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要旨

本学の教育カリキュラムの特色であるPBLテュートリアルとIP演習を例に、大学教員の教育および研究活動の状態

について、著者の経験を基にわが国と北米との比較を行った。その結果、大学教育と研究活動間における相互作用とし

ての循環プロセスの重要性が明確となった。著者の北米とわが国における体験を基に、両国間における比較を行ったこ

とで、わが国における教育および研究のあり方にまつわる課題が明確となった。（埼玉県大紀 2006: 8: 1-11）
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１．緒　言

大学教員は、教育、研究および社会活動の3分野にお

ける活動に従事している。各々の分野の活動内容、範囲

や程度は職位によって異なるが、埼玉県立大学では教育

と研究の分野に多くの時間を費やしている。

埼玉県立大学における教育は、1999年開学以来、保

健・医療・福祉サービスの質的向上を目指し、多職種連

携教育を進めてきた。2005年に文部科学省の大学改革

推進等補助金「特色ある大学教育支援プログラム」およ

び「現代的教育ニーズ取組支援プログラム」に同時採択

された。向こう4ヵ年にわたり、イギリスの多職種連携

教育を推進している団体や大学が埼玉県内における保健

医療福祉機関と連携して多様なプログラムを展開する予

定である。その一つが専門職連携教育(IPE: inter pro-

fessional education)である。学生へのIPEは、医療従

事者らの連携・協働無しでは行えない1)。

著者は北米の臨床現場において専門職連携活動(IPW:

inter professional work)におけるケアチームのスタッ

フとして実践に従事し、また、カナダの州立大学看護学

部助教授として教育、研究および社会活動の3分野の活

動に携わった。既に北米では、医療従事者、教育者およ

び研究者3者間における統合が必要とされていた。これ

は、本学が目指す多職種による連携と統合の教育理念で

ある。

本論文ではIP(inter professional)演習とテュートリ

アル教育方法について、北米と本学を比較検討して、今

後の新たな教育の方向性を提起する。研究活動について

わが国と北米を比較検討し、新たな研究活動を提起する。

２．教　育

1)北米とわが国における大学教員

(1)教員構成

北米の大学においては、職位は教授(full professor) 、

準教授(associate professor) 、助教授(assistant pro-

fessor)の 3段階に、講師(lecturer) を加えて4段階から
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成る。どの職位であろうと、保健・医療・福祉関係学部

