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抄　録

　特別支援教育における作業療法のニーズが高まる一方で，教員と作業療法士（以下 OT）の連携不足や OT の

役割の不明確さが指摘されている。そこで，本研究では，特別支援学校における教員と OT の連携した取り組み

や OT への期待を明らかにすることを目的に，広島県内の特別支援学校教員約 1,200 名を対象にアンケート調査

を実施した（有効回答数 240 名 )。その結果，9 割以上の教員が OT を知ってはいたが，約 7 割が年 1 ～ 3 回し

か連携していなかった。教員と OT が取り組んだ内容には，児童生徒への直接的なアプローチと教員へのアプロー

チの 2 種類があり，9 割以上の教員が役に立ったと回答した。また，教員は OT に対し，児童生徒のニーズと問

題の明確化，教室での直接的な問題解決，専門性を尊重した連携，学校システムへの理解など，連携内容の充実

を期待していた。特別支援学校で OT にできることは，OT の視点で児童生徒を評価し，教員と情報共有するこ

とを通して児童生徒の具体的な問題解決に取り組むことだと考える。
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１　はじめに

　平成 16 年に発達障害者支援法が成立し，障害の有

無や程度に関わらない個々の教育的ニーズに応じた柔

軟な対応や適切な指導の必要性が明示された 1)。その

後，平成 18 年に学校教育法が改正され，翌年平成 19
年には学校教育法の中に「特別支援教育」が明確に位

置づけられるなど，障害を有する幼児児童生徒に対す

る教育体制が整備され始めた。特別支援教育とは，障

害のある幼児児童生徒の自立や社会参加に向けた主体

的な取組を支援するという視点に立ち，幼児児童生徒

一人一人の教育的ニーズを把握し，その持てる力を高

め，生活や学習上の困難を改善又は克服するため，適

切な指導および必要な支援を行うことである 2)。

　特別支援教育の推進に伴い，保健・医療・福祉専門

職の学校への関わりが強化され，作業療法士（以下

OT）が特別支援学校や小中学校に関わる機会が増加

してきた 3)。現在，わが国で学校等に関わる OT の多

くは，特別支援学校に特別非常勤講師として勤務した

り，巡回相談員として学校等を訪問し，対応困難な児

童生徒に対する助言や個別支援計画の立案に関わって

いる 4, 5)。日本作業療法士協会は，2011 年 3 月に「特

別支援教育への作業療法士参画モデル案に関する報告

～文部科学省が示す発達障害等支援・特別支援教育総

合推進事業に沿って～」6, 7) を提出し，日本の OT が

どのように特別支援教育等に関わっているかを示した

5 つの関与事例を紹介した。その中の 1 つとして，広

島県教育委員会が特別支援教育における保健・医療・

福祉専門職の関わりを強化する目的で策定した「広島

県障害児教育ビジョン」（平成 14 年 12 月）や大学教

員や医師等の専門家による巡回相談の実施等を定めた

「広島県障害児教育ビジョン推進事業」（平成17年4月）

が紹介されている 8)。さらに，広島県では特別支援教

育ビジョン推進事業として，県内全ての特別支援学校

に特別非常勤講師として OT などの専門職を配置する

取り組みも行われている。

　以上のように，特別支援学校等への OT の関わりが

求められる一方で，特別非常勤講師や巡回相談員と

して働く OT は不足しており，医師や教員からは「児

童生徒をもっと深く正確にアセスメントしてほしい」，

「1 回のみの相談ではなく，継続的に関わってほしい」，

などの意見もみられている 9, 10)。そこで，本研究の目

的は，広島県内の特別支援学校で OT がどのような関

わりをしており，何を期待されているかを明らかにし，

今後，特別支援学校で OT にできることは何かを提案

することである。

２　方法

2.1　対象者

　広島県内の特別支援学校に勤務する教員（約 1,200
名）を対象に，教員と OT が連携して取り組んだ内容

等に関する無記名式のアンケート調査を実施した。尚，

本研究における教員と OT との連携とは，巡回相談や

特別非常勤講師として OT が特別支援学校に行き，児

童生徒について情報交換やアドバイスなどをして，児

童生徒の問題解決に教員と共に取り組むことを指す。

