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巻頭言 
理学療法士教育が変わるか 

 
全国大学理学療法学教育学会 
理 事 長  長 澤  弘  

（神奈川県立保健福祉大学） 
 
 わが国における理学療法士教育が始まって，半世紀が経過しました．少し古い話になり

ますが，2011 年 1 月に朝日新聞社が「教育」をテーマにした全国での世論調査の結果を掲

載しました．その中で，「日本の大学は世界に通用する人材や企業，社会が求める人材を育

てているか」という質問に，6 割を超える国民が否定的な回答をしたと述べています．これ

らに関連するデータでは，学生の学修時間の日米比較があり，日本の学生は 1 日平均 4.6
時間と，米国の約半分程度であるということも示され，学力が中間層で勉強時間が大きく

減少している，と問題視していました．2012 年 8 月の中央教育審議会の答申の中で，我が

国の大学教育は，未来を築くための質的転換に向け，優れた知識やアイディアの積極的活

用によって発展するとともに，人が人を支える安定的な成長を持続的に果たす成熟社会に

貢献できる人材が求められると提言し，能動的学修への転換，学修時間の確保が不可欠で

あると答申しました． 
 大学教育における理学療法学教育はどうでしょうか．社会で自立して活動していくため

に必要な「真の学ぶ力」を育成しているでしょうか．高校生までに培った力を更に向上・

発展させ，社会に送り出す役割を持つ大学教育であります．大学のカリキュラム，アクテ

ィブラーニング，などの質的転換の時期にあると言えるのではないでしょうか． 
 半世紀の間に大きく変わることのなかった，国家資格である理学療法士教育のための「指

定規則」が，2016 年になり改定する動きが出ています．教員の質的担保は勿論のこと，臨

床実習時間（単位数）を世界基準へと拡充すること，臨床実習場面でのスーパーバイザー

の資格やその教育を見直すこと，等が検討されつつあります．日本理学療法士協会と厚生

労働省・文部科学省との連携した議論・検討結果等にも注目しつつ，全国大学理学療法学

教育学会が求められる役割を果たしていこうではありませんか． 
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全国大学理学療法学教育研究会第8回研究大会記録 

                         

主題：Quality of Education 

会期：2014年10月18日（土） 

場所：兵庫医療大学 

M201講義室 

 

基調講演 

 専門看護師教育課程の認定基準の引き上げを受けて････････････････････････････････････････竹田 千佐子 

シンポジウム「理学療法学教育の高度化を目指して」 

鹿児島大学大学院保健学研究科････････････････････････････････････････････････････････････吉元 洋一 

秋田大学大学院医学系研究科保健学専攻････････････････････････････････････････････････････進藤 伸一 

文部科学省高等教育局医学教育課医療技術係長････････････････････････････････････････････吉光 紗綾子 

ランチョンセミナー 

 大学教育におけるICTの活用， Moodleを用いた学習支援･･････････････････････････････････････日高 正巳 

一般演題 

 1.  本学理学療法学科のDiploma Policy作成に携わって 

－大学統合におけるカリキュラム改善プロジェクトチームでの経験－･･････････････････････小貫 睦己 

 2.  終末期理学療法実践に対する評価法(考え方)の理論的構築と提案 

－実践の有効性をどのように評価するか････････････････････････････････････････････････池田 耕三 

 3.  実践報告－臨床で使える物理療法教育を目指して･････････････････････････････････････････坂口 顕 

 4.  クリニカルクラークシップ(CCS)導入に向けての試行････････････････････････････････････嶋田 尚徳 
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第８回全国大学理学療法学教育学会大会

専門看護師教育課程の認定基準引き上げを受けて

看護学部 竹田千佐子

高度実践看護師の種類

細分化 細分化

高度実践看護師
（Advanced Practice Nurse :ANP）

専門看護師
（Certified Nurse Specialist :CNS）

ナースプラクティショナー
（Nurse Practitioner :NP）

より医療活動に踏み込んだ
看護職者養成
（教育モデルを提示）
46単位：医療行為に関する
実習強化

26単位
☟

38単位
（2012年～）

プライマリケア看護専攻

NP協議会
（診療看護師）

専門看護師（Certified Nurse Specialist）制度
目的

• 専門看護師制度は、
複雑で解決困難な看護問題を持つ個人、家族及び集団
に対して水準の高い看護ケアを効率よく提供するための、
特定の専門看護分野の知識・技術を深めた専門看護師
を社会に送り出すことにより、保健医療福祉の発展に貢
献し併せて看護学の向上をはかることを目的とする。

• 専門看護師制度は、
日本看護系大学協議会と連携し運営している。
日本看護系大学協議会は、教育課程の特定、教育課程
の認定・認定更新を行ない、
日本看護協会は、専門看護分野の特定、
認定審査・認定更新審査等を行なう。

認定システム

専門看護師認定までの年月

 ４年間の実務研修を経て
看護系大学院に進学，
修了後１年間再び実務研修を行ったうえで
翌年の資格認定試験を受験することができる。

資格取得には最短で入職後６年半程度かかる。
認定審査は毎年７月頃からの一次審査（書類審査），
二次審査（看護実績報告書・筆記試験）を経て
11月に合格発表となるため，
大学院修了後1年半以上かかる。

資格取得者は５年ごとの更新で実践の内容と質を問わ
れ，質を低下させないような制度となっている。

専門看護師の役割
専門看護師は、日本看護協会専門看護師認定審査に合格し、
複雑で解決困難な看護問題を持つ個人、家族および集団に対して、
水準の高い看護ケアを効率よく提供するための、
特定の専門看護分野の知識及び技術を深めた者をいう。

１． （実践） 個人、家族及び集団に対して卓越した看護を実践する。

２． （相談） 看護者を含むケア提供者に対しコンサルテーションを行う。

３． （調整） 必要なケアが円滑に行われるために、
保健医療福祉に携わる人々の間のコーディネーションを行う。

４． （倫理調整）個人、家族及び集団の権利を守るために、
倫理的な問題や葛藤の解決をはかる。

５． （教育） 看護者に対しケアを向上させるため教育的役割を果たす。

６． （研究） 専門知識及び技術の向上並びに開発をはかるために
実践の場における研究活動を行う。
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高度実践看護師としての専門看護師の検討

1989年 専門看護師制度の検討開始

1995年 専門看護師教育課程基準案を発表

1998年 専門看護師教育課程認定制度の発足

2002年 専門看護師教育課程検討委員会

2005年4月 高度実践看護師制度検討委員会発足

2006年3月 「高度実践看護師の基本的能力」発表

2009年5月 高度実践看護師（APN)育成38単位
2010年5月 43単位教育内容の検討
2011年6月 専門看護師教育課程（38単位）の承認

高度実践看護師としての専門看護師の検討

 2012年 26単位から38単位を最低単位とする

より医療的役割を意識した教育課程に移行

 2014年4月 13の看護専門領域 96大学256の教育課程を認定
（がん看護，慢性看護，母性看護，小児看護，老年看護，精神看護，
家族看護，感染看護，地域看護，クリティカルケア看護，在宅看護，
遺伝看護，災害看護）で、1,266名の専門看護師が活躍。

専門看護師は、医療や地域ケアの現場でリーダーシップを発揮し、

複雑な健康問題を解決するキーパーソンとして、患者や家族、

そしてチームメンバーから信頼を得てきた。

医療の複雑化・多様化が進む中で、専門看護師は深化しつつ

役割拡大を果たしていかなければならない。

専門看護師教育課程数の推移

専門看護師登録者数

高度実践看護師の発展をめざして
学術の動向2014,  Vol.19 No.9,  日本学術協力財団

• 日本学術会議健康・生活科学委員会看護学分科会

「安全と安心を広げる医療の実現」を目指し、看護の役割拡大について議論して
きた。

• 背景 厚生労働省：2010年からチーム医療推進会議設置
看護にできる業務の範囲を検討

ケアとしての看護本来
の機能に関する議論
は十分とはいえない

人口の高齢化による疾病構造の変化慢性疾患
などの治療が難しい病気やストレス社会を反映
する心の病気は治療（キュア）というコンセプトだ

けでは対応困難

キュアに加えて自分自身の健康状態に向き合い、
折り合いをつけながら生活調整をする過程を専門的にサポートする

看護は、
今後の社会においてさらに重要な役割を担うことが求められている。

専門看護師の実践の中には、
すでにキュアと融合して効果をあげている事例を多々見ることができ、

看護の高度化によって生み出される効果は確実である
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看護行為の拡大

日本看護系学会協議会第15回シンポジウムより

看護の行為は、医学に、キュアに関わる部分がどん
どん増えてくるが、それはあくまで看護の領域である
という考え方で看護の高度実践看護師を育てること

を目指している。

 日本学術会議看護学分科会

キュアとケアを融合して効果を挙げることができる高度実践看護師の必要性を
議論し

①第20期提言「看護職の役割拡大が安全と安心の医療を支える」 2008年8月
②第21期提言「高度実践看護師制度の確立に向けて

ーグローバルスタンダードからの提言―」 2011年9月

 日本看護系学会協議会・日本看護系大学協議会連携（2014年4月234校加盟）
シンポジウムや意見交換を通し
高度な看護実践とは何か，キュアとケアを融合する看護教育とは・・を検討し、

わが国における高度実践看護師制度のグランドデザインを明確にする努力を
重ねてきた。

第1回公開シンポジウム：わが国における高度実践看護師のグランドデザイン 2012
第2回公開シンポジウム：大学院教育から考える高度実践看護師教育のあり 2013
第3回公開シンポジウム：わが国における高度実践看護師のグランドデザインPartⅡ2013