所属の教員は、各専門領域に該当する病棟や施設へ出向

いて臨床現場のスタッフと交わり、患者・消費者へのケ

ア提供に臨床者として貢献するように位置づけされてい

る。著者の前赴任地を例にとると、週5日のうち1日が

フィールドの日として確保されている。この日は、臨床

現場のスタッフ・ミーティングに参加し、特に困難な事

例についてのコンサルテーションやスタッフへの指導・

支援を行う。このように教員と臨床スタッフが定期的に

協働することで両者間における統合につながる。また、

臨床現場で浮上した課題について研究プロジェクトを立

ち上げ協働した結果を臨床現場および教育機関に還元す

ることで、3領域間における統合が強化される。

わが国では教授、助教授、講師、助手の4職位で構成

される。助手の業務は臨地実習における学生指導が主な

教育活動で、学内では講義資料の複写等の雑用が多い。

一方北米には助手や助教に該当する職位はなく、大学教

育に携わるすべての教員が平等な機会が得られるように

システム化されていて、教授であろうと複写など雑務も

各自が行う。わが国では学校教育法改正により教授、準

教授、講師、助教、助手の5職位に改変される。学内の

講義も担当する「助教」という新たな職位が新設される

ことは、人材育成・確保という視点から有用と考えられ

る。これまで助手に応募する大半は、臨床現場において

経験を有していて、助教に職位を移行して講義をする事

は臨床経験や新知見を織り込んだ講義が期待できる。

本学をはじめ、わが国の看護系大学教育の中で、非常

勤講師は不可欠な存在である。学内人材では補えない領

域の教育のために、また学内教育の活性化のためにその

果たす役割は大きい。非常勤講師は、科目内の特別な分

野についての見識者であり常勤教員の補完的役割に限定

されるため本来は、非常勤講師の占める割合は常勤教員

より低いはずである。しかし現実には、看護学科の専任

教員が受け持つべき範囲を非常勤講師が担当している。

外部からの非常勤講師の数が多いと大学財政運営上の問

題になる。北米では専任教員が全ての科目を担当してお

り、非常勤講師たる概念･役割はない。いかなる専門職

も地域住民も無報酬で講演を行う。従って、財政上の問

題は派生しない。北米において学外からの非常勤講師制

度はなく、学内の専任教員によって全ての専門科目が担

当されているのには、次の理由がある。

・経験と資格を有した博士課程修了の志願者が多い。

・看護学科専任教員を採用する際、博士(看護学) 過程を

修了者が優先される。修了見込みは、採用時になって

修了していない可能性があるため躊躇される。

・学科専属の事務職員の支援体制が整っており、議事録

を含む全ての事務処理･書類作成は学科の事務職員が

担う。

・学科内の委員会の数や開催頻度が抑えられ、会議時間

も1時間以内である。

・大学教員と地域における医療・保健・福祉従事者間に

連携があるため、新情報は教育・研究・施策機関およ

び臨床現場の間で共有されている。

(2)助教授

北米の大学における昇格はメリットシステムとなって

おり年功序列式ではない。教授、準教授、助教授、講師

の方で構成され、教授と準教授のみが終身雇用となる。

助教授として応募する資格はa)博士課程修了、b)臨床経験、

およびc)査読のある専門雑誌に原著論文発表がある、こ

の3つの条件を有する事である。

助教授に採用されると、9月の新学期に備えて、新採

用教員を対象とした教育オリエンテーションが7～8月

に開催される。新採用教員の大多数が大学院修了直後で、

まだ大学で教鞭をとった経験がないため、大学のベテラ

ン教員達がチームを組み、新採用教員を対象に、教授法

を伝達する。教授チームが展開する模擬授業の教授法を

観察する。その後、受講生が｢10分間授業｣ を行い、ビ

デオテープに収録された自分の10分間授業の様子を見

ながらそれについて良い点、改善すべき点などのディス

カッションを参加者間で行う。

助教授に採用されると6年間は仮採用の期間であり、

採用後4～ 5年間における業績を評価した結果から準教

授昇格についての判断が下される。助教授から準教授に

昇進する過程においては厳密な審査が行われる。審査に

合格しなければ審査対象者である助教授は退職せざるを

得ない。

助教授は毎年度末、自分の活動状況と成果についての

報告書を学科長に提出し、面接を受ける。評価は学科が

定める計算式に沿って自分で計算する。例えば、研究の

分野では、査読の結果、専門雑誌に発表された論文1件

については何点、査読の無い一般雑誌その他は何点とい

うようにして合計点が出される。割り出した数値がこれ

ら3つの分野の活動状況を表す。教育、研究、社会貢献

の比率は2 :2 :1で、教育と研究は同じ比重である。研究

と教育の分野で算出された値が、所属する学科の平均値

より低い場合は昇進や再契約に影響を及ぼす。

(3)教　授

助教授6年目に教育と研究の分野における成果が評価
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されると、準教授に昇格して終身雇用となる。その翌年、

