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理学療法学科における屋根瓦式教育導入の報告

―学修支援者への教育効果に着目して―

梅井　凡子　　沖田　一彦　　田中　聡

県立広島大学保健福祉学部理学療法学科

抄　録

　理学療法学科においては教育方法として平成 23 年度より上級生に下級生の指導をしてもらう屋根瓦式教育を

取り入れている。特に理学療法評価学Ⅰにおいてはバイタルサイン測定実習の学修支援に参加してもらっている。

測定実習の場合，実技指導が中心となり学修支援者の知識，能力が重要となる。今回，平成 26 年度理学療法評

価学Ⅰにおいて学修支援者として参加した 3 年生 9 名にアンケートを実施し，その教育効果が確認できたのでこ

こに紹介する。
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１　緒言

県立広島大学では平成 26 年度文部科学省選定「大

学教育再生加速プログラム」に採択され，平成 26 年

度から平成 29 年度の 4 年間にかけてテーマ１「アク

ティブ・ラーニング」に取り組んでいる 1）。

取組概要としては，地域に軸足を置き世界を視野に

活躍できる人材の育成拠点として，本学が掲げる人材

育成目標の実現のために全学で取り組んでいる教育改

革のうち，授業方法の見直し・改善と教育方法の充実・

転換を目指したアクティブ・ラーニングの導入を加速

し，学生の学修意欲を喚起し，主体性を育む教育を定

着させることを目的としている。

具体的な実施内容には「主体的な学びを育む能動的

学修」の実現を目指す「行動型学修」と「参加型学修」

があげられている。そして，学生同士が教えあうこと

で，学びを定着させるために学修アドバイザー育成が

数値目標として設定されている。

県立広島大学保健福祉学部理学療法学科においては

平成 23 年度より上級生に下級生の指導をしてもらう

「屋根瓦式教育」を取り入れている。特に理学療法評

価学Ⅰにおいてはバイタルサイン測定実習の学修支援

に参加してもらっている。

「屋根瓦式教育」とは北米式の教育方法であり，教

えられた先輩が後輩を教えていくというチーム指導体

制であり，医師の臨床教育としては画期的なものであ

り臨床研修制度にも取り入れられている 2,3）。

そして，近年「屋根瓦式教育」は医師の臨床教育の

みならず医学部教育，医療技術者教育にも導入されて

きている。平成 20 年度の「質の高い大学教育推進プ

ログラム」において教育方法の工夫改善を主とする取

り組みとして東京医科歯科大学の「下級生が上級生に

教わる歯科臨床体験実習」が採択され，平成 21 年度

には「大学教育・学生支援事業」（学生支援推進プロ

グラム）において，東邦大学の「医学部テュートリア

ル早期学習における学生屋根瓦システムの構築」が採

択されている 4,5）。

このように医学教育の中のいろいろな場面で上級生

に「教員」としての役割を持たせることが行われてい

る。上級生の役割はプリセプターとして下級生の学習

を支援することである。我が国においては「学生が学

生を教える」と言うことは一般的ではないが，米国に

おける医療人教育システムでは「See one, do one, teach 
one（見て，実行して，伝える）」の教育理念により

「Teaching」を学習法の一つとして位置付けている 6）。

北見らの報告によれば学習支援者の多くが解剖学の知

識が向上し，また学生に教える技術が身についたと感

じていた。学習支援者は下級生から質問され，それに

応じて知識を教授することで自分自身の知識を再確認

することができるとともに説明する上で必要な知識を

自習により補完することができたためであると考えら

れる 7）。上田らは看護基礎教育において屋根瓦式教育

はレクチャーをする側と受ける側双方の学生の学習意

欲向上に有効であり，レクチャーを行う学生はレク

チャーをしたことへの達成感を持ち，教える準備の必

要性を自覚していると報告している 8,9）。

今回，平成 26 年度理学療法評価学Ⅰにおいて学修

支援者として参加した 3 年生 9 名にアンケートを実施

し，その教育効果が確認できたのでここに報告する。

２　目的

本研究においては学修支援者の事前準備，知識向上，

教える技術に焦点を当て，屋根瓦式教育における学修

支援者の教育効果についての確認をすることを目的と

した。

３　対象と方法

3.1　対象

対象は平成 26 年度「理学療法評価学Ⅰ」（1 年次後

期開講，30 時間）のバイタルサイン測定実習に学修

支援者として協力した 3 年生 9 名（男性 4 名，女性 5
名）である。なお学修支援者はボランティアを募って

の無償での参加であった。学修支援者は当初 10 名の

予定であったが，1 名がインフルエンザで欠席であっ

たため当日参加は 9 名であった。学修支援者を 10 名

とした理由は 1 年次生が 30 名であるため 3 名 1 組の

グループにて測定実習を行うためである。そのため平

成 26 年度は科目担当教員が 1 グループを担当した。3
名 1 組のグループ編成では 2 名がお互いの測定を行っ

ている際に 1 名が観察者となることが可能であるし ,
測定に慣れた場合には 3 年生を含め 4 名でお互いに測

定実習を行うことが可能となるからである。

3.2　方法

「理学療法評価学Ⅰ」ではバイタルサインについて

の講義および実習を行う。受講対象者である 1 年次生

はバイタルサインについての講義を 3 コマ行った後

に，学生同士にて 2 コマの測定実習を行う。

今回，測定実習に 3 年次生 9 名を学修支援者として

参加させ，1 年次生の学修支援を行ってもらった。科

目担当教員は 3 年次生に対し測定実習に対する事前準

備として全員を集め，測定実習の概要及び測定実習の

際の留意事項を説明した。この際 3 年次生には「人体

における血管図」，「体表より触診可能な動脈とその場

所，脈拍測定の留意事項」，「血圧測定の原理と留意事

項」を資料として配布した。説明終了後，3 年次生は

お互いに測定実習を行った。

測定実習の講義終了後に 3 年生に講義への事前準
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備，授業形式，自分自身の知識向上，教える技術向上，

