．作業療法の道徳療法的基礎を認識し，その好まし
い点も好ましくない点も現実的に検討する．次いで，
患者の日常生活に焦点を当ててきた作業療法の過去の
発展，なかでも，基礎を作った先人の「習慣訓練
habit training」という技法を検討する．先人達は，

「習慣構造」に言及しているが，それは現実的なスト
レスの効果を作り出す健康は自然の場面における仕事
によって作られるというものであった．現代では，そ
れらの目的であった人間の達成，生活空間と生活様式
などと，社会心理学の新たな知識である意志決定，危
険を冒すこと，役割モデル，要求水準，職業選択，仕
事の満足などとを統合する必要がある．
3．作業療法の発展過程を見ると，作業療法士は精神
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医学，身体医学，小児科学などの医学の専門分野と隊
列を組んで来たことで，特殊な医学的技能を改善させ
てきたが，一方，患者の日常生活の適応へのかかわり
を少なくさせた．

したがって，現代化のためには，医学の専門分野に
よる「あれかこれか」という要求から，「あれもこれ
も」と移行することが必要である．これには病気を直
すことだけでなく，習慣の再構成や，生活への適応と
結びついた機会をもたらすような環境の設計も必要と
なる．
4．現代化の技術では，システム内でのエリートと呼
ぶ者に注目が注がれている．エリートとは意志決定を
行う者である．

次の現代化は，意志決定のレベルに対して均衡のと
れたアプローチをすること，作業療法はセラピストに
専門家となるための訓練を提供するような方向に急速
に進むことが必要である．そのためには，少なくとも
修士課程を作り，臨床のセラピストが修士課程に入る
機会を提供することが必要である．
5．リハビリテーション運動は今では慢性障害者の保
健に対して低レベルのサービスしか提供していない．
従って，最後の現代化は作業療法土が無意識的に連帯
してきたリハビリテーション運動と決別することが必
要である．

同時に，入院患者へのサービスから外来部門へ移行
することが必要である．

これらの現代化が既に20年前にアメリカで叫ばれて
きたことに注目していただきたい．わが国の状況に照
らしてみると，日本作業療法土協会では専門性を重視
する卒後教育が叫ばれており，身障，精神，小児，職
業前，リハビリテーション機器などの専門委員会を作
り，それぞれのガイドラインの作成に取り組むなど，
専門性を重視する方向にあるように思われる．病院か
ら地域あるいは老人保健施設という半ば福祉の領域に
進み，作業療法が求められるようになっていると同時
に，高齢障害者の慢性障害という問題に直面させられ
てきている．第20回日本作業療法学会で声高に叫ばれ
た医師からの作業療法批判はいっそうの医学離れを引
き起こしている．そして，今まさに，4年制大学教育
が開始されようとしているが，その後には大学院修士
課程の設置が続くと予想され，自らの仕事に対する意
志決定を行うエリートとしての役割が期待されてい
る．

このように，約20年前のアメリカ作業療法を取り巻
く状況はまさにわが国の今日的状況ときわめて類似し

ていることが明らかになった．このようなわが国の作
業療法の状況を切り開くために，作業行動が果たす役
割は少なくないものがあると考えられる．

もちろん，アメリカで開発された理論的枠組みをわ
が国に直接的に持ち込むことには抵抗があるし，作業
行動の理論的枠組みの特性を考えると，そうすべきで
はないと思われる．「還元主義」的な枠組みとは異な
り，作業行動をわが国で展開するためには，理論や評
価法などをわが国の社会的文化的歴史的状況に見合っ
たものにしなければならない．(アンダーラインは筆
者による．)

日本作業行動研究会の設立目的は，Reillyの提起し
た上記の作業行動という概念を我が国の作業療法に広
めることであった．クライエント(Reillyは患者と呼ん
だが)の生活上の適応の質を支援する理論的枠組みを，
具体的には，作業行動の臨床モデルであると考えられ
る人間作業モデルととらえることができると考え，こ
のモデルを広めることでもあった．それが，道徳療法
にルーツを持つ作業療法を現実的に検討すること，習
慣訓練の技法が障害者にもたらす達成，意志決定，
risk-taking 行動，要求水準，作業選択，満足度などの
意志サブシステムの諸概念や，役割，生活様式(ライ
フスタイル)などの概念を統合する必要があり，また，
環境の設計が必要だとしたReillyの考えを広めること
ができることにつながると思われた．

専門性の確立と大学院

臨床のセラピストが修士課程に入学する機会は，今
では拡大している．広島大学医学部保健学科では，作
業行動科学講座の宮前珠子教授の指導下で，多くの臨
床および養成校で働くセラピストが大学院生となった
が，作業行動に関連するテーマで修士号や博士号を取
得した人々が少なくなかった．筆者が2002年に移動し
た都立保健科学大学には，同年から大学院作業療法学
専攻が設置された．その修士課程の１期生6名，２期
生７名，３期生６名で，合計19名中の16名が臨床およ
び養成校に勤務するセラピストであった．2004年に設
置された博士課程の1期生として入学してきた４名は
全員が臨床か養成校の教員であるセラピストであっ
た．博士課程研究生の3名もいずれも社会人である．

「作業療法学博士」を授与する課程は，日本では札幌
医科大学に次いで第２番目であるが，将来は多くの作
業療法学博士が誕生することになろう．

本学作業療法学専攻で私が担当する大学院生の研究
テーマは以下のようなものである．博士課程では，ク
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リニカルリーズニング，地域在住者の興味，役割評価，
精神科プログラム作成，障害児支援，管理・運営，Ｑ
ＯＬ評価法，内部観察などで，修士課程では，職業を
持つ高齢者の生活，感覚統合の効果，自己効力感評価
法作成，非構成的評価法作成などであり，ほとんどが
作業行動に関連するテーマであって，そうした大学院
生が中心である．

私自身が，医学部に在籍し，医学領域での研究をお
こって，博士の学位を取得したのは10年前であった．
この10年間でも，このように専門性の確立のための制
度は急テンポで整ってきた．一方，クライエントの生
活上の適応の質を支援する作業療法の展開はどのよう
に進展したであろうか．研究会が設立された1991年か
ら2004年までの14年間に，研究会はどのような貢献を
日本の作業療法士の世界に提供したであろうか．

講習会の開催

研究会の事業の一つに，人間作業モデル講習会の開
催がある．講習会は，Kielhofner教授が日本作業療法
学特別講演のために来日したのをきっかけに開催され
た．その年(1991年)には，学会が開催された札幌と協
会主催の京都の2箇所で開催されて127名が参加した．
2年後の1993年には，千葉で講習会が開催され，50名
が参加し，1994年には，盛岡と札幌で開催されて55人
が参加した．講習会は研究会主催以外にも，東京都士
会などの主催によっても開催された．

毎年，定期的に開催するようになったのは6年前の
1998年からであった．1998年には札幌2回と秋田で開
催されて98名，1999年には京都と札幌で110名，2000
年は東京のみで31名，2001年には大阪と仙台で79名が
参加した．2002年からは年に複数回数の開催ができる
ようになり，秋田，東京，札幌，金沢と4カ所で開催
し，参加者は219名と急増した．2003年には，東京2回，
札幌2回，山口，鹿児島，高松と7カ所で開催し，250
名が参加している．今年は奈良，名古屋，旭川，広島，
東京2回，福岡で開催し，356名が参加している(表１)．
参加者は臨床や学校で働く作業療法士が大多数である
が，最近の特徴は学生の参加者が増えていることであ
る．

合計すると，これまで31回の講習会が開かれ，延べ
1400名以上の作業療法士・学生が参加しているが，何
度も参加しているリピーターも少なくない．この人数
は2004年4月の有資格者数約26,000名の5.4％になる．
このうち，アドバンス・コースは4回開催され，151名
の参加者が得られた．開催地は北海道が8回と多く，

延べ429名が参加しており，東京が5回で198名，京都
が2回で271名と多い．それ以外では，秋田38名，盛岡
23名，仙台16名，千葉50名，名古屋55名，金沢73名，
大阪63名，奈良56名，広島57名，山口49名，高松29名，
福岡33名，鹿児島37名など，全国にわたっている．

