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本学保健福祉学部共通科目（選択科目）であるケアマネジメントの授業で，最終課題としているケアプラン作
成過程において，多職種連携教育（IPE）の視点から小グループでのアクティブラーニング（AL）をとりいれた。
本研究では，その効果を主に学生の自己評価により分析した。学生は提示された事例について，グループワーク
によりケアプランを作成し発表した。評価はグループワークに対する自己評価および AL の効果に関する 10 項
目について，7 件法と自由記述の回答とした。その結果，学生はグループワークに向けて能動的に学習をすすめ，
積極的に情報交換をおこない，他職種からの新たな視点に気づくことで議論を深められたと評価をしていた。ま
た，AL の効果は，グループにおける貢献度と強く関連していることが示された。これらの結果より，AL は多
職種連携の有効性を認識すると同時に，IPE においても有効な方法であることが示された。

キーワード：アクティブラーニング（AL），ケアマネジメント，多職種連携教育（IPE），グループワーク
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１．はじめに
2014 年 8 月に中央教育審議会より出された『新た
な未来を築くための大学教育の質的転換に向けて』
（答
申）では，従来のような知識の伝達・注入を中心とし
た授業から脱却し，学生が主体的に問題を発見し解を
見いだしていく，能動的学修（アクティブラーニング）
への転換の必要性があげられている 1）。
一方，医療保健福祉の現場では，多職種連携実践
（Interprofessional Work：IPW）が重要視され，関連職
種を養成する教育機関には，この IPW を円滑に行う
ための能力の獲得が期待されており，多職種連携教育
（Interprofessional Education：IPE） の 取 り 組 み が す す
められている 2）3）。
本学保健福祉学部（以下，本学部）は，人間福祉学
科，コミュニケーション障害学科，理学療法学科，作
業療法学科，看護学科の 5 学科で構成されており，卒
業後はほとんどの学生が，各専門職として医療保健福
祉の現場に勤務する。つまり，卒業後間もなく，この
IPW を求められることになる。しかし，IPW による
支援や解決方法には絶対的な答えはなく，各専門職が
多様な観点から意見を述べ，一つの方向性を見いだし
ていくことが必要となる。そこで，IPE として，学生
が他学科の学生と意見を交わす経験を通して，IPW の
重要性と有効性を学ぶためには，アクティブラーニン
グ（以下，
AL）が効果的であるのではないかと考えた。
本稿では著者らが担当するケアマネジメントの授業
で，最終課題としているケアプラン作成過程において，
AL を取り入れ，その学習効果を学生の評価により検
証した。
ケアマネジメントとは，その本質は野中が示すよう
に「生活に困難をきたした人のニーズに基づいて，必
要な資源や支援をとりまとめて，計画案の提示もしく
は実際に支援を提供することで，対象となる人がより
良い状態になるようにかかわる実践活動である。
」4）
といえる。2000 年より施行されている介護保険制度
における，各種サービスは，介護サービス計画に基づ
いて提供される。この計画がケアプランであり，ケア
プランを作成するためには，利用者に関わる多職種者
の連携が重要となるのである。
そこで，このケアプランを作成する過程において
AL を導入したのであるが，AL という用語には明確
な定義がない。しかし，最も広義の定義としては，歴
史的な変遷をまとめた山内のいう ｢ 学生が活動に積極
的に従事していること」5）といえるであろう。さらに，
その内容は，AL を演習型授業とカテゴライズして文

2020

後者の ｢ 課題解決型 ｣ とは，「医学部系学部の問題解
決型学習 (PBL) に代表されるような，探求や広がりに
多様性はあっていいが，あらかじめ大まかな学習内容
が設定されていて，最後はそこに帰着するように考え
られた，いわゆるアウトカム型の学習」であるとされ
ている。そこで，本稿では，後者の ｢ 課題解決型 ｣ の
形態をとった AL を実施した。また，この AL を促進
するための方略としては，Bonwell らが，整理してい
るように 7），｢ 学生には聞いているだけの活動よりも
積極的に参加させる，高次思考過程（分析・統合・評価）
に関与させる，読解・議論・作文などの活動に従事さ
せることに重点おくこと ｣ に留意した。さらに，｢ 情
報の伝達よりも学生の能力開発や，学生が自身の態度
や価値を探索すること ｣ にも重点をおいてすすめた。