採用後7年目にして1年間の有給休暇、いわゆるサバテ

ィカル(sabbatical leave) をとることが出来る。サバテ

ィカルの目的は、これまでの労を癒すことで、長期の有

給休暇終了後、教育および研究の分野において、さらな

る飛躍が期待されていることが大学側と教員間において

理解されている。7年毎にサバティカルをとり、65歳で

退職となるが、優れた貢献があったとみなされた教授に

は、終身名誉教授(Professor emeritus)が与えられる。

その中でも、特に優れた功績のある者には、professor-

ship chair (Chair)という称号が贈与される。いわゆる

Chairの称号が与えられることは学者として最高に名誉

なことである。称号が得られれば退職後も、関連機関の

理事や専門雑誌の編集長などの役職に求められる。

Chairは大学学長主催の大学運営に関する会議の席で

Chairは見識者としての意見を求められる。名誉教授お

よびChairはこれまでの活動を継続するため、大学に研

究室を持つことが出来る。彼らは学内・外の助言者とし

て仰がれる。

(4)教員・学生評価

著者の前任校であるカナダ東部にある州立大学では毎

年、ベストティーチャーが学内のみならず、大学新聞を

通して周辺の地域にも公表される。ベストティーチャー

は、学生評価をはじめ学部内外教授による評価に基づく。

本学では、｢授業満足度｣のタイトルで、｢予習はしまし

たか｣などの項目から成る学習者として学生の責任遂行

度合いを基準とした授業満足度アンケートが行われてい

る。

北米の場合は、18歳になると経済的にも自立する学

生が自ら高い授業料を払っていることから、消費者意識

が高い。また、大学側も｢教員評価｣という明確な名目の

下で教員の授業内容伝達能力について評価を行う。北米

の教員評価項目の例としては、｢黒板の字ははっきり見

えましたか｣、｢声は後列まではっきり聞き取れました

か｣、｢質問には的確に答えましたか｣など教員を対象と

した10項目から成っている。

さらに、自分が受けた評価について、学生自身が不服

であれば学科長に異議申し立てが出来る制度がある。こ

れは、学生が不利益にならないような配慮・対策として

機能する。医学部へ入るための競争は北米においても厳

しく、北米では、通常の学部を修了後、医学部入学試験

に挑戦することから、医学部に入る前の大学の成績が重

要となる。1点の差で合格・不合格となる場合も起こり

得ることから、自分が受ける評価については学生の自己

主張は日本よりはるかに強い。学生からアピールを受け

た場合は、一定の手順を経て評価を下した教員が評価結

果についての説明をしなければならない。両者の議論に

ついて審議され結論が出される。

優秀な学生の中でもオールA＋の場合は、学部長のリ

ストであるDean’s listに記載され卒業式で発表される。

Dean’s list に載ることは、北米の学生が名門のオック

スフォード大学 やケンブリッジ大学などに推薦編入す

る際支給されるRhode’s Scholar奨学金獲得のための

有力候補とみなされており、学生はじめ、その大学にと

っても名誉なことであり、大学認証評価の一部に付加さ

れる。

2)教育の方法

教育には大別して教示型教育(知識伝授型教育法によ

る講義と試験) と支援型教育(学生が主体で教員はファシ

リテータとして参加) 2)がある。わが国の従来型教育と

して前者が一般に多く見られ、画一的な一斉教授法がな

されてきた。学生の能力低下が見られる昨今、問題意識

の喚起と論理性の育成を図る教育が必要である。

ある課題について学習する際、対照的、多岐多様な視

点から思索した後、グループ内で共有し議論することで

思考が深まる。教授された知識をそのまま受けて結果の

みを暗記する教示型教育においても、伝えられた情報の

背景や経過について考え、疑問点については積極的に質

問する、さらに、教室内でディスカッションを展開する

ことにより広域に渡る考察は可能となる。学生の中には、

理数科系の科目であってもじっくり自分で考え、解答を

見つけ出すという過程を日頃経験していない。解法を丸

暗記して素早く解くという反射神経に頼りがちで、自分

で考える力に欠ける3)。教員としても、授業時間の制約

やその他の理由から、学生が質問すれば即答するか、ま

たは自分で考えるようにと指示しがちである。しかし、

どのように考え始めていいかが分からないという学生も

中にはいる。

上記のような欠陥を補うのがテュートリアル方式であ

る。掲示された課題についてまず学生自身で考える。

各々が理解していることについて、学生が発言し、それ

に対する発言が出る。ここで、ファシリテータは、項目

又は指示的学習から脱皮して統合又は探求的学習4)に発

展出来るよう学生間の議論を有効に取り持つことが望ま

しい。全体の動きをつかみ調整を図りながら議論の展開

過程が本筋から外れないように舵取りを行うと同時に、

個々の学生の思考過程に注意を払い、支援することがテ

ュータの役割である。
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②洋専門誌

洋書に関しては、北米の医学部からの調査報告が大部

分を占めた。マックマスタ大学医学部学生を対象とした

調査結果においては、テュートリアル方式学生グループ

の方が従来型グループより情報室、図書館、learning

resource center (LRC)を頻繁に活用しており、授業時

間外に教員とのinformal discussionsを行う回数もより

多く、テュートリアル方式の特徴である自己学習効果が

従来型グループよりも有意に高かった13)。米国において、

ハーバード大学医学部がテュートリアル教育を全面的に

導入している14)。同様に、カルフォルニア州立大学医学

部においてもテュートリアル導入後、学生の自己学習体

制が確立した15)。カナダ、アルバータ大学医学部では、

インターン教育、特に専門職免許取得試験対策のため有

効であった16)。スイスでは、公衆衛生学専攻の医学部学

生に試行したところ従来の方式に比べて、より広域に渡

る思考過程が展開出来たとの報告があった17)。ネパール

の医学部からも有用な結果が報告された18)。

看護教育においても、テュートリアル方式の有効性が

発表されている。香港の看護学生を対象とした質的デー

タ分析の結果、学生とテュータ双方とも満足感を体験し

た19)。一方、医学教育目的のため開発されたテュートリ

アル方式をそのまま看護教育に使用していいものか、看

護学独自の特徴を考慮した場合、医学教育とは異なる点

があるため医学部で用いられているテュートリアル方式

を看護教育にそのまま導入する事に疑問がある20)。

わが国におけるテュートリアル教育の研究報告結果で

は、医学教育においてその効果は一定ではない。諸外国

の結果と比べて、わが国の調査結果が一定しでない理由

に、調査方法、特に用語の定義付けや、用いた尺度に問

題がある。用語については、テュートリアルについての

共通認識が研究者間で一致しておらず、テュータの役割

についての共通理解も欠けていると考えられる。何をど

こまで明確にするかについての手段および手順が明らか

にされてない。以下に、この課題についての改善策を提

案する。

・各自の大学が行っているテュートリアルについて移行

期を含めた準備段階や体制についての説明を行う。

・テュートリアル用語の定義を含めた、測定可能な定義

付けをする。

・用いる測定尺度の信頼性・妥当性を明確にした上で調

査を行う。

テュートリアル教育の研究での方法論の不備は学生の

みを対象者としている点にある。テュートリアル教育と

は、学生とテュータ間における相互作用であることから、

テュ－トリアル教育は、自立学習と共同学習にファシ

リテータを交えた体験学習である。ファシリテ―タは、

個々の学生がどこまで学習出来たかを確認して、補完す

べき点については集団や個人学生に対して支援すること

で学生は探求型学習の次の段階へ進むことが出来る。こ

のように、個人、集団、ファシリテータの3者間におけ

るやり取りのプロセスにおいて、体系立った知識の構築

が可能となる。自立学習、共同学習、グループ内での議

論、テュータによる言及や提案を参考に、さらなる探求

学習を行うという一連のプロセスを織り込んだのがテュ

ートリアル方式である。

3)テュートリアル方式

(1)歴史

テュートリアル方式学習指導はカナダのマックマスタ

大学医学部で1969年に導入された。マックマスタ方式

は本国イギリスの教育方式の影響を多分に受けオックス

フォード大学やケンブリッジ大学に源泉がある。その後、

医学教育改革法として北米内の医学部をはじめ豪州、オ

ランダ、イスラエル、日本、韓国などの医学部でも採用

されてきた5)