講習会の内容は，今年から大幅に改訂した．まず，
従来，入門講習会とアドバンス講習会2本立てだった
ものを，基礎・評価編と事例検討・評価法編の2本立
てにした．基礎・評価法編は，これまでの「作業療法
史の中での作業行動と人間作業モデル」の時間を縮小
し，簡単に触れるだけにし，また，難解だと批評され
た「システム理論の変遷」についても，簡単に触れる
だけにした．こうしたことが理解できないと，作業行
動や人間作業モデルを理解できないと考える受講生の
声に答えるための対応策として，人間作業モデル特有
の用語をできるだけ使わずに，「事例」を示し，それ
をこのモデルによる解釈を説明することで，モデルの
理解を進めることにした．この改訂は，このモデルの
理解が進んだと，今のところは好評である．基礎・評
価編を受講した方，あるいは，養成校などで人間作業
モデルを比較的詳しく教えられた方は，実際に自分の
担当するクライエントにこのモデルを適用し，その結
果を検討するという事例検討会が必要ではないかと思
われたので，事例検討講習会を開催することにした．
事例検討だけでは参加者が少なくなると思われたの
で，同時に，人間作業モデル関連の評価法のうち，基
礎・評価編で比較的詳しく説明する「作業に関する自
己評価」以外の評価法の１つを示す実施法もこの講習
会に含めた．これは現在までに，札幌と東京で開催さ
れ，各10名程度の方が事例を報告し，批評しあった．
ここで発表された事例は，研究会の機関誌「作業行動
研究」に掲載されることにした．それにより，事例研
究という形での研究成果を公に示すことができるよう
にした．

従来の講習会で説明してきた歴史的検討とシステム
理論については，年1回開催される研究会大会の時な
どを利用して，講習会参加者を中心に呼びかけて，何
らかの形で実施する予定にしている．

作業行動研究会研究大会の活動と日本作業療法学会

日本作業行動研究会は1991年に設立されたことはす
でに述べたが，毎年，研究大会を開催している．ほと
んどの研究大会では，特別講演などを開催している

（表２）．1991年(札幌)の第１回では上述した「作業行
動が作業療法にもたらしたもの」であった．
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1992年(京都)の「作業歴を巡って」，2002年(広島)の
「作業遂行歴面接改訂版(OPHI-II)を用いて」はクライ
エントの語りを重視したもので，今年(2004年〔東
京〕)の野口裕二先生による「ナラティブの意味する
もの」と続き，「患者の適応の質を支援するよう鋭く
求める理論的枠組み」の1つとして，ナラティブや物
語を重視した作業行動の伝統を反映している．

1 9 9 6年 (東京)には，木下康仁先生を招いて
「Grounded Theory の考え方」を学び，いち早く，質
的研究の手法であるグラウンデッドセオリーを学ぶ機
会を設けている．また，1995年(熊本)には「クリニカ
ルリーズニング」を，2003(福岡)には「作業療法の科
学性」を，それぞれ考える機会を提供している．1997
年(宇都宮)「協業」をテーマにして，新たに作成され
た評価法「作業に関する自己評価(OSA)」のワークシ
ョップを行っている．2001年(金沢)には，システム理
論に関するシンポジウムを開催し，複雑な存在である
人間をとらえる基本的な考え方を学ぶ機会を提供し
た．これらは，医学モデルからの脱却を示した作業行
動の基本となる具体的な方法を示すものであると考え
ることができる．

こうした研究会の特別講演などが，日本の作業療法
にどのような影響を及ぼしたのかを検討したのが，表
３である．上述した研究会での特別講演などが，日本
作業療法学会でも特別講演などの場で語られ，日本の
作業療法士に伝えられていることがわかる．クリニカ
ルリーズニングは繰り返して教育セミナーや教育講演
のテーマに選ばれており，質的研究の手法であるグラ
ウンデッドセオリーも，研究会の特別講演者である木
下康仁先生によって，第36回学会のセミナーとして実
施されている．

学会のテーマも，新たな世紀を迎えるという時期的
なこともあって，歴史的な回顧が繰り返しテーマにな
っている．「医療の近・未来(第29回学会)」「ふり返り
そして新たな展開(第32回学会)」「新世紀へのプロロ
ーグ(第34回学会)」「新世紀の創造(第35回学会)」な
どである．「ライフステージ(第31回学会)」「高齢者・
障害者の自立生活(第33回学会)」「現代作業療法全図
(第36回学会)」「くらしを創る(第38回学会)」など，
テーマ自体も作業行動に関係するようなテーマが選択
されているように思われる．

その中で，これまでの日本の作業療法の歴史を検討
したのが，第36回大会での「現代作業療法全図を知る
ために」という発表であった．これは，Reillyが「作
業療法の道徳療法の基盤を認識し」て，作業療法を現

代化する必要があるとした認識を受けて，1978年に
KielhofnerとBurkeが，Kuhnの科学革命に従ってアメ
リカ作業療法の歴史にみられる作業療法の同一性と認
識論におけるパラダイムの変化を示した論文に沿っ
て，わが国の作業療法史を検討したものであった．

日本作業療法学会での演題など

Kielhofnerが特別講演に招待された1991年の日本作
業療法学会から2004年の学会までの発表演題数の推移
を検討した．91年は2演題，92年3演題，93年2演題，
94年4演題，95年9演題，96年5演題，97年4演題，98年
の6演題と，筆者が学会長をつとめた95年学会以外は，
毎年5演題前後で推移していた．それが99年11演題，
2000年8演題，01年14演題，02年21演題，03年15演題，
04年11演題と，99年を境に急増している．その大きな
原因の一つは，人間作業モデル講習会の開催の推移で
検討したように，講習会が1998年以後は毎年複数回数
が開催されたことにあるように思われる．

演題の内容から検討すると，1998年までは興味チェ
ックリスト，役割チェックリスト，作業機能自己評価
などの評価法を日本人のクライエントに適用した発表
演題が多く，一部では検査の改変(日本版の作成)など
もなされていた．それが，19991年からは事例検討が
多くなっている．人間作業モデルのサブシステムと環
境に照らして各演題を検討してみると，意志サブシス
テムに触れた発表演題が極めて多く，次いで，習慣化
サブシステムが覆い．また，理論の紹介や歴史分析の
適用などが見られるようになった．最近では，評価法
の日本人を対象にした信頼性や妥当性の研究も行われ
るようになってきている．

要約

日本作業行動研究会が作業療法に与えている影響を
検討してきた．まず，作業行動とは何かを説明すると
ともに，日本作業行動研究会の設立について説明した．
設立時の第1回大会で筆者が示したReillyの「作業療法
の現代化」を再掲し，そこで示されていることがどの
ようにわが国で達成されたのかを検討した．専門性の
確立という点では，大学院が各地に設置されたこと，
将来は「作業療法学博士」号を持つ作業療法士が増加
することが期待されるようになったことから，専門性
の確立はわが国でも達成されつつあると思われる．

次に，研究会が主催する人間作業モデル講習会につ
いて説明した．講習会受講者は，この13年間で1400名
以上に達し，わが国の作業療法士の約5.4％が受講し
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たことになる．定期的に開催されるようになった1998
年以後の日本作業療法学会での作業行動関連の演題数
は飛躍的に増加している．これは本研究会の及ぼした
影響の１つと考えることができよう．
さらに，研究会の大会で行われた特別講演，ワーク

ショップ，シンポジウム，ミニレクチャーなどのテー
マを検討した．その結果，日本作業療法学会での特別
講演などに類似のテーマがみられるようになり，これ
も本研究会の及ぼした影響の１つであると考えること
ができよう．また，それらのテーマは，クリニカルリ
ーズニング，システム理論，質的研究法であるグラウ
ンデッドセオリーアプローチや作業歴―作業遂行歴面
接改訂版―ナラティブと続くナラティブアプローチな
どで，日本の作業療法士に影響を及ぼしていると考え
ることができる．
最後に，日本作業療法学会における作業行動関連の

発表を示した．1993年にシンガポールで開催されたア
ジア・太平洋地区作業療法学会の特別講演で，宮前は
第36回学会の演題のうち，事例発表をその成果という
点で検討した結果，作業行動関連の事例が示した成果
が際だっていることを示した．成果をきちんと示すこ
とがEBOTの第一歩であると考えられることから，本
研究会が日本の作業療法士に及ぼしている影響は高く
評価されると思われる．
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クライアントを作業的存在ととらえること
－Aさんとの作業療法を振り返りながら－

