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要旨
茨城県立医療大学の作業療法教育カリキュラムの改訂に伴い基礎作業学の内容について検討する必要が生じた。
その検討資料のために茨城県と東京都の精神科病院で精神科作業療法を実施している職場を対象に現場で用いら
れている作業活動や教育意見について郵送法で調査をした。返送回収率は39.4％であった。
精神科病院では室内で簡易な手工芸や運動，ゲームを実施しているところが多く設備を要する「工芸」は実施
している施設が1/3あった。現場でこれから力を入れていきたい活動は社会生活に結び付くような方向での「作業」
の使用や「心理教育」や「認知行動療法」の技術が多く，学生には技術の基礎知識や実践が期待されていた。学
生の学修内容については，多様な意見が寄せられた。全体的には基本的な技術の習得が望まれていた。調査結果
を基によりよい専門教育をめざすように工夫することが望ましいと考えた。
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1．はじめに

作業療法は医療現場において手工芸を行わせるこ
とと長い間認識されてきた。厚生労働省は2010年
の医政局通知で作業療法範囲の拡大として，日常生
活動作の訓練（以下ADL訓練）や退院後の適応訓
練，職業関連活動ほかを含めて作業療法としてい
る。そして近年の作業療法は「作業」を「人々がで
きるようになりたいこと」，「できる必要があるこ
と，「できることが期待されていること」として個
人の目的価値を含めた「生活行為」として扱ってい
る。作業療法士の養成教育ではそれらをふまえて，
「作業」そのものについて学生に実地体験させ，そ
の中に含まれる治療支援の要素を学修させることを
基礎作業療法学として行ってきた。そこには工芸作

業の実施と体験も含まれている。茨城県立医療大学
では，それらの工芸作業を含む作業を実地体験する
科目の内容をカリキュラムの改訂毎に合わせて変更
見直しを続けている。
2018年度に示された文部科学省の養成校指定
規則改正では作業技術の実施を可能する環境につ
いて，必置の工芸備品項目が縮小され，代わりに
ADL室の設置，その設備の充実等が示されてい
る。社団法人日本作業療法士協会も作業療法の定義
を2018年に改訂し，「作業」について再定義してい
る1）。同協会は作業療法士の職場で行われている活
動等について5年ごとに調査をして結果を提示して
いる2）。同資料によると作業種目を処方提示し工芸
そのものを目的とする現場は少なくなり，「作業」
は治療や支援の目標となる行動を促す手段として用
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いられている。
しかしながら，精神科病院における精神科作業療
法の実施においては，呉秀三由来の伝統的な作業療
法の在り方として個々の希望に合わせた多様な作業
が行える環境の整備提供とその指導を継承する作業
療法士も多いと考えられる。その多彩な作業には陶
芸や木工，金工などの工芸作業が含まれる。呉秀三
の時代では，治療環境を整え患者を人道的に処遇す
ることと，その環境の中で「労働」「仕事」を含む
作業を奨励し，積極的に患者とかかわろうとしたこ
とが，明確な決め手となる治療法のない精神科の患
者に提供されていた3）。現代では薬物療法の進歩な
ど治療や回復の考え方や技術がすすみ入退院が促進
され，「労働」「仕事」が行える患者は病院内に滞留
しない傾向にある。作業療法に参加を促されてきた
長期在院の入院患者も高齢になり，行える能力が低
下するか転院していることがある。教育を受ける機
会がなかった人の不適応や行き場のなさによる長期
入院は減少しているので教育訓練，再教育の場でも
なくなってきた。そのような中で精神科作業療法に
おける工芸実施や代わる内容の提供実態を調査した
資料はなく，その実情は明らかではない。陶芸につ
いては塩原が茨城県内における陶芸の使用状況につ
いて触れているのみである4）。
従来，養成校で教えられてきた「陶芸」を含めた
工芸作業に関して精神科の臨床現場でそのプログラ
ムの環境とその実施の有無，学生教育や内容に対す
る思いを聴取してみる必要があると考えた。作業療
法士の養成で必要な基礎作業療法学の内容があまり
にも卒後の社会や現場の実態とかけ離れたものであ
るならば，実習や卒業後の任地で乖離に困るのは学
生や現場の者や対象者である。今までの教育内容を
検討しながらも実情を視野に入れてその内容を充実
する参考資料を得るために現場の精神科作業療法の
担い手に調査を実施することにした。

