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背景と目的

　近年の本邦における高齢社会の成熟ならびに地域包括
ケアシステム運用開始に伴い，社会から理学療法士の役
割に対する期待が高まると同時に，理学療法士養成校数
は急増してきた 1）。日本理学療法士協会が開示している
2018 年 3 月現在のデータ 2）によれば，日本全国の理学
療法士養成校の入学定員は 14,012 名である。一方で，
日本理学療法士協会の会員数は 115,825 名（休会者を含
む）である。このうち実習指導者の要件を満たすと考え
られる 31 ～ 65 歳の会員数は 62,579 名となり，実習指
導者数が不足する可能性がある。また，2020 年 4 月入
学生より理学療法士・作業療法士指定規則改正後の新カ
リキュラムが導入されることが決定されており，臨床実
習の単位数が現行の 18 単位から 20 単位に増加すること

が発表されている 3）。さらに，指定規則改正に合わせて
臨床実習指導者要件が現行の臨床経験 3年以上から 5年
以上となり，かつ指定講習会の受講が義務化された 4）。
以上より，理学療法士養成校の増加，指定規則の改正に
伴う臨床実習単位数の増加，実習指導者要件の厳格化に
より，臨床実習教育がより充実する一方で，実習協力施
設数の確保が重要となる。加えて，理学療法士作業療法
士養成施設指導ガイドライン 5）で診療参加型実習形態
での複数学生への指導が推奨されている。
　このような状況を踏まえ，我々は 2年次の検査実習に
おいて 1名の臨床実習指導者に対して 2名の学生を配置
する 2対 1 モデルを導入した。2対 1 モデルでは，必要
な実習指導者および施設数が少なくなることで施設確保
が容易になるだけでなく，共同学習や観察学習を活用す
ることで得られるメリットがある 6）。一方で，複数学生
を配置する場合には，学生のマッチングが課題となる。
これまでの諸外国における先行研究では，年齢，学習過
程および実習経験が同じ学生との組み合わせが実習を成
功させる 7）と報告しているものや，学生の性格や能力
が異なっていても問題ないと結論づけているもの 8）が
あり，一定の見解は得られていない。さらに，本邦にお
いても 2対 1モデルにおけるマッチングに関する報告は

実習指導者 1名に対し学生 2名を配置した検査実習における
学生の共同学習に影響を与える要因の検討＊
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要旨 
【目的】実習指導者 1名に対し学生 2名を配置した 2年次検査実習において，学生間の共同学習に影響を及
ぼす要因を明らかにすること。【方法】検査実習 10日間を完遂した 90名を対象とし，実習後アンケートで
ペアの両者が協力できたと回答した群（以下，協力群）と両者または一方がそうではないと回答した群（以下，
非協力群）に分けた。情動知能に対する自己評価尺度である情動知能スケール（以下，EQS）を実習前に
実施し，その中の対人対応領域得点，下位 3項目得点およびペア間の得点差，性別，通算学業成績および
ペア間の学業成績差分を群間比較した。【結果】協力群は 30組，非協力群は 13組だった。群間比較の結果，
非協力群ではEQS対人コントロール下位項目の「共感性」得点が有意に低く，ペア間の「他愛心」得点差
が有意に大きかった。【結論】学生間の共同学習を円滑に行うためには，対人対応に関する学生自身の自己
評価や，学生間における自己評価の差に着目する必要がある。
キーワード　 臨床実習，2対 1モデル，共同学習 
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少なく，1名の臨床実習指導者に複数学生を配置する場
合の実習成否にかかわるマッチングの特性を明らかにす
る必要がある。2対 1 モデルが成功するためには，ペア
となった学生同士で良好な人間関係を築き，協力しなが
ら実習を遂行する必要がある。そのためには，他人の感
情や欲求を正確に理解し適切に対応する能力が必要であ
ると考えられる。こうした対人スキルは，自分自身およ
び他人の感情や欲求を理解して対応する能力である情動
知能と関係する 9）ことから，2 対 1 モデルの成否には
ペアの学生の情動知能が影響していると推察される。
　そこで本研究では，学生間のマッチングの成否に影響
を与えている要因を明らかにすることを目的とし，実習
中の学生における主観的な共同学習に対する協力の意識
と性別，学業成績，情動知能に対する自己評価の関連性
を検討した。