また，教員とは常勤，非常勤，養護教諭等に関わらず，

特別支援学校に勤務する全教員とした。各学校の教員

数は，広島県教育委員会のホームページに掲載されて

いる平成 23 年度公立学校基本数特別支援学校教職員

数 11) より算出した。

2.2.　質問項目

　質問内容は，回答者の背景情報（学校の専門領域，

特別支援教育の経験年数，担当生徒数など），OT と連

携した経験の有無と頻度，望ましい連携の頻度，OT
と共に取り組んだ内容，役に立った OT の取り組み，

今後 OT に期待すること，OT との連携に関する意見

や感想に関する自由記載とした。

　OT と共に取り組んだ内容（22 項目）（表 1）につ

いては，OT と連携して取り組んだ又は OT からアド

バイスを受けた内容について「全くなし」，「殆どな

し」，「たまに」，「頻繁に」，「常に」の 5 段階で回答を

依頼した。また，OT に期待すること（23 項目）（表

1）については，今後 OT が学校で教員と連携する際

に OT に期待することについて「全く期待しない」，「あ

まり期待しない」，「どちらともいえない」，「少し期待

する」，「とても期待する」の 5 段階で回答を依頼した。

さらに，役に立った内容（22 項目）については，OT
との連携がどのように役に立ったかについて，優先順

位の高い項目を 5 つ以内で選択するよう依頼した（図

1，2）。OT と共に取り組んだこと，OT に期待すること，

役に立ったことに関する項目は，学校を基盤とした作

業療法に関する文献を参考に筆者が作成した 12, 13, 14)。

2.3.　手続きと調査期間

　広島県内の特別支援学校 ( 分校，分級を含む )22 校

に対し，学校長宛の研究協力依頼文書と承諾書，返信

用封筒，教員への依頼文書，全教員人数分のアンケー

ト用紙 (A3，1 枚 ) と返信用封筒を郵送した。教員へ

の依頼文書には，アンケートの回答は自由意思による

ものであること，個人が特定されない形で分析するこ

と，アンケートの回答をもって同意が得られたと判断

することなどを明記したうえで，各学校でまとめて返

信するよう依頼した。調査期間は 2013 年 10 月下旬～

12 月上旬とした。本研究は，県立広島大学研究倫理

審査委員会の承認 ( 承認番号：第 13MH034) を得て実

施した。
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2.4.　回収率と有効回答数

　広島県内 22 校の特別支援学校に在籍する教員（約

1,200 名）のうち，18 校 362 名 (30.0％ ) から回答が

得られ，そのうち欠損値のあるものを除いた 240 名

(20.0％ ) の回答を有効回答とし，分析した。

2.5.　分析方法

　回答者の背景情報，OT と連携した経験の有無と頻

度，望ましい連携頻度，教員が役に立ったと感じた取

り組みに関する回答は単純集計を行なった。

　OT と共に取り組んだ内容（22 項目）と OT に期待

すること（23 項目）に関しては，項目の精選と因子

構造を分析するために探索的因子分析（主因子分析，

Promax 回転）を行った。因子分析に関しては統計ソ

フト SPSS を使用した。

　最後に，教員と OT の連携に関する意見や感想の自

由記載は，類似した内容ごとにまとめてカテゴリー化

を行った。

３　結果

3.1.　回答者の背景情報

　回答者が所属する学校の学年別または障害別専門領

域，勤務年数，担当学生数を表 2 に示した。学年別の

専門領域は，多い順に小学部；123 名，中学部；118 名，

高等部；105 名，専攻科；6 名だった。障害別専門領域は，

知的障害児を対象とする教員；160 名，肢体不自由児；

63 名，病弱児；13 名，視覚障害児と聴覚障害児；11
名だった。また，回答した 240 名の教員の特別支援学

校での勤務年数は平均 10.9 年 ( １年～ 38 年，中央値

6 年 )，担当学生数は平均 4.1 名 (0 人～ 20 名，中央値

4 名 ) だった。

　作業療法について知っていると回答した教員は 135
名 (56.3％ )，よく知っている，は 66 名 (27.5％ )，少

し知っている，は 23 名 (10.0％ )，あまり知らない，

は１名だった (0.4％ )（表 2）。

3.2.　教員と OT の連携頻度

　OT と連携した経験があるかという質問に対し，240