2．調査方法

この調査では茨城県と東京都で精神科作業療法の
基準を取得していると公表している精神科病院93
施設を対象にした。工芸の実施と環境及びそのほか
の活動についての実施，工芸を含む基礎作業の教育

について期待することを聴取した。
茨城県と東京都の精神科病院に限定した理由は
複数ある。一つは精神科病院では呉秀三の導入し
た精神科作業療法とそれに続く生活療法による環
境整備実績の経緯があり，実際にそれを踏まえた
作業環境と作業を行っている病院が存在すること
である。さらに日本作業療法士協会が5年ごとに統
計をとり公開している作業療法白書2）では精神科
領域における工芸を含む生産的な結果のある作業
活動の実施が他の領域に比べて多く，学生がその
「作業」ができることが学生に直接影響する領域で
ある可能性が最も高いことにある。そして茨城県
と東京都が，同じ関東文化圏内であることである。
東京都は歴史的に茨城県より先に整備が進められ
てきた地域で茨城県内の精神科作業療法施設基準
取得と開設組織形成のモデルとなっているが，郊
外には多種多様な形態の病院も存続しており本学
の学生の実習・就職先としても関東県内では隣接
千葉県常磐線沿線地域に次いで多いということで
決定した。筆者らのフィールドワークや知己も茨
城県と東京都に多く調査に協力的であろうという
ことも理由である。
方法として2019年5月に調査紙を郵送して代表者
に記入返送することを依頼した。
調査紙の質問内容は工芸設備の有無，工芸の実施
状況，実際にしている活動，これから力を入れてい
きたい活動，学生に学んでおいてほしい技術，基礎
作業学の内容に関する意見，回答者，施設の属性な
どである（表1）。内容構成については，精神科医
療に携わる関係者の回答負担軽減や心理的答えやす
さ，倫理的な回答者の忖度が排除された回答を確保
するため，施設や回答者が特定される質問内容を極
力省いている。
本調査をするにあたっては，茨城県立医療大学倫
理委員会に研究計画を提出し審査を受け承認を得
た。（承認番号e200）

3．結果

37施設38名の管理者および代表者等から回答が
あった（回収率39.8％）
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1）回答施設，回答者について
研究に協力の意思を示し回答した施設の施設基準
の概要として，精神科作業療法の基準のみと回答し
た施設は7施設であり，回答施設全体の2％弱にあ
たる。精神科作業療法の施設基準は作業療法士が
25人を一単位として2時間作業療法をした場合に所
定の場所が確保されていることなどの環境条件を満
たした場合診療報酬を請求できる施設基準である。
全国的な傾向としては他のデイケア施設基準や他の
基準を複合的に取得してリハビリテーションの組織
体制を整える傾向にあるのでこの7施設もそのよう
な過程にある病院である可能性がある。デイケアの
併設とともに訪問看護の基準を取得している施設が
56.7％と半数以上を占める。また認知症治療病棟，
対応する組織をもっている施設もあり高齢化に伴う
メンタルヘルスにも対応する体制であることがうか
がわれる（表2）。施設の立地は駅からの利便性の
高い回答が東京都の病院では茨城県内の病院より多
くみられた。最近接の駅から1時間以上である病院
もみられた。住宅街や商業地の立地はほとんどな
く，周囲は畑や山林があるという回答が半数以上を
占めた。回答記入者は作業療法士で20代から30代
の管理職が半数以上を占めている。主な対象者の年
代として一部を除いてほとんどの施設が50代以上
を対象としていた。
作業療法プログラムの運営は作業療法士が単独ま
たは誰かと行っている。1980年から1990年代は多