主催：日本学術会議健康・生活科学委員会看護学分科会，日本看護系学会協議会

看護系の関連団体の連携・協力のもとに一貫したシステムアプローチがすすめられ、
良質な高度実践看護師を排出

高度実践看護師の定義

• 高度実践看護師（Advanced Practice Nurse）とは、
看護系大学院の教育を受け、
個人、家族および集団に対して、
ケア（care）とキュア（cure）の融合による
高度な知識・技術を駆使して、
疾病の予防および治療・療養過程の全般を
管理・実践できる者をいう。

高度実践看護師育成のための38単位教育課程の提案
2011年6月 高度実践看護師制度推進委員会

【現行カリキュラムに強化すべき点】

１．共通科目の強化
①advanced  フィジカルアセスメント Physical Assessment

②advanced  病態生理学 Pathophysiology

③advanced  臨床薬理学 Pharmacology

２．専門分野の教育内容の強化

３．実習の強化

26単位 ⇒ 38単位 実践能力の強化を主眼

38単位の教育理念
• 専門看護師は、
看護系大学院の教育を受け、個人、家族および集団に対して、
ケア（care）とキュア（cure）の融合による
高度な知識・技術を駆使して、
疾病の予防および治療・療養過程の全般を
管理・実践できる者である。

• その役割は、専門性を基盤とした高度な実践、
看護職を含むケアの提供者に対する教育や相談、研究、
保健医療福祉チーム内の調整、倫理的課題の調整である。

• 総合的な判断力と組織的な問題解決力を持って
専門領域における新しい課題に挑戦し、
現場のみならず教育や政策への課題にも反映できる
開発的役割がとれる変革推進者として機能する。

以上のような人材を育成する。

専門看護師教育課程新基準2011

科 目 内 容 新基準 旧基準

共通科目A 教育・研究・管理・倫理・政策・
コンサルテーション・教育

8 8

共通科目B ①フィジカルアセスメント
②病態生理学
③臨床薬理学

6 0

専攻分野共通科目 健康問題に関する診断・治療に関
わる教育内容 14 12

専門分野専門科目 専門性の強化

実習 診断・治療に関わる実習
事例数の増加 500時間以上 10 6

計 38 26
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共通科目A審査基準
科目名 審査基準

看護教育論 看護ケアの質を高めるために必要な看護職への教育的働きかけ、教育環境づくり等、看
護の継続教育に関する知識と技術を教授する科目が設けられていること

看護管理論 保健医療福祉に携わる人々の間の調整を行ったり、看護管理に携わる看護職と協力し
て専門看護師としての仕事ができるために必要な知識を教授する科目が設けられてい
ること

看護理論 卓越した看護実践の基盤となる看護における諸理論や看護に関する諸理論と看護現象
との関係について理解を深めるために必要な知識を教授する科目が設けられているこ
と

看護研究 専門知識・技術の向上や開発を図るための実践の場における研究活動に必要な、分野
を越えて共通する知識を教授する科目が設けられている

コンサルテーション論 看護職を含むケア提供者に対して実践的な問題を解決するのを助けるためのコンサル
テーションに必要な知識を教授する科目が設けられていること

看護倫理 看護現場において倫理的な問題・葛藤について関係者間での倫理的調整を行うために
必要な知識を教授する科目が設けられていること

看護政策論 看護の質の向上のために制度論等の改善を含む政策的な働きかけに必要な知識を教
授する科目が設けられていること

共通科目B審査基準
科目名 審査基準

フィジカルアセスメント 複雑な健康問題をもった対象の身体的状況を診査し、臨床看護判断
を行うために必要な知識と技術について教授する科目が設けられて
いること

病態生理学 エビデンスに基づき、対象の病態生理学的変化を解釈、臨床看護判
断を行うために必要な知識と技術について教授する科目が設けられ
ていること

臨床薬理学 緊急応急処置、症状調整、慢性疾患管理に必要な薬剤を中心に、薬
剤使用の判断、投与後の患者モニタリング、生活調整、回復力の促
進、患者の服薬管理能力の向上を図るための知識と看護技術を教授
するための科目が設けられていること

専攻教育課程に関する審査基準

審査 専門看護師教育課程基準に基づいて、当該専攻分野における専門看護師の機能（実践・教
育・相談・研究・ケア調整・倫理的調整）を身につける内容であるかどうかを判定するものであ
る。審査は、科目のねらい，授業内容と方法，スケジュール，単位数と単位認定方法，単位認
定者，実習の内容と方法について行う 科目内容の指導に関わる全ての教員の経歴

科目の名称 本協議会の教育課程の基準名と同一である必要はないが、学生に明示しているシラバス等
の内容から教育課程の基準と同等の内容であることが必要である

科目の単位 専攻分野共通科目および専攻分野専門科目は、一科目一単位から認める。学位論文に係る
単位は、選考教育課程の単位としては認めない

教員の要件 ①科目の責任者は、看護教員であることを要件とする。但し、科目によっては、看護教員以外
を認めることがある。
②非常勤の者が科目責任者になることも可能とする。
③１コマでも担当した場合は、経歴の提出を要する。

実習 実習の10単位は1単位が30～45時間ではなく、到達する能力の質を示す単位である。また学
生が行った実習の全てが単位となるとは限らない。例えば、学生の個人差により基本的な実
践能力をつけたり、専門看護師のための実習以外の目的のための現場での調査や研修は
実習単位とはならない。

審査は、実習目的の明示，実習内容（実習指導者と指導方法・スキルの修得、コンサルテー
ション，調整などの内容，実習単位，認定者，認定方法，実習期間について行う。
実習場所

専門看護分野の看護実践が行われている機関であること，専門看護分野の看護実践の経験
を持つ看護職者が指導，実習場との連携の仕組みや方法を明示，指導に関して大学との連
携体制が具体的に明示されている，実習場には教育環境を調整する指導者がいること
実習要項,実習施設機関概要，実習施設機関のパンフレット，実習指導者の経歴等提出

共通科目Bオンラインコース配信はじまる
東京医科歯科大学大学院保健衛生学研究科

教育プログラム（共通科目：３P科目）
 オンライン教育

（Personal Computer環境，iPad,スマートフォン,  安全性等管理
の問題から新たに独自のサーバー設置）

回線は同時に100アクセス可能

 オンライン講義；ビデオオンデマンド方式
平成24年度：169名 選抜
平成25年度：185名 選抜 受講修了率3科目平均78％

 ヘルスアセスメント演習参加資格；オンライン受講修了者
米国看護系大学教員による実践力強化演習

専門看護師の活動範囲

専門看護師認定前後の活動範囲について、施設内全体で活動する者が、認定前より認
定後のほうが増加

専門看護師による診療報酬の算定と配置要件

診療報酬項目 点数 配置要件
専従；その仕事以外はできない
専任；ほかの仕事と兼任できる

研修要件該当

緩和ケア診療加算 400点（1日につき）
※特定地域200点

専従の常勤看護師
専従の緩和ケアチームの設置

がん看護

精神科リエゾンチーム加算 200点（週1回） 専任の看護師
精神科リエゾンチームの設置

老人看護
精神看護

感染防止対策加算１ 400点（入院当初） 専従または専任の看護師 感染症看護

呼吸ケアチーム加算 150点（週1回） 専任の看護師
呼吸ケアチームの設置

急性・重症患者看護

糖尿病合併症管理料 170点（月1回限り） 専任の常勤看護師 慢性疾患看護

がん患者指導管理料１ 500点（1回に限る） 専任の看護師 がん看護，精神看護

がん患者指導管理料２ 200点（6回に限る） 専任の看護師 がん看護，精神看護

外来緩和ケア管理料 300点（月1回）
※特定地域150点

専従の看護師
専従の緩和ケアチームが設置

がん看護

糖尿病透析予防指導管理料 350点（月1回）
※特定地域175点

専任の看護師 慢性疾患看護

同一建物居住者訪問看護・
指導料３

1,285点（月1回）
在宅療養中の悪性腫瘍の鎮痛療
法もしくは化学療法を行っている患
者であって通院が困難な者に対し、
医療機関等の専門性の高い看護
師と訪問看護ステーションの看護
師が同一日に訪問した場合

緩和ケアに係る専門の研修を
受けた看護師を訪問させて、
他の保健医療機関の看護師
又は訪問看護ステーションの
看護師等と同一日に看護又は
療養上必要な指導を行う

がん看護
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専門看護師による看護実践の効果検証

高度実践看護師による看護実践の評価（欧米）
症状の緩和，疼痛緩和，精神的苦痛の緩和，
合併症の減少，平均入院日数の減少による検証

日本では、実践報告や事例報告に留まっている
看護師の役割の拡大（裁量権の拡大）

高齢化➙医学的治療に合わせ看護ケアの提供が重要な役割
わが国の医療サービスの提供は医師に裁量権が集中し硬直化
加えて
医師不足は依然として解消せず、
2008年日本学術会議からの要望

「医師のみで実施しうるとされている医療行為の一部について、
看護師など、適切な教育を受け、必要な知識と能力を有する
他の職種に委譲していくことについて、速やかに検討すべきである。」
と述べている。

高度実践看護師（APN)を支えるために必要な
法的権限の基準（国際看護協会）

診断の権限を与えること

薬剤の処方権を与えること

患者を他の専門家に紹介する権限を与えること

患者の入院を決める権限を与えること

臨床実践家、高度臨床実践家の称号授与のための立法措置を
講ずること

 APNに特化した規制措置の仕組みをもつこと
卓越した実践活動を行う者として正式に認めること

（働き始める時点で修士号をもつことが望まれる）

米国のNP （Nurse Practitioner）上級病態生理学、上級薬理学、看護哲学が
含まれ、臨床実習は大学病院で500時間を超える実習が行われている。

日本専門
看護師
協議会

ご清聴ありがとうございました。
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大学教育におけるICTの活用
- Moodleを用いた学習支援 -

