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１．はじめに

　近年、施設内における虐待が社会問題として取り上げられているが、各種施設内における虐待に

関する公的な全国調査は行われていない。また、第三者評価が行われるなど施設の評価が行われるよ

うになってきているが、施設内の虐待を含めての不適切な対応についての実態は把握されていない。

　本年１月東大和市の特別養護老人ホームにおいて、認知症の女性入所者が施設職員から性的な暴

言を受けたことが明らかになり、「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」

（以下、高齢者虐待防止法と記す）施行後初の行政処分が行われた。その他にも介護施設での職員か

らの虐待が表面化していることから、厚生労働省は、９月より専門家によるプロジェクト委員会を

スタートし、初めての介護施設における虐待の全国調査を行うと発表した。家庭内における高齢者

虐待の全国調査(1)はすでに平成15年度に実施され、今年度は介護施設への全国調査が行われること

になった。

　８月には、埼玉県の児童養護施設において、職員による性的虐待や身体的虐待が行われたことが

発覚している。児童虐待防止法、高齢者虐待防止法が施行されているにもかかわらず、施設内で虐

待が起きている現状があり、障害者に関しての虐待防止法はなく、他の施設内虐待の公的な全国規

模の実態調査は実施されていない。

　福祉系実習に関連しての研究としては、平成13年に高齢者処遇研究会が教員に調査(2)を行ってい

る。高齢者の人権についての調査で、調査対象は介護福祉士養成校の「老人福祉論」を担当してい

る教員であるが、学生が見聞した高齢者分野47件、身体障害者分野16件の虐待等が報告されている(3)。

　本報告は、実習中に職員の利用者に対する不適切と思われる対応を見聞した学生の実施把握と、

実習室スタッフや巡回教員がどのように対応すべきかを検討するための基礎資料にするために、実

調査報告
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施した調査の報告である。

　調査によって①実習生の人権や虐待についての意識、②実習生が実習中に見聞した利用者への不

適切と思われる対応事例、③実習中に利用者への不適切と思われる対応を見聞した学生が、実習生

という立場でとった対処行動、④利用者への不適切と思われる対応を見聞した実習生の実習室ス

タッフ、実習の巡回教員への要望等を明らかにしている。

　本調査での「不適切な対応」とは、実習施設において「実習生が不適切と思った職員の利用者へ

の対応」であり、どのような状況下での対応なのかについては把握できないため、その対応が本当

に不適切であったかどうかは判断できない。あくまで、実習中に職員の利用者に対して不適切と思

われる対応を見聞した実習生が取った対処行動を把握し、今後の実習生へのサポートの基礎資料に

するための実態を把握することを目的としている。

　なお、研究倫理を遵守し、プライバシー保護には十分注意し調査を実施している。

２．調査方法

　調査対象：平成17年度に社会福祉現場実習を終了した都内４年生大学の学生

　調査方法：自己記入式（無記名）による質問紙調査　　＊実習先名も無記入

　調査機関：平成18年１月10日～ 31日

　回収数（回収率）：74（38.7％）

　なお、調査には、人権及び権利に十分配慮し、回答による不利益が生じないこと、回答は研究のみ

に使用すること、個人を特定できないように処理されることを明記して、無記名で回答を求めた。

３．調査結果

（１）実習生の不適切な対応に関する意識調査
　先行研究の調査項目・具体例や児童虐待防止法・高齢者虐待防止法等を参考に、不適切と思われ

る行為の質問30項目（表１）と、その他として自由記述欄を設けたアンケート調査を行った。　　

　「不適切な対応だと思う」の割合が、100%の質問項目はなかったが、90％台が最も多く10項目あり、

70%台と80%台が各6項目あった。しかし、60%台と50%台が各3項目、40%台も2項目あり、学生の不

適切な対応についての意識に格差があることがわかった。
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表１　実習生意識調査項目