(2)テュートリアル教育についての文献

わが国では、小人数学生による問題解決型(problem-

based Learning) 、自主学習方式(self-directed learn-

ing)といわれるが、具体的な実施方法は各大学の考え、

特徴、資源、教員の協力体制などに影響される。各大学

独自の体制の下、テュートリアル教育が行われているた

め、テュートリアルについての一貫した定義付けがなさ

れてない。テュートリアル教育を課題とした研究におい

ては、様々な結果が発表されている。

①和専門誌

テュートリアル教育方式は、学生に有用な学習法6,7)で

あるが、学生の批判的思考能力の増加は見られなかった。

課題として、テュータの対応の仕方に問題がある8)、よ

ってテュータの質の向上を図る必要性が指摘された9)。

さらに、グループ間やテュータ間の差は依然として解消

されてない10)など、学生とテュータ両者間の問題点も指

摘されている。尺度を用いた場合、調査に用いた評価表

に問題があり、テュートリアル教育効果を測定する尺度

の信頼性および妥当性が不明確である11,12)。このように、

何を、どこまで、どのように測定するかが明確にされて

おらず、研究デザインや方法論に問題が見られた。
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両者間のやりとりであるプロセスに重点を置くべきであ

る。学生とテュータ両者を同時に対象者とすることで、

学習者に対するテュータの支援のあり方が明確化して、

その結果テュータがとる具体的な行動の中で有用と思わ

れた行動が｢望ましい具体例｣ として示唆される。その

ような｢テュータとしてなすべき行動｣ がマックマスタ

大学理学療法学科によって集成された結果、18項目か

ら成るテュータ評価表が作成された21）。この評価表に掲

示された行動項目はテュータの普遍的行動であり、わが

国でも活用出来ると思われる。

4)今後のテュートリアル教育について

今後の研究方向性として、著者は以下に質的･量的方

法論を同時に用いた方法を提案する。

・ 質的に学生とテュータを同時に対象者として扱う。

・ 両者間における相互作用を見る。

・両者間におけるプロセス、すなわちテュータとグルー

プとの関わりあいとテュータと学生との関わりあいを

見る。

・量的方法により学生とテュータの行動を各々測定する。

・両者間のプロセス分析結果（質的）と学生およびテュ

ータの行動を測定した結果（量的）、これら2つの分

析結果を統合して検討することで、探求･模索的学習

経過とテュータ行動間の関連性が明らかになる。

(1)テュータの行動と役割

テュータは何をするべきか、テュータ教育におけるテ

ュータの役割はグループを単に見守るのか、または議論

をある方向にもっていくように舵取りするのか、等の質

問からも伺えるように、本学教員間におけるテュータの

役割についての理解も様々である。マックマスタ大学看

護学部においてテュータの役割は以下のように定義され

た。「テュータの役割とは、掲示された課題について議

論する過程においてグループの思考過程や発言行動に視

点をあて、グループ･メンバー各自が発言しやすいよう

に、心理的・物理的環境を整備し、議論が行き詰った時

には促しや提案、指摘などを適宜に行い論理的な知識の

展開を行う能力を培うよう支援する。よって、テュート

リアルは単なるグループ学習でもなく、冗長な会話でも

ない。」

そもそもテュータは英国上流社会の子女を対象とした

家庭教師、個人教師の語源がある。大学教員の場合、”a

university teacher who supervises the studies of a

student (Oxford advanced learner’s dictionary, 5th

ed. 1995) ”と定義され、テュータは個々の学生に対す

る個別指導を行う。複数の学生のテュータとなる場合に

も、その中には1人ひとりの学生の個性に応じた個別指

導という意味あいがある21)。学習者の能力を最大限に発

揮させた個人教師の最たるテュータは、視覚､聴覚、言

語という３重の障害を持って生まれた聾唖者ヘレンケラ

ーを教育したサリバン女史であろう。一方、看護におい

ては、19世紀後半に活躍し看護を専門職として位置づ

けたナイチンゲ－ルは彼女の父親から教育を受けた。ナ

イチンゲールは、裕福なビクトリア朝の名門に生まれ、

テュータなる父親が彼女に数学、ラテン語、ギリシャ語、

宗教、哲学を教えた。クリミア戦争中、志願してトルコ

へ行き、その地で看護団を組織し、病室の衛生上の問題

に全力を投球し環境改善に努めた。病室に新鮮な空気を

入れることで多くの病気が防げると説いた22)。その当時、

最先端であった統計の知識を酷使することで公衆衛生改

革の分野において多大な業績を果たした。戦後、帰国し

看護教育のための施設をロンドンのSt. Thomas hospi-

talとKing’s college hospitalに創設した23)。サリバン女

史とナイチンゲールの父は偉大なるテュータであったと

いえる。

(2)テュータのあり方

学生個人に応じた個別指導を行うには、個々の学生に

ついて関心をもち、一人ひとりの学生の特徴や考え方に

ついて把握しておくことが必要となる。テュータの役割

を担う教員は、まず学習者である学生の思考過程、その

個人特有の認知過程、曲がった認知の仕方やくせ、さら

に議論となっている課題探求・模索を行う姿勢や態度に

ついても指導すべきと考える。教育心理学者である

Berkowitz24-26)は、学習支援を行うには、学習者の人格、

姿勢、および道徳観について把握しておくことが前提と

なると提唱して、この理論が検証された21,27)。

看護においては、支援を受ける側と支援する側におけ