くの患者数に対して作業療法士は希少数であった。
そのような病院では看護師や助手，他の職員が作業
療法を行い，患者記録と実施報告書に作業療法士が
確認押印して作業療法士は全体の診療報酬請求管理
をするということがあった。そのような運営の仕方
を推測させる回答は今回みられなかった。
作業療法の処方の内容では医師主導は少なく，作
業療法士が目的と目標を医師に依頼されて計画し行
う形が28施設（73.6％）と最も多い。セラピストが
一人の患者を担当して計画報告をまとめる形が23
施設と最多であるが，複数または他職種を交えて
チーム担当の形態もみられる（表3）。

2）工芸活動と他の作業活動の実施状況
陶芸を含む工芸の環境と実施の有無を問う設問
には，工芸室の環境を整えている回答が16施設
（42.1％）であった。過去も現在も有していない施
設は13施設（34.1％）であった。その工芸の使用に
ついては現在何らかの形で工芸を行っている施設が
11であり，全体の29.7％であった。していないま
たは廃止したとの回答は26施設で全体の68.4％で
あった。工芸をしない理由は「対象者の治療援助の
目的やニーズに合わない」が14施設，「設備維持，
労力や経費がかかる」ということが19施設の回答
があった（表4）。
工芸を含め実際に行っている活動を尋ね，多項目
の記載から選択回答を得た。現場で行っている活動

表1　調査内容（質問項目順）

	工芸室と工芸備品の有無　

	工芸の実施の有無と行っていないときの理由選択

	行っている活動（種目名提示記載から複数選択と自
由記述）

	今後力を入れて行っていきたい活動（種目名提示記
載から複数選択と自由記述）

	養成校に期待する活動の教育（自由記載）

	学生に期待する作業活動（自由記載）

	基礎作業学の内容意見文への共感度（選択と記載）

	回答施設の施設基準・立地・作業療法の運営形態
（項目の選択回答）

	回答者の年代，職場での立場（項目提示と選択回答）

表2　回答協力施設が取得している施設基準（複数回答）

施設基準 回答数
（施設）

精神科作業療法 37
（精神科作業療法のみ） 7
精神科デイケア 21
精神科デイナイトケア 11
認知症治療病棟 13
訪問看護　　　　　　　　　　　　 21
生活訓練施設　　　　　　　　　　 3
就労支援事業　　　　　　　　　　	 3
その他 4
　ショートケア　相談支援事業
　精神科療養病棟　認知症疾患医療センター
N=38　（重複回答）
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は多岐にわたっている（表5）。全体的には創作活
動や楽しむ活動，体を動かす活動が主に行われてい
る。生活圏拡大のための活動も行われており，認知
機能にアプローチしていく活動や社会的な機能や現
実的な場面への対応を促す活動も行われている。こ
れらは作業療法白書2015で示されている結果2）と
同様であるが，より詳細な形で各病院と施設の工夫
や考えが回答に反映されている。
今後力を入れていきたい活動では対象者個別の問

題への対応と社会生活に向けての退院支援や機能訓
練に回答が多く，現在している活動を充実させなが
ら結び付けていくという意見もあった（表6）。

3）基礎作業療法学の内容と学生に必要な技能
現場の作業療法を実施する立場からの意見として
学生が学んでほしいこと，共感する意見への賛同度
などを聴取した（表7，表8，表9）。基礎作業技術
として編み物の開始の仕方や陶芸などの工芸技術を

表3　回答施設の活動運営形態

プラグラム運営者 （施設）
作業療法士及び助手が作業活動（集団）を主担当 31
作業療法士を含む複数の専門職や運営講師が活動を運営 15
作業療法士を含まず複数の職員や運営講師が活動を運営 0

処方，計画，参加の主体
医師が作業処方（作業種目を指定）して作業療法が実施されている 5
医師が作業療法の目的や目標を依頼して作業療法士が作業内容を計画決定する 28
主なプログラムが対象者に提示されていて，対象者は自由参加する 15