２．方法
2.1 授業内での AL によるケアプラン作成の位置づけ
AL を実施した，ケアマネジメントの授業は全 15 回
（30 時間）である。講義全体の構成は，
前半（1 ～ 7 回）
でケアマネジメントの概念，歴史や地域包括ケアとの
関連，対人援助職者としての基本的態度についての講
義をおこない，その後，多様な事例を通して，初回面
接から課題分析の方法などケアマネジメントの過程に
ついての講義をおこなった。後半（8 回以降）は，ケ
アマネジメントにおけるコミュニケーション障害の理
解と支援方法などに関する講義をおこなった後，各専
門職の専門性に関して，関連学科の学生にグループで
発表を行わせた。その後，まず練習事例に対するケア
プランの作成を小グループにわかれ，AL により取り
組ませた。その後，本稿で分析対象とする，課題事例
のケアプランの作成を練習事例と同一の小グループで
取り組ませ，発表させた。
2.2 実施内容
2.2.1 対象者
本科目の履修者は人間福祉学科，コミュニケーショ
ン障害学科，理学療法学科の学生で合計 15 名であっ
た。各グループ 3 名で，複数学科の学生で構成するよ
う配慮した A ～ E の 5 グループとした。
2.2.2 使用した事例と提示方法
事例は渡部律子著「基礎から学ぶ気づきの事例検討
会」8） に記載されている，「失語症があり意思伝達困
難な利用者の思いをどのように受けとめ，援助するか」
とした。
本事例の選択理由は，ケアマネジメントを行う際に
は，本人の思いなどを中心に据えることが重要である

献レビューをした結果より，｢ 課題探求型 ｣ と ｢ 課題
解決型 ｣ の 2 つに大別されることが示されている 6）。

が，本人が失語症などコミュニケーションに障害を抱
えている際には，どのようにすすめれば良いのかを考

｢ 課題探求型 ｣ とは，「主として自由テーマによる調べ
学習で，
いわゆるアウトプット型の学習」である。一方，

えさせるのに適した事例だと考えたからである。同時
に，コミュニケーションに障害のある人を抱える家族
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の思いを理解し，さらにはコミュニケーションに障害
があったとしても残存能力に気づき，それを生かす事

2.2.3 AL によるケアプラン作成に向け課題内容
事例に関する情報を記載した資料および事例検討会

で本人主体のマネジメントができる可能性に気づかせ
るためである。

のシナリオから得られた情報に基づいて，各グループ
でケアプラン作成に向け取り組ませた。グループワー

本事例は，本人（60 才代前半の夫）と主介護者の
妻は機能回復への意欲は高いが，妻が主導の生活であ
り，日常生活上で起こる身体的な変化や精神的なスト

ク中にさらに必要な情報があれば，筆頭著者に直接聞
くように指示をした。また，話し合いは，複数の学科
が集まる時間を確保することは難しいことが予測され

レスにより，妻はネガティブになっている。そこで，
ケアマネジャーが，失語症のある本人とどのようにコ

たため，なるべく授業時間内で検討できるよう時間を
確保した。

ミュニケーションを図り支援していけばよいのかの検
討を希望して，事例検討会に出した事例である。
学生にはまず，本人や家族の状況，利用している介

最終的な課題は，グループごとに介護保険で使用さ
れている ｢ 情報分析シート ｣，利用者及び家族の生活
に関する意向，総合的な援助方針などを記載する「居

護保険サービス，これまでの経過に関する情報を資料
として配布した。それらの情報を把握した上で，さら

宅サービス計画書（1）
」，生活全般の解決すべき課題
などを記載する「居宅サービス計画書（2）」
「週間サー
，

に必要と思われる情報を小グループで討議し発表させ
た。続いて，事例検討会のシナリオを，筆頭著者と学
生が読みあげる形で提示した。シナリオの読みあげは，

ビス計画表」を作成し，それらを提示しながら発表す
ることとした。なお発表時には，最終的なプランより，
そこに至るまでの検討内容や根拠を丁寧に述べるよう

事例を提出したケアマネジャーを筆頭著者が，検討会
のメンバーを学生全員がメンバーの読み上げをできる
ように交代させた。この検討会の内容を聞きながら，
読みあげ役以外の学生には，必要な情報をメモしてお
くように指示をした。