古山　千佳子（広島県立保健福祉大学）

はじめに

作業療法士になって約５年目にAさんというクライ
アントに出会った．Aさんは脳腫瘍術後の後遺症で外
来作業療法を処方されたクライアントだった．当時，
私がAさんに対して行った作業療法は運動機能の維持
や改善のみを目的としたものだった．しかし，今振り
返ってみると，Aさんは私に自らの経験を語り，作業
的存在としての意義を訴えていたのではないかと感じ
ている．もし私が作業科学の視点でアプローチをして
いれば，Aさんとの作業療法プロセスは全く違ったも
のになったかもしれない．Aさんとの経験を振り返り，
クライアントが作業的存在であり続けるための支援に
ついて考えることとした．

Aさんとの出会い

Aさんは当時45才（当時）の男性であり，日本古来
の伝統楽器（尺八）の家元の一人息子であった．子供
の頃より尺八には馴染んでいたが，父の後を継ぐ気は
なく，他県の大学に進んだ後に一旦は一般企業に就職
した．しかし，27才の時に父親に呼び戻され，跡継ぎ
としての修行を始めた．父親との関係は親子というよ
り師弟関係に近く，常に数名の弟子と共に生活してい
た．作業療法開始の約１年前，右頭頂葉に腫瘍がある
ことが判明し，腫瘍除去術が施行された．しかし，完
全に腫瘍を除去することができず，しかも軽度の左麻
痺が残存したため作業療法の処方が出された．Aさん
は医師からきちんとした病状説明を受けておらず，軽
い脳梗塞だと聞かされていた．さらにスタッフには，
生命予後が良くないことや機能改善に対するネガティ
ブな発言は避けることという指示が出された．

Aさんとの作業療法

Aさんに対し，まず私は麻痺側である左上肢の運動
機能評価を行った．Aさんは肩関節の屈曲，外旋に拘
縮と痛みがあり，粗大筋力も手指の巧緻性も低下して
いた．さらに，体力や肺活量の低下もみられ，尺八を
吹ける状況ではなかった．本人の希望もあり，まずは
肩関節の可動域改善と痛みの除去及び手指の筋力強化
を目標とした週3回の外来作業療法を開始した．約3ヶ

月後には肩関節の可動域と痛みに若干の改善がみられ
たが筋力は向上しなかった．もちろん，尺八を吹くこ
とはできなかったし，Aさん自身も吹こうとはしてい
なかった．その間Aさんは，私に様々な話しをしてく
れた．尺八を吹くことは好きだったが父親に半分強制
的に家に引き戻されたこと，様々な人から注目され干
渉されながらの生活だったこと，このまま尺八が吹け
なくなったら自分に何ができるかを考えることがある
など．私はAさんの話しを聞きながら，やはり上肢の
運動機能へのアプローチのみを続けていた．若干体力
が向上してきたある日，Aさんが私に昔の仲間（弟子）
達に会いに行きたいので付き添ってほしいと頼んでき
た．私は迷いながらもAさんに内緒で家族に緊急時の
連絡先を確認し，個人的にAさんに付き添った．仲間
達に会った時のAさんの毅然とした態度や落ち着いた
表情は作業療法室では一度も見たことのないものであ
り，とても印象的であった．

Aさんを作業的存在ととらえること

人は作業を通して自己を形成する作業的存在である
１）．ClarkはPennyの人生を彼女と共に振り返るなか
で，障害をもちながらも再び人生を立て直すことを援
助した．それにより，Pennyは過去の生活と作業的存
在としての感覚を取り戻すことができた１）．しかし，
私がAさんに行った作業療法は（おそらく無理だと予
測しながらも）尺八を吹くという動作に必要な上肢機
能の獲得を一応の目標とし，ただ肩関節の可動域訓練
を行っただけであった．もし，作業科学の視点をもっ
てAさんの作業療法に取り組んでいたならば，Aさん
が作業的存在として生き続けられること，すなわち，
例え障害を持っていても尺八の奏者であり家元の跡継
ぎとして今からAさんがすべきこと，したいことを見
つける援助ができたのかもしれない． Aさんが昔の自
分について語り，仲間に会いに行くための付き添いを
私に頼んだことは，作業的存在としての自分を取り戻
すための援助を作業療法士である私に求めていたから
かもしれない．その後，私は職場を変わり，Aさんと
の作業療法は後任に引き継いだ．間もなく再手術を受
けたAさんは体調を崩し，約半年後に病院にて息を引
き取った．
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私の作業療法が変わった
－作業科学に出会って－

村井 真由美（介護老人保健施設 愛と結の街）

私が作業科学に出会ったのは1996年頃だったと記憶
しています．作業療法士になりたいとふと思った高校
生の時に作業療法は創造的なものだと勝手に確信して
いました．しかし，学生時代，そして実際に現場で働
いてからはその確信の証拠を見つけることがなかなか
できませんでした．作業療法なんてこんなものだろう
と思い，反対に自分の勉強不足のせいだと思っていま
した（そのために進学をしました）．作業科学との出
会いに戻ると当時養成校で同僚だった近藤知子先生が
「作業科学―作業的存在としての人間の研究」1)の翻訳
に誘ってくださいました．私の担当は第34章「作業的
ストーリーテリングと作業的ストーリーメイキングの
ためのテクニックのグランデットセオリー」でした．
この章はページ数が長く，原文が私にとっては難解だ
ったので大変苦労しましたが34章を担当したことは私
にとって幸運でした．Dr. ClarkとPenny Richardson博
士とのやりとりはまさに私にこれが作業療法だという
確信を与えてくれたからです．作業の知識は作業療法
を展開するのに重要だと思い，勉強したいと思いまし
た．回り回って2000年4月札幌医科大学大学院で
Zemke教授，故・佐藤剛教授の下で作業科学を学び始
めました．作業科学は決して容易なものではなく，最
初はわけがわからないことがありましたが時間が経つ
と理解できるようになることがありました．一見作業
療法実践に関係がないようでも本質で考えると実践の
ヒントになることがたくさんありました．論文作成は
大変でしたが，私なりに抱いていた疑問の答えの一部
分を見出すことができたように思います．大学院修了
後の就職先についていろいろ考えましたが，作業科学
の知識を自分がどのように現場で生かしていけるのか
どうしても試したくて実践現場を選びました．
私は平成15年6月から現職場に勤務しています．そ

こでは以前作業療法士が勤務していましたが約５年前
に退職してから関連病院の理学療法士が当施設のリハ
ビリテーションを担っていました．就職当時，作業療
法部門はほぼ開設のような状態でした．ご利用者，職
員のリハビリテーション，作業療法に関するイメージ
に当惑することがありました．しかしそこで気がつい
たのはご利用者，職員に作業療法について説明すると

き，リハビリテーションを希望するご利用者に初めて
会ったときの自分が作業科学を学ぶ前とは変わってい
たことでした．作業科学を中心に学んできた作業に関
する知識基盤は作業療法を説明することに大きく役立
っていました．説明だけではなく，実践内容も変わり
ました．例えば，身体に障害を持っているご利用者に
以前は徒手的に関わることが多かったのですが今は徒
手的な介入や目的のない歩行（例：平行棒内歩行）等
は理学療法士に任せています．そして私は作業に焦点
を当てた介入を中心にしています．その人にとって生
活に必要な作業，できるようになりたい作業，介護者
からみてできるようになって欲しい作業を実際の環境
の中で一緒に練習しています．毎日の生活の中で行わ
れる作業（例：セルフケア，家事）だったら看護・介
護スタッフ（ケアスタッフ）と一緒にケアプランの中
に組み込んでいます．その時に最初はどの部分だけを
介助して欲しいとか段階付けなどをケアスタッフと共
有します．作業療法士としての専門的なアドバイスに
はAMPS (Assessment of Motor and Process Skills)が
役に立っています．具体的に目標となる作業が早期に
明確化するケースは容易ですが，自分でもよくわから
ない，痴呆など重度の認知障害のケースなどは一緒に
やりたい作業を見つける「旅」に出ます．試行錯誤し，
ご利用者の生活史や日常の様子から「作業ニーズ」を
読み取るようにしています．難しいのが現状ですが，
見つかったときは非常にやりがいを感じます．
私が現職場の様々な機会で作業，作業療法について説