治療・支援計画・報告の形態
セラピスト一人が患者（対象者）に個別経過と支援・評価・報告を実施 23
複数の作業療法士で患者（対象者）に個別計画をたて支援評価・報告を実施 13
多職種協働で患者（対象者）に個別計画をたて支援評価・報告を実施 4

N=38　重複回答あり

表4　工芸活動

工芸専用室・設備備品の有無 回答数（施設） 割合（％）
現在ある　陶芸窯　木工機械　織機 16 42.1
過去にあったが今はない 9 23.7
過去も現在も有していない 13 34.1
これから設置予定である 0 0

工芸の使用 回答数 割合
行っている 11 28.9
現在していない 20 52.6
以前はしていたが，廃止した。 6 15.8
今はしていないが今後行いたい 1 2.6

工芸をしない理由（複数選択回答） 回答数
工芸の実施が治療援助の目的やニーズに合わないから　 14
材料，準備や実施，設備維持に労力や経費が掛かるから 19
工芸の指導技術者もしくは工芸を扱える作業療法士がいない 4
その他の自由記載　（マンパワー不足。使用頻度と経営者の依頼） 2

N=38
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期待する職場もあるが，認知行動療法など専門的な
知識と体験的理解が必要される「活動」への期待も
高まっている。これから力を入れていきたい活動と
して退院支援と社会生活に結び付くような方向で
の「作業」の使用や「心理教育」や「認知行動療
法」の技術を具体的に挙げる施設は半数以上であっ
た。学生には作業分析や観察分析及び対話やコミュ
ニケーション技術の基礎知識と実践が期待されてい
た。学生に求める意見への賛同度では器用であるこ
とや高い作業能力が必要であることには2/3の施設
で「あまりそうは思わない」という回答が挙がって
いる（表9）。

4．考察

1）回答施設，回答者について
回答施設では工芸施設を有する施設と廃止した施
設，工芸設備を有せず今後も整備する予定はないと
回答した施設があった。そしてこの回答者の半数以
上が管理職及び代表者で30代から40代であった。
1995年頃から作業療法士の養成校や大学の教育過
程と有資格者数が増加し，病院・現場に作業療法士
が勤務するようになった。しかし精神科医療は病院
内適応から新薬の開発，認知行動療法，当事者と医
療者・支援者の対等な関係と対話に関心を移してい

表5　施設で実施している活動（種目例から複数選択）活動の性質で分類しまとめている

種目名 数 種目名 数 種目名 数
室内 音楽鑑賞 29 カラオケ 33 コーラス 12

楽器演奏 18 映画鑑賞 29 パソコン 15
運動 屋外スポーツ 16 卓球 31 運動（含体操） 35

ダンス 10 舞踊 1 散歩 28
生活 ＡＤＬ訓練等 15 買い物外出 15 家事活動 13
創作 ぬりえ 37 書道 32 絵画 29

アート創作活動 19 料理 29 文芸 8
手芸 革細工 25 紙工芸 25 針仕事 29

あみもの 33 ビーズ 32
その他の手芸（レジン　籐細工　アイロンビーズ　刺繍　タイルモザイク） 6

工芸 陶芸 6 木工 13 金工 1
織物 3
園芸畑 19 動物の世話 2 請負受注作業 0

レク等 レクリエーション 27 ゲーム 32 パズル 28
ボードゲーム 16 麻雀 23 将棋 32
囲碁 17

行事 季節文化行事 25 花見 20 盆踊り 11
運動会 7 収穫祭 3 クリスマス行事 21
健康教育的活動 9 心理教育 11 SST 7
当事者ミーティング 8 認知機能訓練 12
社会との連携活動 7 模擬職場訓練 8 喫茶室運営 10
個別課題支援活動 12 個別相談 18
その他（施設独自の活動等自由記載） 12
ふまねっと＊

森林セラピー，ヨガ，絵本・紙芝居の朗読，読書，
夏祭り，秋祭り，病院祭
アルコール認知行動療法，運転支援，
認知症初期集中プログラム，認知機能を扱うグループワーク