に指示をした。さらに，グループの発表後には質疑応
答の時間を設けることとした。
なお，全てのグループがケアプランを発表した後に，
著者 2 名からグループごとに，よく考えられていた点
や別の観点などについてのコメントをおこなった。

表１

質問項目とスケールの表記内容

㡯┠
␒ྕ

㉁ၥෆᐜ

㻝

๓Ꮫ⩦

㻞

䛔䛴䜒䛸ẚ㍑䛧䛯⮬Ꮫ⩦㛫

㻟

䜾䝹䞊䝥ෆ䛷䛾㈉⊩㻌㻌㻌㻌

㻠

Ⰻ䛔䜾䝹䞊䝥䝽䞊䜽䛜䛷䛝䛯䛛䚷㻔ྵ䠈ෆᐜ䛾グ㏙㻕

㻡

䜾䝹䞊䝥䛷䛾᪂䛯䛺Ⓨぢ䜔Ẽ䛵䛝䛜䛒䛳䛯䛛䚷㻔ྵ䠈ෆᐜ䛾グ㏙㻕

㻢

䛾䜾䝹䞊䝥䛾Ⓨ⾲䛻䜘䜛᪂䛯䛺Ẽ䛵䛝䛜䛒䛳䛯䛛

㻣

䜾䝹䞊䝥䝽䞊䜽䛾⤒㦂䛻䜘䜚䠈䛾䜾䝹䞊䝥䛾Ⓨ⾲ෆᐜ䛻ᑐ䛩䜛㛵ᚰ䛜㧗䜎䛳䛯䛛

㻤

䠘⥲ྜホ౯䠚䚷ᩍဨ䛜୍᪉ⓗ䛻ᩍᤵ䛩䜛᪉ἲ䛸ẚ㍑䛧䛶䠈Ꮫ⩦䛾⩦ᚓᛶ䛜㧗䛔䛸ᛮ䛖䛛

㻥

㻭㻸ᤵᴗᙧᘧ䛾㛗ᡤ䛸▷ᡤ䠄ᚋ䛾ᨵၿⅬ䠅䚷㻔⮬⏤グ㏙㻕

㻝㻜 ఱ䛷䜒Ẽ䛵䛔䛯Ⅼ䚷䠄⮬⏤グ㏙㻕
䠓௳ἲ䝇䜿䞊䝹⾲グ
㻨㡯┠䚷䠍㻪
䓒䒾䒾䒾䒾䒾䓲䒾䒾䒾䒾䒾䒾䓲䒾䒾䒾䒾䒾䒾䓲䒾䒾䒾䒾䒾䓲䒾䒾䒾䒾䒾䒾䓲䒾䒾䒾䒾䒾䓖㻌
䚷䚷༑ศ䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷㻌䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䛹䛱䜙䛸䜒䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷㻌㻌㻌㻌䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䛟
䚷䚷Ꮫ⩦䛧䛯䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷㻌㻌㻌䚷䚷䛔䛘䛺䛔䚷㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌䚷Ꮫ⩦䛧䛺䛛䛳䛯

㻨㡯┠䚷㻞㻪
䓒䒾䒾䒾䒾䒾䓲䒾䒾䒾䒾䒾䒾䓲䒾䒾䒾䒾䒾䒾䓲䒾䒾䒾䒾䒾䓲䒾䒾䒾䒾䒾䒾䓲䒾䒾䒾䒾䒾䓖㻌
䚷䚷䛛䛺䜚䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷㻌䚷䚷䚷䚷䛹䛱䜙䛸䜒䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䛟
䚷䚷ከ䛛䛳䛯㻌䚷䚷䚷㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷㻌㻌䚷䚷䛔䛘䛺䛔㻌㻌䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷ኚ䜟䜙䛺䛛䛳䛯㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌

㻨㡯┠䚷䠏㻪
䓒䒾䒾䒾䒾䒾䓲䒾䒾䒾䒾䒾䒾䓲䒾䒾䒾䒾䒾䒾䓲䒾䒾䒾䒾䒾䓲䒾䒾䒾䒾䒾䒾䓲䒾䒾䒾䒾䒾䓖㻌
䚷䚷䛛䛺䜚䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷㻌䚷䚷䚷䛹䛱䜙䛸䜒䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䛟
䚷䚷㈉⊩䛷䛝䛯䚷䚷䚷㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷㻌㻌䚷䚷䛔䛘䛺䛔㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷㈉⊩䛷䛝䛺䛛䛳䛯