１．職員が利用者をたたく 17．職員が成人利用者に対して幼児ことばを使う

２．職員が利用者をつねる 18．職員が成人利用者を子どものように扱う

３．職員が利用者を蹴る 19．職員が利用者に話しかけられても意図的に無視す
る

４．職員が無理矢理に食事を利用者の口に押し込む 20．職員が異性介助を行っている

５．職員が利用者をベッドに縛り付ける 21．職員がスキンシップとして不必要に利用者の体に
触る　

６．職員が利用者に車いすから立てないようにする 22．週２回より入浴回数が少ない

７．利用者が出歩かないように部屋に鍵を掛ける 23．利用者が要求するのに職員が水分を与えない

８．利用者の居室のドアを開け放したままにする 24．食事の時間になっても利用者に食事を与えない

９．職員がカーテンを閉めずに利用者のおむつを替
える

25．食事の量が少ない（ご飯のおかわりができない等）

10．入浴のとき利用者を裸のままで順番を待たせる 26．職員が利用者のご飯に薬を混ぜて食べさせる

11．職員が利用者を怒鳴る 27．オムツが定時交換である 

12．職員が利用者をののしる 28．職員が利用者の電話の内容をチェックする

13．職員が利用者に脅かすような言動をする 29．職員が利用者の郵便物の内容をチェックする

14．職員が利用者に聞こえるように悪口を言う 30．利用者から預かったお金を勝手に使う

15．職員が利用者の排泄の失敗を笑う 31.　その他：あなたが不適切な対応と思うことがあ
れば、具体的にお書きください。16．職員が成人利用者に対し○○ちゃんと呼ぶ

　　「不適切な対応だと思わない」と回答した学生が多かった質問は、「職員が利用者のご飯に薬を

混ぜて食べさせる」、「利用者が出歩かないように部屋に鍵を掛ける」、「スキンシップと称して不必

要に利用者の体に触る」などであった。「どちらともいえない」と回答した学生が多かった質問は、

「食事の量が少ない（ご飯のおかわりができない）」、「利用者の居室のドアを開け放したままにする」、

「職員が利用者のご飯に薬を混ぜて食べさせる」などであった。しかし、実習後に実施したアンケー

トであったため、実習先のイメージが強くなり配属された種別によっては質問内容の取り方に迷っ

たことも考えられる。「31．その他：あなたが不適切と思うことがあれば、具体的にお書きください」

の自由記述欄には、表２のような記述があった。
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表２　不適切な対応意識調査「その他」（自由記述）

＊声かけ、介助する人に偏りがある。

＊利用者の部屋に勝手に入る。

＊職員が利用者の腕を無理やりつかむ。

＊職員が利用者の意思を無視して、勝手に決めてしまう。

＊分からないからといって、利用者の目の前でケース記録や申し送りを記入する。

＊部屋が汚い。

＊手洗いが不十分。

＊新人や実習生に利用者の状態などの説明がない。

＊職員が部屋（事務所）に閉じこもってしまい、利用者と接しようとしない。

（２）実習生が感じた実習先での不適切と思われる対応についての調査（図１・図２）
   実習中に、実習生が感じた実習先での職員による利用者への不適切と思われる対応の有無を質問

したところ、「たまにあった」47.3%、「ときどきあった」13.5%、「日常的にあった」4.1%であり、

これらを加えると約６割を超える。　

　「たまにあった」、「ときどきあった」、「日常的にあった」を加えて施設種別で多かったのは、特別

養護老人ホーム、知的障害者更生施設、児童養護施設の順であった。しかし、この順はあくまで、

アンケートに回答した実習生の中での実習生が不適切と思われる対応を見聞した比率によることを

考慮する必要がある。

　実習生が不適切と思われると感じた対応内容の自由記述は、おおむね7つに分類にすることができ

た。図２に示したように「心理的な不適切と思われる対応」・「会話に関する不適切と思われる対応」

が24.0%、「利用者の呼び方に関する不適切と思われる対応」が20.0％であり、これらを加えると約7

割になる(4)。

　自由記述欄の内容の具体例を表３に示している。
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表３　実習中に不適切と思われた対応の具体的内容　（自由記述）