明することで職員の作業療法に関する考えが変わったよ
うに思います．最初は業務としておもしろい手工芸やレ
クレーションを活発にすることだとか，サンディングや
ペグボードで上肢の専門的な治療をすることを言われた
こともありましたがひとりひとりのご利用者の日常生活
に必要であり，意味があるかということを大切にしてい
ると答えてきました．最近はこのように言われることも
なく，ご利用者の1日の過ごし方をどのように組み立て
るか，特に在宅生活を想定した相談を受けることが多く
なりました．まだ細々とした実践ですが自分の理想とす
る作業療法を具現化しようと毎日奮闘しています．

文献

Clark, F, Ennevor, BL, & Richardson PL: A grounded
theory of techniques for occupational storytelling and
occupational story making(34) 作業的ストーリーテリン
グと作業的ストーリーメイキングのためのテクニックの
グラウンデッドセオリー．In Zemke & Clark (1996)
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生きる力の回復，作業，作業療法

近藤　知子
（南カリフォルニア大学作業科学･作業療法学部博士課程）

１．作業科学と作業療法

作業科学は作業療法の概念を基盤として生まれた学
問領域で，「作業，人間，健康」に関する知識を探求
することを目的としています．これに対し作業療法は
作業を中心概念としながら対象となる人に質の高いサ
ービスを行なうことを目的としています．つまり，作
業療法は作業科学で生み出された知識を用いて，より
質の高いサービスを提供することができると考えられ
ます．

現在私の行なっている作業科学研究は，「生きる力
の回復と作業との関連を探る」というものです．この
研究では，人はどのような形で生きる力を失いうるか，
どのような作業が生きる力の回復に力を与えうるか，
そしてその作業が有効であるためにはどのような条件
が必要なのか，ということを探ろうとしています．

これらの疑問は私の作業療法の実践の中から生まれ
たものです．研究はまだ分析過程にあるので，最終的
にどのような知識を生み出しうるのか明らかではあり
ませんが，まず私の疑問がどのような形で生まれてき
たのか，それをどのように作業科学研究として分析を
すすめているのか，現段階でわかりつつあることに何
があるか，そしてこの研究がどのように私の当初の疑
問の答えるものとなり，さらには作業療法の実践の中
で使われ得るかについて以下に論じたいと考えます．

２．作業療法臨床から生まれた確信：

作業は生きる力の回復に効果がある

私は臨床において，「作業の力」を感じることがし
ばしばありました．例えば，両側に脳血管障害のある
70代の女性と外来で関わったときのことです．その女
性は，リハビリテーションセンターから退院してきた
ばかりで，高齢の夫の介助を受けながら自宅での生活
を始めたところでした．自分ではほとんど何もするこ
とができず，ほとんど寝たきりで食事も食べさせても
らっている状態でした．私がかける言葉に対しても，
表情を変えず，ほとんど返事することもありませんで
したが，肩関節，股関節，足関節などの様々な関節に
拘縮があり，私が少しでも手足を動かそうとすると，

「イタイ，イタイ，タスケテ」と金切り声で叫びだす

状態でした．
この患者さんにどのように対応すべきか困惑してい

たある日，その地域のことを良く知る病院の受付の女
性が，「この方は昔はお花のお師匠さんで，お茶も教
えておられ，すごくしっかりとした人だったんですよ」
と教えてくれました．

それをきいて私は，アジサイのちぎり絵をためしに
導入してみました．患者さんは私に渡された和紙を表
情も代えず握ったままだったのですが，私がちぎる動
作を助けるために身体に触れても，それまでのように
叫びだすことはありませんでした．15分ほどの間にち
ぎった花弁をいくつかためて，それを私がある程度画
用紙に配置したのですが，そのうちの一つに関して，
私はふと「この花びらはどこにおきますか．こちらで
すか？」問いを投げかました．それに対し患者さんは

「そこでよろしい」と応えました．その声ははっきり
としていてお花とお茶のお師匠さんの姿を髣髴させる
ものでした．

その後数ヶ月，週に一度の外来を続けるうちに，患
者さんは次第にちぎった花弁を自分で配置するように
なり，それと同時に上下肢の可動域も増え，食事もス
プーンを使いながら自分で食べることができるように
なりました．叫び声を上げることも次第に減り，「今
日は結構」「ありがとう」などという状況に合わせた
コミュニケーションも可能になりました．

このように，作業療法を行なうなかでたびたび，そ
れまで死んだようになっていた人が，ある作業に携わ
ることを通して命をふきかえすような瞬間に時々出会
い，私は作業には生きる力を促す何かがあると確信す
るようになりました．しかし，その時点では私はまだ，
なぜそれらの作業が効果的だったのか，回復が促され
るためにはどのような条件が必要だったのか，いった
いそれらの作業には何らかの共通性があるのか，など
ということをきちんと言語化することができませんで
した．これが，このテーマで研究を行なうようになっ
たきっかけです．

３．作業科学研究：

生きる力の回復と作業の関係性を探る

作業科学では人間を，その人の行なってきたことや，
その人の日々の作業パターンで形作られる作業的存在
であるとみなします．この意味で言えば，人が生きる
力を回復するための作業は一人一人異なるはずです．
しかし，それと同時にそこにはなんらかの共通性もあ
るように見えます．そのような作業の個別性と共通性
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を理解するために，①それぞれの人が損なわれている
状態から回復へと向かう経過を理解する②それぞれが
生きる力を回復した，或いはしつつあると思われる時
期を推察する，③その人の生きる力の回復と関連する
と思われる作業を抽出・分析する，④その抽出した作
業についてそれぞれの個人背景を考慮しつつ共通性に
ついて洞察するというプロセスが必要になると考えま
した．そのような分析を行なうにあたり，私は村上春
樹の小説「ねじまき鳥クロニクル」を題材として研究
を進めています．

４．どのように損なわれるか，何が行なわれたか？

この小説の登場人物達は多様な形で損なわれていま
す．例えば，ある登場人物は，なぜだか分らないが自
分の生活に満足ができない状態に陥っています．別の
登場人物は，自分は自分というものが無いと感じてい
ます．また，誰も自分のことを理解してくれず自分が
世の中から切り離されていると感じている人や，過去
の悲惨な出来事に囚われ自分は死んだまま生きている
と感じている人がいます．これらの人のほとんどは，
不安，恐怖，困惑，孤独，あるいは怒りという感情を
経験しています．

現在の分析では，登場人物たちがこのような損なわ
れた状況から抜け出ていく際に，自己を振り返る
(reflex)，現在の自分が過去の自分とつながる瞬間を
持つ(Awareness)，さらに何かを失った自分に慣れる

（familiarization）という過程を順不同ではありますが
通過しているように思われます．そしてそれが生じる
ためには，生物的，社会的な存在としての安全
(secure base)が確保されている必要があると考えてい
ます．

この過程において登場人物が従事した作業は様々な
ものがありますが，その要素としては①身体的運動は
非常に少ないか，あるいは，慣れ親しんだ繰り返し運
動からなる，②その他の感覚刺激も非常に制限されて
いるか慣れ親しんだものである，③意識の集中と緩和
を許す，④自分のペースで作業が遂行できるなどがあ
るように思われます．また，その作業は，過去に好き
だったり得意だったものと何らかの形で結びついてい
たり，現在の関心とつながっていたりするというよう
な，プラスのイメージを持つものであるように思いま
す．

５．再び作業療法臨床へ

私が先に挙げた患者さんの例をみると，彼女の頭の

中で実際に何が起こっていたかを真に理解することは
できませんが，たぶんちぎり絵の花弁を配置した際に，
過去のお花のお師匠さんとしての自分が今の自分と結
びつく瞬間（awareness）があったのではないかと思
います．それをきっかけに，ちぎり絵を継続する中で
自分を振り返ったり（reflex）や自分の現在の状況に
馴染むこと（familiarization）がおきたのかもしれま
せん．

さらに作業療法士として私は，患者さんが安心でき
るような環境（secure base）を作り上げていたとい
えます．例えばそれは，患者さんの自尊心を傷つける
ことの無いような「お花のお師匠さん」との対話をイ
メージした言葉遣いであり，患者さんの運動制限を見
定めた上での適切な運動の補助だったかもしれませ
ん．

