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人間作業モデルへのいざない
Renée R. Taylor and Gary Kielhofner（没後出版）
山田 孝・訳

期待される学習成果
本章を読み終えると，読者は以下のことができる．
❶ 人間作業モデル（MOHO）の 4 つの構成要素をあげ，定義すること．
❷ あなたの日常生活や実践の中から，MOHO の例をあげること．
❸ 作業療法の実践を前進させるビジョンを特徴づける MOHO の 7 つの要素を定義すること．
❹ 作業療法実践における MOHO の使用の範囲を述べること．
❺ 作業療法における MOHO に対するキールホフナーの展望を理解すること．

MOHO の問題解決者：アリシアさん
町の広場の中央の見晴らし台に上品なブナ材で作られたピアノが置かれていますが，誰も座っていません．
純真で元気のよい赤毛の子どもがピアノに駈け寄ってきて，硬くぎこちない音で何曲か演奏しています．その
曲は，流行しているミュージカルのフローズン（Frozen：アナと雪の女王）の中の歌のようです．女児の演
奏はアリシアさんの耳をとらえました．彼女は 60 代後半の身だしなみに欠ける女性で，買い物からグループ
ホームへと戻るために地域生活センターのバンを待つために，一人ぼっちで街灯のそばに立っています．アリ
シアさんはかってはコンサートのピアニストであり音楽の教師でしたが，10 年以上もピアノに触れることは

ピアノを演奏しているアリシアさん
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ありませんでした．彼女は，軽い脳卒中後の中等度の脳損傷により，実行機能と気分の安定に恒久的な影響を
受けていました．10 年前の損傷の時，作業療法士はパーソナル・コンピュータでのシミュレーション訓練に
より，彼女にピアノを再び弾かせようとしました．しかし，アリシアさんは訓練に動機づけられていなかった
ために，その時は作業療法士の努力はあまりに人為的であるということで失敗しました．
アリシアさんは買い物からグループホームに戻ると，自分が地階のピアノの前に座るように強いられている
ように感じました．彼女は，耳で聴いたフローズンに基づき何曲かを演奏し始めました．その施設の作業療法
士は，彼女がフローズンの曲を弾いていることに気づきました．その翌日，フローズンの全曲のサウンドト
ラック版が，アリシアさんのメールボックスに届きました．それは作業療法士からの贈り物でした．それから
作業療法士は，アリシアさんが弾いているのを聞くためにしっかりと聞き耳をたてました．アリシアさんは練
習するにつれて，精神は完全に 1 つにまとまり，ほかの日常生活活動の間には観察されないようなやり方で集
中するようになりました．ほどなく，アリシアさんの同居者たちは，彼女の練習場面に集まり始めました．彼
らがそこにいることを知って，彼女はすぐに，そして，習慣的に練習を始めました．アリシアさんは仲間から
のこれまでとは違ったレベルの尊敬が生まれていると感じており，そして，ホームの新しい入居者は彼女を
「音楽家」とすら呼ぶようになりました．
2 カ月半後に，アリシアさんは町の広場に来て，ピアノの前に座り，記憶だけでフローズンのすべてのサウ
ンドトラック版を見事に演奏しました．多くの人たちが集まり，この女性の音楽の才能に驚き，誉め称えまし
た．アリシアさんは，音楽家としての作業同一性を徐々に再獲得していきました．

このシナリオは，キールホフナーの人間作業モデル

なわち，公共の場で，ピアノでフローズンの曲を弾い

（Model of Human Occupation；MOHO, Kiehof-

ている赤毛の子ども）という説得力のある役割を強調

ner, 2009）の例を描いている．具体的には，それは，

している．

内面化された役割を再び呼び起こし，胸に秘めてきた

MOHO は，人々が作業を遂行するためにどのよう

興味と価値を持つ活動を行うためのクライアントの動

に動機づけられ（意志），時間とともにそれらの遂行

機づけに影響する中で，社会的および物理的環境（す

をどのように繰り返す（習慣化）のかを説明する．作

意志

習慣化

MOHO

遂行能力

環境

図 1-1

人間作業モデルの 4 つの要素
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業が繰り返されると，その人の能力（遂行能力）に関