名中 239 名 (99.5％ ) があると回答した。連携の頻度

では，年 1 ～ 3 回が 163 名 (67.9％ ) で最も多く，次

に年 4 ～ 6 回が 40 名 (16.6％ ) だった。週 1 回以上連

携した経験がある教員はわずか 2 名（0.1％）だった（表

2）。

　次に，望ましいと思う連携の頻度を尋ねたところ，

最も多かったのは 2 ～ 3 カ月に 1 回で 81 名 (33.7％ )，
次に多かったのは月 1 回で 66 名 (27.5％ ) だった。週

1 回以上の連携を望ましいとする教員は 9 名（3.7％）

であり，連携は必要ないと回答した教員は 1 名（0.4％）

だった（表 2）。

表 1　OT と取り組んだ内容及び OT に期待すること（質問項目）

OT 22 OT 23
1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12 OT
13
14
15
16
17 OT
18
19 OT
20
21
22
23
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3.3.　教員と OT が共に取り組んだ内容

　教員と OT が共に取り組んだ内容に関する探索的因

子分析 ( 主因子分析，Promax 回転 ) の結果，因子数は，

固有値の格差，因子の解釈可能性を考慮して 4 因子が

妥当であると判断した。また，因子負荷量の絶対値が，

全ての因子で .35 未満又は複数の因子で .35 以上の項

目は除外し，再度因子分析を行った。

　その結果，OT と共に取り組んだ内容 (22 項目 )（表

1）では，項目番号 7，9，10，15，16，17，18，19 の

8 項目が削除され，最終的に 14 項目 4 因子構造を得

た。各因子に高い因子負荷量を示した項目を参考に，

第Ⅰ因子は「教員の専門性向上への取り組み」，第Ⅱ

因子は「児童生徒の精神・認知機能とコミュニケー

ションへの取り組み」，第Ⅲ因子は「児童生徒の日常

生活課題と運動機能への取り組み」，第Ⅳ因子は「教

室での観察評価と振り返り」とそれぞれ命名した。な

お，下位尺度の信頼性を検討するため，因子ごとに，

Cronbach のα係数を算出したところ，α＝ .68 ～ .84
であった。因子分析結果，および各因子の記述統計量

とα係数を表 3 に示した。

3.4.　教員が役に立ったと感じた取り組み

　OT との取り組みが役に立ったと思うかに対し，と

ても役に立ったと回答した教員が 135 名 (56.2％ )，ま

あまあ役に立ったと回答した教員が 103 名 (42.9％ )，
あまり役に立たなかったが 2 名 (0.1％ ) だった。

　教員が役に立ったと感じた内容を児童生徒にとっ

て役に立ったこと（図 1）と教員にとって役に立った

こと（図 2）に分類した。多くの教員が役に立ったと

感じた内容は「児童生徒の問題点が理解できた (109
名 )」，「異なる時点で児童生徒を見ることができた (95
名 )」，「児童生徒への声かけや接し方の参考になった

(91 名 )」，「自分の関わりを見直すきっかけになった (84
名 )」であり，全てが教員にとって役に立った内容で

あった（図 2）。児童生徒にとって役に立ったと感じ

た内容には「児童生徒の身体運動機能が変化した (82
名 )」，「日常生活課題でできることが増えた (81 名 )」
であった。また，上記以外に 70 名以上の教員が役に

立ったと回答した内容は，「児童生徒を多方面から全

体的に見ることができた (77 名 )」，「児童生徒への課

題の提示方法の参考になった (76 名 )」であり，教員

にとって役に立った内容であった（図 2）。さらに，

表 2　回答者の背景情報，OT の認知度，連携の頻度（n = 240）

123
118
105
6

160
63
13
11
11

10.9 1 38 6
4.1 0 20 4

135 56.3%
66 27.5%
23 9.6

1 0.4
15 6.2

1 3 / 163 67.9
6 / 40 16.7

7 9 / 14 5.8
1 2 0.8

21 8.8
1 /2 3 81 33.8
1 /1 66 27.5
1 3 / 48 20.0
1 9 3.8

1 0.4
35 14.5
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多くの教員が役に立ったと感じなかった内容は「児童