＊	床においた網枠升目に合わせてステップワークをする機能訓練プログラム
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表7　授業で学生に紹介しておいてほしい活動（自由記載）の内容

文体や特定される表現は内容に相違ない程度に変更して掲載している

●　取得技術内容への期待　
	編み物基本的な編み方，工芸の技術，集団の運営，麻雀将棋のルール，
	森林を活用したプログラム
	認知機能訓練，SST，心理教育，インテーク面接，
	IADL・ADL。料理(企画から)。
	ユマニチュード(認知症の方が多くなってきているため)。
	精神科のOTの授業などにおいて，OT算定として活用されることのある心理教育やSSTなどの技法の概略はお
さえておいてほしい

	OTの既念との親和性の高い認知行動療法も少しふれて頂けると良い。
	ホームセンター・ダイソー等の店舗で購入可能な物。利用した手工芸等。

●　知識への期待
	車椅子，集団プログラムの企画と運営方法
	就労支援，集団精神療法，工芸の経験　
	昔の唱歌・童謡，70年代以前の歌謡曲
	陶芸，金工・木工，ダンス，演劇など

●　態度への期待
	「学校で習うレベルの何か」よりも，その人本来が持っている興味のある活動，趣味を持っていて欲しい。
	患者さまとおしゃべりできること。コミュニケーションをはかれること。

●　その他
	対象者の世代によっても変わるので一概には難しい
	現在，病院からのOTへの予算がなかなか確保できない事や退院した所で購入出来る物の方が導入しやすい。
	現場により導入する活動は異なるので，いわゆるアクティビティは”作業分析“や”段階づけ”を考えるため
のツール程度に考えられて良いと思う。

	現場ではより単純で簡易な作業を取り入れる傾向があるので，広く人が作業をすることを捉えられるようなダ
イナミックな活動を養成校時代に経験することは，作業療法士としての基盤を強めることになるように思う。

表6　これから力を入れていきたい希望がある活動上位

例示選択項目 回答数
退院支援に関する活動 19
体操を含む運動 13
IADL・ADL訓練 12
買い物外出 12
社会との連携活動 12
園芸畑 12
個別課題支援活動 10
家事活動など自立支援 9
その他　自由記載
（文体や特定される表現は内容に大きな変更がない程度に変更して掲載）
	社会認知メタトレーニング　
	就労支援施設との連携
	園芸や外出など屋外の活動を充実
	手芸や絵画などの取り組みに幅を持たせたい
	活動そのものに力を注ぐのではなく，対象者が選択しやすいよう環境を整えていく
	入院が長期となり高齢化が進んでいるため，できることに制限がある対象者が多くなってきた。自
身で何かする活動より見て聞いて楽しむ活動にシフトせざるを得ない

	ものを作る過程で現れた問題と生活上の問題を結び付け解決する対処法をOTで身につけていくと
いうことを（重視してプログラムを区別して実施）している
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る。この時期の前後に作業療法の開設設置に関する
基準は認可から届け出に緩和され，精神科作業療法
の基準取得と開設実施にあたっては陶芸窯，大型木
工機械などの工芸の整備や設置義務は不要になって
いる。病院で働く精神障害を専門とする作業療法士
は転職が少ない傾向にあるが当時開設や仕事を始め
た作業療法士は管理職として中堅となって精神科作
業療法をしていることがうかがえる。

2）工芸活動の利用状況について
工芸設備を有し，工芸を積極的に活用している病
院も在ることが今回確認できた。そこでは呉秀三の
作業療法を基底に展開し多くの作業種目の提供と工
芸設備を有することを軸にしている可能性がある。
呉秀三由来の作業療法はその当時行われている手仕
事を含む作業や仕事を通じての回復の機会を提供し
たものであった。現代では手間と時間を要する工芸
を含む手仕事を含む「作業」は一般の生活から程遠
い存在となっている。陶芸の実施について，目的や