業療法士であり，研究者であったギャリー・キールホ

する作業療法士の客観的評価が変化するように，その

フナー（Gary Kielhofner, 1949-2010）で，彼の仕

人の自分の能力に関する主観的認識も変化する．この

事は作業療法の実践，教育，研究に対して世界的に高

すべての過程は作業従事を促進する社会的および物理

い影響を維持し続けることであった．ベトナム戦争で

的な文脈（環境）の中で展開していく．

の戦闘の結果，脊髄損傷になった米軍退役兵士たちと

簡単に言うと，MOHO はこれらの 4 つの要素（意

創設者の関係から直接的に生まれた MOHO は，今日

志，習慣化，遂行能力，環境）を持ち，それらの間の

では作業療法分野の典型的な基礎であり続けている．

ダイナミックで相互的な交流の結果として，人がどの

MOHO は，根拠に基づく概念的実践モデルで，

ように作業に就くかを説明する．MOHO は，障害を

人々が重度の障害にどのように適応し，自分の生活を

もつ人が作業に就くためにどのように動機づけられる

することに満足し，意味のあるやり方を再び発見する

のか，作業を支援するために習慣と役割がどのように

ことを説明する．このモデルの最初の概念は，3 人の

形づくられるのか，そして，能力の自己認識がどのよ

実践家による一連の 4 つの論文として発表された

うに発達し，作業療法士の意見のような客観的評価を

（Kielhofner, 1980a, 1980b；Kielhofner & Burke,

明確に表現するのかといったことを説明する．これら

1989；Kielhofner, Burke, & Heard, 1980）
．ギャ

の要素は，相互に，そして，環境的文脈の中で，相乗

リー・キールホフナー博士は，最終的にはこのモデル

効果を生み出して交流するが，理想的には，環境的文

を作業療法実践家と教育者にとって重要であり，直接

脈には物理的および社会的に促進するものを含む（図

的であり，そして，現代的な指針とするために，40

1-1）．

年間にわたり，これらの概念を広げ，洗練し，研究し

MOHO の中心となった創設者であり開発者は，作

てきた．
その時から，世界中の数えきれない数の実践家と研
究者が，MOHO の諸概念の実践への適用を強化し，
拡大してきたし，今日でもなおそのようにし続けてい
る．これらの人々は，広範囲の治療範囲にまたがる査
読付きの研究論文を発表するなど，大きな発展を図っ
ており，広範囲の証拠に根ざした実践に貢献してい
る．本書は，事例に基づくアプローチを用いて，この
モデルの理論の概要と，このモデルを用いた根拠に基
づく評価と治療に関する最新の情報とを提供する．
多くの研究は，MOHO はアメリカ合衆国で，また
国際的にみて，作業療法の実践で，作業に焦点を当て
たモデルとして最も広く使われていることを示してい
る（Haglund, Ekbladh, Thorell, & Hallberg,
2000；Law & McColl, 1989；National Board for
Certification in Occupational Therapy, 2004）
．
作業に焦点を当てたモデルとは，機能障害の治療に特
に焦点を当てるのではなく，変化のメカニズムとして
クライアントの作業への従事と参加に焦点を当てた作
業療法のアプローチと定義される．アメリカ合衆国で

ギャリー・キールホフナー博士

は，最近，作業療法士に対するランダムサンプリング

6

第Ⅰ部

人間作業の説明

による全国調査（Taylor & Lee, 2009）で，作業療

出版物は，今では 20 以上の言語で利用できる．しか

法士の 76％以上が自分の実践に MOHO を使ってい

し，最も重要なことは，今や世界中の作業療法士たち

るとしていた．これらの作業療法士は，MOHO が自

が，MOHO の開発に重要な貢献をしており，そのた

分の作業療法の見方と合致しており，また，自分のク

めにその概念と応用はますます多重的な見方を反映し

ライアントのニーズを反映しているために，MOHO

ているということである．

を選んだことを示した．さらに，これらの作業療法士
のほとんどがその経験から，MOHO が以下のような
ものであることを示していた．
•作業に焦点を当てた実践を支援してくれる．
•クライアントのニーズに優先順位をつけるよう作
業療法士を援助してくれる．