生徒の変化を数値で示すことができた (3 名 )」，「児童

生徒の教室での問題行動が減った (11 名 )」だった ( 図

1)。

3.5.　教員が今後 OT に期待すること

　教員が OT に期待することに関する探索的因子分析

( 主因子分析，Promax 回転 ) の結果，因子数は，固有

値の格差，因子の解釈可能性を考慮して 4 因子が妥当

であると判断した。また，因子負荷量の絶対値が，全

表 3　教員と OT の連携による取り組み ( 下位尺度平均値 (M)，標準偏差 (SD)，α係数 )

(M=1.90, SD=0.66, =.81)
21 70.90.61.-67.
20 .75 -.03 -.10 -.08
22 10.-30.-40.27.
8 70.-01.91.75.
12 .57 .05 -.04 .12

(M=3.23, SD=0.85, =.84)
3 .02 .87 -.15 .05
2 -.03 .86 .04 -.07
4 .00 .69 .10 .03

(M=3.38, SD=0.66, =.68)
5 ( ) -.04 -.12 .86 -.02
11 .08 -.03 .56 .01
1 -.14 .22 .46 .08
6 30.-73.52.11.

(M=2.75, SD=1.12, =.77)
14 .00 .01 -.04 .89
13 .02 -.01 .06 .69

-
.31 -
.23 .42 -
.25 .29 .27 -

図１　OT との連携で役に立ったこと（児童生徒にとって）

0 20 40 60 80 100 120
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ての因子で .35 未満又は複数の因子で .35 以上の項目

は除外し，再度因子分析を行った。

　その結果，教員が OT に期待すること (23 項目 )（表 1）

では，1，12，18，19 の 4 項目が除外され，最終的に

19 項目 4 因子の構造を得た。各因子に高い因子負荷

量を示した項目を参考に，第Ⅰ因子は「教室での直接

表 4　教員が OT に期待すること ( 下位尺度平均値 (M)，標準偏差 (SD)，α係数 )

(M=3.97, SD=0.68, =.87)
5 .83 -.06 .09 -.27
4 .83 -.06 .05 -.19
8 .66 -.07 -.29 .29
6 .58 -.09 .21 .02
2 51.50.01.-65.
9 .52 .11 -.05 .19

3 .42 .08 .05 .26
7 .37 .25 -.02 .20

(M=4.01, SD=0.75, =.85)
15 -.07 .98 -.08 -.14
16 90.-30.98.30.-
14 .10 .55 .19 .05
13 -.05 .47 .14 .24

OT (M=3.66, SD=0.76, =.80)
21 21.-87.51.50.
23 .07 -.19 .71 .09
20 50.95.10.-40.
22 90.25.61.10.
17 OT -.09 .21 .50 .05

(M=4.19, SD=0.71, =.73)
11 -.12 -.14 .05 .93
10 .01 .00 .01 .64

-
.57 -
.54 .68 -
.70 .56 .47 -

図 2　OT との連携で役に立ったこと（教員にとって）

0 20 40 60 80 100 120
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的問題解決と評価」，第Ⅱ因子は「互いの専門性を尊