る関わりのプロセスが重要視される。Peplau28)によると、

看護師と患者における対人関係プロセスは両者が共に参

加する関係であり、その関係における看護師の役割は、

患者に関わる目的とそのプロセスに責任を持つことであ

り、一方患者の役割としては自分の関心事や課題の内容

を看護師に伝える義務であると述べている。これを本学

のテュートリアル教育に応用すると、テュータ の役割

を次のように提案する。

ある課題について批判的・論理的思考を助長するため

のファシリテータである。学生が論理的展開を行うこと

で、関連の知識が体系的に構築され、取得した知識・技
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法を利用者のために、より有効に活用出来るよう援助者

の育成を行う。

テュ－トリアル教育は、わが国古来の物づくりの弟子

の育て方に類似する。西岡29)が宮大工棟梁の弟子の教育

について｢自分(弟子自身) で考えて取得する、親方は弟

子が学ぶのを助ける、その人が学びたいという思いを支

援して、個性に合わせて伸びるように助ける｣と記すよ

うに師の役割は職種を越えて同じである。

(3)テュータが行う具体的支援

テュータのあり方について、Maudsley30)はテュータ

がテュータがファシリテートを行う際、次のようなこと

を求めている。

・提示された課題についての専門領域の知識があること

より、グループ・ディスカッションのプロセスを図る

能力を持ち合わせる。

・適切なグループ・プロセスを図るには、テュータは質

問したり、探りを入れたり 、批判的振り返りを行う

機会を与え、更には提案・提示を行い、発言内容に係

わることも必要である。

・従来の知識伝授型から離れる。

・テュートリアルは体験学習であることを理解する。

・学生が試行錯誤で模索していることに共感を示し不安

や焦燥を緩和し学習意欲の向上を図る。

・学生の立場を汲んで、共に考えることがテュータ自身

の自己発展につながる。

テュートリアル学習においては、自分で課題を見つけ

て、そのことについて調査した結果をグループ内で共有

し、議論する過程において2つのことが得られる。まず、

その課題について知識の向上があると同時に、調査前の

知識と調査後における自己の思考過程についての気付き

がある。調査前、間違った認知の仕方が調査後、修正さ

れる。さらにグループ間で議論をすることで、多岐にわ

たる考察が可能となり、最初の課題と関連した次の課題

へと広がり、最初の課題を中核とした関連知識が展開さ

れることで、より体系化された知識の拡大につながる。

｢学問に近道なし｣といわれるように、学習者自ら苦悩

したり迷ったりすることで新たな意欲や考えが生まれる
31)。一見、苦難と思われる道のりを励ますマラソンのコ

ーチのような役割がテュータといえる。

5) IPEとIPWについて

(1)IP演習とは

学部卒業後、実践現場において専門職間における連携

を目指し、IPWとIPE双方の概念を基盤としたIP演習が

本学の四年時のカリキュラムに織り込まれている。IP演

習では4学科の学生が小グループを形成し、事例を基に

学生各々が所属する学科専門分野の視点から患者のニー

ズに沿ったケアプラン作成に臨み、包括的サービス提供

のあり方について、地域の住民および専門職と協働する。

これまで積み重ねてきた4年間の専門知識を活用し、テ

ュートリアルで培ったグループワークの原則に沿って、

地域住民を対象に健康保持・増進のあり方について学ぶ

フィールド体験学習である。

(2)用語について

専門職連携を英訳するとinterprofessional work ま

たはinterprofessional collaborationとなる。専門職を

英訳すると、interprofessional とmultidisciplinaryの

2通りの表現があり、両者のそれぞれの意味は原語では

同じではない。まずprofessionとdisciplineの違いを理

解するため、古典書とみなされている論文32)から引用す

る。それによると、知識は多種多様な分野(disciplines)

に分かれる。その分野はさらに学術的分野(academic

disciplines)と専門職分野(professional disciplines)に2

分化される。学者(academics)は実践しない。その反面、

実践者である専門職 (professionals)は、学者が用いる

記述、基本的理論(descriptive theories)に代わり、 処

方のための理論 (prescriptive theories)を応用する。例

えば精神疾患をもつ患者へ関わる場合、精神疾患につい

て病理学をはじめ生理学、薬理学、心理学、社会学など

関連した分野の学術的知識(academic disciplines)が必

要となる。それらは医学だけでなく、看護学、理学・作

業療法学などの分野においても共有する知識である。そ

れらの知識を駆使して患者のために支援を提供する実践

者・専門職がprofessionalsである。専門の学術知識を

有し、それを実践の場で応用するため、その専門分野の

実践・施策の管理・行政を司る職能団体を持っているこ

とが専門職の特徴である。

専門職として機能するには学部卒が望まれる。さらに、

広域な知識を持ち合わせて多様な臨床場面において臨機

応変に活動出来るintegrated worker33)としての能力を

持ち合わせることが望ましい。それには、広範囲に渡る

学術知識と専門技術が求められる。専門職が各々の専門

知識を発揮して、統合されたケア提供を行うには各専門

職者はどのように関わるべきであろうか。
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成し実践した。さらに、隣接の病院一般病棟へのリエゾ