＜心理的な不適切と思われる対応＞
＊利用者を怒鳴る
＊利用者の要望を無視する
＊利用者に対して横暴な態度を取る
＊他の利用者がいるところでオムツ交換をする
＊窓際のカーテンを開けたままオムツ交換をする
＊利用者が不安になるような言葉を掛ける
＊常に忙しいと言う
＊ケース会議を利用者のいる前で行う
＊夜間徘徊する利用者に鈴を付ける
＜会話に関する不適切な対応＞
＊成人利用者に子ども（幼児）のような言葉遣いをする
＊認知症利用者に敬語を使わない
＊利用者に聞こえるような場所で、利用者や利用者の家族、職員等の悪口を言う
＊利用者に威圧的な言葉使いをする
＊利用者がいる前で実習生に本人の生活や家族の話をする
＊利用者に対してなれなれしい言葉使いをする
＜利用者の呼び方に関する不適切と思われる対応＞
＊利用者のことを「これ」と言う
＊成人利用者を○○ちゃんと呼ぶ
＊利用者の名前を呼び捨てにする
＊利用者をニックネームで呼ぶ
＊利用者を「お父さん」と呼ぶ
＜食事に関する不適切と思われる対応＞
＊出された食事を全部一つにして無理矢理利用者の口に入れる
＊職員の都合で利用者の食事と薬の順番を逆にする
＊寝ている利用者の顔を叩いて「寝ている場合じゃない」と言って起こして食事をさせる
＊ご飯のおかわりができない
＊利用者が熱いというコーヒーを無理矢理飲ませる
＜身体的な不適切と思われる対応＞
＊利用者の背中を押して早く進めようとする
＊車いすで寝ていた利用者に対して、思いきり車いすを揺らして起こす
＊意思伝達の困難な成人利用者を逆さまに持ち上げてプロレスの技を掛ける
＜性的な不適切と思われる内容＞
＊利用者と必要以上の身体接触をする
＊利用者に「かわいい」と言って抱きつく
＊利用者の入浴・排泄介助が異性介助である
＜その他＞
＊利用者より集団生活が優先される
＊外に散歩に行きたがっている利用者に窓に背を向けさせて興味をそらす
＊職員が事務所に引きこもり仕事をする



東洋大学社会学部紀要　第44-1号（2006年度）

58

（３）不適切と思われる対応を見聞したときの実習生の気持ちについて（図３）
　不適切と思われる対応を見聞したときの実習生の気持ち（複数回答）は、「驚いた」が31.7%、「悲

しかった」が22.2%、「動揺した」が12.7%の順に多く、何らかのマイナスの感情を抱いていることが

わかった。「何も感じなかった」と回答した学生は、3.2%に過ぎなかった。

（４）不適切と思われる対応を見聞したときに、最初に取った行動について（図４）
　不適切と思われる対応を見聞した実習生が取った行動で最も多かったのが、「実習中誰にも話さな

かった」の25.0%であった。次に「施設の実習担当者に質問」・「その他」が各20.8%であり、「実習ノー

トに記入」が14.6%であった。施設に対し何らかの方法で自分の気持ちを伝えた実習生は４割を超え

ていた。誰にも話さなかった25.0％の学生は、その理由を自由記述欄（表４）に記載していた。

表４　誰にも話さなかった理由（自由記述）

＊ 仕事の際に自分も同じことをしてしまっていたので意見することができなかった。

＊ 実習生として口に出せませんでした。実際に気にしている子どももいたのに、自分では子ども達に申し訳ないと思いながらも、忙しい先生方には言えませんでした。

＊ よくないことであると感じたが、話すまでもなく分かり切っていることだと思ったから。でも、実際は話すことが出来なかっただけ。
＊ 施設職員の批判になってしまうと思ったから。
＊ 他の職員にも言えなかったし、他の人に言っても解決されるとは思えなかったから。

