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要約  

 

	 本研究は，医療専門職教育 (理学療法士養成 )において基礎的な臨床能力を評

価するパフォーマンス評価としての客観的臨床能力試験リフレクション法

(Objective Structured Clinical Examination Reflection Method：以下，OSCE-R と

する )，および「考える OSCE-R」を開発し，そこでの学生の学びの過程を分析

しつつ，その有効性について明らかにすることを目的とした研究である．これ

まで医学 OSCE など，臨床実習前や卒業直前の総括的評価としての OSCE を扱

った研究はあったが，医療関連職種の 2 年次， 3 年次の段階におけるパフォー

マンス評価をカリキュラムの中に組み込み，学生の学びに与える影響について

縦断的に調査したものは，管見の限り見当たらない．  

	 本研究の背景には，戦後，特に高度経済成長時代以降の医療の目覚ましい発

展と，高度化・専門分化に伴う高い臨床能力への要請が存在している．医療の

発展とともに，医師，看護師に加え，理学療法士，作業療法士，言語聴覚士な

ど，多くの医療専門職が資格として確立されている．理学療法学は，医学的リ

ハビリテーションの中で行われるリハビリテーション医療の一つである．理学

療法は，単に疾病や障がいの治療を行うだけではなく，その障がいの程度を最

小限に押さえつつ (二次障がいの予防 )，残存する能力を最大限に活かし，日常

生活活動を拡大し，個人の生活の質を向上させることを目指している．  

現在の高度化・専門分化した医療の下では，医師，看護師，理学療法士など

分野の違いに関わらず，医療専門職には，変化する臨床現場において状況を把

握しながら，自分の言動を省察し，現場や患者に即応する能力が求められてい

る．そのため，高等教育においても，そうした臨床能力の一定程度の習得が学

生の段階で求められるようになった．このような状況を背景として，日本の医

学・歯学・薬学教育においては，臨床実習前に総合的臨床能力・態度・倫理・

安全管理の育成を目指して，臨床実習前の共用試験として客観的臨床能力試験

(Objective Structured Clinical Examination：以下 OSCE とする )が実施されるよう

になった．  

OSCE-R は，医学生を対象に臨床実習前に共用試験として実施されている医

学 OSCE を参考にして，理学療法版 OSCE を作成し，これに映像によるグルー
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プリフレクションを加えた方法である．OSCE-R は，〈第 1 回 OSCE→映像によ