作業療法遂行の際，私達は何かができるようになる
こと，特に日常生活が自立することに関心をおきがち
です．しかし，障害のためにひどく落ち込んだり，や
る気をなくしていたり，困惑して生きる力を失ってい
るように見える患者さんには，特にreflex，awareness，
familiarizationがおきるような作業を探り出すこと，
そしてそれを促しうるような安全な環境(secure
base)を整えることが必要であると思われます．

これらのことは，質の高い作業療法士であれば，す
でに臨床で行なっていることであると考えられます．
しかし，その経験を基にした事実が作業科学研究で概
念化され，言語化されることが，臨床における作業療
法士の意識を高めるための援助になり，また，専門職
としての地位の向上にもつながると考えます．
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インフォームド・コンセントと作業療法

岡本　珠代（広島県立保健福祉大学非常勤講師）

インフォームド・コンセント（以下IC）は，すべ
ての民主的な人間関係の基本理念である．とくに，20
世紀の前半に医療の世界でこの理念の必要性が自覚さ
れ，現代医療倫理の中心にすえられたので，医療従事
者は心してこの理念の実現に努力しなければならな
い．この理念の基底にあるのは，病いや障害の予防や
対処にあたっては，各人は自分の問題の解決の主体で
あるから，自らの心身に起こることがらについて，可
能な限りの正確な情報を得ながら医療・保健の専門家
と協力し，医療についてできるだけ適切な共同の意思
決定を行うことがその人の機能回復努力や満足感につ
ながるという考え方である．ところがICが，愛や平
和など他の高邁な理念と同様に，皮相なとらえ方をさ
れる時には，一片の紙切れ上でことが済むと見なされ
る可能性がある．医療・保健行為が一時的なものでは
なく比較的長期にわたる場合は，医療者とクライエン
トは常に情報を共有し，意思決定はくり返し確認され
る必要がある．長期にわたる場合でも医療者が一方的
に決定し，クライエントの意思や願望を確かめること
をしなければ，ICの理念は実現しない．その点で作
業療法は，医療専門職の諸分野の中でも ，クライエ
ント中心の医療とICがもっとも実現しやすい分野で
ある．

ICには大きく分けてイベントモデルとプロセスモ
デルがあるが，作業療法は必然的に後者を特徴とする．
その理由の一つとして，作業をすることは人にとって，
治療目的であれ，生き甲斐のためであれ，自己表現と
自己実現の最善の形態であるからである．人は作業に
継続的に従事する．継続的な作業は人を成長させ，し
ばしば痛みを忘れさせる．もう一つの理由は，作業療
法では，作業療法士とクライエントの関係が一対一で
あれ，一対集団であれ，お互いに直に向き合って，緊
密な関係を作り上げる過程が不可欠となっているから
である．クライエントにとって最も適切な作業プログ
ラムを作成する段階で，作業療法士とクライエントは
お互いを知り，理解しあい，願望と将来的な展望を共
有しあうのである．

ICは倫理的な概念であり，饑餓・戦争・政治的抑
圧などの限界状況では顧慮されないかもしれない．作
業が癒しに貢献すること自体が余裕と納得の医療の現

在の証拠であろう．それなのに日本のような豊かな社
会でよく起こるような，医療者がクライエントに対し
て情報操作をしたり，クライエントを臓器の集合体あ
るいは世俗的な欲望実現の手段としてのみ扱うのは反
倫理的なばかりか犯罪的なのである．

一方，作業療法教育に携わる先生がたが，深い人間
理解と豊かな感性をもつ作業療法士を育てるべく，多
様なプログラムを組んでおられるのには感銘を受け
る．よい作業療法士はクライエントの人格と人権を尊
び，クライエントの個人的な来歴と心身の状況を理解
し，作業の社会的な意味にも配慮し，苦痛とその除去
の喜びを共有する．

たしかに，作業療法においては理念的なICが実現
されやすい．けれども，一般の医学やその他の学問に
おける人間理解が未だ完全でない現状では，作業療法
においても，情報の獲得・伝達・処理でさえ問題が起
こりうる．お互いについて誤解や偏見の生まれる余地
がある．作業療法士にとって真にクライエントを理解
するとはどういうことかを常に考えていかねばならな
いだろう．たとえば，自己決定ができず，ICを与え
ることができない，ゆえに一人の人格とみなされない

「痴呆」のクライエントの内面性がやっと近年明るみ
に出てきた．こうした症状の改善に作業療法が果たす
役割は非常に大きいと思われる．

ここでは，ICの原点に立ち返って，よりよい実践
をめざす作業療法における情報の伝達と理解と意思決
定の問題に関して，歴史をさかのぼり，将来の展望を
試みたい．
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国際的ネットワーク構築における翻
訳の問題
－翻訳についての一般的な三つの指摘

ピーター・ハウエル，吉川 ひろみ
（広島県立保健福祉大学）

Ⅰ．翻訳についての一般的な三つの指摘
１．翻訳は異文化間コミュニケーションの一つ

① 翻訳は言語学的記号化decodingと再記号化recod-
ingである．
ソシュール（言語学者）「シニフィアン（記号表
現），シニフィエ（記号内容）」

② 言語は常に，相互に異なる特定の社会－文化の中
にある．
文化が違えば，物の形も機能も違う．これを解決
するのが翻訳者

③ 文化特性的語の翻訳方法：説明，移転，移転（分
類語付加），適応，削除＜イラスト1～5＞

④ 社会的アイデンティティや関係を構成する言語学
的方法：相手の呼び方（～先生），自分の呼び方
（私，僕，俺），語彙の選択（召し上がる，食う），
語尾（～ぞ，～ぜ）＜イラスト6＞
サピア（米インディアン語研究者）「全く同じ意
味の言葉はない．呼び方が違うだけでなく住む世
界が違う」

Ｑ．作業療法士として文化の影響を感じるか，文化を
超えた言葉のやりとりができるか

２．翻訳の際の様々な方法

① 翻訳の主な四種類の方法＜イラスト7＞：
行間interlinear翻訳：原文と訳文の併記，教材，
他の翻訳の媒介
逐語literal訳：証拠書類，原文に忠実，翻訳であ
ることが明白，読み難い
意free訳：原文と同じ機能，翻訳であることは隠
れる，読み易い
翻案adaptive訳：目的に合わせて，名称，ジャン
ルなどを変える

② シュライエルマッハー（独のプロテスタント神学
者）「自国の読者は原文の外国風を受け取るか，
外国の原文が自国の読者にわかるようにもたらさ
れなければならない」

③ 翻訳方法は，他の文化に対する開放性や文化間の

力関係を反映する．
英→和には外国風が残り，和→英の方が自国風に
なる：強いアングロアメリカン文化を反映してい
る．
翻訳対象の選択には文化間の政治経済的影響があ
る．日本からの輸出アニメは暴力と性的なものが
多い．

３．翻訳や通訳か，それとも共通語lingua francaか

英語が共通語になりつつある．ＥＵでは高額な
翻訳費用に悩んでいる．

① ロンドン大学のジェニファー・ジェンキンスは，
英語を第二言語とする人は，(a)特定の国際的コ
ミュニケーションの目的のために英語を上達しよ
うと思い，(b) ネイティブのように流暢に話した
いとは思わない．

② 英国帝国主義やアメリカの経済力によって英語が
国際語になったけれど，英語を学ぶことで西洋や
アメリカのアイデンティティを受け取る必要はな
い．

③ 共通語を使うのは一部のエリートだけということ
になる危険がある．

④ 作業療法士のような健康の専門職を含めて全ての
人が，自国の境界を超えて世界の風を感じること
によって，自らの知識を広げる視野をもち，同時
に人生に新たな喜びが加えられることを望んでい
る．

Ⅱ．作業科学と作業療法の場合
１．言葉にまつわる文化の影響と言葉を超えた概念

の共有

作業Occupationの定義: chunks of culturally and
personally meaningful activity in which humans
engage that can be named in the lexicon of the cul-
ture (Clark et al, 1991)
よく引用される文章: man, through the use of his
hands as they are energized by mind and will, can
influence the state of his own health（Reilly, 1962）"

２．逐語訳だけが正しいわけではない．国際的ネッ
トワーク構築のためには意訳，翻案訳こそ必要

３．共通語を一部のエリートだけのものにしないため

に必要なこと
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職業リハビリテーションに必要な作
業科学の視点