＊ 利用者にそのような対応が常に行われているわけではなかったので、言い出すべきか迷ってしまい、誰にも話せなかった。
＊ 実習生という立場だったため、話しづらかった。
＊ 話すべきか悩んだ。
＊ その後すぐに担当先が変わり、そのことを忘れてしまっていた。
＊ 職員にとってはスキンシップだったかもしれない。見間違いだったかもしれないと思ったから。
＊ 施設批判になってしまうのではないかと思い、話すことができなかった。

　 「その他」についての自由記述を分類すると同時期に同施設で実習していた同大学の実習生、同

時期に同施設で実習していた他大学の実習生、「実習生と相談」とあるのみでどのような実習生か判
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断できない記述も含めてではあるが、「実習生と相談した」が41.7％を占めた。次に不適切だと思わ

れる対応をした職員や実習担当の職員以外の職員に相談した実習生が33.3％であった。書けること

を実習ノートや最終日のアンケートに書いた実習生が16.7％，不適切と思った対応を納得した実習

生が8.3％であった。

（５）実習生が最初に取った行動への施設及び教員の対応について

　不適切だと思われる対応をした職員に直接質問した実習生は、全員が回答を得て半数の学生は納

得していた。納得出来なかった学生の中には、実習後に実習ゼミ等で話をした学生もいた。実習担

当職員に質問した実習生は全員が回答を得て、その64.0%が納得していた。説明を受けても成人利用

者を○○ちゃんと呼ぶことに納得できなかった学生の中で、実習中自分は利用者○○さんと呼んだ

と記入していた学生もいた。他に説明を受けても納得できなかった学生は諦めたり、共感してもら

える他の職員に話していた。

　実習ノートに書いて回答をもらった学生は、全員が納得していた。巡回教員に話した学生は、納

得したかどうかにについては無回答であった。実習室に相談した学生はいなかった。

（６）不適切だと思われる対応を見聞したことの実習生本人への影響（図５・図６）

　不適切と思われる対応を見聞したことが、実習生本人に何らかの影響を与えたかという質問に、

64.6%の実習生が「影響した」と答えている。

　影響した内容の自由記述欄については、図６のようにおおむね7つに分類することができた。「自

分が不適切であると思った「同じ対応をしないように心がけた」が最も多く35.5%、次に「自分が不

適切だと思った「その不適切な対応や援助等について考えさせられた」が29.0%、福祉の「現場を知っ

た」が12.9%であった。しかし、「施設職員になりたくないと思った」という学生も6.5%いた。

　自由記述欄には、表５のような記述があった。
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表５　実習生に及ぼした影響の主な内容　（自由記述）

＜現場を知った＞
＊ 実際現場はこういうものなんだと実感した。
＊ いくら良い事を言っていても、現実はすべてがうまくいっているわけではないのだと思い知った。
＜その不適切な対応について考えさせられた＞
＊ 不適切な対応をすることなく、個人の人権を尊重するべきだと改めて学んだ。
＊ そのことについて深く考察するようになった。

＊
ニックネームで呼ぶことを、利用者が喜んでいる場合、望んでいる場合は、不適切な対応にはならないの
かと考えさせられた。

＊
不適切な行動は、職員本位の援助によって起きることであるため、利用者本位の援助をすることの重要性
を学んだ。また、施設全体の方針をはっきり示すことの重要性も学んだ。

＊ コミュニケーションや、援助者としてのあり方など、色々と考えさせられた。
＊ 自分の身のまわりにある人間関係について考えさせられた。
＊ 社会福祉の専門性とは何か考えさせられた。
＊ 現在でもその対応が不適切であったのかどうか考えている。
＊ 利用者の立場で客観的に状況を把握することが出来るようになった。
＜施設職員になりたくないと思った＞

＊
忙しい生活の中で徐々にそうなってしまうのかと諦めの気持ちが湧き、そうなってしまうのなら施設職員
になりたくないと思った。

＊
施設には、職員の不適切な対応があるのだなと施設に対するイメージが悪くなってしまった。正直、施設
では働きたくないと思ってしまった。

＜不安になった＞
＊ おかしいと思いつつ、施設に入ったら自分も流されてしまうような気がして怖かった。
＊ 残念であった。不安になった。
＜色々な考えがあることを知った＞