るグループリフレクション・デモンストレーションと授業→第 2 回 OSCE→映

像によるグループリフレクション〉というプロセスで構成されている．映像に

よるグループリフレクションと同時に，ロールプレイによる実技練習，学生に

よる評価表の作成なども行っている．総括的評価として用いられる医学 OSCE

と異なり，グループリフレクションを組み込むことで，形成的評価としての機

能をもたせた点が特徴である．本研究は，この OSCE-R・「考える OSCE-R」を

臨床実習前に実施した大学 2 年生・3 年生，卒業生を対象として検討を行った．	  

	 本論文は，5 節からなる序章と，第 1 章「OSCE-R の開発・実施と有効性の分

析」 (予備調査，研究 1)，第 2 章「『考える OSCE-R』の開発・実施と有効性の

分析」(研究 2〜 4)，第 3 章「OSCE-R と『考える OSCE-R』が卒業後の臨床活動

に及ぼす影響」 (研究 5)， 6 節からなる終章の全 5 章で構成されている．  

序章は，第 1 節「理学療法士養成課程における学内教育と臨床実習」，第 2

節「学内教育と臨床実習の接続のための『OSCE リフレクション法』の開発」，

第 3 節「先行研究の検討」，第 4 節「研究の目的と方法」，第 5 節「本論文の構

成」で構成されている．第 1 節と第 2 節では，本研究の対象となるリハビリテ

ーションの概念と理学療法士の職域，また背景となる近年の医療現場の現状と

OSCE の必要性，理学療法版 OSCE-R の開発経緯について説明した．第 3 節で

は，本研究を検討するにあたり，まず学習評価，特にパフォーマンス評価につ

いて整理した．また，学習を促進する教育方法として，経験学習，省察 (リフレ

クション )，シミュレーション教育，臨床推論，熟達化について概観した．第 4

節では本研究における研究目的を 2 つに大別し示した．第一の研究目的は，パ

フォーマンス評価として開発した OSCE-R と，それを拡張した「考える OSCE-R」

の有効性と意義を明らかにすることである．OSCE-R・「考える OSCE-R」は，

パフォーマンス評価としてどのような機能を備えているのか，また，OSCE-R

から「考える OSCE-R」へと拡張したことで，パフォーマンス評価として新た

にどのような機能を備えることが可能になったのかについて明らかにすること

である．第二の研究目的は，2 年次 OSCE-R と 3 年次「考える OSCE-R」(9 月・

3 月 )の実施による，学生の学びの過程を明らかし，学生の学びを促進する機能

と要因を検討し，特に映像によるグループリフレクションが，学生にどのよう
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な省察の力を習得させているのかを検討することである．また，OSCE-R・「考

える OSCE-R」と臨床実習の往還による経験学習が，学生の学びに与える影響

と，理学療法学生の臨床推論を中心とした理学療法評価の実践に関する熟達の

違いを検討しながら，OSCE-R・「考える OSCE-R」が卒業後の臨床活動に及ぼ

す影響についても検討する．  

分析対象としたデータは，OSCE の評価得点，OSCE-R 後のアンケートとイ

ンタビュー，リフレクションシート，臨床実習後のアンケートとインタビュー，

卒業前インタビュー，卒業後アンケートとインタビューである．  

第 1 章では，OSCE-R の開発・実施と有効性について検討した．第 1 節では

OSCE-R の開発と試行について論じた (予備調査 )．この予備調査は， 2006 年度

に大学生 3 名に実施した理学療法版 OSCE をきっかけに，映像によるグループ

リフレクションを加えた OSCE-R を開発し， 3 年生 (96 名 )を対象に，その有効

性を明らかにする目的で実施したものである．分析の結果，学生たちは模擬場

面での理学療法を経験しながら，単に臨床能力を身につけるだけではなく，理

学療法士としてのあり方を考え，自分の日常生活を見直し，科目間の関連に気

づき，自身の学習方法を再検討するなど，さまざまなことを学んでいた．第 2

節では，2 年次 OSCE-R の事例研究の検討を行った (研究 1)．この調査は，予備

調査の結果を受け，医療面接を課題とした 2 年次 OSCE-R を開発し，91 名を対

象に， 2 週間にわたって実施される臨床実習に組み込んで実施した．分析の結

果，予備調査の結果に加えて，学生が協働でのリフレクションの重要性を認識

するとともに，暗記から理解する学習への転換を意識するようになっていた．  

	 第 2 章では，「考える OSCE-R」の開発・実施とその有効性について検討した

(研究 2)．第 1 節では， 3 年次における「考える OSCE-R」の開発と試行に関す

る分析を行った．この調査では，3 年次臨床実習前の OSCE-R において，OSCE

課題に臨床推論を組み込んで実施し，学生の学びという観点からその有効性に

ついて検討した．その結果，「考える OSCE 課題」を組み込んだ「考える OSCE-R」

は，これまでの OSCE-R 以上に学生の臨床推論の思考を促進し，学生にとって

は，各授業科目で得た知識の実践的な意味について具体的に考える機会になっ

ていることが示唆された．  

	 第 2 節では，OSCE-R を改訂し，課題に患者の問題点を抽出する臨床推論を
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組み込んだ「考える OSCE-R」を開発し，3 年生 (86 名 )を対象として改訂の有効