㻨㡯┠䚷䠐䡚䠔㻪
䓒䒾䒾䒾䒾䒾䓲䒾䒾䒾䒾䒾䒾䓲䒾䒾䒾䒾䒾䒾䓲䒾䒾䒾䒾䒾䓲䒾䒾䒾䒾䒾䒾䓲䒾䒾䒾䒾䒾䓖㻌
䚷䚷䛛䛺䜚䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷㻌䚷䚷䚷䛹䛱䜙䛸䜒䚷䚷䚷㻌㻌㻌㻌㻌㻌䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䛟
䚷䚷䛭䛖ᛮ䛖䚷䚷㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䛔䛘䛺䛔㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䛭䛖ᛮ䜟䛺䛔

－ 75 －

人間と科学

県立広島大学保健福祉学部誌

20 (1)

73 － 82

2020

2.3 評価
2.3.1 AL に対する学生の評価

1 の ｢ 項目 1. 事前学習 ｣ では，「全く学習しなかった」
を 1 点，
「どちらともいえない」を 4 点，「十分学習し

課題事例のケアプラン発表終了後，各学生に本授業
での AL に対するアンケートを無記名で実施した（付

た」を 7 点というように点数に換算して扱い，点数が
高いほど評価が高かったことを示すように設定した。

録）
。内容は表 1 に示す 10 項目で，項目 1 から 7 まで
は AL に対する自己評価，項目 8 は講義形式の授業と
比較した習得性に関する総合評価とした。評価方法は，

評価は各項目の点数の分布，項目間の差および，総
合評価である項目 8 と他の項目間との相関を検討し
た。項目間の差はフリードマンの検定後，ウィルコク

項目 1 から 8 までを 7 件法で，質問 4（良いグループワー
ク）と項目 5（グループ内での発見・気づき）は，そ

スンの符号付順位検定で，項目間の相関はピアソンの
相関係数を用いた。検定には SPSS22.0 を使用し，統

の内容の記述欄も設けた。また，項目 9 では，AL の
長所と短所 ( 今後の改善点）について，項目 10 は気
づいたことの自由記述とした。

計的有意水準を 5％とした。
記述部分は，テキスト型（文章型）データ分析フリー
ソフトウェア KH Coder9） で大まかな分類後，さらに
類似した内容を整理して検討した。

2.3.2 学生同士のピア評価
学生のグループワークの様子を把握するために，ア
ンケートと同時に評価票を配布した。評価は 5 段階で，
項目はグループワークへの①出席（5. 全て出席 4. ま
れに欠席 3. 時々欠席 2. 欠席が多い 1. 全て欠席）
②遅刻・早退（5. なし 4. まれに 3. 時々 2. 多い
1. いつも） ③貢献度（5. 十分 4. 貢献した 3. あ
る程度 2. ほとんどしていない 1. 全く）について自
分以外の学生について評価をさせた。
2.3.3 ケアプランに対する教員の評価
各グループのケアプランの内容に関して，著者 2 名
で評価をおこなった。評価は 5 段階で平均を「3」とし，
その内容を「事例に関する情報収集から課題分析の過
程をふまえて，ほぼ適切なケアプランを作成できてい
る」レベルとした。評価は各自で評価表に記載した。
2.4 分析方法
AL に対する学生の評価は 7 件法で実施したが，表

学生のピア評価も 5 件法による評価であったため，
自己評価同様に点数化し，点数が高いほど評価が高
かったことを示すように設定した。
教員の評価は 2 者の評価を比較し，総合してケアマ
ネジメント力を評価した。
2.5 倫理的配慮
調査に関しては，その目的を口頭および紙面で伝え，
同意についてはアンケート用紙に同意の有無を記載す
る項目を設けた。また，調査の同意の有無により不利
益を受けないこと，結果の公表時には個人は特定され
ないことを説明した。

３．結果
3.1 AL に対する学生の評価
回収率は 100％であり，全て有効回答でデータ使用
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に関する同意が示されていた。
7 件法による評価は図に示す通り，項目 1，2，3，8

3）。
｢ 項目 4．良いグループワーク ｣ に関しては，14 名

に評価段階「4. どちらともいえない」が 1 名あった
が，他の項目は全て評価 5 以上と全般的に高い評価で

14 項目の記述があり，
「意見交換により深く考えるこ
とが出来た」
（10 名）が多く，さらに「他職種の理解

あった。特に，グループ内での発見・気づき（項目 5），
他のグループからの発見・気づき（項目 6）では，全
員が評価を 7 か 6 としており非常に高い評価であった。