＊
担当職員からの話で、一概に”ちゃん付け”で呼ぶことが悪いとは言い切れない（知的障害を持つ利用者
にとって、あだ名で呼ばれる方が自己を確認できるなど）ということを聞いて、成人利用者に対する呼び
方・接し方は、それが必要なときもあるという考え方を持つようになった。

＊
自分では、「これは不適切な対応だ」と思っていた事でも、職員に話を聞いた時、その対応の理由に、納
得できる部分もあったため、一つのことに対する色々な考え、価値観を知ることが出来た。

＜同じ対応をしないように心がけた＞
＊ 利用者と接するときの自分の態度を改めて考えた。将来自分はどのような仕事をしたいかが見えた。
＊ その職員のような接し方は良くないと思い、自分がされたら嫌だと思う行為はしないように心がけた。
＊ 自分が現場で働くときは、利用者の悪口を言うような職員にはなりたくないと思った。
＊ 自分は決してこのような不適切な対応を行ってはならないと思った。
＊ 自分の言動、行動を見直し、考え直した。

＊
自分はそのような不適切な対応をしないように、実習中今まで以上に気を使いながら、利用者の方と接す
るように心がけた。
＜その他＞

＊
自分は利用者を尊重し、利用者のことを第一に考えた援助の出来るSWになりたいと思った。また、職員
の意識の低さを感じ、このような現状を打破しなければと思った。
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（７）実習室スタッフへの要望（自由記述）（図７）
　実習中に不適切と思われる対応

を見聞した時、実習室スタッフに

どのように対応してほしいかを記

入してもらった。自由記述欄をま

とめると、図７のようにおおむね

6分類にすることが出来た。

　「アドバイスがほしい・相談に

のってほしい」が35.4%、「施設へ

の何らかの働きかけをしてほしい」

24.4%、「話を聞いてほしい」15.9%

の順であった。「アドバイスがほし

い・相談にのってほしい」と「話を聞いてほしい」を加えると過半数を超えていた。実習を継続しな

がらの対応策を考える実習生が多いことがわかった。自由記述欄には、表６のような記述があった。

表６　実習室への要望（自由記述）

＜施設に何らかの働きかけをしてほしい＞
＊ 実習先に事実の確認をする。
＊ 実習後に実習先職員と話し合う。
＊ 施設長に話をする。
＊ 施設に何らかの注意をする。
＜アドバイスがほしい・相談に乗ってほしい＞
＊ 今後の実習指導をしてほしい。
＊ 少しでも気持ちが落ち着くように相談にのってほしい。
＊ 不適切であると感じた出来事をうまく職員に伝えられるようにアドバイスがほしい。
＊ 親身に相談に乗ってくれればよい。実習を続けられるように優しく諭してほしい。
＊ 実習生が、施設に対して言うべきかどうか教えてほしい。
＊ 施設に伝えて欲しいとは思わないが、相談に乗ってほしい。
＜話を聞いてほしい＞
＊ 話を聞くだけでよい。
＜特にない＞
＊ 実習期間中であれば何もしないでほしい。
＜その他＞
＊ 第三者機関への働きかけを行ってほしい。
＊ 実習生がたかが４週間で職員の対応を不適切と判断すること自体が不適切なので、実習生自身が様子を見
るべきだ。
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（８）巡回教員への要望（自由記述）（図８）
　実習中に不適切と思われる対応