ニーズに合わない，労力経費がかかる等が行われな
い理由として挙がっていたことは一般社会で現実的
に実施できる「作業」の提供を作業療法士等が考え
ているということである。しかし，一方で存続意向
を示す施設では病院内行事の実施も行っており，か
つての日本人が手仕事による生産活動を中心とした
生活文化サイクルをもち，人々がその社会の中で役
割を持つというシステムが病院内に存在するのかも
しれない。そこでは治療環境やそれに伴うその病院
の歴史文化的な価値観が支援者と対象者の間で共有
されており，作業療法とは手間暇がかかるとは認識
されているものの継続している事が考えられる。そ
こには文化を含む環境変化に脆弱な性質をもつ対象
者が安心感をもち症状を安定させ入院を継続してい
る可能性もあるが，一般的には退院促進の施策でそ
のような対象者も病院施設周辺に住まいを移して病
院の作業療法も利用しながら暮らしていることが多
くなってきている。ゆえにそのような病院・施設で
は工芸的作業が併存して作業療法士の役割と期待さ

表8　学生が仕事に就くまでに経験してほしい活動（自由記載）の内容

文体や特定される表現は内容に相違がない程度に変更して掲載している

〇　取得技術内容への期待　
◦	 SST，心理教育，インテーク面接，集団の運営コンダクト，
◦	 認知機能訓練。IADL・ADL。
◦	 集団プログラムの企画と運営方法
◦	 就労支援，地域移行，地域密着支援
◦	 カラオケ，レク，調理，裁縫，編み物・ビーズの基本的な編み方，将棋・囲碁のルール，パソコン，革細工，
陶芸，金・木工，ダンス，演劇などは，現場で習得は困難かと思うので，学生の経験として良い。

◦	 農作業，園芸，森林を活用したプログラム
◦	 ホームセンター・ダイソー等の店舗で購入可能な物。利用した手工芸等。
◦	 作業分析。作業の特徴を治療としてどう使うか。
◦	 作業活動の説明スキル。説明法のバリエーション。
◦	 車椅子，車椅子での移乗介助。移乗

〇　態度への期待
◦	 人間関係を築く(バイト，飲み会，サークル活動など)。
◦	 問題解決能力の獲得。一般常識(ルール，マナーなど)。ストレス耐性の獲得
◦	 対象者が経験するものは一般的にできる方が良い。
◦	 何かの活動を「すること」ではなく，活動について「人に教える経験」
◦	 活動内容は問わないが，いろいろな年代の人とかかわる経験をしてほしい。

〇　その他
◦	 できる機会があれば，全て。経験が役に立つ。無駄な経験は1つもない。
◦	 いろいろな障害者らと接しておく。就職するとそこの分野の人としか接する場面がない。
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れ継続していくのかもしれない。工芸を含む職人の
手仕事の社会文化的意味については塩野が報告して
いる5）。それは現代の日本が失いつつあるものであ
るという。しかし，震災後を境に人々の余暇活動の
指向性は変化をしており，一部の人々は消費社会を
見直し，リサイクルを重視し手間暇かかる活動や手
仕事，古いものやその技術に再び関心を寄せてい
る。精神科病院でそのような社会現象が再現されて
工芸の作業が存続していることも多様な社会復帰環
境として必要なことではないかと考える。

3）他に実施している活動などについて
工芸活動の設備を有して大いに活用していくと回
答した施設と，有しているが使用していない，ある

いは活用を考慮している施設，今後も導入していく
予定のない施設があった。専用の場所や機材を要す
る工芸に比べて，治療援助計画に取り入れやすい創
作活動，手工芸，軽い運動等は多くの施設で用いら
れている。思想家のハンナ・アーレントは人間の営
みを3種に分類して，生きるために必要不可欠な手
段や行動と，自発的な役割と意思で行われるプロセ
スや結果を伴う営みと，他の人とのコミュニケー
ションとして社会の中で行う営みをそれぞれ「労
働」「仕事」「活動」としている6）。1988年の精神衛
生法で精神科病院の中での人権尊重がうたわれ，病
院内における「労働」の意味合いを含む使役行為は
減少した。それまでの精神科における作業療法は
「労働」「仕事」が中心であった。調査では作業療法