ン・コンサルテーションも、著者を含めたスタッフ全員

が当番制で受け持った。

上記2例からも分かるように、同一の患者を見る過程

で、急性期においては症状のコントロールという視点か

ら医療の役割が重要となる。症状が緩和され、慢性期に

入ると、看護、理学・作業療法、や社会福祉に従事する

コ・メディカルまたはパラメディカルの職種者が主なケ

ア提供者となる。リハビリテーションや社会復帰を目指

した活動ということで、地域における様々なサポート支

援を発掘し活用する。患者・対象者が置かれている状況

の段階に応じて、復帰段階において優先度の高いニーズ

に応えるため、各専門職者の手腕が発揮される。

健康状態が思わしくなく医療従事者に相談する際、最

初にコンタクトを取ることをプライマリケアといい、日

本の場合、開業医が大部分を占める。一方、欧米におい

てはcommunity health nurse や nurse practitioner

の存在が地域に浸透しているため看護師がプライマリケ

アにおける最初のコンタクトである34)。実際、著者は北

米において住民から直接相談を受け、適切な医療機関と

連携し協働した。

このようにプライマリケアにおいては、患者と専門職

者における1対1の関わりから始まり、ニーズに応じて

既存のチーム外、例えば作業療法士、栄養士などにも拡

大する。さらには、NPOやボランティア団体などから

の援助も必要となる場合が生じた場合、既存の資源を補

完すべく、充足手段として行政・施策にも訴える必要性

が出てくる。専門職連携は、患者が退院した後の在宅リ

ハビリを始める段階で最も顕著に発揮される。専門職連

携はプライマリケアにおいて広く実践されている35)。
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(3)専門連携のあり方

①慢性呼吸不全をもつ患者への連携活動　

高齢の慢性閉塞性肺疾患患者の事例では、運動能低下

のため呼吸困難があり、さらに運動能低下が進行すると

いう悪循環が、体内のすべての組織に影響を及ぼしてい

る。この患者への支援法として、4つの専門分野の関わ

りを見る。

まず、肺の理学療法として呼吸法を指導する。患者に

複式呼吸訓練法を指導する際、呼気は吸気の2倍の時間

をかけて｢口すぼめ呼吸｣をしながら吐き出す。十分に吐

けば酸素を吸えることを示す。次にリハビリテーション

の段階の一つとして運動療法を始める。履物や運動しや

すい服装を提案して、リズムをつけて行動すれば呼吸も

運動リズムにのって出来ることを示す。酸素療法につい

ては看護師が酸素器具の使い方を指導する。日中の活動

プログラムを患者の意向や趣向に沿って、作業療法士が

作業療法を立案する。看護師や社会福祉士は、提案され

た活動内容や範囲について患者と確認した後、家族や周

りと連絡を取り、提案された活動内容や方法についての

調整を図り作業療法士と協働する。4専門職者の共通意

識として、また患者と共有する長期における共通目標と

して下記を明確にする。

・酸素療法は末期としての手段ではない

・酸素療法はリハビリの一環である

・病気をもちながら、より快適に暮らすこと（QOL保

持・向上）に努める

毎日をより快適に過ごすために、看護師や社会福祉士は

患者及びその家族へ、精神面のケア提供も行う。

②精神疾患をもつ患者への連携活動

精神科患者のアセスメントであるmental status

examinationを行うには、精神医だけでなく、病院では

clinical nurse specialistが、地域においては、com-

munity mental health nurse やnurse practitionerも

同様にアセスメント能力を有する。療法においても、心

理療法の場合、精神医や臨床心理士の他に、看護師(保

健師) や 社会福祉士も心理療法サービスを提供すること

が出来る。著者はカナダ東部のmental health clinicに

おいて専門職者からなるケアチームのスタッフ一員

community mental health nurseとして勤務した経験

がある。著者が所属した4人のチームは 実践者・臨床家

としての対象者への支援という共通目的のため各々の分

野の専門知識・技術を駆使した。対象者が提示する問題

についてスタッフ各自が当クリニック指定のアセスメン

ト様式に沿って、インテイク患者に関しては、診断書

DSM-IIIに基づいて患者への診断を下しケアプランを作 図　埼玉県立大学保健医療福祉学部における教育モデル
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専門職連携のあり方は、患者が置かれている状況の下、