を見聞した時、巡回教員にどのよ

うに対応してほしいかを記入して

もらった。自由記述欄をまとめる

とおおむね7つに分類できた（図

８）。「施設への何らかの働きかけ

をしてほしい」29.5%、「アドバイ

スがほしい・相談にのってほしい」

が33.3%、「話を聞いてほしい」9.0%

であった。　　　

　「アドバイスがほしい・相談にのっ

てほしい」と「話を聞いてほしい」を加えると４割を超え、実習室への要望と同様に、「施設への何

らかの働きかけをしてほしい」という要望を上回っていた。

　また、巡回教員から、実習生の相談内容を実習室に伝えてほしいという回答も5.1%あった。

　自由記述欄には、表７のような記述があった。

　
表７　巡回教員への主な要望内容（自由記述）

＜施設へ何らかの働きかけをしてほしい＞
＊ 実習担当職員と話をして、その不適切なところを指摘する。
＊ 施設に何らかの事を注意する。
＊ 面談の際にさりげなく取り上げて、実習担当者の考えを聞くきっかけを作る。
＜アドバイスがほしい・相談にのってほしい＞
＊ 相談にのるだけで、実習先には話さないでほしい。
＊ その後の実習をどのような気持ちで継続すればよいのか、アドバイスがほしい。
＊ 話を聞き、その場だけでも良いから自分を肯定してほしい。
＊ 不適切な対応についての質問を実習ノートに書きたいので、書き方の指導をしてほしい。
＊ 不適切な対応についての質問を職員にしたいので、質問の仕方を指導してほしい。
＜話を聞いてほしい＞
＊ 話を聞くだけでよい。
＜実習室に伝えてほしい＞
＊ 実習室スタッフに的確に伝える。
＊ 実習室に伝え、実習室スタッフで話し合い、明らかに不適切な対応であれば施設に報告する。
＜特にない＞
＊ 施設に不適切な対応を指摘してほしいが、実習生の立場があるので何もしてほしくない。
＊ 何も望みません。
＜その他＞
＊ 訪問の際、実習生が不適切な対応を話せる環境を作る。　　　　　　　　　　　　　
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４．考察

（１）実習生の不適切な対応に関する意識調査について
　一般論としての「不適切な対応」に関する30問の意識調査であったが、「不適切な対応だと思う」
と回答した実習生が80％を超えたのは半数の15問であった。４年制大学の社会福祉を学ぶ３・４年
生であるにもかかわらず、人権意識や虐待に関する意識が低い傾向にあることが示唆された。学生
は、人権や児童虐待防止法、高齢者虐待防止法の知識があっても、具体例のイメージと結びついて
いないのかもしれない。一般論としての質問であったが、実習後であったため学生は実習先をイメー
ジして考えてしまったために、的確に答えられなかったとも考えられる。質問内容・方法を検討す
る必要も否めないが、よりいっそうの人権問題、虐待問題についての教育の必要性が示唆された。

（２）実習生が見聞した職員による利用者への不適切と思われる対応と対処行動に関する
調査について

　ここで取り上げているのは、あくまで実習生が実習中に感じた職員の利用者に対する不適切と思

われる対応についてである。学生の自由記述の中には明らかに不適切と思われる対応の事例がある
が、その場の状況、利用者と職員の関係等を把握しない限り、判断がつかない事例も多かった。
　不適切な対応を見聞した学生がアンケートに記入したというバイアスも考えられるが、回収した
アンケートの６割を超える実習生が、不適切と思われる対応を見聞したことは事実であり、「驚い
た」、「悲しかった」、「動揺した」などのマイナスの感情を抱いたのも事実である。
　　不適切と思われる対応を見聞した学生の約3割が、その対応をした職員または実習担当職員に質
問し、全員が回答を得ている。実習ノートに書いた実習生を加えると約4割の学生が、何らかの方法
で実習先に対して意思表示をして、回答を得たほとんどの学生が納得していた。しかし、誰にも話
さなかった実習生が25.0%いるのは問題である。その中には実習生という立場で施設批判になること
を恐れて、実習先に言えなかった学生や、解決できないでその感情を実習後も抱えている学生もい
ると思われる。自由記述欄には、「施設職員になりたくないと思った」、「施設では働きたくないと思っ
た」の記述もあった。しかし、「影響がなかった」と答えている実習生も20%いることから、不適切
と思われる対応の内容や、影響の受け方が実習生によって異なるため、個別対応が重要であること
がわかった。
　実習室スタッフ、巡回教員への要望であるが、どちらも「アドバイスがほしい・相談にのってほ
しい」が、「施設に何らかの対応をしてほしい」を上回っている。実習室スタッフへの要望は、「ア
ドバイスがほしい・相談にのってほしい」と「話を聞いてほしい」を加えると過半数を超え、巡回
教員に対しての要望でも4割を超える。しかし、実際に回答した実習生の中に実習室へ相談した学生
はなく、巡回教員に相談した学生も少数であった。この原因を明らかにする必要があると思われる。
また、実習訪問時、職員がそばにいる事務室で学生と面接をすることがあるので、実習生が話しや
すい場所を設定することの必要性を感じた。