重した連携」，第Ⅲ因子は「OT の学校システムへの

理解と参加」，第Ⅳ因子は「児童生徒のニーズと問題

点の明確化」とそれぞれ命名した。なお，下位尺度の

信頼性を検討するため，因子ごとに，Cronbach のα

係数を算出したところ，α＝ .73 ～ .87 であった。因

子分析結果，および各因子の記述統計量とα係数を表

4 に示す。

3.6.　OT との連携に関する意見や感想（自由記述）

　67 名の教員が 104 の意見や感想を記載した。これ

らの意見や感想を類似した内容ごとにまとめてカテゴ

リー化した結果，1）連携から得られたこと，2）連携

の頻度や内容の充実，3）効果的な連携方法の提案， 4）

連携における OT の課題，といった 4 つのカテゴリー

に分類された（表 5）

　1）連携から得られたことには，「教員とは異なる視

点で客観的アドバイスを受けた」，「児童生徒の実態把

握ができた」，「自分の取り組みに裏付けや自信がつい

た」など，他職種である OT との連携から得られたメ

リットが含まれていた。また，2）連携の頻度や内容

の充実，および 3）効果的な連携方法の提案には，「1
回のみでなく，継続した関わりが必要」，「話し合いの

時間を確保する必要がある」など OT との連携頻度の

増加を望む意見や「PT，ST も含めたチームでの連携」，

「経過を追って関わり，生徒の変化を確認するとよい」

など，OT と教員がより効果的に連携するための提案

が示されていた。さらに，4）連携における OT の課

題には「OT の数や人材が不足している」，「OT によっ

て力量に差がある」，「OT の専門性が判りにくい」など，

教員と OT が連携するうえでの課題が示されていた。

４　考察

4.1.　特別支援学校における教員と OT の連携の現状

　作業療法白書 (2015) によると，全国 52,154 名の OT
会員のうち，特別支援学校に常勤で勤務する OT はわ

ずか 91 名 (0.2％ ) である 15)。また，中野ら 16) が行っ

た東海三県の特別支援学校 57 校 60 カ所に対する調査

( 回収率は 40.1％ ) では，教員の 96.3％が OT・PT と

いう言葉を知ってはいたが，OT と連携した経験があ

る教員は 6.6％だったと報告されている。本調査では，

広島県内の特別支援学校に勤務する教員 240 名中 239
名 (99.5%) が，特別支援学校において OT と連携した

経験があると回答していた。ただし，本調査の回収率

は 30% と低く，広島県全体の傾向を反映した結果と

は言えない。しかも，本調査の質問内容は，OT と共

に取り組んだ経験のない教員には答えにくい内容で

あったことから，回答が得られなかった 70% の教員

が OT と連携した経験がなかったとも考えられる。さ

らに，OT と連携した頻度で最も多かったのが１年間

に 1 ～ 3 回であり，週 1 回以上はわずか 2 名しかいな

かった。OT との連携に関する意見，感想には，「連

携回数を増やしてほしい」，「いつでも連携できる常勤

OT を配置してほしい」，「1 回のみでなく，継続した

関わりが必要」など，連携頻度の不足に関する意見が

表 5　自由回答の内容

OT

1

OT
OT
PT ST

OT
OT

OT

OT
OT

OT
OT
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みられている。以上の結果から，広島県では全ての特