その時々における患者のニーズに最も適切に応えるため、

各々の専門職が主なる役割を担う。最終目標は患者と専

門職が協働で設定する。患者が目指す目標に到達する段

階において、専門職が各自の専門知識と技術を最大限に

活用しながら、彼等が患者との関わりの過程において、

ある時は主の役割を、ある時は他専門職に委ね従の役割

を担い、専門職種者間において患者の回復過程における

情報を共有し共通目的をもって協働する。これが真の連

携と言える。この連携の体系化を、本学の教育理念とカ

リキュラム内容に沿って、モデルとして構築した。（図）

３．研　究

大学教員の研究活動において、わが国と北米では相違が

みられる。

1)研究班構成

研究課題について考案した者が研究代表者となり、そ

の課題について専門知識を持ち合わせている研究者に呼

びかけて組織形成を行う。研究代表者は一応研究課題の

内容と研究デザインに精通していると思われるが、場合

によっては、特にデータ収集法と分析において熟知して

いると見なされる研究者を研究班へ勧誘する。勧誘出来

ない場合には、外部からコンサルタントとして依頼する。

研究代表者はprincipal investigator (PI) と呼ばれ、研

究班員は Co-investigators (Co-PI) となる。研究班以

外で、課題内容や統計処理またはgrounded theory

methodのような質的分析法などについて専門知識を持

つ見識者がコンサルタントとして加わる場合もある。

北米においてPIは通常業績のある教授が代表者となり、

代表者は総括者として研究プロジェクトを終始一貫して

運営する責任義務がある。一方、わが国において計画書

では、総括が教授となっていながら事実上、研究班員に

よって運営されている事例があるが、このような事は欧

米ではない。著者は文部科学省から研究計画書の審査依

頼を受けて多数の計画書を審査した中に、代表者として

助手の名前で申請されたが、教授は研究班に加わってい

るものの代表ではなかったものが数件あった。優秀な研

究能力を持つ若手研究者も最近は多くなってきているが、

国からの補助金を受けて研究プロジェクトを遂行させる

責任の度合い・範囲から見ると、指導的立場にある教授

が代表者となり、若手のスタッフに研究活動プロセス実

践について示すという、師の役割を意識することで若手

研究者の育成に寄与出来ると思われる。教授が参加しな

い研究班においても非公式的であれ、コンサルテーショ

ンを受けることが望ましい。若手研究者対象の萌芽的研

究においては当然若手代表者が総括となる。

2)研究班員の役割

研究班員が各々の能力を最大限に発揮するには、各自

の役割範囲を明確にする必要がある。著者はPIとしてカ

ナダ看護協会より研究補助金を受けた時、研究班員各々

の役割について文書で明記した。規模の大きいプロジェ

クトになると多分野にわたる研究組織となるため、各自

の役割と責任範囲を明記した契約書に代表者が署名を求

めることがある。契約社会である北米のこのような手法

は、わが国では馴染まないかもしれないが、各自の役割

分担とプロジェクト進行中の各段階において、目標達成

日を明記し、進行状況についての報告責務を書式で示す

ことで、責任者である代表者は予定どおり運営・管理す

ることが出来る。

3)連名について

研究課題の発案者が総括および筆頭者となる。初回の

調査を行った後、同じ課題について研究が継続される場

合がある。続行においても、発案者が論文の筆頭者とな

るが、研究班員各自の貢献度に沿って連名される。

研究計画書における連名、調査活動終了後、そして報告

書における連名の順序は同じではない。開始前において

は、研究活動を行うにあたり最も貢献出来ると期待され

ている者から連名する。調査終了後、結果報告書を作成

する時点において、最も貢献した研究班員の順で連名を

決定する。この順番は報告書に反映される。

研究班活動は、各自の専門知識を集結してこそ意義あ

る成果が達成出来る。目的が達成されるには、各自の役

割についての認識と遂行能力が必要条件となる。これは

洋の東西を問わず普遍的な法則だが必ずしも実践されな

い場合がある。

その例として、著者の最近のプロジェクトを挙げる。

学外の著明な見識者に同研究班員を依頼し、その場で半

分ずつの協力という了承を受けた。筆者は半々としての

「協働者｣の貢献がなされると期待していたが、プロジェ

クトが進行していくうちに、この理解が間違っていたこ

とに気付いた。この違いは①両研究者間における専門領

域の違い、②北米とわが国の現状との差および、③共同

研究者という理解について2国間の研究者コミュニュテ

ィーにおける違いが主な理由と考える。わが国では、階

層制度である講座制を反映して、教授名を最後に付ける

ことが慣例で、教授の貢献度は不明である。研究班の役
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割、特に学外者の役割について文部科学省研究振興局発