を深め情報共有できた」
（4 名）であった。また ｢ 項
目 5. グループ内での発見・気づき ｣ では，13 名 15
項目の記述があり，
「他職種からの違った視点を学べ

さらに平均の差を統計的にみると，項目間に有意な
差がみられ（フリードマン検定，p<.01）
，他のグルー

た」
（10 名）が最も多く，続いて「思いつかなかった
観点・視点を発見できた」
（4 名）であった。｢ 項目 9.
AL の長所 ｣ としては 13 名 18 項目の記述があり「様々

プからの発見・気づき（項目 6）が他の全ての項目と
有意な差がみられた（対応のある t 検定，p<.05）
。
以上の結果より，ケアプラン作成に向けたグループ
ワークは，新たな発見や気づきがあり，他のグループ
の発表を聞くことにより，さらなる気づきがあったこ
とが示された。
次に総合評価である項目 8 と他の項目との関係をみ
ると（表 2）
，グループ内での貢献（項目 3）と非常に
強い相関がみられた。また，統計的には有意ではない
が，他のグループからの発見・気づき（項目 6），良
いグループワーク（項目 4），他のグループの発表へ
の関心（項目 7）の順にやや弱い相関がみられた。
以上の結果より，AL による学習の効果を従来の講
義型の授業よりも習得度が高いと評価した学生は，グ
ループ内で貢献したと感じていることが示された。ま
た，自分のグループが良いグループワークができたと
感じ，他のグループの発表にも関心をもち，そこから
新たな気づきを得られと感じていたことも示唆され
た。
次に，
評価に関する具体的な記述内容をみていく（表

表２

な考え方を発見できる」
（5 名）と「学習に対する能
動性が高まる」（4 名）が多く，
「考えを出し合う中で
協調性がうまれる」
（2 名）というものもあった。「様々
な考え方を発見できる」の中には，
「意見を共有しバ
イザー（教員）とピア（学生）からのフィードバッ
クを受けられる」（1 名）という記述もあった。｢ その
他 ｣ の中には「チーム医療に役立てることができそう」
（1 名）という記述もみられた。 一方，｢ 項目 9. AL
の短所（今後の改善点）｣ としては，4 名 10 項目の記
述があり，知識が少ないため，資料や調べ方がわかれ
ばよかった，資料作成時に具体的見本がない場合，自
主的に作るのが難しかったなど「自主学習の進め方」
（4
名）があげられた。また，授業時間外で他学科の学生
との時間調整が難しいといった「時間確保の問題」
（3
名）や，履修学生の所属学科に偏りがあったため「職
種数の問題」
（2 名）が今後の改善点として示された。
さらに 1 名であったが，「一人の失態がグループに影
響する」といった「責任」に関する記述もみられた。
以上の記述内容からは，グループワークにより特に

AL に対する自己評価の総合評価（項目 8） と各項目の相関
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他職種の視点を知ることで，新たな発見や違った観点
から，考えを深めることができると感じた学生が多