別支援学校に特別非常勤講師として OT を配置する取

り組みが行われているにも関わらず，特別支援学校の

教員と OT の連携が進んでいない現状が明らかになっ

た。

4.2.　教員と OT の取り組みの効果

　Fairbairn ら 17) は，OT と働いた経験のある教員 143
名に対する郵送調査とインタビューから，学校等に関

わる OT は，障害児のための計画立案，道具の提案と

適応，児童生徒の評価とフォロー，教員への相談，学

校と地域や家庭との仲介を行っていたこと，そして，

全ての教員が OT を有用だと感じていたことを明らか

にした。また，教員が OT に希望することとして，障

害に関する知識の共有，OT による継続的なサポート，

教室内の問題解決への具体的な取り組みを挙げてい

た。本研究の結果を見ると，教員と OT は「教員の専

門性向上」，「児童生徒の精神・認知機能とコミュニケー

ション能力」，「児童生徒の日常生活課題と運動機能」，

「教室での観察評価と振り返り」に取り組んでおり，

これらのアプローチに対して「とても」と「まあまあ」

を併せて 238 名（99.1%）の教員が役に立ったと回答

していた。また，教員が役に立ったと感じた内容は，

多い順に「児童生徒の問題点を理解できた」，「異なる

視点で児童生徒を見ることができた」，「声かけや接し

方の参考になった」であり，OT との連携に関する意見，

感想には，「生徒の実態把握ができた」，「自分の取り

組みに裏付けや自信がついた」といった意見が含まれ

ていた。以上の結果は，Fairbairn らの研究結果と同様

に，OT は児童生徒への直接的なアプローチだけでな

く教員へのアプローチを行っていること，そして教員

の多くが OT との連携が教員にとって役に立ったと感

じていることを示している。

　現在，OT の多くは，特別非常勤講師，巡回相談員

として 1 年に数回の割合でしか学校に関わっていな

い。このような関わりの中で児童生徒一人一人に直接

アプローチし，児童生徒の変化を促すことには限界が

ある。OT は，児童生徒に大きく影響を与える教員に

アプローチすることを通して児童生徒の問題解決に取

り組もうとしており，教員もこのアプローチを役に

立ったと感じていた。

4.3.　特別支援学校における OT への期待と OT にで

きること

　学校における作業療法として，直接的介入，間接的

介入，コンサルテーションの 3 つの方法が提案されて

いる 18, 19)。直接的介入とは，対象児の心身機能や課題

遂行能力を向上させるために OT が対象児に直接個別

に関わる方法である。間接的介入とは，対象児に関わ

る教員や保護者に作業療法の専門知識や技術を伝える

方法である。コンサルテーションとは，対象児の問題

を解決するよう，対象児や周囲の関係者と OT が共に

考え，取り組む方法である。対象児や関係者と OT が

共に取り組むことから協働的コンサルテーションとも

呼ばれている。本研究の結果を見ると，教員は OT の

関わりが教員にとって役に立ったと感じる一方で，生

徒のニーズと問題点を明確化し，児童生徒が活動する

教室で評価し問題解決することや，OT が学校システ

ムを理解し，教員と OT が互いの専門性を尊重するこ

とを期待していた。また，OT の継続した関わり，話

し合いの時間確保を望む意見もみられている。

　学校版運動とプロセス技能評価（School version of 
the Assessment of Motor and Process Skills: 以下，スクー

ル AMPS）は，児童生徒の学校課題（例えば，鉛筆や

ペンで書く，絵を描く，色を塗る，はさみで切って貼

るなど）の遂行の質を評価するために，作業療法士が

開発した評価である 20)。対象児が，教員と他の児童生

徒と共に，教室で課題を行っている様子を OT が観察

評価し，児童生徒の問題点や長所を明らかにする。検

査室で行う評価とは違い，教員と児童生徒が教室で

学校課題を行っている様子を観察評価するため，教

員が評価結果を理解しやすい利点がある 21)。さらに，

Munkholm ら 22) は，スクール AMPS は学校生活に関

連する能力を直接評価するものであり，教室での児童

生徒の問題解決にとって有用な情報となることを示唆

している。また引野ら 23) は，通常学級に介入経験を

持つ OT へのインタビューから，学校での OT に必要

なことは適切な評価を実施すること，担任の児理解を

促進すること，担任が実行可能な視点を提案すること

だと提案している。

　以上より，学校で OT にできることは，児童生徒を

評価し，ニーズや問題点を明確にすること，そしてこ

れらの情報を基に教員と共により良い支援方法を協議

するなど，教員との協働的コンサルテーションを実施

することだと考える。そして，スクール AMPS は学

校で OT がより効果的な協働的コンサルテーションを

実施するための有用なツールの１つになるかもしれな

い。

4.4.　本研究の限界

　本研究の限界は，アンケートの回収率が 30％，有

効回答率が 20％と低かったことである。また，回答

者の 99.5% が OT と連携した経験があったと回答した

ことから，「取り組んだ内容」，「役に立ったこと」，「OT
に期待すること」に関する結果は，OT との連携経験

のある教員から得られたデータに基づく分析であった

と考えられる。今後，OT と連携した経験のない教員

を含む広島県全体の傾向を調査するためには，質問項

目の内容を工夫する必要があると考える。
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Abstract

The need for occupational therapists (OTs) in special needs education is increasing, but collaboration between school 
teachers and OTs is insuffi cient, and the role of OTs in special needs schools is unclear. The purpose of this research is to 
clarify the practice of OTs in special needs schools and the expectations of school teachers with regard to OTs. We sent 
a questionnaire to 1,200 teachers at special needs schools in Hiroshima Prefecture. Two hundred forty school teachers 
responded. More than 90% of teachers knew OTs, and about 70% of teachers collaborated with OTs only 1 to 3 times a 
year. There were two types of OT interventions in special needs schools: direct interventions for students and interventions 
for teachers. More than 90% of teachers responded that OTs were useful. Teachers expected them to clarify the needs and 
problems of students, to solve specific student problems in the classroom, to collaborate while respecting each other’s 
identity, and to understand the school system. OTs may be able to solve the problems of students in their classrooms by 
evaluating student occupational performance and sharing student information with teachers.

Key words: special needs school, school teachers, occupational therapists, collaboration