参加しようと思った理由と参加した感想についてのア

ンケート調査を行った。回答は 4 段階尺度とし，各項

目について回答理由を自由記載してもらった。なおア

ンケートは無記名式で，教育と研究以外の目的では使

用しないことを説明したうえで実施した。

４　結果（図１）

アンケート結果とその設問への自由記載は以下の通

りであった。アンケートの回収率は 100％であった。 

4.1 事前準備について

ある程度した 7 名（77.8％），あまりしなかった 2
名（22.2％）であった。自由記載には，「恥ずかしい

思いをしたくなかった。」，「人に教えるのに自分がわ

からなかったら教えることができないから。」，「1 年

生に間違ったことを教えないようにしないといけない

と思ったため。」，「脈拍を触れるのが苦手なのでその

練習。」などの理由が書かれていた。

4.2 授業形式について

非常に効果的だった 4 名（44.4％），ある程度効果

的だった 5 名（55.6％）であった。自由記載には「1
年生は気軽に聞ける。3 年生は教えることでさらに理

解を深めることができる。」，「分からない人にその場

ですぐに教えられるので，分からないまま放置するこ

とが少ない。」，「1 年生のときに先輩方に来ていただ

いたときに少人数だったので細かく教えてもらうこと

ができた。」，「自分も 1 年生のときに 3 年生から豆知

識やコツなどを教えてもらえたため。」，「もう一度復

習できた。」などの理由が書かれていた。

4.3 知識向上について

非常に向上した 3 名（33.3％），ある程度向上した 5
名（55.6％），あまり向上しなかった 1 名（11.1％）で

あった。自由記載には「教える立場になり脈の位置に

個人差があるということも知った。さらに勉強しない

といけないと感じた。」，「流れでしてしまっていたと

ころも再確認できた。」，「プリントを見たり，自分で

事前に予習して非常に向上した。」などの理由が書か

れていた。

4.4 教える技術について

非常に向上した 2 名（22.2％），ある程度向上した 5
名（55.6％），あまり向上しなかった 2 名（22.2％）で

あった。自由記載には「まだまだであるが，こういう

経験をつむことで向上していけると思う。」，「自分が

できることを言葉で伝えることは，難しいことを改め

て感じた。」，「教えられて初めて自分も理解したと感

じられたと思う。」，「教えることが難しいということ

が分かった。」，「分からないこと，つまづくとこをど

う教えてあげればいいか考えたから。」などの理由が

書かれていた。

4.5 参加理由と参加した感想

「すごく楽しかった。もっと勉強します。」

「なかなか1年生はうまくいかずに時間が足りなかっ

たので，先輩がもっとスムーズに教えられたら良い

と思う。」

「自分が1年生のときに3年生に教えていただいてとて

も勉強になったため。」

「2年前を思い出してもっとがんばらないといけない

と改めて感じました。」

「自分が1年のときに3年生が来てくださって印象的

だったので，実習に向けての準備としていい練習に

なりました。」

4.6 平成 26 年度教育改革フォーラムに参加した学生

の感想（原文のまま記載）

毎年，3 年生が実習前に 1 年生の授業でバイタルの

うち血圧測定を教えに行きます。今回私も，その授業

に参加しました。1 年生に教える立場ということで少

し緊張しました。そして，人に教えることの難しさも

知ることができました。1 年弱理学療法について学習

してきた 1 年生でも理解するのに苦労していた部分な

どがあり，これを臨床で患者さんに伝えるとなると

もっと考えなくてはいけないなど実習や就職してから

役立てそうな感想を持つことができました。自分がわ

かっているつもりでも，人に伝えるとなると上手く伝

えることができず，自分でもまだまだだなと感じるこ

とができ，とてもいい経験になりました。

このように，模擬患者演習Ⅰ・血圧測定指導を通し

図１　アンケート結果

各項目の評価尺度は「非常に良好」「ある程度良好」「あ
まり良好でない」「全く良好でない」の 4 段階に表現を
統一し修正記載している。
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て将来の自分に生かせるであろうものをたくさん得る