実践指向性
MOHO は毎日，世界中の病院，クリニック，在宅
ケア場面，老人保健施設，グループホーム，学校，そ
の他の数えきれない場面で広く用いられている．作業

•クライアントの全体論的見方を提供してくれる．

療法士が MOHO の概念を用いる時，自分がサービス

•クライアント中心のアプローチを提供してくれ

を提供している特定のクライアントやクライアントた

る．
•治療目標を作り出す強力な基礎を提供してくれ
る．

ちにその概念を結びつける必要がある．作業療法士に
この結びつきを支援するために，MOHO は広範囲に
わたる情報（評価法，事例，介入のプロトコール，プ

•介入の正当性を提供してくれる．

ログラム）を提供している．さらに，MOHO の開発

実践家のこうした見方は，過去 40 年にわたって

の根底をなす重要な点は，それが日常の実践という真

MOHO の開発を導いてきた目的の多くと一致する．

の世界の状況に根ざしていることを確実にしていると

MOHO に対するキールホフナーの展望は，作業に焦

いうことである（Forsyth, Summerfield-Mann, &

点を当て，クライアント中心であり，全体論的で，証

Kielhofner, 2005；Kielhofner, 2005a）
．このよう

拠に基づき，他の作業療法のモデルや学際的理論に基

に，実践家と消費者が実践に根ざしており，また，

づく実践を補完することによって，世界中の実践を支

サービスを受けている人々に関連するものであるとい

援してきた． 以下にこれらを検討する．

うことを確実にするために，このモデルは，研究と開
発に努力を尽くすことを特に強調している．

多国籍的で多重文化的であること
MOHO は，世界中の作業療法士により，批判，推

作業への焦点

敲，適用，経験的検証などの多くの注目を浴びてい

一連の症状や機能障害の改善に焦点を当てたモデル

る．異なる文化や異なる国々という条件にあてはめて

と介入とは違って，MOHO は現代のモデルの中で最

MOHO を検証するという試みは，文化の違いや国境

初に，作業への焦点を明確に表明したモデルであっ

を越えるために，その理論的議論や応用技術をどのよ

た．実践においては，このことは，実践家がクライア

うに開発すれば良いのかということに関する極めて貴

ントの興味，毎日の習慣，特定の作業の実際の遂行に

重なフィードバックを提供してくれた．MOHO はそ

光を当ててクライアントを理解することに焦点を当て

れぞれのクライアントの個別性と文化的背景を尊重し

た慎重な努力をすることを意味する．医学的な環境の

ており，また，多くの MOHO の評価はクライアント

中でクライアントの運動の生体運動学を分析したり，

に特有な文化という見方をしている．MOHO の全世

脳の機能レベルを決定するために標準化された認知の

界での応用の成功は，広範囲にわたって適切であるこ

評価を実施したりすることだけに集中することではな

とを示している．例えば，MOHO に基づく評価法と

く，MOHO の作業療法士は意味のある活動へのクラ
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イアントの従事を検討する．つまり，MOHO はこの