14 名は「5．なし」
，貢献度では 3 名が「4. 貢献した」
で 12 名は「5. 十分（貢献した）」と評価されていた。

かったといえる。また，学習に対する能動性が高ま
る，意見を出し合うことで協調性が高まる，発表に対

この結果より，履修学生は客観的にみても概ねグルー
プワークに積極的に参加し，意見も出せていたことが

して教員や学生からフィードバックを受けることがで
きる，という意見は興味深い結果である。一方，今後
の課題として，他学科の学生とは授業時間外では集ま

うかがえた。
3.3 ケアプランに対する教員の評価
ケアプランの内容に関する 5 段階評価の結果を表 4

るための時間調整が難しいことや，一人にかかる責任
が大きいこと，自主学習の進め方がわからないといっ

に示す。両者の評価はほぼ一致しており，概ねどのグ
ループもケアプラン作成に向け，基本的なプロセスを

たことへの対応があげられた。
3.2 学生同士のピア評価
同じグループの学生に対するピア評価も，回収率

理解し，必要とされる最低限のケアマネジメント力を
習得できたと考えられた。

は 100％で全て有効回答であった。出席状況は全員が
「5. 全て出席」
，遅刻・早退は 1 名のみ「4. まれに」で

表３

白澤はケアマネジメントの特徴をアメリカのソー
シャルワーカー，ケアマネジャー，看護協会といった

AL に対する評価の記述内容
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表４

４．考察

職能団体のケアマネジメントの定義から整理してい
る 10）。そのなかで，利用者の保健医療，社会福祉サー
ビス，教育，雇用などのニーズを充足すべく，オプショ
ンやサービスを調整すること，チームワークでもって
協働で対応することをあげている。
本研究ではケアプラン作成過程に AL を取り入れ，
IPE に対する AL の効果を主に学生自身の自己評価に
より分析した。その結果，学生はグループワークに積
極的に参加し，多職種への理解を深めると同時に，新
たな気づきを経験したことが示されていた。このこ
とより，AL によるケアプランの作成は，チームワー
クで協働することの重要性に気づく有効な学習形態で
あったと考える。
また，AL の効果に対する総合評価は，｢ グループ
内での貢献度 ｣ の自覚との強い相関があり，｢ 良いグ
ループワーク ｣ と，｢ 他のグループの発表への関心や
気づき ｣ とも相関が示された。また，｢ 良いグループ
ワーク ｣ や ｢ グループ内での発見・気づき ｣ に関する
記述からは，十分に意見を出し合う事ができ，他職種
からの新たな視点などの情報を共有することで，他職
種の専門性に対する理解と討議を深めたことが推測で
きた。これらは，ピア評価の ｢ 貢献 ｣ に関する評価も
高かったことから，客観的にみても学生が協働してい

ケアプランに対する担当教員の評価
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記載はしていないが多くの学生が感じていたことでは
ないかと推測される。
先行研究でも AL の課題の一つとして，授業外学習
の場の設置 2）13） や受講者同士の交流がもてる工夫が
あげられ，それには大学が主導して整備をしなければ
実現しないことが指摘されている 13）。場の設置にお
いては，本学部ではラーニングコモンズも設けられて

る。そのことが，他のグループの発表に対しても関心
が高まり，新たな気づきにもつながっていったことが

おり一定の対応はされていると思われる。一方，本学
部は，国家試験の受験を前提とする専門職養成課程で

示唆される。これらの効果は ｢ 課題解決型 ｣ の AL で，
対象とする事例を統一したことや，グループが 3 名と
少人数であったこともあげられると考える。

あるため必須科目も多く，学外実習期間もあり，全学
部の学生が一同に集まる時間の調整はかなり困難な状
況であるといえる。そこで本学部では，チームアプロー

さらに，教員によるケアプランに対する評価の結果，
最低限のケアマネジメント力の習得が示されたことか

チの実践力を養うことを目的に，全学部共通の必修科
目として，1 年次に「チーム医療福祉」4 年次に「チー

らも，良いチームワークによる協働が一定の成果に結
びついたこともうかがえる。
従来の講義中心のクラスと AL クラスとを比較した

ム医療福祉演習」が設定されており，5 学科混合で 10
人程度の小グループで事例の検討や発表などを実施し
ている。毎年，4 年次の「チーム医療福祉演習」の感

先行研究でも，AL クラスでは動機づけが高く，授業
外学習が促進されたことがあげられている 11）12）。そ

想には，他学科のことをはじめて詳しく知ったことや，
IPW の重要性や有効性を実感したことが多く記載さ
れている。そのことを考えると，3 年次に学部共通選
択科目として開講されている本科目の意義を，全学科
の学生に認知されるような働きかけが課題であると考

のことから，授業内容への高い関心が授業外学習への
動機付け効果をもつこと 11），学生同士の議論や発表
などのアウトプットが重視される学習プロセスが，自
学自習の動機づけを維持した可能性 12）としてあげら
れている。本研究でも同様の動機づけと自主学習の促
進関係が考えられると同時に，他学科の学生と情報交
換を重ねたことで，さらに学習の動機づけが高まった
ことが推測できる。
また，本研究ではグループにより所属学科の構成が
違っていたが，AL に対しては全体的に高い評価であ
り，教員によるケアプランに対する評価にも明らかな
差はみられなかった。さらに，他のグループの発表か
ら新たな気づきがあったという評価も高く，これらの

考える。
さらに，
「AL の短所と今後の改善点」として，責
任を感じる点や自主学習の進め方があげられていた。
このことより，学生は自主学習に取り組んではいたが，