兵庫医療大学リハビリテーション学部
日髙正巳

Moodle
オーストラリアのMartin Dougiamasおよ
び大学院生によって共同開発されたシス
テム

無料で利用可能なeラーニングシステム
全てオンライン上で編集が可能

オープンソースソフトウェア
現在のバージョン2.7.2
http://www.mdl2.com/ で試用可

利用環境

インターネットが接続できる環境

◦ Windows PC, Mac PC
◦ iPad, iPhone等

兵庫医療大学で使用中のMoodleバージョン
Moodle 1.9.19（三重大）版

利用目的

学生の自己学習を促進

活用内容

◦ 資料の提供、小テスト、レポート提出
成績管理、授業評価、学習管理 等

ログイン画面 ログイン後

アクセス出来る科目の一覧が表示される
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2

コース選択

参加者（教師、履修生）、活動種別、管理メニュー、コースアウトライン、
ニュース、直近イベントが表示される

コースの基本設定

コースの概略（講義の開始日、講義回数、評定表の開示等）
を設定します。

ロールの割当
コース参加者の権限付与

コマ別管理

各コーマの講義目的、予習内容、復習事項を表示し、
コース全体１５コマのアウトラインを示します。ｃ

一コマ分

１コマずつ、資料の提示や課題提出の設定が可能

リソースと活動
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学習管理機能

どの学生が、いつ、どの項目に、アクセスしたかの履歴確認

カレンダー機能

活動が求められる期日をカレンダーで確認可能！

小テスト作成

複数のテストパターンでテスト問題が作成可能である。

小テスト機能を用いた予習

とにかく、教科書を読めば埋めることができる小テストを介して、
教科書を事前に読むという最低限の予習活動を促進する。

授業までに解ける！

予習を終えた時間と入力に要した時間と
正解率のモニタリングが可能

フィードバック機能

毎回の授業後にコマ単位の授業評価も可能である。
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4

フィードバック機能 フィードバック機能

課題設定

レポート課題、提出日時、再提出の可否等を設定する。

レポート課題の採点

レポート課題の評定とコメントを入力し、学生へ通知する。

グループ作成機能 評定の設定

評価の観点別小計を含めた成績管理の条件設定
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学生別成績管理

個々の学生の成績表示機能

アンケート機能の応用

アンケート機能を用いて、各種調査も可能である。

iTestaroid連携（SCORM）
 Moodle内にも小テスト機能があるが、問
題作成が複雑である。

問題作成に特化したアプリケーションと
して、iTestaroidが開発されている。

 iTestaroidで作成した小テストをMoodle内
に読み込むことが可能である。

iTestaroid

国家試験と同じ五者択一、五者拓二問題を容易に作成可能

選択肢の分類問題 左右の項目の組み合わせ問題
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6

まとめ

 E-learningの提供方法として、Course  
Management Systemの1つであるMoodleの
使用実態について紹介した。

コマシラバス、コマ毎の予習・復習課題
の設定を通してアクティブラーニングに
つなげることが可能である。



─　　─14

本学理学療法学科の Diploma Policy 作成に携わって 
-大学統合におけるカリキュラム改善プロジェクトチームでの経験- 

 

常葉大学保健医療学部理学療法学科 
小貫 睦巳 

 
【背景と目的】常葉大学はH25年に常葉学園の3大学が統合して10学部19学科の総合大

学として新たなスタートを切ったが，同時に組織のスリム化をはかり「教育の質保証」

を担保し，Diploma Policy・Admission Policy・Curriculum Policy（以下DP，AP，
CPと略）との整合性を図ることを目的にH25年12月よりカリキュラム改善プロジェク

トチームが発足した.このチームに教育コーディネーターとして関わり，また長期的な

視野に立ち今後の理学療法教育における人材育成の上で必要なDPを見直し考察する機

会を得たのでここに報告する. 
【活動と経過】数回の教職員への説明会を経て，プロジェクトの組織体制・役割分担お

よび工程表が決定し今年度から複数回の研修会や学部学科内でのすりあわせが本格化

した.具体的には佐藤のカリキュラム改善の推進方法に則り1.教育理念と学部学科別目

標を確認，2.学部学科別のDPを策定，3.学科別のAPを策定，4.学科別のCPの策定，5.
最後にCurriculum評価手法の策定と進む.現在は4をまとめている段階である.またコー

ディネーターの役割として以下のような流れで取り纏めを行ってきた.即ち1.教育理念

と教育の基本的前提条件の確認，2.カリキュラムマップ作成のワークショップ，3.教育

評価としてのルーブリック入門研修，4.教養教育の統合の検討，5.中間報告とパネルデ

ィスカッションと続き，各学部学科の教員のコンセンサスを図る目的で6.8/7に管理職

研修会を，7.8/29に全教職員対象の夏期研修会を開催し，学科の「目指す人物像」を明

らかにした. 
【考察】9月の現時点で本学理学療法学科の目指す人物像がはっきりしてきた.今後はこ

れを元にDP，AP，CPを確定させH29年の完成年度までにより具体的な学科の指針の

基礎を築き上げていきたい.単科大学と違い総合大学は多くの学部学科が共通の理念の

元にそれぞれが自立して教育に当たっていくことが望まれる.21世紀型スキルにあるよ

うに，これからは我々理学療法教育もこれに鑑み，単なる医療職でなく，超医療職と呼

べる人材を目指していかなければならないと考える. 
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終末期理学療法実践に対する評価法（考え方）の理論的構築と提案 
―実践の有効性をどのように評価するか？− 

 
大阪行岡医療大学 医療学部 理学療法学科 

池田 耕二， 田坂 厚志， 貞末 仁美 
 
【はじめに】終末期理学療法実践では死へ向かう過程の質が重要となるが，それを適切

に評価する方法はない．理学療法士が個々にそれを解釈するだけでは主観的，曖昧とい

った批判はかわせない．実践を発展させるためには共通認識できる評価法 (考え方) の
もとで相互理解を深める必要がある．この問題意識のもと評価法を理論的に構築し，理

学療法教育に提案する． 
【方法】本研究では，以下の3点から理論的に構築する．1)終末期理学療法では，状況

や時期によってEBMやNBMが重要度を変え展開される．そのため，医学や言語データ

を等価に扱うことができる理論を枠組みにおく．2)終末期の目的はQOLの向上とされる

が，現場では実感しにくいため実感しやすいものに変更する．3)過程の質を評価できる

枠組みとする． 
 具体的には，多くの人間科学分野で用いられ，医学や言語データを等価に扱うことが

できる構造構成主義を評価法の枠組みにおくことにする．終末期理学療法の目的には，

筆者の経験から実感しやすい納得性の向上を設定する．死は心で納得するものといわれ

ているからでもある．次に，理学療法の過程を，目的を視点に構造化する．構造の質は

信憑性(共通了解性)に寄与するため，質の高い構造は共通了解性が高いことになる．こ

の信憑性をもって過程の質を評価し，そこから実践の有効性を判断する． 
【結果】構築された評価法の手順は，1)構造構成主義を基礎的枠組みにおく．2)目的に

納得性の向上を設定する，3)理学療法過程を構造化し，その質を信憑性によって評価し，

実践の有効性を判断する，となる． 
【考察】理学療法教育によって，本評価法を終末期理学療法実践に定着させることがで

きれば，共通認識のもとで，実践の有効性が判断できるようになる．これによって主観

的，曖昧といった批判は回避され，実践はさらに発展するものと考えられる．ただし，

本評価法による実践，教育的検証は今後の課題となる． 
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実践報告〜臨床で使える物理療法教育を目指して〜 
 

兵庫医療大学 リハビリテーション学部 
     坂口 顕， 日髙 正巳， 川口浩太郎 

 
【はじめに】物理療法は，運動療法，動作練習と並んで理学療法士のもつ 3 大手段の一

つである．しかしながら近年では，物理療法を全く使用しない理学療法士が多いのが現

実である．診療報酬や，診療時間の問題など，その要因は様々であるが，養成教育時で

の物理療法の教育方法に問題があることは否めない．物理療法モダリティの説明や取り

扱い方法を教えるということに終始し，どのような臨床所見に基づいてどのようにモダ

リティを選択し，用いるのかという視点に欠けているのではないかと考える．そこで，

本学では症例に基づいた物理療法教育を実践し，臨床で使える物理療法教育を目指して

いる． 
【本学における物理療法教育の概要】 
 本学での物理療法教育は，2 年生後期で物理療法学 30 時間，3 年生前期で物理療法

学実習 45 時間を開講している．物理療法学では，基礎理学療法学を中心とした 2 年生

前期までの学習内容に関する小テスト，講義，グループワークによる症例イメージの作

成を行っている．物理療法学実習では，作成した症例イメージに対する物理療法の使用

を実習するグループワークを行っている．そこでは，物理療法機器の取り扱いのみなら

ず，症例イメージに対する評価に基づいた併用治療についても学習し，レポートにまと

める． 
 さらに，運動器系理学療法学・実習など，物理療法関連講義以外の授業においても，

治療の中で物理療法の使用について言及し，治療との関わりを意識させている． 
 また，褥瘡，内部障害，中枢神経系に対する物理療法など，最新の物理療法トピック

スについても，講義あるいは実習形式で行っている． 
 大学院教育では，選択科目として物理療法実践特論 15 時間を設け，受講者には講義

だけではなく，実技を行い，さらに臨床での実践報告を課題として課し，臨床能力の向

上に努めている． 
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クリニカルクラークシップ（CCS）導入に向けての試行 