ことができました。また，実習を終えたら私自身もそ

の経験を後輩たちに伝えていくことができればなと感

じております。

５　考察

教育現場において教育方法の選択は教育効果を決定

する 11,12）。そのため，教育方法を選択する際には個別

目標の種類により最も効果的なものを選択することと

なる。しかし，どの教育方法をとってもそれぞれに利

点と欠点があり，個別目標のすべてに対応できる柔軟

な教育方法はない。学習者がそれぞれの教育方法に適

応した結果，自然と個別目標を達成することとなるの

である。様々な教育方法を利用することは，学習者の

関心を維持することにも役立ち，学習を強化するため

の機会も提供する 12）。今回，報告した屋根瓦式教育

は「教えることは学ぶことの半ば」の考え方をもとに

して米国で行われている教育システムである。医学教

育の中ではいろいろな場面で上級生に「教員」として

の役割を持たせることが行われている。上級生の役割

はプリセプターとして下級生の学習を支援することで

ある。我が国においては「学生が学生を教える」と言

うことは一般的ではないが，米国における医療人教育

システムでは「See one, do one, teach one（見て，実行

して，伝える）」の教育理念により「Teaching」を学

習法の一つとして位置付けている 6）。

屋根瓦式教育はグループで行うため教育方法として

はグループ学習に分類される。グループ学習の利点と

しては能動的学習が可能であり，臨床決断に適してい

る。しかし，グループ学習には効果的な個人的指導教

員が必要である 12）。つまり学生を支援するための人

員確保が必須となる。医療系の大学においては演習お

よび実習科目が多く学生教育を行う上で人員確保が必

要な講義内容は多岐にわたる。山梨大学においては肉

眼解剖学実習を行う 2 年生の学習効率の向上と既習生

の知識の定着及び能力の開発を目指して 3 ～ 6 年生の

学生からなるティーチングアシスタント（以下 TA）

を導入している。TA の主な業務は 2 年次後期に開講

される肉眼解剖学実習での実習・学習の補助である。

TA システムについて学生・TA にアンケートを行った

ところ全体に肯定的な回答と意見が多数を占めていた

とある。特に TA によってモチベーションが上がった

という学生の割合が増加している 7）。藤本らは医学部

3,4 年生の学生を対象に気道確保法の実践講義を行い

医療シュミレーターを用いたような実技講義において

も屋根瓦式教育の有効性を報告している 13）。

学修支援者に着目した場合，森田によれば上級生は

自らが学習者であった立場に還って，下級生に「教師」

として接し，行動するから下級生に好評である。つま

り自分自身の体験から「何が分かりにくいかを知って

いる」ので上級生が下級生を教えることは，双方にメ

リットをもたらすとしている 6）。また，北見らの報告

によれば TA の多くが解剖学の知識が向上し，また学

生に教える技術が身についたと感じていた。TA は下

級生から質問され，それに応じて知識を教授すること

で自分自身の知識を再確認することができるとともに

説明する上で必要な知識を自習により補完することが

できたためであると考えられる 7）。上田らは看護基礎

教育において屋根瓦式教育はレクチャーをする側と受

ける側双方の学生の学習意欲向上に有効であり，レク

チャーを行う学生はレクチャーをしたことへの達成感

を持ち，教える準備の必要性を自覚していると報告

している 8,9）。伊賀らの報告でも教えることにより自

分の知識の整理ができ，教えることの重要性を認識す

る。経験豊富な医師は 1 年次研修医にとって何が必要

かを理解することが難しく，むしろ 1 年前に同じ条件

であった 2 年次研修医のほうが 1 年次研修医が知りた

いことについて理解していることが多いとある 3）。

以上のことから学修支援者はそれなりに能動的学修

を行っていると思われるが，学習支援者による少人数

教育を成功させるために最も重要なことは指導者の発