港　美雪（吉備国際大学作業療法学科）

はじめに

作業科学は，人間の健康や社会の発展などに関して，
その複雑な現象を作業的側面から捉える研究であり学
問領域である．様々な学問領域の知識を作業の側面か
ら統合的に捉えることを可能にする作業科学は，作業
療法だけでなく他の領域における実践をも発展に導く
学術的基盤としての可能性をもつ．そこで，現在実践
面と学術的基盤，そのどちらにおいても多くの課題に
直面していることが報告されている職業リハビリテー
ションの領域に，この作業科学の視点が与えることの
できる影響について考察を試みたので報告したい．

職業リハビリテーションにおける現状と課題

発表者が病院で働いていた時，退院して仕事をした
いと希望する方々に対して医師が"あきらめさせる対
応"をしていたのに驚いた．そして現在，地域の作業
所に参加するようになり"仕事がなくてあたりまえ"の
世界に胸を痛め，"何かしなければ"という気持ちに駆
り立てられている．これまでの職業リハビリテーショ
ンの領域は，仕事を希望するということが"仕事をし
てもよいかどうか"が問われることであり，主な支援
は仕事に就くための準備と仕事において対象者が無理
をしないように対応することであった．健康的な働き
方ができるような支援や環境へのアプローチはしてこ
なかった．その結果仕事を得ても継続せずに中断する
か，またはあまりにもリスクやストレスのない，仕事
に対する希望をもたない生活を奨励してきた．このよ
うな実践に対する批判的考察は，同時に学術的基盤の
確立への期待にもつながっている．すべての人が仕事
をする機会をもつことを肯定し，現実の状況の中で
人々のニーズである意味ある作業として，仕事への参
加を実現する実践を行うためには，仕事への参加が人
間の健康にそして社会の発展に寄与することを明らか
にする作業科学研究が必要であることが推測できる．

作業科学と実践

本発表では職業リハビリテーションの現状と課題を
概観し，職業リハビリテーションの実践に影響を与え
る，現段階における作業科学研究とその知識基盤から

提案できる実践（仮説），および作業療法士として地
域の中で可能な取り組みについて提案したい．作業科
学研究の焦点や意義について考える機会となるような
報告を行い，セミナー参加者のみなさまと様々な可能
性について討議し，意見をいただけたらと考える．
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ドメスティックバイオレンス支援の
中から－作業科学と作業療法の接点
について－

若井　亜矢子（札幌医科大学大学院生）

はじめに

近年虐待に対する関心が高まり，法律の整備，実態
調査が進みつつある．虐待対象は児童，高齢者，女性
といった社会的弱者である場合が多い．虐待は単に心
身に深い傷を与えるだけではなく，暴力という力を用
いて相手をコントロールすることである．このうちド
メスティックバイオレンス（以下DV）は被害者と現
在または以前に親密な関係にあった人からの度重なる
身体的殴打，身体的虐待，性的虐待，孤立，剥奪，脅
迫を含む可能性のある強制的支配のパターンと定義さ
れる（American Medical Association 1992）．DVはそ
れまでの生活がさまざまな暴力により一変するという
視点から，一種の喪失体験であると指摘するものもい
る（中島 2004）．そのため，暴力から逃れ安心できる
生活を再構築するために多方面からの支援が必要であ
る．日本ではDV被害者支援は約10年前より始められ，
札幌にはその先駆的な民間団体が存在する．今回そこ
で１年余り活動に関与した経験を振り返り，作業科学，
および作業療法の視点を生かしたDVへの対応を模索
している現状を報告し，話題提供したい．

DVに関する研究

DVに関しては，社会学，法学，心理学など複数の
学問領域で研究がされている．精神医学領域では性的
虐待の約半数が外傷後ストレス障害（以下PTSD）と
診断されることより，健康に与える影響に着目した報
告などがみられる．大塚ら（2003）は一次避難所から
退所し単身生活を始めた女性のPTSD症状の顕在化を
症例報告している．その中で生活環境の変化が発症の
契機となることを指摘している．また江藤ら（2002）
は，暴力は被害女性に不安，不眠，うつ，セルフエス
ティームの低下などの症状をもたらし，健康に影響を
与えるものであると述べている．また作業療法領域の
研究報告（Koch 2001，Helfrichら 2001）では，地域
で暮らすDV被害者に重要な作業を遂行するよう動機
づけたことや，ニーズの把握のため作業療法特有な評
価手段を用いたことなどが報告され，作業を核にDV
被害支援に関与できる可能性を示唆している．

DV支援の現場で

DV被害女性はそれまで独立した作業的存在であっ
たにもかかわらず，暴力によって安心できる生活環境
を奪われ，自己のアイデンティティが脆弱になった状
態で，相手にあわせて生きることを強要される．その
関係性から逃れてきた女性たちを支援する場面で，自
信のなさや決断の困難さを目の当たりにすることが少
なくない．女性たちは限られた時間の中で婚姻関係，
子どもの親権，経済的基盤，住居，子どもの転校の問
題など複雑な問題に対して決断し，行動しなければな
らない状況におかれる．また，同時に自分と子どもの
心身の健康と加害者からの攻撃を未然に防ぐ危機管理
にも気を配らなければならない．彼女たちがこれらの
ことを自宅外の安全な一時避難場所で行うのを支援す
る時，作業に関する知識はどのように生かせるのだろ
うか．

例えば，彼女たちが行政サービスを活用し，住居を
決め，日用品を購入するとき，これから始まる新しい
生活をどのように構築していきたいのか，支援者は時
間をかけて聴き，その行動を支持する．このような日
常の作業をひとつひとつ自分で決断し遂行することを
通し，彼女たちは力を取り戻すことがある．作業科学
は人生の再構築のために作業の機能や意味に焦点をあ
てるものであるゆえ（Larsonら 2003），そのアィディ
アはDV支援において，当事者に対し具体的に作業と
環境を整理し提示することにより，選択の利点欠点を
考慮した決断が彼女たちのエンパワーメントとなる可
能性を考察する．
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ヘルスプロモーションにおける作業
療法について－幸崎はればれプロジ
ェクトの取り組み－

西上 忠臣，吉川 ひろみ，近藤 敏，横田 則夫
（広島県立保健福祉大学）

はじめに

私たちは第6回作業科学セミナーで，広島県内の幸
崎町において自立生活を営む高齢者65名を対象に作業
ニーズを明らかにするためにカナダ作業遂行測定を用
いて調査を行い，その結果，地域の作業ニーズとして
10カテゴリー（運動，静的余暇，家事，仕事，農業，
社交，健康，地域役員，地域貢献，外出）がカテゴリー
化されたことを報告した．今回，私たちは幸崎はれば
れプロジェクトチームを結成し，その結果を参考にし
ながら作業療法におけるヘルスプロモーションの枠組
みによるプログラムを作成し，実施したので報告する．

方法

今回のプロジェクトの期間は，3ヶ月間を1クールと
して前期グループと後期グループに分けて介入を実施
した．期間の設定の条件としては，①介入を企画する
作業療法士の日程，②南カルフォルニア大学で行われ
たWell Elderly Projectを参考として1つのモジュール
を3セッションで行い，4つのモジュールを3ヶ月間で実
施することとした．介入の内容は下記のとおりである．

１．「関心のあることチェック」の作成と優先順位に
よるプログラムの決定
まず，前回の調査の結果明らかになった作業ニー

ズ10カテゴリーの中から，作業療法士がモジュール
として提供できそうな11項目のモジュールのリスト
を作成した（表1）．これを「関心のあることチェッ
ク」として参加者に初回セッション時にアンケート
調査を行い，優先順位をチェックしてもらった．そ
の結果，今回の参加者の関心のあるテーマとして，

「体力維持の方法」，「よく眠れるコツ」，「もの覚え
をする方法」，「心をいたわる方法」の4つのテーマ
が選び出された．

２．効果判定のための評価の実施
効果判定のための評価方法としてカナダ作業遂行

測定，生活適応尺度，SF-36を実施した．

３．モジュールの構成について
1つのモジュールを3セッションで行うため，基本

的な進め方を下記のように行った．
1セッション目：グループ全体でテーマにそった

「ニーズ」を明らかにすることを目的にグループデ
ィスカッション．

2セッション目：１セッション目で明らかになっ
たニーズにそって専門的な知識を得ることを目的に
講義，もしくは参考資料を提供し必要な情報をまと
めた．目標を決めて，宿題として1週間自分の生活
に取り入れてみる．