 
尼崎医療生協病院リハビリテーション科 

     嶋田尚徳， 井上由佳理 
 

【はじめに】当院では，今年度よりクリニカルクラークシップ（以下ＣＣＳ）導入に向

けての取り組みが開始された．しかし，新しい取り組みのため多くの職員から不安視さ

れていた．そこで，完全導入に先立ってＣＣＳを試行し，職員の意識調査をもとに考察

した． 
【方法・対象】学生は長期臨床実習Ⅱ期目であった．指導内容はＣＣＳで行い，実習終

了時には某養成校で使用されているチェックリストを参考にフィードバックを行なっ

た．指導者の業務負担として残業時間の増加を算出し，他職員からはアンケートにて意

識調査を行なった． 
【結果】学生の治療参加件数は 1 日 8 件だった．指導者の残業時間の増加は 1 日 30 分

程度だった．アンケートでは学生は意欲的に実習に取り組んでいる，学生との関わりが

少なくＣＣＳ導入に不安があるという意見が多く挙がった．その他にも，指導者の力量

により学生の成長が左右されるという不安や，患者と学生の良好な関係について意見が

挙がった． 
【考察】ＣＣＳ試行にあたり，レポートは廃止し，チェックリストによるフィードバッ

クを実施した．そのため，レポートによるフィードバックがなく，業務負担は抑えるこ

とができた．学生はレポートによる精神的ストレスがなく，意欲的に臨床実習に取り組

み続けることができたと考えられる．また，患者と学生のラポール形成が良好で，円滑

な治療参加ができ，多くの症例の治療が経験できた．しかし，一人の指導者のもとで指

導を受けるため，指導は十分でないという意見も挙がっている．そのため，学生のスキ

ルを客観的に示す必要があり，チェックリスト活用が不可欠である． 
【今後の課題】今回のＣＣＳ試行では，他職員と学生が直接関わることが少なかったた

め，具体的なイメージがつかず，導入への不安の軽減には繋がらなかった．対策として，

指導アドバイザーの配置を検討し，長期的な学習会の計画とＣＣＳの試行を繰り返して

いく必要がある． 
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全国大学理学療法学教育研究会第9回研究大会記録 

                      

主題：目指すべき理学療法士を踏まえた大学教育のあり方 

会期：2015年10月17日（土） 

場所：神奈川県立保健福祉大学 

教育研究棟4階 大講義室6（A445） 

 

特別講演 

 大学における研究のあり方 ････････････････････････････････････････････････････････････････米津 亮 

シンポジウム「理学療法学教育の高度化を目指して」 

地域包括対策本部長の立場から ････････････････････････････････････････････････････････････森本 榮 

大学教育の立場から ････････････････････････････････････････････････････････････････････伊橋 光二 

臨床現場の立場から ････････････････････････････････････････････････････････････････････中里 友哉 

文部科学省の立場から ････････････････････････････････････････････････････････････････吉光 紗綾子 

セミナー 

 理学療法学教育の課題と将来展望に関する調査結果報告 ････････････････････････････････････冨田 和秀 

一般演題 

 1.  eラーニングシステムを用いた学習支援の利点と課題 ･････････････････････････････････上出 直人 

 2. CoMSEPにおける学部交流ワークショップの取り組み ･････････････････････････････････奥野 裕佳子 

3. 学年を超えた協同学習の試み ････････････････････････････････････････････････････････柴 ひとみ 

4. キャリア支援教育による短期的な意欲変化 ････････････････････････････････････････････松田 雅弘 

 5. 臨床実習期間中の時間の使い方について ･･････････････････････････････････････････････高尾 敏文 

6. 理学療法士を目指す大学生の職業興味特性と臨床実習における 

情意領域の問題に関する研究 ････････････････････････････････････････････････････････内田 賢一 
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特別講演 
大学における研究のあり方 

 
米津 亮 

大阪府立大学 地域保健学域 総合リハビリテーション学類 理学療法学専攻 
 
諸言 
 大学を取り巻く研究の環境は，決して恵まれたものではない．リハビリテーションは，障がい児・者の機能回

復だけでなく，生活支援という新たなステージにある．理学療法教育は，限られた時間でこれまで以上に，より

専門的な知識・技術を幅広い領域で教授するとともに，それらを臨床で応用できる実践力の育成を求められてい

る．裏返すと，教員が研究を行う時間を削らないと，教育の質を担保できない．また，研究を遂行するにあたり，

その目標や計画に見合った財源の保障が必須である．これが保障されないと，教員の自由な発想に基づく研究シ

ーズは生まれず，その発展は望めない．しかしながら，潤沢な研究費が保障されている教員も稀である．このよ

うな状況を考えるだけでも，我々教員を取り巻く研究の環境は，向かい風である．大学における研究のあり方，

これを再考する時期にあるのかもしれない． 
 この逆風を追い風に変える方策，それは我々の研究に向き合う発想の転換にある．そのため，まず教員が「魅

力ある研究」を計画（理解・共有）する必要がある．これを提案できれば，研究を遂行するための研究費（外部

資金）の獲得は容易になるであろう．そして，自ずと教育との融合や教員間での取り組みは促進されるであろう． 
 そこで，大学における研究のあり方を，「魅力ある研究」という観点から紐解きながら，発想の転換を図りたい．

その上で，外部資金獲得のための戦略と教育への還元方策と人材活用という側面から研究の波及効果について，

その考えを示す． 
 
魅力ある研究とは 
 魅力ある研究を敢えて定義するなら，他領域の研究者からみても，その成果の実現が求められるものと提案さ

せていただきたい．このような提案をする理由を，以下に 3点示す． 
1点目は，「研究で恩恵を受ける母集団」という観点である．理学療法は，障がい児・者が恩恵の主たる母集団

であるが，専門領域によって障がい像が異なるため細分化した研究成果を求められ，恩恵を受ける母集団が小さ

くなる．だらかこそ，より大きな母集団に恩恵が及ぶよう研究展開できる視点も必要となる．例えば，理学療法

のノウハウを健康増進・ヘルスプロモーションという観点で研究展開できれば，その恩恵は障がい児・者から健

常児・者まで広がる．多くの方が恩恵を受ける研究，このような視点を培うべきである． 
2点目は，「専門領域の拡大」である．皆さんは，日本学術振興会より毎年公募案内される科学研究費助成事業

（以下，科研費）の申請において，どの細目，どのキーワードで研究課題を申請しますか？多くの教員が，細目

「リハビリテーション科学」，キーワード「理学療法学」で申請すると想像します．しかし，我々が「理学療法学」

の領域だけに研究課題を申請すれば，理学療法士間の採択競争に陥り，一定数しか研究課題が採択されない状況

となる．理学療法のノウハウを「理学療法学」以外の領域に導入できる研究展開を模索すべきである．理学療法

（リハビリテーション）のノウハウを他領域に取り入れた研究課題は，我々が思うより審査員には魅力的に映る

ことを認識して欲しい． 
3点目は，「ライフイノベーション」という概念である．この概念は，平成23年8月に閣議決定された科学技

術基本計画で説明されている 1．その内容の一部を以下に抜粋する．「国として，国民が心身ともに健康で，豊か

さや，生きていることの充実感を享受できる社会の実現に向けてライフイノベーションを強力に推進する．これ

により，医療・介護・健康サービス等の産業を創成し，活性化することで，我が国の持続的な成長と社会の発展

を実現する」と説明されている．その柱の一つとして，「高齢者，障害者，患者の生活の質（QOL）の向上」が

取り上げられている（詳細は，内閣府のホームページを参照していただきたい）．このような国の推し進める方策
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は，理学療法士の活躍なしに達成できないからこそ，積極的に参画できる研究を模索してほしい． 
このような3点を把握しながら，魅力ある研究をそれぞれに形作る必要がある． 

 
外部資金獲得の戦略 
 魅力ある研究を立案・計画しても，それを遂行しなければ研究シーズは生まれない．立案・計画した研究を遂

行するためにも，潤沢な研究費が必要となる．そこで，今回は科研費に限定して，外部資金獲得の戦略について

提案する．科研費が採択されるには，ピア・レビューによる2段階審査にて，複数の審査員から高い評価を得て，

申請した細目・キーワードに提出されたすべての研究課題の上位30％以内に留まるよう申請書の内容を吟味しな

ければならない．今回は，審査員から高い評価を得るため，自身の外部資金獲得の経験から科研費採択の戦略を

4つ提示する． 
戦略1：夢を示せ!!魅力ある研究課題名を命名する 
 審査員は，提出された多数の研究申請書を手に取り審査する．申請書は10頁以上の内容であり，その審査は

決して容易なものでない．だからこそ，審査員が初めに目にする研究課題名で，好印象を得ることが重要となる．

好印象を得られる研究課題名は，「目指すべき方向性を明確にする」「形が見える」ことが重要で，複数年の研究

計画を立案する科研費では研究のゴールをどのように定めているのか，採択のポイントとなる．このような要件

を満たし，採択に至った研究課題は，「…の開発」「…の構築」「…の実証的研究」などのフレーズを使用したもの

が多い． 
なお，「…の開発」と研究課題名を命名することに教員の多くが抵抗感を覚えるだろう．しかし，この抵抗感は

「…の開発」に障壁となっている研究の課題点を提案し，この課題点を解決すれば「…の開発」は具現化できる

というスタンスで捉えれば，なんら問題はない．それでも抵抗感を覚えるのであれば，若手研究者に属する教員

であれば「…の開発に向けた基礎研究」と命名することも一案である． 
戦略2：学術的背景の階層性を明確にする 
 審査員が研究課題名に興味を示したら，次の勝負は申請書1頁目に記載する学術的背景となる．言い換えると，