見学習的誘導能力である。そのため指導者としての能

力を磨く必要があるとされている 14）。

藤本らは教えるレベルを安定化させるためには，

チェックリストなどで客観的な評価を行う必要があ

るとも考えたとしている 13）。この点について北見ら

は TA による指導の間違いや教育能力の個人差につい

ての指摘があったため対策として教員が TA を指導す

る時間帯を設置している 7）。筆者らの先行研究におい

ても上級生に対する事前打ち合わせの必要性について

の下級生からの指摘や知識不足であまり良い指導を行

うことができなかったとの上級生自身の反省もあっ

た 15,16）。

また , 今回の学修支援者は 1 月下旬に 1 回のみのボ

ランティアを募っての無償での参加であった。先行研

究においても参加回数が少ない場合 , 参加することへ

の負担は少ないことが示されている。一方において学

修を支援してもらう下級生からは上級生が入る時間を

増やしてほしいとの意見も認められる 15）。半期を通

して TA を実施した北見らは全 32 回中 10 回以上を出

席義務として定め , 実習に 1 時間以上参加した日を出

席と数えている。日程や人数についての調整は行って

いないため , 試験などのカリキュラムの関係で実習後

半に参加する TA が減少したと報告している 7）。

本研究結果から，理学療法教育においても，屋根

瓦式教育における学修支援者への教育効果は高いこと

が確認された。一方 , 学生支援者のレベルの把握 , ボ

ランティアでの参加形式など課題も残されたままであ

る。今後 , 継続していくためにも更なる検討を加えて
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いきたい。

６　結語

実技実習において，教える側である学修支援者は自

ら事前準備を行い，下級生に教えるために自分自身の

知識を整理する。そのため能動的学修へと導くことが

可能であり学修効果が高まると考えられる。今後，学

修支援者のレベルを安定化させるために更なる検討が

必要である。
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The educational effect to the learning advisor of 
the multi-layered education style

Namiko UMEI　Kazuhiko OKITA　Satoshi TANAKA

Department of Physical Therapy, Faculty of Health and Welfare, Prefectural University of Hiroshima

Abstract

We are introducing a multi-layered education style to physical therapy education. The multi-layered education style is 
an education technique where senior students guide lower-grade students. Senior students cooperate as learning advisors in 
measurement training in particular. In the case of practical skills training, practical guidance takes the leading part. Therefore 
knowledge and the ability of a learning advisor become important. Its educational effect was confi rmed by a questionnaire 
this time, so it's introduced here.
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