表9　基礎作業学に関する内容へ期待すること

学生は	 （人）

そ
う
思
う

や
や
そ
う
思
う

あ
ま
り
そ
う
は
思
わ
な
い

ま
っ
た
く
そ
う
思
わ
な
い

無
回
答

多くの活動種目の体験が必要だ 17 15 5 0

主要な工芸技術の体験をしてほしい 6 21 10 0

職業人として準備や片付けの習慣が必要だ 27 10 0 0

集団活動の企画運営指導力を向上してほしい 19 14 4 0

器用さや高い作業能力が必要だ 2 9 24 2

手工芸を対象者に教えられる技術が必要だ 9 20 7 1

作業工程と結果の吟味・分析はできてほしい 25 11 1 0

作業場面の観察分析と説明できる力が必要だ 29 7 0 0 1

意見を聴き提案できる力を高めてほしい 21 14 2 0

自己主張スキルや交渉力を向上してほしい 9 21 6 0 1

その他の意見（自由記載）
	能力だけではなく，実習時の態度，姿勢，意欲といったものも重要
	作業分析は必須
	作業（活動）も治療因子の1つとして捉え，他の治療因子との相互作用を
意識できてほしい

	知識や能力がなくてもやる気があれば良い
	OTは「動作分析できる」ことが武器
	「ややそう思う」の項目は就職してから身につければよい程度
N=37
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士が主導してプログラムを運営して「労働」「仕事」
を「作業」の1つとして地域生活の中での役割獲得
を志向した手段として用いたいという傾向があっ
た。ハンナ・アーレントによる人間の営みの分類に
戻って考えるならば，精神科病院で行われているプ
ログラムの中では「労働」や「仕事」に加えてコミュ
ニケーションを含む「活動」も重要視されていると
考える。現在の精神科作業療法でのとりくみは病院
内の経済的な利益を生む受注生産作業のような「労
働」は無くなったものの，手工芸を含む簡易で取り
組みやすい内容にシフトして「活動」へ結びつける
手段として工夫されている。回答の自由記述にもそ
のような記載があった。そして高齢化や認知障害の
程度，経済的な環境の全般的な評価をもとにした対
象者個人への利益に沿った形の内容へと変化してい
る。運営形態や実施に関する自由記述をみると，従
来の工芸を含む「仕事」や集団的余暇活動だけを中
心とした従来の精神科作業療法からより社会生活に
近い形へつながる治療・支援内容が「作業」の分析
実践技術を基に，展開されているように思われる。
そして運営労力，経費や効率，対象者の適合負担度
を視野に入れて，多様な「作業」を工夫して交流的
意味を付加し，「活動」も提供しようとする傾向に
あると考える。
また精神科の診療報酬の請求においては入院者に
対する専門的療法のなかで「精神科作業療法」の枠
に対話を含む「活動」を入れやすいということで作
業療法士が関与する多職種協働の形態における運営
が広まり行われてきている。例えば，作業療法プロ
グラム内で行われることの多いものにSST（社会生
活技能訓練）がある。SSTは精神科における地域生
活リハビリテーション支援活動で開発紹介され普及
がなされてきたが，就労支援の現場や，発達障害に
おけるコミュニケーション改善，特別支援教育の中
にも拡大されている。このようなSSTを含めた認
知行動療法や対話は重要と思われる。熊谷晋一郎ほ
かは，この重要性をアーレントの「活動」の概念と
ともに2017年の相模原事件で起きた障害者の存在
と不当な差別に寄せる形でとり挙げている7）。