方　　　法

　対象は理学療法学科 2 年生 92 名（男性 56 名，女性
34 名，平均年齢 20 歳）のうち，2年次後期の検査実習
10 日間をペアで完遂した 90 名とした。この内，EQSを
構成する評価指標が定める回答信頼性の基準において回
答反応に偏りがある者は，精神保健活動において個別ケ
アなど一定の配慮が必要とされている 8）ことから解析
対象より除外した。当該理学療法学科における検査実習
の一般目標は，臨床実習指導者の指導監視のもとで患者
または利用者情報の収集ならびに既習範囲の基本的な検
査・測定を経験し，その実際を学ぶことである。2対 1
モデルの導入にあたっては，実習開始約半年前に実施さ
れた臨床実習指導者会議において，診療参加型実習の概
要とともに複数学生による臨床実習のメリットおよび活
用方法を説明した。さらに，学生に対しても実習前オリ
エンテーションにてペアで実習を行うに至った背景，目
的および共同学習の活用方法について教示した。実習先
への学生配置は，学生の自宅から実習先への移動時間が
可能な限り均等になるように設定した。実習指導者 1名
に対して 2名の学生を割りあてた。割りつけに際して性
別，性格，成績などは考慮しなかった。
　検査実習開始 2 週間前に情動知能スケールである
Emotional intelligence scale（以下，EQS）9）を実施した。
EQS は 65 項目の質問に対し，「0．まったくあてはまら
ない」，「1．少しあてはまる」，「2．あてはまる」，「3．
よくあてはまる」，「4．非常によくあてはまる」で構成
されている。EQS 全体を構成する 3領域のうち，本研
究では対人対応領域の対応因子である「対人コントロー
ル」の下位 3項目「共感性」，「愛他心」，「対人コントロー
ル」のそれぞれの得点と対人対応領域の合計得点を算出
し，ペア間の差（Δ対人対応）を算出した。
　検査実習を終えた学生に対し質問紙による記名式アン

ケート調査を行った。アンケートの内容は，その多くが
経験した技術項目と欠席日数などの実習遂行状況を調査
するものだった。その中に共同学習に関する質問「ペア
と協力して実習を進められたと思う」（5件法）に対し，
両者が「まったくそう思う」「そう思う」と回答したペ
ア（以下，協力群）と，両者およびどちらかが「どちら
でもない」「まったくそう思わない」「そう思わない」と
回答したペア（以下，非協力群）を抽出した。学生の性
別（同性または異性），2年次後期までの学業成績を表
す functional-Grade Point Average（以下，f-GPA）を
データベースから抽出した。f-GPAは，履修した全科目
の Grade Point を科目単位数で除した値をすべて足し，
それを履修科目数で除した値である。さらに，ペア間の
学業成績差（以下，Δ f-GPA）を算出した。
　統計的検討として，協力群と非協力群における f-GPA，
EQS 対人対応領域得点および下位因子それぞれの得点
を対応のない t 検定で比較した。ペア間の f-GPA の差
（Δ f-GPA），対人対応領域得点の差（Δ対人対応）およ
び下位項目得点差（Δ共感性，Δ愛他心，Δ対人コント
ロール）についてMann-Whitney U 検定を用いて群間
で比較した。性別の組み合わせ（同性または異性）をカ
イ 2乗検定で比較した。統計的有意水準は 5%とした。
　本研究は国際医療福祉大学研究倫理審査委員会の承認
を得てから実施した（承認番号 17-Io-116）。