この学術的背景で，何故今回の研究課題を申請するのか十分な理解が得られれば，採択の確率は非常に高くなる．

しかし，不採択になる研究課題の多くがこの部分で審査員の心をつかみ損ねる．その主たる要因は，学術的背景

の階層性が不明確になっているためである．そのため，学術的背景を「研究課題の一般的概要」「過去の先行研究」

「自身の研究成果」に分けて説明することを薦める．このような階層性を明確にし，まず自身の提案する研究課

題は，先行研究からどのような課題点が残存しているのか結論付けてほしい．そして，この課題点の解決のため，

自身の取り組んできた研究活動とその成果を示しながら，何を克服すれば提案する研究課題が達成されるのか審

査員にアピールしてもらいたい． 
戦略3：写真・図を有効活用する 
 写真・図は，申請書の学術的背景や研究計画部分に有効に活用することを薦める．特に，学術的背景で自身の

研究成果を説明する際，これまで取り組んできた研究活動がどのようなもので，どのようなデータを算出したの

か写真・図を活用してほしい．これによって，どのような着想で研究課題を申請に至ったのか，審査員の理解を

強く促せる．一方，申請者にとっても申請書の文字数を減らせ，作成の負担感を幾分か軽減できる点でもメリッ

トがある．このため，写真・図を上手に活用してもらいたい． 
戦略4：理解されやすい日本語を提示する 
 この能力は，申請書を作成する上で，最も必要とされているのかもしれない．申請書作成に当たっては，以下

の3点に注意を払ってほしい．1点目は，「文章を短くする」ことである．これは，接続詞を多用した長い文章で

は，主語と述語が不明確になるためである．主語と述語が不明確になれば，文章の意味が歪んで伝わる．2点目

は，「理解されやすいキーフレーズを選択する」ことである．自身の専門領域の専門用語を多用し過ぎると，それ

に精通しない審査員から理解が得られにくい．できるだけ，他領域の審査員でも理解できるキーフレーズを探し

てもらいたい．3点目は，「問われていることに素直に答える」ことである．「研究の新規性は何ですか？」と問

われれば，「…が新規性である」「…に新規性を有する」などの語尾で説明を終える．些細なことであるが，素直

に答える姿勢こそ，審査員に誤解を与えず，結果的に申請書の内容の理解を促す最大の手段となる． 
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 このような4つの戦略以外に，「計画的に研究業績を蓄積する」，「正直な予算の立案に気を配る」ことも忘れ

てはならない．そして，何よりも時間をかけ，しっかり申請書の内容を吟味して提出することが重要となる．こ

れらのプロセスを通して，「自由な発想」に基づく魅力的な研究課題を提案できれば，審査員から高評価を得て，

採択が転がり込んでくると信じている． 
 
教育への還元方策 
 研究を教育に還元する方策，それは教員がまず魅力ある研究を遂行することから始まる．しかし，今回提案し

てきた魅力ある研究は，教員個人で目標達成するには多くの時間・労力を要する．そこで，多くの教員に共同研

究を薦める．この共同研究のプロセスに，研究における教育の還元方策と人材活用という波及効果が期待できる

からである． 
魅力ある研究の目標達成は，高い頂に向けた登山に例えることができる．エベレストへの登頂は，登山者1名

では達成できない．現地の気候に精通した者，医療スタッフ，さらにはベースキャンプに留まり登頂の成功を受

信するスタッフなど様々な協力者が必要である．これと同様に，大きな目標を掲げた研究は，研究全体の進捗状

況を客観的に判断し適切な助言・指導を行う教員，解析手法や統計手法などに精通した教員，工学や情報通信な

どに精通する他領域の教員および企業関係者など多くの力を寄せ集めなければ達成が困難である．立案・計画し

た研究を具現化する為，教員を適材適所に配置した組織作りが必要となる．このような組織を編成して研究を展

開できれば，研究に参画する教員も魅力ある研究を模索でき，それぞれの研究遂行能力を高め合えるであろう． 
そして，このような研究に学部学生や大学院生も研究計測補助を含め積極的に参画させるべきである．教員が

どのような研究に情熱を傾け，そして目標達成に向けて努力する姿を見せること，これも大学における教育活動

の一環である．このような姿から，学部学生や大学院生が研究への志を高めることが次世代の研究者育成の第一

歩となる．そして，彼らと理学療法を社会に応用・還元できる研究成果を生み出し，そのスピリッツをまた学部

学生や大学院生に伝承していく．教員が「自由な発想」に基づく研究を遂行する姿を示し，それを模倣できる経

験を学部学生および大学院生が培うこと，これこそが研究を大学教育に還元する方策と考える． 
 
参考文献 
1．内閣府（2011）“科学技術基本計画”〈http://www8.cao.go.jp/cstp/kihonkeikaku/4honbun.pdf〉. [accessed 1 
October 2015] 
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シンポジウム  

地域包括対策本部長の立場から 
                         

公益社団法人 日本理学療法士協会 
常任理事（地域包括対策本部長）  

森本 榮 
 

 高齢者の急激な増加，そして少子化に伴う人口構造の変化は理学療法士の働き方，対象者の変化などに大きな

変化をおよぼしている．現在，進行している 2025 年問題，そしてそれ以降の高齢社会を見据えた地域包括ケア

システムの構築は将来に対する国家としての布石であり，我々にとっては進むべき道を示す羅針盤として，今後

の課題が整理できる．  
例えば増加する医療・介護保険費用の効果的で効率的な運営に向けた制度の見直し，費用を質に応じて支払う

仕組みの導入，共助から互助，自助への移行など質を意識し費用対効果を考える状況になってきた．この流れの

中で理学療法士に求められている課題は以下の3点に集約できる． 
課題1：理学療法の質とは何か？ 
どの職域で勤務しても疾患に応じた評価，問題点の抽出，治療プログラムの立案，実施，再評価など一般的に

言われるPDCAサイクルの運用は最低限の質を担保する行動である．しかし，評価は疾患に応じて標準化されて

いるのか，治療プログラムの考え方は統一されているのか，治療過程が患者，家族，他職種に理解されるだけの

説明能力が育成されているかなど臨床の中で疑問は残る． 
課題2：技術重視の理学療法士 
地域包括対策会議で話題に上るのが技術重視で評価軽視の傾向である．また技術も多種多様であり理学療法の

コアが他者から見えにくいものになっている．多様な技術は個としての理学療法「技術者」を育成するが費用対

効果を考えるとシンプルでバランスの取れたPDCAの運用が望まれる．そのためには学内から卒後も継続でき発

展するキャリアラダー作りが重要である．大学，協会（職能），学会が一体となってその確立を目指すことが重要

である． 
課題3：マネジメント能力 
質が高いか低いかは利用者や家族，多職種，多サービスなどが理学療法の結果を理解し，納得し共に協力して

もらえる流れをつけていけるかどうかである．さらに結果をデータで表し市町村，都道府県最終的に国に示す活

動ができるかに関しては理学療法をマネジメントしていることであり，マネジメント能力の向上は急務と考える． 
これらの課題に関して，大学教育が強化されることを期待する． 
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シンポジウム  

大学教育の立場から 
 

山形県立保健医療大学 
伊橋光二 

 
 

 私に与えられたテーマは，大学教育のあり方を「目指すべき理学療法士」像を踏まえ，かつ，「大学教育の立場」

から考えることである．「目指すべき理学療法士」像を考える時，大学教育に関わっている立場とともに，一人の

理学療法士としての思いを述べさせていただき，シンポジストとしての責めを果たしたい． 
 私は，今の日本の理学療法士が目指すべき姿は，医療専門職として「自律性 autonomy」の高い存在となるこ

とだと考えている．理学療法士はその知識と技術によって，対象者の理学療法の必要性や適応の有無，評価と治

療の実施，リスク管理等について，自らの力で判断できなくてはならない．これが達成された時に，直接診療 
direct access への展望が開けることになる．WCPT の Policy Statement の一つである「Direct access and 
patient/client self-referral to physical therapy」では，理学療法士が「対象者が最初に接する自律した臨床実践

者となるよう養成教育を行う」よう求めている． 
 自律性を高めるための教育には何が必要なのであろうか．医療専門職としての教養，人格形成のためにも４年

制大学教育は最低条件である．課題はカリキュラムや具体的な実施体制である．本年 5月の日本理学療法士協会

教育制度委員会（居村茂幸委員長）の報告書「理学療法士教育制度‐教育年限を中心に‐」では，大学教育＋1
年間の研修制度を提唱している．これを議論の基盤とし，さらに「自律性を高める」という観点から議論を深め

たい． 
 医療専門職を養成する大学に求められることは「教育・研究・臨床」である．これは古くから言われているこ

とであるが，現在の大学での理学療法教育で実現されているのだろうか．教育にとっても，研究にとっても「臨

床現場」の存在が不可欠である．医師養成教育には附属病院が必須だが，医療専門職にはその必要性はないのだ

ろうか．理学療法士教育には臨床現場と密接に連携した教育体制が必要であり，附属病院あるいは同等機能を確

保できる協力病院があることを条件とするなどの大幅な制度改革の検討が必要と思われる． 
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シンポジウム  