性と学生の学びについて検討した (研究 3)．課題の難易度を上げたことにより，

学生が自分の問題点をより把握しやすくなり，自分を見直す機会として有効で

あった．3 年次「考える OSCE-R」では，第 2 回 OSCE における臨床推論能力の

高得点群と低得点群に分けて分析を行った．その結果，低得点群は検査測定技

能に習熟していないという特徴があった．また，臨床推論には，実践で使える

医学的知識も重要であることがわかった．直後に行った臨床実習では，「考える

OSCE-R」を実施していたことで，臨床現場の導入がスムーズであったことがア

ンケートからも明らかになった．  

	 第 3 節では，課題に患者への治療実施までを組み込んだ「考える OSCE-R」

を 3 年生 (84 名 )に実施し，その有効性と学生の学びについて検討した (研究 4)．

分析は，研究 3 と同じく，第 2 回 OSCE における臨床推論能力の高得点群と低

得点群に分けて分析を行った．その結果，臨床推論の低得点群の特徴として，

患者の問題点を追求する質問ができない，主訴を聞き出せない，検査測定中に

患者の状況を確認し応答・配慮することができないなど，基本的な医療面接，

検査測定などができないことが明らかになった．そのため医療面接の内容や検

査測定結果と患者の問題点の関連性について説明することができず，治療実施

には至らないことがわかった．一方，検査測定の技能が獲得できると，次は患

者の個別性がはっきりと現れる日常生活活動に関する問診や検査測定が可能と

なることが示唆された．以上のように，実践的に臨床推論を行えるようになる

ためには，一定の順序性があることが明らかになった．  

	 第 3 章では，OSCE-R と「考える OSCE-R」が卒業後の臨床活動に及ぼす影響

について分析を行った (研究 5)．研究 3 および研究 4 の対象となった学生が，卒

業後の臨床活動において，学内で実施した OSCE-R・「考える OSCE-R」をどの

ように考えているかについて，アンケートとインタビューを実施した．アンケ

ートにおいて，在学中に経験できて良かったと回答した卒業生は 86.8％であっ

た．OSCE-R・「考える OSCE-R」の経験は，特に状況に合わせた医療面接や検

査測定方法の変更において有効だと (89.5％ )と回答している．このように，

OSCE-R・「考える OSCE-R」を受けた学生は，臨床現場において，理学療法の

実施中に状況に合わせてリフレクションするなど，卒業後の臨床活動にも好影
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響を及ぼしていた．  

	 終章では，以上の分析結果を第 1 節でまとめ，第 2 節から第 6 節までは全体

考察を行った．第 2 節では，OSCE-R・「考える OSCE-R」の評価としての特徴

を整理した．OSCE-R・「考える OSCE-R」には，第 1 回 OSCE 後と第 2 回 OSCE

後にグループリフレクションなどが組み込まれており，形成的評価の機能があ

る．また，第 2 回 OSCE については，臨床実習前の臨床技能のレベルを把握す

るという意味で総括的評価の機能も備えている．OSCE-R・「考える OSCE-R」

は，映像によるグループリフレクションやロールプレイなどを行うことで，第

三者の視点でも自己評価し，学生のメタ認知能力や自己調整能力などを育成す

ることにつながったと考えられた．  

	 第 3 節では，学習の機会としての OSCE-R・「考える OSCE-R」についてまと

めた．OSCE-R・「考える OSCE-R」を教科と臨床実習の間に実施することで，

模擬場面ではあるが，これまで学んできた知識を，学生が実践的な理学療法の

経験の中で再構成することになり，OSCE-R・「考える OSCE-R」は，認知的な

学習も促進しているといえるであろう．また，学生は，検査測定などのロール

プレイを用いて練習するなど，実践的な学習についても積極的に取り組むよう

になっていた．  

	 第 4 節では，OSCE-R・「考える OSCE-R」で行うリフレクションなどについ

て，それぞれの機能と要因を検討した．OSCE-R・「考える OSCE-R」で行う映

像によるグループリフレクションの利点は，まず自分の臨床技能について映像

を見ながら振り返り，改善に結び付けることが可能だという点である．映像で

は対象となる模擬患者の反応も確認することができ，特に自分の臨床技能が，

他者にとってどのように受け止められているのか，患者に適応した技能になっ

ているのかを分析することが可能である．また，問題点をグループで討議しな

がらリフレクションシートにまとめ，問題点を共有し，自分の見方を変えてい

くことも利点として挙げられる．このリフレクションをさらに促進するために

上級生や教員によるデモンストレーションや授業，ロールプレイを行う．これ

により学生は多くの分析視点を取得することができる．また，自分たちで評価

表を作成することも，臨床技能のポイントを考えることになり，臨床技能向上

を促進すると考えられる．以上のように，OSCE-R・「考える OSCE-R」に組み
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込まれているさまざまなツールは，学生の学びを促進していると考えられる．  