3セッション目：実際に取り入れてみた結果の報
告と今後も取り入れるかについて検討することを目
的に，グループディスカッション．

４．プログラムの実際
①参加者の属性について
前期グループ（2004年4月22日～7月22日）：26名

（女20名・男6名）平均年齢71.5±4.5歳
後期グループ（2004年7月29日～10月21日）：15
名（女4名・男11名）平均年齢72.6±5.5歳
②プログラム実施時間など
1セッションあたり90分行い，スタッフは前期は2
名で，後期は1名で実施した．
②プログラムの内容（次ページ参照）
③プログラム参加者の感想
④プログラムの効果判定の結果

表．関心のあることチェック

・体力維持の方法（運動）

・よく眠れるコツ（運動）

・もの覚えをよくする方法

・近所づきあいのこころえ（社交）

・体をいたわる方法（健康）

・心をいたわる方法（健康）

・手軽なヘルシークッキング（家事，健康）

・やさしい介護技術（地域貢献）

・時間の有効利用（静的余暇）

・仕事の続け方（仕事，地域役員）

・家の中で事故を防ぐアイデア（家事）

注：カッコ内は作業ニーズ
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作業：「場所」とchunks of daily
activity－ある施設入居高齢者の「与
え合う場所」の構築と作業について－

坂上 真理（札幌医科大学 保健医療学部）

「場所」は作業にとって重要かつ必要な要素であり，
人・「場所」・作業は互いに強く関連し合っている１）．
従来，場所は物理的空間として扱われてきた．さらに
近年では，'そこに居るとホッと安心して居られると
ころ'，'自分のありのままを受け入れてくれるところ'
等，場所における個人的な体験や場所に対する感覚的
な意味が注目されている．代表的な意味には「居場所」
があり，生活領域における「居場所」の類型化も報告
されている２）．このように「場所」は，意味やリア
ルな物体，進行しつつあるactivityや作業で満たされ
ている３）．そして，「場所」は，人々の作業を引き起
こし，抑制する４）と共に，個人的なまたは社会的に
共有されたアイデンティティの重要な源泉でもある
３）．本研究では，人々が生活を構築していく際には，
個人の生活を支える鍵となる「場所」が存在すると考
えた．そして，今回はその１つとして「与え合う場所」
に焦点をあて検討した．「与え合う場所」は，先行研
究において「社会的居場所」として報告されている２）．
本研究では，この「場所」を'他者から一方的に何か
を与えられるだけではなく，自らも他者に直接的・間
接的に働きかけることにより，自分自身が役に立って
いることや必要な存在であることを実感できる場所'
と定義した．高齢者は，高齢期特有のライフイベント
によって役割の喪失を経験する機会が多く，連続した
自己イメージを保持することが難しいと言われてい
る．このような状況のもと，「与え合う場所」は作業
的存在としてのアイデンティティ構築にも重大な影響
を及ぼすと考えられる．この他，先行研究では「場所」
の構成条件２）や「場所」の記述アスペクト５）が報
告されている．例えば，藤竹２）は，「居場所」の構
成条件として関係性と空間性といった２つの客観的条
件を指摘している．また，園田５）は「場所」の体験
を記述する際の４つの側面として，モノ，周辺，行動，
印象といった側面を用いている．ただし，これまでの
「場所」の構成条件に関する報告は空間性や関係性を
扱うものがほとんどであり，activityや作業を含めた
より詳細な「場所」の構成条件の報告には至っていな
い．

そこで本研究は，高齢者施設への入居によって新し
い環境での生活再構築が求められた高齢者１例を対象
に，彼女の語りに現れた「与え合う場所」の特徴と構
成条件並びにその相互関係を質的研究手法によって検
討することとした．「場所」の構成条件の検討には先
行研究をふまえ，空間性に代表される物理的側面と関
係性といった社会的側面，並びに作業的側面を考慮す
ることとした．以上のような「場所」の検討は，今後
我々がリアルな作業に接近していくために重要な見解
を与えるものと考える．

文献

1） Hamilton T : Occupations and Places. In Chris-
tiansen C. Townsend E (ed), Introduction to Occupa-
tion The Art and Science of living. Prentice Hall, New
Jersey, 2004, pp.174.

2）藤竹暁：居場所を考える．藤竹暁編，現代人の居
場所，至文堂，東京，2000，pp.48-49．

3）Relph E（高野岳彦他・訳）：場所の現象学．筑摩
書房，東京，1999．

4）佐々木正人：アフォーダンス－新しい認知の理論．
岩波書店，東京，1994．

5）園田美保，南博文：「場所」としての居場所の記
述的分析．住田，南・編，子どもたちの「居場所」と
対人的世界の現在，九州大学出版，福岡，2003，
pp.91-92．
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身体制限を伴う高齢者の日常作業の
再獲得：自己訓練による効果

齋藤　さわ子
（札幌医科大学大学院保健医療学研究科）

はじめに

多くの研究で，作業療法士が遂行可能であると判断
した日常作業であると判断され，身体制限を伴った高
齢者がしたいあるいはしたほうがいいと思う日常作業
でありながらも，退院後，自宅でその作業に従事して
いないケースが示されている．この理由としては，そ
の作業に対する自己効力感が乏しい，作業療法士に提
案された新しいやり方や道具への抵抗感，不適切な技
能（過剰な身体努力が必要，危険や時間がかかりすぎ
ると本人あるいは家族が感じるなど），施設と自宅の
環境の違いなどがあげられる．作業を繰り返して遂行
することで，人は遂行への効力感を得たり，作業を遂
行するのに必要な技能を身につけたり，作業を遂行す
る自分なりのパターンを身に着ける．また，その作業
に新しい価値を見出したり，自分の日常のルーティン
にその作業を入れることもあるといわれている．従っ
て，自己効力感の乏しさ，新しい方法への抵抗感や不
適切な技能という問題は，自宅で日常作業を繰り返し
遂行しながら行う作業療法を増やすことによって，解
決できるのではないかと考えられる．

一方で，保健制度上の問題などから，自宅での作業
療法の回数を増やすことが難しい場合や，作業療法の
回数や時間の制限から作業療法士がクライアントの全
ての作業ニーズに応えられない場合も多い．そこで，
正式な作業療法の補足手段として，作業療法士の助言
つきクライアントによる自己練習が，作業従事を高め
るために重要となる．自宅での自己練習では，作業療
法士が傍についていて直接介入がなされるわけではな
いので，自宅で繰り返して作業を遂行することによっ
て作業従事に関連するどのような側面に変化があるか
に関する知識が，効果的な作業療法計画を立てる際に
必要となる．しかし，身体制限を伴う高齢者の，繰り
返しの遂行がどう手段的日常生活活動（以下IADL）
の従事に関係しているのかの研究はほとんどない．

本研究では，健康高齢者の身体制限シュミレーショ
ンを用いて，専門家の介入なしに自宅で慣れている
IADL課題を5回繰り返し練習（以下自己練習）した際
の，作業従事に関連する側面への効果について調べた．

本研究では特に，慣れているIADL課題を遂行する意
志（遂行意志），慣れているIADL課題を遂行できると
いう効力感（遂行効力感），新しい遂行方法への受け
入れ（遂行受け入れ），およびIADL能力という側面に
注目した．

実際に身体制限を持つ高齢者ではなく，健常高齢者
の身体制限シュミレーションを用いた理由は，心身機
能障害の回復，身体制限による心理的問題，身体制限
の重症度，身体制限後のIADL経験や遂行頻度，身体
制限後の遂行している作業の種類，専門家の介入をコ
ントロールするためである．また，，専門家の介入制
限や日常生活に必要な作業の遂行制限は倫理的に困難
と考えたからである．

方法

対象：地域で生活している健常高齢者（平均年齢69
歳，年齢範囲60～80歳）．夫婦あるいは単身世帯で，
生活能力としては，必要な屋内IADLは自立で，一人
で公共交通機関を利用できるレベルで，なんらかの地
域の活動に定期的に参加（教会，スポーツクラブ，ボ
ランティア）していた．