臨床現場の立場から 
 

東海大学医学部付属病院 
診療技術部リハビリテーション技術科 

中里友哉 
 
臨床現場における教育は，主に臨床実習に訪れた学生の指導ということになろう．理学療法教育ガイドライン

によると，臨床実習教育の到達目標は「ある程度の助言・指導のもとに，基本的理学療法を遂行できる」とされ，

実習形態は「学生が主体となって患者を担当する形態を排除し，クリニカル・クラークシップを基本とする」と

明記されている． 
クリニカル・クラークシップは，チェックリストとデイリーノートのつ 2のツールを用い，学生に経験を積み

重ねさせながら，体験や知識を整理させていくものである．指導者の負担を減らすこともできると言われている．

私は，多忙な臨床現場で臨床実習教育を行うためには，クリニカル・クラークシップの導入が有効だと考えてい

る． 
しかし，実際はクリニカル・クラークシップが浸透しているとは言い難い．当院は過去３年間に５名の新人理

学療法士を採用したが，この中にクリニカル・クラークシップによる臨床実習教育を経験してきた者はいない．

また，当院の実習カリキュラムを省みても，クリニカル・クラークシップに必要なチェックリストは未だ完成に

至っていない． 
クリニカル・クラークシップが浸透しない理由を考えると，1）そもそもクリニカル・クラークシップを知ら

ない指導者が多い，2）現場では臨床業務が優先され，教育に手が回らない，3）臨床実習を依頼する立場の養成

校は実習施設にクリニカル・クラークシップによる実習を要請しづらい，といったものになりそうである．理学

療法士協会，養成校，臨床現場，それぞれの立場でこれらを解決する必要があるのではないだろうか． 
臨床現場の立場からすると，少なくとも理学療法教育ガイドラインに示されている骨関節障害，神経障害，内

部障害の3領域について，基本となるチェックリストが必要だと思われる．これをどのように完成させ，臨床現

場に周知していくか．養成校と臨床現場の協力が不可欠である． 
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シンポジウム  

文部科学省の立場から 
 

 文部科学省高等教育局医学教育課医療技術係長 
吉光 紗綾子 

 
 

我が国は，急速な少子高齢化の進展や疾病構造の変化等に直面する課題先進国であり，これらの課題に対応す

るため，チーム医療の推進や地域包括ケアシステムの構築等，様々な取組が進められている．また，科学技術が

著しく進歩し，医療を取り巻く環境が変化する中，大学に対しては，多様化する国民からの医療ニーズに応え，

健康長寿社会の実現に貢献できる，質の高い人材の養成が期待されている． 
文部科学省では，こうしたニーズに応えられる人材養成を推進するため，平成 26 年度に「課題解決型高度医

療人材養成プログラム」を立ち上げた． 
メディカルスタッフ分野においては，臨床実習前教育と臨床実習の充実や，実習指導者のさらなる質の向上，

大学教員と実習指導者との連携強化等を課題とし，大学と臨床実習先である病院や地域の医療機関とが連携し，

新たな教育指導体制を構築することを目指している．また，リハビリテーション領域については，脳卒中発症後

患者の急性期リハビリテーションや糖尿病患者への運動療法等，様々な疾病を持つ患者への対応が期待される中，

医療チームの一員として活躍できる人材養成が求められており，より実践的かつ効果的な教育が行われる必要が

ある．本プログラムでは，学部教育プログラムの改善・充実，臨床実習指導者養成プログラムの開発等を通じて

質の高いメディカルスタッフ養成コースを構築し，全国的に普及させうる優れた取組に対して支援を行っている

ところである． 
また，これからの社会で活躍するメディカルスタッフには，豊富な専門的知識や高い技術力もさることながら，

医療人としての高い倫理観やコミュニケーション能力，日々進歩し続ける医療現場に対応するための課題解決能

力や研究能力，自己研鑽能力などが求められるところ，これらの能力の醸成も，大学教育に期待されていると考

えている． 
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セミナー 

理学療法学教育の課題と将来展望に関する調査結果報告 
 
 

 
茨城県立医療大学理学療法学科 

冨田和秀  
 

 
全国大学理学療法学教育学会（以下，当会）は，平成26年度において日本理学療法士協会（以下，協会）か

ら「大学院における理学療法教育の課題と将来展望」に関する諮問を受けた．当会では，答申をまとめるに先立

ち，理学療法学教育の現状を把握すべく，理学療法士を養成している本邦の大学・大学院の全数調査を実施した．

当セミナーでは，その調査結果について報告する． 
今回は，独自に作成した自己記入式調査票を用いて，学位，定員数，教員組織，主たる研究領域等の概要につ

いて郵送による調査を行った．すべての大学・大学院から回答を得ることができ，精度の高い調査結果となった． 
学部教育の質を評価するための一つの指標として「教員一人当たりの学生数」を調査した結果，いずれの大学

においても指定規則を十分満たしていることが明らかになった．しかしながら，大学間によって大きな差が見ら

れた．また，大学院教育に大きく影響を及ぼすと考えられる「卒業研究」の位置づけをみると，81.0％の大学で

卒業研究を必修科目にしており，単位数は 4単位で，実施期間は 1年間である大学が最も多かった．大学院進学

率をみると，国公立系と私立系大学では大きく異なり，国立系大学で23.4％，公立系大学で10.1％，私立系大

学で2.3％であった． 
大学院教育においては，「国際交流」や「web による遠隔システムを利用した授業形態」など様々な特徴ある

プログラムが行われている事が分かったが，高度専門職としてのコースワーク等を設置している大学院はほとん

どない事が明らかになった．これらのことから協会の専門・認定理学療法士制度と大学院教育プログラムとの連

携や単位認定などが今後の課題であり，専門職としての知識・技術の向上に協会および各大学院が戦略的に協働

していく必要性が感じられた． 
当セミナーでは今回の調査結果を示します．理学療法学教育に関わる皆様との情報交換の場になれば幸いです． 
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一般演題１ 

eラーニングシステムを用いた学習支援の利点と課題 

 

 

上出直人1)，2) 坂本美喜1) 

 

1) 北里大学医療衛生学部 2)北里大学大学院医療系研究科 

 

キーワード：eラーニング・Moodle・学習支援 

 

 

 

 

【目的】 

オープンソースの e ラーニングシステムである Modular Object-Oriented Dynamic Learning 
Environment(Moodle)を利用した学習支援の実践経験から，その利点と課題について報告する． 
【方法】 

Moodle を用いた学習支援は 2013 年度から開始し，現在 3 年次の日常生活活動学(ADL)および日常生活活動

学実習(ADL 実習)，4年次の国家試験対策(国試)の講義において実施している．実施している学習支援の内容は，

「講義資料の配布」，「小テスト」，「レポートの提出とフィードバック」，「講義内容に対する質問と回答」である．

学生のMoodle の活用状況を検討するため，各科目における学生のMoodle へのアクセス数をサーバーのアクセ

ス記録から調査した．さらに，Moodle を用いた学習支援についてのアンケート調査を各科目の終了時に実施し

た． 
【結果】 
各年度・科目における学生のMoodle へのアクセス数は，学生一人あたり平均316.5±220.5件であった．また，

Moodle についてのアンケートでは，平均 81％の学生が使いやすい・とても使いやすいと回答，また平均 83％
が学習に役だった・とても役立ったと回答した．さらに，平均 87％が他の講義でも Moodle を使用してほしい

と回答した． 
【考察】 

Moodle へのアクセス数とアンケート結果から，e ラーニングシステムを用いた学習支援は，学生の受け入れ

が良い学習支援方法であると考えられた．また，講義時間外での補足的学習，学生の学習到達度の把握にも有用

である可能性が示唆された．これらは利点と言えるが，その一方で，配布資料の著作権侵害への配慮，学生のノ

ートPCやタブレットの所有の有無，学生間のPC操作能力の差，レポートにおける盗用への対応，など eラー

ニングシステムの活用により新たに留意すべき課題もあった． 
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一般演題２ 

CoMSEPにおける学部交流ワークショップの取り組み 

 

 

奥野裕佳子1)  冨田和秀1) 青山敏之1) 関本道治2) 磯辺智範2) 會田雄一2) 

五反田留見3) 大橋ゆかり1) 佐藤斉3) 二宮治彦2)  

 

1)茨城県立医療大学保健医療学部理学療法学科 2)筑波大学 医学群医療科学類 

3) 茨城県立医療大学保健医療学部放射線技術科学科  

 

キーワード：多職種連携・学部交流・教育プログラム 

 

 

【目的】 

平成 26 年度文部科学省「課題解決型高度医療人材養成プログラム」採択事業である多職種連携医療専門職養

成プログラム(以下CoMSEP)には，筑波大学医療科学類(臨床検査)，本学放射線技術科学科および理学療法学科

が参加している．今回は本プログラムのうち，学部教育プログラムとして行われた交流ワークショップ(以下WS)
について，その実施内容とアンケート結果を報告する． 
【方法】 
対象は学部 3 年生 116 名で，うち筑波大学医療科学類が 34 名，放射線技術科学科が 40 名，理学療法学科が

42名であった．理学療法学科の学生は，筑波大学医療科学類の学生14名とグループを組み，2日間WSを行っ

た．アイスブレイクとグループワークの後，機器を用いての下肢筋力や呼吸筋力の測定，6分間歩行試験，心臓

リハビリテーション，末梢血塗沫標本の観察，3 次元画像を用いての人体解剖について，実習を主体とした各 1
時間のプログラムを行った．2日間ともプログラム終了後，参加学生を対象としてWSに関するアンケート調査

を実施した． 
【結果】 
アンケート調査によると，他分野への興味・関心について「高まった」「ある程度高まった」との回答が，医

療科学類では 78%，理学療法学科では 86%であった．また，WS の将来性の意義について，意義があると「感

じた」「ある程度感じた」との回答が両学科ともに 7 割を超えていた．WS の満足感についても「満足できた」

「ある程度満足できた」との回答が両学科ともに 8割以上であった． 
【考察】 
今回のプログラムでは，学生同士も協力して関心をもって実習課題に取り組むことができており，チーム医療

の意識を深めることのできる内容であったと考える．今回は 2 学科での WS であったが，来年度は 3 学科合同

での実施を検討しており，学科を超えて議論を深められる内容にできるよう，プログラムの再考も計画している． 
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一般演題３ 

学年を超えた共同学習の試み 

 

 