東洋大学社会学部紀要　第44-1号（2006年度）

64

５．おわりに

　この調査は、実習先の職員の利用者への対応で実習生がどのようなことを不適切と思い、どのよ

うな対処行動を起こしたのかを把握すること、実習室スタッフや巡回教員への要望を知り、今後の

実習教育に反映させることを目的として実施した。しかし、標本数が少ないのでこの調査結果を普

遍化することは難しい。対応時の状況や職員と利用者との関係が不明なため、実際に不適切な対応

であったか否かの判断は出来ない。また、利用者へ不適切な対応を行った職員個人の問題なのか、

施設全体の問題なのかについて判断することもできない等の問題点も多いことは否めない。しかし、

社会福祉士の実習生が実習先において、職員による利用者への不適切であると感じた対応があった

ことは事実である。

　本調査に於いて、実習生が不適切と思った対応、対処行動、行動の根拠になった考え方等を把握

することができた。また、不適切と思われる対応を見聞したことでショックを受けながら、本当に

不適切な対応なのかを考え、どのような対応をすべきであるかということについて、専門職として

の倫理と実習生という立場とのディレンマに陥って、誰にも話せなかった実習生の存在も明らかに

なった。

　不適切と思った対応について直接職員等に質問し、実習期間内に自分で解決出来た実習生もいる

が、利用者の人権を考えながらも施設批判と取られることに躊躇たり、質問後の職員との関係性を

気にして質問できなかった学生がいたこともわかった。実習中誰にも話せずに悩んでいた実習生が

いたことは把握できたが、実習終了後に取った行動については、今回の調査では明らかすることが

出来なかった。この誰にも話せなかった実習生に対しての何らかのサポートも必要である。

　現在、社会福祉現場実習の実習時間の増加が検討されているが、時間が増加すれば不適切と思わ

れる対応を見聞する学生も増加する可能性があり、実習室スタッフ、巡回教員による実習生へのサ

ポートがより重要になってくると考えられる。

　今後の課題として、実習中の実習室・巡回教員による実習生の情報の把握方法や、サポート体制

の検討が急務であると思われる。そのためには、本調査と同様な内容の社会福祉士養成校における

実習生対象の量的調査、相談された時の教員や実習室の対応に関する調査等を行い、問題をより明

確にする必要がある。

　施設において実習生が不適切と思う対応が早急になくなることが望ましいが、そのためにも実習

生が感じた施設における職員の利用者に対する不適切な対応に対して、大学としての対応について

考えることも、今後の大きな検討課題である。
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【Abstract】

The Treatments in the Institutions Regarded
As Inappropriate by Certified Student Social Workers

and Their Coping Behavior: Survey and Analysis

Nobuko SAKATA

　The purpose of this research paper is to grasp what kinds of treatment certified 
student social workers regarded as inappropriate, and what kinds of coping behavior 
they took when they encountered such inappropriate treatment, in the institutions 
where they had their training. 
　The survey shows that about 60% of the students witnessed some treatments that 
they considered inappropriate, and that this affected them in one way or another. In 
the survey these students expressed their specific concerns, as well as requests for 
improvement, which were addressed to their teachers and the staff.
　It is necessary to device and examine the ways to support students and to deak with 
the institutions in such situations. We must utilize the findings of the present study 
into the future practical training of the certified student social ｗorkers.