手段：遂行意志，遂行効力感，遂行受け入れの測定
には，本研究用に6点尺度の２つの質問紙を作成し使
用した．質問内容は，文献を基にした．IADL能力の
測定には，標準化されたADL/IADL評価法のAssess-
ment of Motor and Process Skills (AMPS)を用いた．

手順：まず，遂行するのに適切と考えられる課題を
AMPS課題リストから選び，本研究用にリストを作成
した．次に，そのリストから対象者には，慣れている
課題を２つ選んでもらい，セッションは全部で8回行
った．対象者は，前半3回は身体制限のない状態でい
つもの通りに課題遂行を行い（プレセッション），後
半5回は，身体制限を伴った状態（身体制限用のジャ
ケットを着用することで上肢と手指を固定し，スプリ
ントと弾力帯で膝関節を固定した状態）で，課題を遂
行した（自己練習セッション）．プレセッションは，
研究手順の十分な理解を得ること，選択課題が慣れて
いる課題であるかを確認すること，健常時能力と身体
制限時の能力と比較するために行った．3回のプレセ
ッションは1週間以内に，5回の自己練習セッションは
3週間以内に行った．セッションはなるべく，対象者
にとって遂行するのに自然な時間で行った．

遂行意志，遂行効力感の測定は，自己練習セッショ
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ン前と自己練習1～5回後に質問紙を施行した．遂行受
け入れの測定は，自己練習１～５回後に質問紙を施行
した．IADL能力の測定は，3回目のプレセッションお
よび5回全ての自己練習セッションで施行した．検査
者は，セッション中の遂行に関する内容についてはセ
ッション中もセッション外も話をしないこととした．

データ分析：5回の自己練習効果を調べるため，繰
り返しのある一元分散分析を行った．従属変数は，遂
行意志，遂行効力感，遂行受け入れおよびIADL能力
であった．独立変数は，全ての測定において遂行回数
であった．

結果

全ての側面において，5回の自己練習が有意に効果
があることがわかった．自己練習を重ねるごとに向上
する傾向にあることがわかった．

考察

本研究の結果，１）身体制限を伴ってからIADL課
題の遂行経験がない，２）身体制限による心理的問題
のない，３）身体機能障害の自然回復がない，４）地
域で生活が可能な認知機能のある，５）単身あるいは
夫婦世帯の，身体制限を伴う高齢者が，専門家の介入
なしに，軽度介助あるいは身体的な努力量や非効率性
はあるが自立して遂行可能と予測されるかつ遂行する
本人が慣れている課題選択し繰り返し5回遂行するこ
とで，遂行意志，遂行効力感，遂行受け入れ，および
IADL能力が向上することを示唆した．このことから，
身体制限を伴う高齢者の自宅での自己練習は，作業従
事を高めるための作業療法の補足的手段として有効で
ある可能性が示唆された．
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ヨーロッパにおける作業科学
－私自分の博士論文を例として－

ボンジェ
B o n t j e

・ペイター
P e t e r

（藍野大学）

Sweden, Stokholm市にあるKarolinska Instituteの博士
課程，３つの課程

1. Research school student
2. Full-time research student
3. Part-time research student

入学:基準：研究計画

◆ What will be the new knowledge in 5 years time?
◆ What body of knowledge, knowledge base, and

subject will the research contribute to?
◆ What is the most important existing knowl-

edge/theory for the research?
◆ What are the knowledge gaps that this research

will try to fill?
◆ Are the methods appropriate to the research

questions?

入学：過程

◆ 研究計画の発表（2時間半のセミナー）
◆ 研究計画のrevision
◆ 研究計画の提出，＋履歴書，研究費の根拠 →

OT科 → 入学委

私自身の研究計画：

仮Title:
How do people with Japanese backgrounds overcome
constraints to occupational functioning?

Background:
◆ adaptation
◆ need for descriptions
◆ need for guidelines for practice and assessment

Study 1-3 Ethnographic data-collections
1. To understand (verstehen) the socio-cultural per-

spectives on processes of overcoming constraints
to occupational functioning of disabled persons.

2. To develop knowledge about how clients and
OTs act and reason about overcoming con-

straints to occupational functioning of disabled
persons.

3. To develop knowledge about how OT affects
processes of overcoming constraints to occupa-
tional functioning of disabled persons.

◆ Research design:
● An action research approach that applies

ethnography
● A longitudinal study using participant

observation and interview, as well as
diaries or other written accounts

● Purposive sampling: recipients of occupa-
tional therapy, their occupational thera-
pists and other stakeholders as appropri-
ate

● Study 1: general thematic analysis. Study
2&3: Constant comparative analysis.

Study 4
4. Development of an assessment tool
◆ Research design: 1 Design assessment tool -> 2

develop manual & training -> 3 pilot -> 4 revise ->
5 start administering with utility, validity and
reliability studies -> 6 revise -> 7 make available

◆ Semi-structured interviews on utility. Validity &
reliability studies

◆ Qualitative analysis of stages 1 ̃ 3 and of inter-
views on utility. Statistical analysis on reliability
and validity.

Outstanding issues: underpinning Japanese perspec-
tive, setting for data-gathering, local supervisor (needs
to hold a PhD degree)
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時間と場所と作業：私たちの生活の
とらえ方を形作るもの
Time, Space, and Occupation: Interac-
tions Shaping our Perceptions of Life

ルース・ゼムケ
（南カリフォルニア大学・名誉教授）

Dr. Ruth Zemke, OTR, FAOTA
（要約：吉川ひろみ）

1. 宇宙の時間と空間：大爆発，拡大する世界，生命
の歴史

2. 進化論的時間と空間：三つの脳（三姉妹にたとえ
ると・・・）
1) 脳幹（Bettyお姉さん）2) 辺縁系（過敏なル
イーズ）3) 新皮質（末娘のネル）
作業の説明2種類；1) 毎日すること 2) 活動
する経験
人の時間と空間の2側面；1) 時計や実際の位置
2) 生きられた時間と空間

3. 時間と時間性：時間は時計や実際の位置で示され
るもの，時間性は人が経験するもの
1）時間：伝統的な作業バランスの概念，生活時

間調査，時間の使い方
2）時間性：日常の作業パターン，作業をするこ

とで経験する時間，「楽しい時はあっという間
に過ぎる」
フ ロ ー 経 験 ， ESM（ Experience Sampling

Methods）を使った研究
時間の圧力によって，行う作業の優先順位が決

まったりする

4. 空間と場所：空間は実際の位置，場所は人が経験
する空間

メルロ・ポンティ「私にとっては私から遠い所
にある空間は，ばらばらでまとまりをもたない．
もし私のこの体がなかったら，空間なんてどこに
もない」

作業をすることで出来上がる作業的空間が場所
になる

5. 時間と空間，時間性と場所

生物学的存在として時間と空間を経験する．腕
を伸ばす空間と同時に時間も経験する

時間と空間は，どこで，いつ，どのように，ど
んな作業を行うかを決める

人生では作業的地平が常に変化する．どんな空
間，どんな時間を経験するか，年齢と共に変わっ
ていく

6. 時間，空間，作業：家と仕事

何かをしようとすると時間と空間が関係してく
る．
家と仕事の例；家から毎朝仕事に出かけて，夜家
に戻る．２つの時間と空間を行ったり来たり

7. 今ここで

時間と空間の万華鏡を覗くと，作業の複雑な多
くの面が見える．

作業療法士という役割には，何が見える？
社会問題である失業などの経済的衰退は，作業

不足や作業剥奪を招き，作業的健康を脅かす
オタワ憲章の考えは，全ての人の健康のために，

作業ができる健康な社会の発達というテーマにつ
ながる

些細な事柄や謙遜は，セラピストにとって適切
な性質だが，声を上げることも学んでみよう

（Trump, 2004）．
今ここで立ち上げって世界に向かって声を上げ

よう．作業療法と作業科学について
「私たちは，全ての人々が，自らの場所で，健

康につながる作業をすることによって，完全参加
を実現することのためにはたらきます」

文献

Zemke R: The 2004 Eleanor Clarke Slagle Lecture:
Time, Space, and the Kaleidoscopes of Occupation.
Amer J Occup Ther 58 ( 6), 608-620, 2004