柴ひとみ1) 小島俊文1) 三浦雅文1) 多田菊代1) 新谷益己1) 横山雅人1) 

 

 

1)群馬医療福祉大学リハビリテ－ション学部理学療法専攻 

 

キーワード：共同学習・交流・理学療法教育 

 

 

 

【目的】 

近年，学生の学ぶ力としての学力の低下が指摘されており，主体的な学びを促すためのアクティブラ－ニング

や共同学習の重要性が増している．そこで今回，本校理学療法専攻学生に対して共同学習による授業を行い，他

学年との交流や学び合いについて調査した． 
【方法】 
対象は，本校理学療法専攻1～4年生139名（男性70名・女性69名）とした．本科目は全学年が取り組む科

目「ピア・エデュケ－ション」として設定され，原則月曜日に 1 回 90 分の授業を全 15 回行った．各学年で 3
名前後が集いひとつの班を編成した．授業内容は，各学年が既に履修した内容とし，学生間の話し合いを基に決

定した．初回と最終回に共同学習に対する意識調査（交流・満足度・意義について）を行った．各項目について

1 点（よくできない）5 点（よくできた）として回答を求めた．本調査は無記名とし，個人が特定されないよう

配慮した． 
【結果】 
意識調査の結果，できた・よくできたと回答した学生の割合を示した．共同学習の初回時と最終回を終えてで

は，満足度は 1 年 76％から 81％に，2 年 26％から 30％に，3 年 46％から 82％に，4 年 35％から 83％に変化

した．共同学習の意義は 1 年 73％から 80％に，2 年 17％から 20％に，3 年 46％から 62％に，4 年 40％から

75％に変化した．交流については，最終回を終えて調査した結果，1年 86％，2年23％，3年66％，4年75％
であった． 
【考察】 
今回，初めて学年を越えた共同学習を行った．学年を越えた共同学習を通して，他学年とのコミュニケ－ショ

ンの機会を増やすことや教え合う事の難しさを体験することができる．学び始めようとしている1年生や教える

立場である3,4年生についてはこの目的が達成できたのではないかと考える．しかし，2年生については満足度，

意義，交流全て低い結果となったため，共同学習の意図を達成できるような課題を設定していきたい． 
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一般演題４ 

キャリア支援教育による短期的な意欲変化について 

 

 

松田雅弘1) 田上未来1) 居村茂幸1) 

 

1)植草学園大学 保健医療学部 

 

キーワード：キャリア支援・COPM・意欲 

 

 

 

 

【目的】 

大学における理学療法教育のなかで，基礎医学教育から理学療法専門教育への移行期である2年次はとても重

要な時期である．この時期は，未だ専門職への理解が乏しく，医療職としての目的意識や価値意識は希薄である

ことから，自らの学修地点を見失い進路変更や学修意欲の減退につながり兼ねない．本学では1年次よりキャリ

アアップ科目を各学年に実施しており，2年次では，見学実習に供え専門職理解と学修意欲を高めることを主た

る目的としている．今回，COPM（カナダ作業遂行測定）を参考に，自己学修や普段の生活を客観視させるこ

とで，学生の意欲変化が生じるかについて検討した． 
【方法】 
対象は，U 大学理学療法学科2年次生47名（男性 33名，女性 14名）とした．理学療法の歴史をはじめ，専

門職理解を深める講義を実施した後の5月と，すべての講義終了時の 7月にCOPMを参考にアンケートを実施

した．初回 5 月アンケート時に，現在自己が重要としている項目を自由記載し，10 項目列挙させた．次に，そ

の１０項目に対し各々重要度，満足度，遂行度の 3点に対し0～10点の評定を記載させ，回収した．7月終了時

に，初回アンケート用紙を返却し，上記3点に対し再度評定を記入させ回収した．分析は記述統計を用い，各項

目の重要度，満足度，遂行度の割合とその変化について検討した． 
【結果】 
自由記載では学修に対する項目が多く，重要度（5 月→7 月）は，特に１年次の復習(8．9→9．2)，現在の授

業の予習復習（8．7→9．1）で高かった．また，これらの項目の満足度・遂行度は，１年次の復習(3．8→4．0，
3．4→3．9），現在の授業の予習復習（3．4→4．1，3．4→3．9）となり，すべての項目で増大していた．ア

ルバイトや遊びなどの生活面に関しては減少する傾向がみられ，反対にコミュニケーションや大学の友人の項目

が増大していた． 
【考察】 
キャリアアップ科目を通して，専門職に対する具体的なイメージや学修意欲を増大させることが可能であると

考えられた．学修意欲の増大は，１年次のアルバイトなどの個人生活に関する重要性を減少させ，学友との関連

性など社会生活を深めることにつながったと示唆された．COPM を模倣した方法で自己評定させることは，学

生の自己評価につながり，キャリアアップ科目における学習意欲増大の指標の一部になることが示唆された． 
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一般演題５ 

臨床実習期間中の時間の使い方について 

 

 

髙尾 敏文1) 桐山 希一1) 深谷 隆史1) 漆畑 俊哉1) 林 隆司1) 

 

1)つくば国際大学 医療保健学部 

 

キーワード：臨床実習・睡眠時間・実態調査 

 

 

 

 

【目的】 

臨床実習期間中の時間の使い方について実態を明らかにし，本学理学療法学科としての対応を検討する資料と

すること． 
【方法】 
平成 26 年度の臨床実習Ⅱに関連する「実習状況報告書」および「実習後アンケート」を分析対象とした．実

習状況報告書は，教員が実習期間中に学生が実習を行っている実習施設へ訪問して実習状況の確認を行った後，

科目責任者へ報告するときに用いたものである．実習後アンケートは学生に対して実習中の状況を確認するため

に実施したものである．臨床実習Ⅱは3年次の必修科目であり実習期間は平成24年度に入学した学生は6週間，

平成23年度以前に入学した学生は 4週間となっている．なお本研究はつくば国際大学倫理委員会の承認を得て

いる． 
【結果】  
履修学生は64名（内，平成23年度以前に入学した学生 11名）であった．実習状況報告書は 58名分（同 11

名分）を対象とした．睡眠時間は平均 4．7±1．1時間，片道移動時間30分以内の学生が 73．3%，実習施設で

過ごす時間は平均 10．3±0．9 時間であった．実習後アンケートの集計（n=19）では，実習期間中の睡眠時間

は平均5．2±1．4時間であったが，同時に質問した最短の睡眠時間は平均 2．7±1．4時間であった． 
【考察】  
睡眠時間は諸家の報告に比べて比較的確保されている印象ではあるが，一般的な観点からは健全な状況とは言

えない．睡眠時間が3時間を下回るときもあり，対策が急務である．また自宅で過ごす時間が8時間程度と推測

でき，家事や食事等の生活に必要な時間を考慮すると5時間程度が自宅学習の時間として確保できたと考えられ

る．しかし 10 時間の実習時間を経た後に，5 時間集中して学習に取り組めていたかは疑問である．実習期間中

の1日の時間の使い方について，今回調査していない実習時間内の行動や自宅での学習状況等をより詳細に調査

し，心身ともに過度な負担を伴わない効果的な臨床実習体制について引き続き模索していきたい． 
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一般演題６ 

理学療法士を目指す大学生の職業興味特性と 

臨床実習における情意領域の問題に関する研究 

 

内田賢一1) 髙木峰子1) 鈴木智高1) 小池友佳子 1) 黒澤千尋1) 濱野俊明2) 

 

1) 神奈川県立保健福祉大学 2)藤沢市民病院 

 

キーワード：VPI職業興味検査・k-means法・臨床実習 

 

 

 

【目的】 

本学の理学療法学専攻 1期生（平成15年4月入学）から 11期生（平成25年4月入学）までの計 224名の職

業興味特性を調査するとともに，臨床実習で問題ありと指摘された学生の職業適性について検討することを目的

とした． 
【方法】 
 224名の学生にVPI職業興味検査を行い，その結果を分割最適化クラスタリングであるk-means法を用いて

3グループに分類した．また，本学理学療法学専攻でまとめている実習トラブル報告の中から，学生本人の情意

領域に問題があると教員が判断した学生の数と，当該学生が k-means 法によって分類した 3 グループのどのグ

ループに属するのかを検討した． 
【結果】 

k-means 法によって，すべての職業興味尺度が高い第1グループ（95名），職業興味尺度が高いものと低いも

のが比較的はっきりと分かれている第2グループ（72名），すべての職業興味尺度が低い第 3グループ（57名）

に分類された．実習において情意領域に問題ありと判断された学生は 11 名おり，各グループに属する人数は，

第1グループ6名，第2グループ1名，第3グループ4名であった． 
【考察】 
 各グループの特性としては，第1および第3グループは職業分化が成熟していないグループ，第2グループは

職業分化が成熟しているグループであると考えられた．実習で情意領域に問題ありと判断された学生は，職業分

化が成熟していない第 1と第3グループに多く，成熟していると考えられる第2グループには少なかった．臨床

実習において情意領域に問題があると指摘される学生は，職業分化が未熟である可能性が考えられ，今後は，理

学療法士に必要な職業特性を踏まえた学内教育が必要であると考えられた． 
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一般社団法人全国大学理学療法学教育学会 定款 
 

第１章 総 則 

 

（名称） 

第１条 当法人は、一般社団法人全国大学理学療法学教育学会と称する。 

 

（主たる事務所の所在地） 

第２条 当法人は、主たる事務所を茨城県稲敷郡阿見町阿見４６６９番地２に置く。 

 

（目的） 

第３条 当法人は、4 年制大学及び大学院における理学療法学教育の発展に寄与するため

の教育・研究を推進し、もって本領域の発展と相互の向上を図ることを目的とする｡ 

 