結果より，全体の発表と質疑応答の時間を設けたこと
が，グループ内の構成に関係なく，AL によるケアマ
ネジメント力の習得に結びついたと考えられる。さら
に，記述内容にみられるように，AL による成果につ

学習方法を模索しながらすすめていたことや，負担に
感じていた可能性がある。これらのことは，学習する
上では必要な点ではあるが，一方で自ら学習を進めよ
うという時に，目標と見通しがあったとしても，計画

いては，教員や学生から，具体的にコメントをするこ
とも重要であると考える。医療系学部で IPE に取り組

を遂行するための具体的なスキルがなければ学習はす

んだ研究では，今後の課題の一つに教員自身が相互に
協力し合う経験を通して，IPE に対する教育力を高め
ていくことの重要性を挙げている。その点では，担当
教員は医療・福祉の現場で専門職として勤務していた
経験に基づき，ある程度現場の状況も踏まえたコメン
トなどが可能であった。このことも，AL を実施した
後であったからこそ，評価されたと考える。
今後の課題としては，グループワークの時間の確保

える。
また，選択科目である本科目を履修した学生は，ケ
アマネジメントに対する関心や学習意欲が高い学生で
あったといえる。そのことからも今後は，AL の課題
として，辻らも指摘しているように学習者の学習スタ
イルや動機づけによる影響の検証も必要である 12）と

すまないことや，PBL 教育導入に向けて，学生のレ
ジネス（準備状態）を把握することの必要性が指摘さ
れている 13）。この点と 3 年次であることを考慮すると，
ある程度の学習方法やグループワークの進め方をモデ
ルとして示す必要があるのかもしれない。ケアマネジ
メント力の習得については，ケアマネンジメントの導
入部分を経験したのみであり，今後は本来のケアマネ
ジメント実践力の獲得に向けて，より多職種で時間を
かけた深い検討も必要であろう。

や履修学生の学科の偏りの是正，さらには自主学習や
まとめ方に対する助言があげられる。また，1 名では
あるが，自分の専門領域に関する責任をあげていた。
これは，今回のグループは 3 名と少ない人数であり，

５．結論
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基礎教育課程における専門職連携教育の取り組
み－看護学部，薬学部，医学部必修教育プログラ
ムの開発と実施－．千葉大学看護学部紀要，30:
49-55，2008

アプラン作成過程において小グループでのグループ
ワークを主とする AL を取り入れ，IPE に対する AL
の効果を主に学生の自己評価より分析した。その結
果，学生はグループワークに向けて能動的に学習をす
すめ，討議では積極的な情報交換により，他職種から
の新たな視点に気づくことで議論を深めていた。さら
に他のグループの発表にも関心が高まり，新たな気づ
きもあったことが示された。これらの結果より，学生
は多職種連携の重要性・有効性をグループワークをと
おして認識しており，AL による取り組みの効果が示
された。また，AL の効果の認識は，学生自身のグルー
プ内での貢献度と強く関連しており，他のグループの
発表内容への関心や気づきとも関連していることが示
された。これは，同一の事例について討議し発表させ
たことが，他のグループの発表に対する関心につな
がったと示唆された。
今後の課題としては，異なる学科の学生同士が授業
時間外で討議できる時間を確保する方法，グループ
ワークや自主学習の進め方のモデルを示すこと，本科
目の意義の認知度の向上にむけた検討があげられた。
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Abstract
We implemented Active Learning (AL) focused on Interprofessional Education (IPE) to learn about care management in
a care management education class. It was one of the elective classes in the Faculty of Health and Welfare at the Prefectural
University of Hiroshima. The purpose of this study is to evaluate the effectiveness of AL for IPE. We analyzed it from the
results of students’ self-evaluations. Fifteen students participated in the class and were divided into groups of three. Each
group discussed a model case in order to make a care plan for the case and presented their care plans in the class. After
the presentations, students answered a questionnaire which was comprised of ten items with a seven-grade scale and open
answer sections. The results indicated that students actively prepared for a group discussion and learned about some new
viewpoints from other professional students. Furthermore, it was suggested that the effectiveness of AL correlates with
students’ positive attitude in the group discussion. These results suggest that AL is effective in recognizing the importance of
IPE.

Key words: Active Learning (AL), care management, group discussion, Interprofessional Education (IPE)
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