ア，親，真面目な趣味人，アマチュアとして携わる活

焦点と関連する以下の 3 つの実践上の関心事に取り組

動を含んでいる．

んでいる．
•作業がどのように動機づけられ，毎日の生活のパ
ターンの中へと組み立てられ，そして，環境とい
う文脈の中で遂行されるのか．

クライアント中心の実践
MOHO の用語では，クライアント中心の実践家で

•作業上の問題を作り出す機能障害，疾病，その他

あるということは，作業療法士がクライアントと自分

の要因に直面した時に，これらには何が起こるの

との交流の中で，クライアントの当面のニーズ，展

か．

望，経験の理解を促進する疑問を観察し，また適切な

•作業療法は，人々を意味と満足とをもたらす作業

時にはクライアントに疑問を尋ねることを意味する．

に，また，身体的および精神的に良好な状態を支

作業療法にクライアント中心という概念が出現する以

援する作業に，どのように就かせることができる

前から，MOHO は，作業療法の中にクライアントの

のか．

見方と希望とを取り入れることの重要性を強調してい
た．このように，MOHO はクライアント中心の実践

作業とは何か

という概念と矛盾がないと認識されている（Law,
1998）
．MOHO は 2 つの重要な点で，本質的にクラ

キールホフナー（2008）によると，MOHO は，

イアント中心のモデルである．第 1 に，MOHO は作

その理論的な概念，実践上の応用，研究を，特に作業

業療法士をクライアントのユニークさに集中させ，そ

を行うことに焦点を当てて開発されたものである．人

して，作業療法士にクライアントの見方と状況をより

間作業とは，人間の生活のほとんどを特徴づける時間

深 く 認 識 さ せ る 概 念 を 提 供 し て い る こ と で あ る．

的，物理的，社会文化的な文脈の中で，仕事，遊び，

MOHO に基づく実践は，作業療法士がクライアント

日常生活活動を行うことをさす．人間は，物事を行う

の価値，能力と有効性の認識，役割，習慣，遂行の経

という強力なニーズを持つという特徴がある（Fidler

験，そして，個人的環境を理解し，尊重し，支援しな

& Fidler, 1983；Nelson, 1988）．人間の作業は，

ければならないというクライアントと作業療法士の関

行うことに関する 3 つの広範な領域．つまり，日常生

係を必要とする．第 2 に，MOHO は作業療法の中心

活活動，遊び，そして，生産性からなる．日常生活活

的なダイナミックスをクライアント自身が行い，考

動とは，身繕い，入浴，食事，家の掃除，洗濯といっ

え，感じることであると理論化しているため，クライ

た身辺処理と自分を維持するために求められる典型的

アントの選択，行為，そして経験が作業療法過程の中

な生活課題のことである．遊びとは，自分自身のため

心でなければならないとしている．

に自由に行われる活動をさし，探索したり，ごっこ遊

さらに，MOHO は，障害をもつ人々の見方からよ

びをしたり，祝ったり，ゲームやスポーツをしたり，

り十分に情報を持たなければならないと主張する障害

趣味を行うことが含まれる（Reilly, 1974）．生産性

研究から創発した多くの考えに影響を受けている（Al-

とは，アイデア，知識，援助，情報の共有，娯楽，実

brecht, Seelman, & Bury, 2001；Kielhofner,

用品や芸術品，保護といった他人に対するサービスや

2005b；Longmore, 1995；Oliver, 1994；Scotch,

商品を提供する活動をさす（支払いを受けるか否かは

1988；Shapiro, 1994）
．MOHO は，これまでいつ

問わない）（Shannon, 1970）．勉強すること，練習

も，クライアントの視点から理論と実践を構築すると

すること，弟子になって見習いをすることといった活

いう考えを持ってきた．しかも，過去 10 年間に，こ

動は，生産的な遂行のために能力を改善するものであ

のモデルは障害者の声と共鳴し，能力障害という経験

る．このように，生産性は学生，従業員，ボランティ

を強調する特別な努力を払ってきた．また，MOHO
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は，能力障害は人間と環境の間の不適合によって起こ

しい研究も急速なペースで発展している．現在まで

るとする障害研究と協力して，作業を可能にもする

に，英語で発表された MOHO に関する研究論文は

し，作業へのバリアにもなるという環境の 2 つの側面

100 以上に及んでいる．全体として見ると，これら

に密接な注意を払っている．

の研究は以下のことを成し遂げている．
•モデルが提供する概念の妥当性を支持した．

全体論的（ホリスティック）な実践
MOHO は，作業がどのように動機づけられ，パ
ターン化され，社会的・物理的環境の中で遂行される

• MOHO の評価法の信頼性と妥当性を確認した．
• MOHO に基づく介入の過程と成果を記録し報告
した．
証拠に基づくモデルを使いたい作業療法士は，第

かを説明しようとする．そうした多様な現象の説明を

26 章で述べるように，MOHO には経験的支持が豊

提供することによって，MOHO は人間作業という幅

富にあることを見出すことができる．

広 い 統 合 的 な 見 方 を 提 供 す る． 全 体 論 的（ ホ リ ス
ティック）という用語は，クライアントを理解するた
めにこの統合的なアプローチを説明する別の言葉であ

他のモデルや理論を補完する実践

る．例えば，MOHO は動機づけと遂行という 2 つの

MOHO が開発されたのは，作業療法のほとんどの

現象に取り組むが，両者は典型的には同じ理論的枠組

モデルが機能障害に注目していた頃であり，また，作

みで考えられるものではない．すなわち，身体的な遂

業の重要性が再発見されつつあった頃であった（Kiel-

行に注目する作業療法理論は，一般的には，身体的に

hofner, 2004）
．このモデルの意図は，作業療法の知

行うことにかかわる身体的構成要素（脳と筋骨格系）

識に見られたギャップを埋めることであり，また，ク

に注意を集中するが，一方，動機づけはそれとは別の

ライアントの動機づけとライフスタイル，そして環境

精神的領域の部分であると見られてきた．

の文脈を理解することで，機能障害に向けた焦点を補

現象を説明する際に，身体と精神を同時に考えるこ

完することであった．このモデルは，これまでいつ

と の 重 要 性 の 認 識 が 発 達 し つ つ あ る（Trombly,

も，他の作業療法のモデルや学際的概念と一緒に使わ

1995a, 1995b）．結局のところ，ある課題に対する

れるように意図してきた．MOHO はまれにクライア

動機づけはその課題に向けられた身体的な努力の範囲

ントが直面する問題のすべてに取り組むと認識されて

に影響し（Riccio, Nelson, & Bush, 1990），一方，

いるが，そのことは作業療法士に他のモデルや概念を

身体的な障害が物事をしたいという望みを引き下げる

積極的に用いるように求めることになる．MOHO を

こともできる（Toombs, 1992）．MOHO の概念は，

用いるほとんどの作業療法士は，少し例をあげれば，

人間を身体と精神という 2 つの構成要素に分けること

生体力学，感覚統合，運動コントロールといった他の

を避けようとしている．むしろ，身体と精神は，人間

モデルと組み合わせて用いている．他のモデルは，

存在の全体の統合された側面とみなされる．

MOHO では提供しない遂行の構成要素に焦点を当て
ている．このように，これらのモデルを組み合わせて

証拠に基づく実践

用いることは，クライアントのニーズを満たすさらに
包括的なアプローチをもたらすことになる．

証拠に基づくこととは，作業療法の実践に対する
MOHO とその個々の概念の妥当性，肯定的な影響，
関連性をうまく示すために実施された研究のことであ
る．MOHO は過去 40 年にわたって生み出されてき
た相当な量の研究によって支えられており，また，新

事例 あなたの知識をテストします
トロントに住む 12 歳のベン君は，自転車で足
の骨を折った小学 1 年生の時から，医療関係の職