4）基礎作業療法学と学生に必要な技能について
学生に工芸技術の体験や取得を期待する回答もあ
るが，認知行動療法などの専門的な知識と体験的理

解が必要される「活動」への期待も寄せられている。
これから取り組みたい活動として退院と社会生活に
結び付くような方向での「作業」の使用や「心理教
育」や「認知行動療法」の技術を具体的に挙げる施
設があった。このことから学生にも作業分析や観察
分析及び対話やコミュニケーション技術の基礎知識
と実践が期待されていると思われる。
ただし，学生には基本的作業習慣やコミュニケー
ションは求めるものの，学生に格別の器用さは求め
ていないという回答が多いこともわかった。近年の
茨城県立医療大学の学生の作業遂行能力として，箱
作り法作業療法面接における学生の遂行能力の実態
観察の報告8）がある。それによると手先の器用な学
生ばかりが入学してくるわけではない。臨床現場か
らも手工芸の指導講師に求められる高い作業能力と
指導力よりも作業療法士の専門特性としての「作
業」の理解と分析能力，問題解決への行動力への期
待の方が多い。
しかしながら，それらの技術の学修については，
モデルの存在や体験的理解が必要であり，人格の形
成とともに時間をかける必要のあるものがある。現
代では簡便で効率的に手間暇かけず，数値目標に対
する結果重視の風潮があり，学生側もそのように期
待して行動する傾向がある。この調査結果では作業
療法士の工芸の技術を含む体験的な「技術」の修得
について一部を学校教育の場に求める期待も見受け
られる。しかし，学校の場，臨床の場の指導者どち
らかに教育の責任を負わせるものではなく，学習す
る学生の協力も得ながら現場で使える習慣や技術を
取得させていくことが望ましいと考える。

5）基礎作業療法学の工芸の今後について
障害児・者への療育・更生リハビリテーションで
は「労働」「仕事」を含む作業学習を用いてきてい
た9）。それは対象児・者の発達的課題を解決する手
段であり，職業教育準備やもの作りを通しての自己
形成を促す手段でもある。茨城県立医療大学の創成
期における作業療法士養成課程のカリキュラムと環
境整備はこのような観点を背景に行われていた。し
かし，社会的要請に合わせた作業療法の定義の変化
や教育内容の改訂があり教育機関と学生は日常生活
活動を含む直接的な生活の技術の回復支援技術を教
え，学ぶことが要請されている。

精神科病院の作業活動実態調査 79

Presented by Medical*Online



しかし，学生の多くは青年期の前半で入学し，自
身の才能や器用さを誇りにそこに専門性を生かせる
ことを期待して基礎作業学の作業課題に過度に没頭
する態度を持つ者や逆に自分に自信を失い，しなけ
ればいけない工程を避けたり苦手意識を克服せず茶
化したり，興味のない作業を適当に行ったりして，
自分の価値を貶めたりする者がいる。それらの行動
は演習の体験や物つくりや行為を介した精神科領域
の実習で他人と向き合い変化していくことが多いよ
うに思われる。そのような意味で教員は基礎作業学
における製作課題としての工芸体験は単なる機会と
して学生に提供するのではなく，学生が現場等での
体験と，自他の成長に結びつけられるようにこの調
査を参考に内容を工夫する必要がある。
また，今回の調査対象は精神科病院のみで茨城県
立医療大学にかかわりの強い関係者からの意見で
あった。新しいカリキュラムの中の基礎作業療法学
は地域活動支援の現場の活動内容や特別支援学校で
の作業学習の実態，身体障害のリハビリテーション
で行われる「活動」「作業」「生活行為」，演習や実
習経験による学生の教育的成長も鑑み実施する予定
である。カリキュラム上の工芸の体験時間数は限ら
れるが内容の工夫と現場との情報交換や連携につい
て教員全体で検討していく必要があると考えてい
る。

5．おわりに

多職種連携の中で変化していく活動内容や作業療
法士の活動現状とその時代の教育内容について大学
教育のアーカイブスとして記録し残していくことは
重要である。現象を率直に記述する手法は文化人類

学の研究方法ではあるが，教育と臨床のそれぞれの
立場の者の対話，「活動」にも用いることができる。
そのような観点から今後も調査や情報収集を行い報
告していきたい。	
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Survey of occupation and hopes at psychiatric hospitals in Tokyo and Ibaraki
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