行「科研費ハンドブック2006年度」に記載はない。当

事者間において、プロジェクト開始前の時点で各自の役

割については詳細にしておく必要がある。

4)発表

(1)口頭発表

学会発表は通常代表者が行う。わが国では前述したよ

うに、筆頭者および連名の方式が専門領域によって異な

る。欧米では、発案者が筆頭者であり、研究プロジェク

トの総括者となる。研究班員が代行する場合でも発表内

容について充分な知識をもって口頭発表に臨むべきであ

る。

(2)誌上発表

実際に実験を行わず、別の箇所からデータをコピーし

たことが判明した例では、研究代表者・責任著者である

阪大教授が単独でデータを捏造、改ざんした上、共著者

計9人に無断で投稿していたと断定された36)。欧米では

専門誌に投稿する際、筆頭者のみではなく、全研究班員

に各々の連絡先を明記するよう求められることがある。

その理由は、投稿された論文内容について、記載されて

いる連名全員に内容の確認をとることで捏造を未然に防

ぐ事が出来るためである。今後は全ての学術誌でこのよ

うな対策が必要である。

わが国の多くの学会誌が投稿資格を学会員のみに制限

していることは不備が生じると思われる。こうした制限

は欧米の学会にはない。シグマ・セタ・タウ世界看護名

誉学会(Sigma Theta Tau International Honor

Society of Nursing) の同学会誌(Journal of Nursing

Scholarship)の投稿規定に学会員でなくとも投稿出来る

旨明記されており、本学会に属していれば所属支部名を

付加するようにされている。当学会の目的は、看護にお

ける実践、施策・行政、および社会に学術的に貢献する

ことで、対象は論文そのものであり、投稿者自身ではな

い。研究結果である最新情報を世界中の研究者コミュニ

ティに発信することで、看護実践へ寄与出来る。わが国

において、専門雑誌への投稿資格として学会員のみと制

限している事実は、その学会員間に限定された情報発信

となり、情報共有の阻害要因となり得る。

5)査読

和専門誌と洋専門誌の査読とを比較すると、後者の方

が対応に関しては、はるかに効率的である。一例である

が、著者はあるプロジェクト結果を、和専門誌と洋専門

誌が持つ各々の特徴や専門性、また各々の読者層を考慮

して和文および英文で論文を書き、同じプロジェクト結

果に基づいて2題投稿する意図を和・洋二つの専門誌の

編集長に承諾を受けて両誌に投稿した。洋専門誌は投稿

3ヶ月後に査読結果を受け、査読者の質問に対して数日

内に回答したところ即刻、論文は受理された。一方、和

雑誌投稿論文については6ヶ月経過後しても、受理、却

下、または査読結果の通知は受けてない。

著者は国内・外における看護専門誌で十数年間、投稿

論文を査読してきた。査読者は論文を投稿した研究者の

努力を労うべく、投稿された論文の良いところは真摯に

受け止め評価し､改善すべき点や疑問点については適切

に指摘することで、よりよい論文作成を支援出来る。わ

が国における論文査読は、北米のそれとは大きくかけ離

れる。

6) 研究者の倫理観

研究者、しかも研究代表者による不正や捏造が後を経

たない。このような不祥事は、日本学術会から、科学者

の行動規範について声明が出るほど事態は深刻である。

医療や生命科学などの分野においても、大きな社会的影

響を及ぼす。補助金不正受給、論文ねつ造など「真実を

追究した結果を社会へ還元する」立場にある大学教員に

不正が起こる構造要因として、以下のことが考えられる。

・ 研究者組織内の曖昧な役割および責任分担

・ 各研究班員の活動状況について把握されない

・ 補助金の内訳、配分、管理機能の欠陥

・ 事務局や研究室の管理体制の不備

・ ずさんな経理処理・報告

・ 職業倫理の脆弱化

・ 精神的支柱となる信仰・道徳心の欠陥

科学研究費が不正使用された件数は2000年に最多の

80件にも及んだが、ルール違反に応募資格の停止とい

う厳しい罰則を科した結果、2004年においては数件に

まで減少した37）。管理は他者（担当管）任せにして、事

件が発生した後対策として罰則を科す、しかも研究者コ

ミュニティーに対して、ということは日本特有の現象で

あろう。諸外国では、研究者自身が、納税者を納得させ

る研究費の運営と管理を行っているからである。

Canadian Nurses Foundationより著者が研究費補

助金を受けた例では、管理はすべて自分自身で行い、所

属の学科へは、領収書を付加した明細書のみを提出すれ

ばよかった。必要物品などを購入したい場合には、管理

職者へ提出する｢物品発注票｣なるものは存在しなかった。
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よって、学科長や他者から事前に承諾を得る必要がない。

調査や学会目的の出張についても各研究者の判断におい

て予算内で行った。報告書提出は、海外出張も含めて一

切不要であった。このように、北米では研究補助金の用

途と管理は研究者へ権限と責任が課されている。海外に

おいても不正行為や不正受給問題は起こっているが、

2006年1月に韓国において発覚した「移植しても拒絶

反応を起こさないヒトクローン胚からLS細胞(胚性幹細

胞) の作成に世界で初めて成功した」とする捏造をはじ

め、海外の例では捏造が主たる問題である。

４．結　語

わが国と北米との比較から大学における保健医療福祉

系教育、教員、研究について問題点を明らかにし、今後

の解決すべき課題を提示した。

テュートリアル教育およびIP演習の問題から、教育と

研究、臨床現場間における相互作用、循環プロセスが重

要であることが明らかになった。実践上の課題について

解明した研究結果が医療現場および教育機関において活

用されてこそ、両者の活性化となる。

大学教員は、特に保健医療福祉学部においては、教育

と研究活動を通して、住民の健康保持・増進へ貢献する

ことで社会へ還元出来る。
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