結　　　果

　EQS の回答信頼性が低いとみなされた 2名とその相
手 2名が除外され，最終解析対象者は 86 名だった。協
力群と非協力群における基本属性と f-GPA，Δ f-GPA
の値を表 1に示す。f-GPA の平均値は，協力群で 2.92，
非協力群で 3.05 であった。Δ f-GPAは協力群 0.51（0.26
～ 0.9），協力群で 0.39（0.26 ～ 1.13）であった。男女ペ
アの比率，f-GPA，Δ f-GPAにおいて，協力群と非協力
群間で統計的有意差は認められなかった。
　「ペアと協力して実習をすすめられたと思う」という
質問に対し，ペアの両者が「まったくそう思う」「そう
思う」と回答した協力群のペア数は 30 組（62 名，同性
ペア 22 組，異性ペア 8組），ペアのいずれかが「どちら
でもない」「まったくそう思わない」「そう思わない」と
回答した非協力群のペア数は 13 組（26 名，同性ペア 7
組，異性ペア 6組）であった。ペアの両者が「どちらで
もない」「まったくそう思わない」「そう思わない」と回
答したペアは存在しなかった。
　EQS 対人対応領域および下位項目の得点ならびにペ
ア間の得点差を表 2に示す。EQS の対人対応領域得点
は，両群間で有意差が認められなかった。下位項目の群
間比較では，「共感性」得点が協力群で高い値を示した
（p<0.05）。Δ対人対応領域得点，Δ共感性，Δ対人コン
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トロールでは，両群間で有意差は認められなかったが，
Δ愛他心は協力群で有意に低い値であった（p<0.05）。

考　　　察

　解析対象者全体の7割が「協力して実習を進められた」
と回答し，ペアの両者がネガティブな回答をしたペアが
存在せず，すべてのペアにおいて大きな問題が発生する
ことなく，全員が検査実習を完遂し単位認定を受けた。
本研究では，学業成績を考慮せずに自宅から実習先まで
の通学時間が可能な限り均等になるように学生を配置し
たが，今回の学生マッチングは共同学習という点からみ
ると概ね成功したと考えられた。
　一方で，非協力群の学生 13 組ではペアのいずれかの
学生が「どちらでもない」，「まったくそう思わない」，
「そう思わない」と回答し，共同学習に支障をきたした
ことが推察された。統計的検討の結果，非協力群の学生
は，EQS「共感性」得点が協力群の学生と比較して有意
に低かった。「共感性」は他者の感情状態を察知し，そ
の感情に応じて適切な感情反応を引き起こす能力であ
る。共感性が低いことで，実習中のペア間の意思疎通に
支障をきたした可能性がある。中西ら 10）は，地方国立
大学の初年次教育科目を受講した1年生782名を対象に，

4名 1 グループでの協同学習中の学習行動，社会的動機
づけ，社会的スキルの各尺度の得点変化を調査した。そ
の結果，共同学習において重要な学習行動である「傾聴」
を説明する因子は，社会的スキルや他者からの触発によ
る動機づけであった。本研究では，「傾聴」能力を調査
していないが，他者の意見をしっかり聞いたうえで自ら
の意見を伝えるという点では対人スキルと類似する能力
だと考えられる。理学療法養成校での臨床実習における
共同学習の成功のためには，実習前に社会的スキルや他
者からの動機づけを高めておく必要があるかもしれない。
　さらに，非協力群の学生は，EQS 対人対応領域にお
ける下位項目のうち「愛他心」のペア間得点差が協力群
の学生よりも有意に大きかった。EQS の対人対応領域
は他者との人間関係を適切に維持することのできる能力
を評価する領域であり，愛他心は他者を思いやる気持ち
である。EQS を用いた先行研究で複数対象者間の得点
差について言及しているものは見あたらず，明確に定義
できないが，ペア間の差が実習中の協力体制に影響した
かもしれない。今回の調査では，ペアと協力して実習を
進められたと回答しなかった理由を聴取していないが，
実習中にペアに起こった出来事の経験過程でなんらかの
問題が生じた可能性がある。

表 1　協力群と非協力群における基本属性，f-GPA，Δf-GPA

協力群 非協力群 ｐ値
学生数 60 名 26 名
同性ペア /異性ペア ††† 22 組 /8 組 7 組 /6 組 0.55
f-GPA † 2.92 (0.46) 3.05 (0.55) 0.249
Δf-GPA †† 0.51 (0.26 ～ 0.9) 0.39 (0.26 ～ 1.13) 0.927

† 平均値（標準偏差）；t検定で群間比較
†† 中央値（第 1四分位～第 3四分位）；Mann-Whitney U 検定で群間比較
††† χ2 乗検定で比較
f-GPA：2年次後期までの学業成績を表す
Δf-GPA：ペアとなった学生間の f-GPAの差を表す