第 5 節では，OSCE-R・「考える OSCE-R」の有効性と意義について，5 つの視

点で考察した．シミュレーションを学内で実施する意義は 2 点ある．第一に，

臨床実習前に学内実施することで，失敗が許される模擬的状況下で十分に練習

ができることがあげられる．第二には，臨床推論を組み込んだことで，実際の

臨床現場により近い状況でシミュレーションが可能となり，学生の臨床実習へ

の導入がスムーズになることである．実際の臨床現場により近い状況を想定し

て行うという意味において，OSCE-R・「考える OSCE-R」は．真正のパフォー

マンス評価といえる．OSCE-R・「考える OSCE-R」は，限られた疾病での課題

設定と少ない検査測定項目でパフォーマンスを行うため，十分な臨床技能の向

上は見られなかった．しかし，映像によるグループリフレクションにより．学

生は自分と他者の臨床推論過程を辿り，比較しながら自分の臨床推論を見直す

ことが可能となっていた．また，臨床実習と組み合わせて実施することで，学

内と臨床現場を往還しながら学ぶことも可能にしていた．OSCE-R・「考える

OSCE-R」の限られた模擬場面とは違い，本物の現場は患者や現場の状況に合わ

せて，即応する必要がある．学生には模擬場面と本物の現場の間でギャップが

生じるが，そのギャップの中で，学生は自分の実力を認識することにもなる．

この学習を促進するために重要なことは，省察ができることである． 2 年次

OCSE-R・ 3 年次「考える OSCE-R」は，臨床実習と組み合わせて実施すること

で，省察が習慣化していることも示唆された．  

OSCE-R・「考える OSCE-R」の実施だけでは，臨床技能には大幅な向上は見

られなかったが，学生は「患者に適応させる臨床技能」を意識するようになっ

た．これまで学習してきた理学療法の技能は，患者に求められ，また社会から

求められる臨床技能として学生に意識されることになり，学習方法の変更やロ

ールプレイを用いた検査の練習など，主体的に学習に取り組むことにつながっ

た．  

	 卒業後の調査では，在学中の OSCE-R・「考える OSCE-R」は，卒業後の臨床

活動における，リフレクションの基盤を作り，助言を受け入れ，改善する前向

きな態度を形成していることがうかがえた．一方，多くの学生が挫折感を味わ

っていたこともわかった．しかし，この挫折感は，目の前の人を助けられない
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という他者を通した自分への挫折感である． 2 年次 OSCE-R・ 3 年次「考える

OSCE-R」で学生が省察を続けるのは，自分の挫折経験や弱点を克服することだ

けが目的ではなく，「目の前の患者を諦めない」ための省察である．これが積極

的な学習や，臨床現場で考え続ける姿勢につながるのだと考えられる．このよ

うに，OSCE-R・「考える OSCE-R」は特に人と関わり，人を支援する職業には

重要な意味をもつことも確かめられた．  

	 真正のパフォーマンス評価としての OSCE-R・「考える OSCE-R」は，映像に

よるグループリフレクションなどを加え，形成的評価として実施することで，

学生に不足している知識・臨床技能・態度を認識させ，シミュレーションの中

でそれらの統一性を理解させ，学生が主体的に学習方法を変えることを可能に

した．また，省察を習慣化させることも可能であることが示唆され，これらが

学内での学びを促進させ，臨床現場と接続させるという点においても有効であ

ると考えられた．  

 