表 2　EQS対人対応領域および下位項目の得点ならびにペア間の得点差

協力群（n=60） 非協力群（n=26） p値
EQS対人対応得点 † 49.7 (10.8) 45.3 (13.1) 0.106
共感性 †† 018 (14 ～ 21) 15 (12 ～ 17) 0.01*

愛他心 †† 15 (13 ～ 19) 14 (10 ～ 18) 0.079
対人コントロール †† 17 (14 ～ 20) 16 (14 ～ 20) 0.936
ΔEQS 対人対応得点 †† 10 (4 ～ 17) 14 (8 ～ 25) 0.88
Δ共感性 †† 4 (2 ～ 6) 4 (1 ～ 7) 0.610
Δ愛他心 †† 4 (2 ～ 7) 8 (3 ～ 9) 0.042*

Δ対人コントロール †† 6 (2 ～ 7) 6 (2 ～ 12) 0.629
† 平均値（標準偏差）；t検定で群間比較
†† 中央値（第 1四分位～第 3四分位）；Mann-Whitney U 検定で群間比較
* p<0.05 (Mann-Whitney U 検定 )
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　今後は対象者数を増やすとともに，共同学習成否の理
由を詳細に聴取することで，マッチングの成否にかかわ
る要因を再検討することが必要である。また，本研究を
パイロットスタディとして，評価実習や総合臨床実習な
どの長期実習で検討することも必要だと考える。
　Lekkas ら 6）は，有効な臨床実習形態を明らかにする
ための大規模な質的システマティックレビューにおい
て，現段階では優れた実習形態が科学的に証明されてい
ないと結論づけながらも，各形態の長所および短所につ
いて言及している。また，2対 1 モデルにおいては学生
間のピアサポートのメリットがある一方で，共同学習を
活用することのできるファシリテーターとしての能力が
臨床実習指導者に必要である点を，実習前に教育機関側
と十分に共有する必要があると指摘している。本邦でも
診療参加型実習形態への移行に伴い，複数学生を配置す
るモデルを導入する場合は，養成校と実習協力施設の密
なコミュニケーションが必要だと考えられる。

結　　　論

　短期の臨床実習において 2対 1モデルで実習を行う場
合，学生マッチングに際して性別や学業成績を考慮しな
くても実習における共同学習はある程度成功すると考え
られる。ただし，ペア間の対人対応能力に差がある場合
には，実習中にペアによる共同学習のメリットを活かし
きれない可能性があり，実習前の指導および実習中の
フォローアップが必要である。
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〈Abstract〉

Influencing Factors on a Student’s Cooperative Learning in Short-term Physiotherapy 

Clinical Practice: A 1:2 Placement Model

Keita SHIMURA, PT, PhD, Shinta TAKEUCHI, PT, PhD, Yusuke NISHIDA, PT, PhD, 
Kenichi KONO, PT, PhD, Masafumi ITOKAZU, PT, PhD
School of Physical Therapy at Narita Campus, International University of Health and Welfare

Purpose: To investigate factors that influence a student’s cooperative learning, in the short-term 
physiotherapy clinical practice, with a placement model of one clinical educator to two students. 
Method: The subjects consisted of 90 students, who completed a short-term clinical practice (of 10 
days) with a placement model of one clinical educator to two students. They were divided into 2 groups, 
depending on their answers to a questionnaire asking whether the clinical practice felt cooperative 
(C group) or not (NC group). The Emotional Intelligence Scale (EQS) was evaluated before the clinical 
practice. The scores of the scales’ interpersonal scope, and of the 3 corresponding factors (empathy, 
altruism, and human control) were compared between groups. Additionally, the score gap between the 
pairs, as well as gender and general academic performance, and its gap, were equated. 
Result: The C group contained 30 pairs, while the NC group had 13. The empathy scores in the C 
group were signifi cantly higher than that of the NC group. Furthermore, the score gap of altruisms 
between student pairings in the NC group was signifi cantly higher than that of the C group. 
Conclusion: In order to facilitate cooperative learning among students, it may be necessary to focus 
on each student’s self-evaluation, regarding interpersonal correspondence, and the difference in self-
evaluation among the students.

Key Words:  Clinical practice, Placement model of one clinical educator to two students, Cooperative 
learning