（事 業） 

第 4条 当法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。 

（1）研究集会、研修会及び総会等の開催 

（2）会誌（会誌名「理学療法学教育」を含む。）の発行 

（3）その他前条の目的を達成するために必要な事業 

 

（公告方法） 

第５条 当法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。 

 

 

第２章 会 員 

 

（法人の構成員） 

第６条 当法人は、当法人の目的に賛同して入会した以下の会員により構成する。 

（1）正会員 当法人の目的に賛同する大学関係者 

（2）学生会員 当法人の目的に賛同する大学学部学生、大学院生 

（3）名誉会員 理学療法学教育の進展に対して多大の寄与をなした者で、理事会の決議

を経て、総会で承認された者 

（4）賛助会員 当法人の事業を援助する個人又は法人 

2 前項の会員のうち正会員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の

社員とする。 

 

（入 会） 

第７条 当法人の会員となるためには、所定の入会申込書に記入の上、会費を添えて申し

込むものとする。ただし、名誉会員に推薦された者は、入会の手続きを要せず、本人の承

諾をもって会員になるものとする。 
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（会費等） 

第８条 会員は、総会で別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。 

２ 名誉会員は、会費を納めることを要しない。 

 

（会員の資格喪失） 

第９条 会員が次に掲げる事由に該当するときは、その資格を喪失する。 

(１) ２年以上会費等を滞納したとき 

(２) 総社員の同意 

(３) 成年被後見人又は被保佐人になったとき 

(４) 死亡又は会員である団体の解散 

(５) 除名 

２ 会員は、前項の資格を喪失したときは退会するものとする。 

 

（任意退会） 

第 10 条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつ

でも退会することができる。 

 

（除名） 

第 11 条 会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議を経て当該

会員を除名することができる。ただし、この場合には、当該会員に対し、総会において弁

明の機会を与えなければならない。 

(1) 当法人の名誉を傷つけ、又は当法人の目的に反する行為があったとき 

(2) この定款、その他の規則に違反したとき 

(3) その他、除名すべき正当な事由があるとき 

 

（会員名簿） 

第 12 条 当法人は、会員の氏名又は名称及び住所を記載した会員名簿を作成し、当法人

の主たる事務所に備え置くものとする。 

２ 当法人の会員に対する通知又は催告は、会員名簿に記載した住所又は会員が当法人に

通知した居所にあてて行うものとする。 

 

第３章 社員総会 

 

（構成） 

第 13 条 総会は、すべての正会員をもって構成する。 

2 前項の総会をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員総会とす

る。 
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（権限） 

第 14 条 総会は、次の事項について決議する。 

(1) 会員の除名 

(2) 理事及び監事の選任又は解任 

(3) 理事及び監事の報酬等の額 

(4) 貸借対照表及び損益計算書（正味財産増減計算書）並びにこれらの附属明細書の承認 

(5) 定款の変更 

(6) 解散及び残余財産の処分 

(7) その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項 

 

（開催） 

第 15 条 総会は、定時総会として毎事業年度終了後３ヶ月以内に 1 回開催するほか、必

要がある場合に開催する。 

 

（招集） 

第 16 条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が

招集する。 

2 総正会員の議決権の 10 分の 1 以上の議決権を有する正会員は、理事長に対し、総会の

目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。 

3 総会の招集は、総会の日の 2 週間前までに、必要事項を記載した書面をもって通知す

る。 

 

（議長） 

第 17 条 総会の議長は、総会において正会員の中から選出する。 

 

（議決権） 

第 18 条 総会における議決権は、正会員 1名につき 1個とする。 

 

（決議） 

第 19 条 総会の決議は、法令又はこの定款で別段の定めがある場合を除き、総正会員の

議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって

行う。 

2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議

決権の 3分の 2以上に当たる多数をもって行う。 

(1) 会員の除名 

(2) 監事の解任 

(3) 定款の変更 

(4) 解散 

(5) その他法令で定められた事項 
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3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第１項の決議を行

わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第 25 条に定める定数を上回る場

合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者

を選任することとする。 

 

（書面による議決権の行使） 

第 20 条 総会に出席できない正会員は、議決権行使書をもって議決権を行使することが

できる。 

2 前項の場合においては、その議決権数を前条の議決権の数に算入する。 

 

（議決権の代理行使） 

第 21 条 正会員は、委任状その他の代理権を証明する書面を理事長に提出して、代理人

によって議決権を行使することができる。 

2 前項の場合において、第 19 条の規定の適用については、その正会員は出席したものと

みなす。 

 

（総会の決議の省略） 

第 22 条 総会の決議の目的たる事項について、理事又は正会員から提案があった場合に

おいて、その提案に正会員の全員が書面又は電磁的記録によって同意の意思表示をしたと

きは、その提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。 

 

（議事録） 

第 23 条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。 

2 議長及び総会出席者より選出された議事録署名人 1 名は、前項の議事録に記名押印す

る。 

3 前条の場合も、第１項の議事録を作成する。 

 

 

第４章 総会以外の機関 

 

（総会以外の機関） 

第 24 条 当法人には、理事会及び監事を置く。 

 

（理事及び監事の員数） 

第 25 条 当法人には、次の役員を置く。 

（1）理事  6 名以上 8名以内 

（2）監事  2 名 

２ 理事のうち１名を理事長とする。 

３ 前項の理事長をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事と

する。 
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（役員の選任） 

第 26 条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。 

２ 理事長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。 

 

（理事の職務及び権限） 

第 27 条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執

行する。 

2 理事長は、当法人を代表し、法令及びこの定款で定めるところにより、その業務を執

行する。 

3 理事長は、毎事業年度に 4 ヶ月を超える間隔で 2 回以上、自己の職務の執行の状況を

理事会に報告しなければならない。 

 

（監事の職務及び権限） 

第 28 条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を

作成する。 

2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財

産の状況の調査をすることができる。 

 

（理事及び監事の任期） 

第 29 条 理事の任期は、選任後２年以内の最終の事業年度に関する定時総会の終結の時

までとし、監事の任期は、選任後４年以内の最終の事業年度に関する定時総会の終結の時

までとする。 

２ 任期満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された者の任期は、前任者の任

期の残存期間と同一とする。 

３ 増員により選任された理事の任期は、他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。 

４ 理事又は監事は、第 25 条に定める定数に足りなくなるときは、辞任又は任期満了後

においても、新たに選任された者が就任するまでは、なお理事又は監事としての権利義務

を有する。 

 

（報酬等） 

第 30 条 理事及び監事に対して、総会において定める総額の範囲内で、総会において別

に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬等として支給することができる。 

 

 

第５章 理事会 

 

（構成） 

第 31 条 理事会は、すべての理事で構成する。 
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（権限） 

第 32 条 理事会は、次の職務を行う。 

(1) 当法人の業務執行の決定 

(2) 理事の職務の執行の監督 

(3) 理事長の選定及び解職 

 

（招集） 

第 33 条 理事会は、理事長がこれを招集する。 

２ 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。 

３ 理事会を招集する者は、理事会の日時、場所、目的その他必要な事項を記載した書面

をもって、理事会の日の１週間前までに、各理事及び監事に対してその通知を発しなけれ

ばならない。 

４ 理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集手続を経ずに開催すること

ができる。 

 

（議長） 

第 34 条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。ただし、理事長に事故若しくは支障

があるときは、あらかじめ理事会で定めた順位により、他の理事がこれに代わるものとす

る。 

 

（理事会の決議） 

第 35 条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半

数が出席し、その過半数をもって行う。 

 

（理事会の決議の省略） 

第 36 条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該

提案につき議決に加わることができる理事の全員が書面により同意の意思表示をしたとき

（監事が当該提案に異議を述べた場合を除く。）は、当該提案を可決する旨の理事会の決

議があったものとみなす。 

 

（理事会議事録） 

第 37 条 理事会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成する。 

２ 出席した理事長（理事長に事故若しくは支障があるときは出席理事）及び監事がこれ

に署名又は記名押印する。 
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第６章 資産及び会計 

 

（事業年度） 

第 38 条 当法人の事業年度は、毎年８月１日から翌年７月３１日までとする。 

 

（事業計画及び収支予算） 

第 39 条 当法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日ま

でに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、

同様とする。 

2 前項の書類については、主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間備え置きす

るものとする。 

 

（事業報告及び決算） 

第 40 条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類

を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時総会に提出し、第 1 号及

び 2 号の書類についてはその内容を報告し、第 3 号から第 5 号までの書類については承認

を受けなければならない。 

(1) 事業報告 

(2) 事業報告の附属明細書 

(3) 貸借対照表 

(4) 損益計算書（正味財産増減計算書） 

(5) 貸借対照表及び損益計算書（正味財産増減計算書）の附属明細書 

2 前項の書類のほか、監査報告書を主たる事務所に 5 年間備え置きするとともに、定款

及び正会員名簿を主たる事務所に備え置きするものとする。 

 

（剰余金の分配の制限） 

第 41 条 当法人は、正会員その他の者に対し、剰余金の分配をすることができない。 

 

 

第７章 定款の変更 

 

（定款の変更） 

第 42 条 この定款は、総会の決議によって、変更することができる。 

 

 

第８章 解 散 

 

（解散の事由） 

第 43 条 当法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。 
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（残余財産の帰属） 

第 44 条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益

社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第 5 条第 17 号に掲げる法人又は国若し

くは地方公共団体に贈与するものとする。 

 

 

第９章 事務局 

 

（事務局） 

第 45 条 当法人は、理事の所属する大学の施設内に事務局を置く。 

 ２ 事務局の組織及び運営に関して必要な事項は、理事会で定める。 

 

 

第１０章 附 則 

 

（最初の事業年度） 

第 46 条 当法人の最初の事業年度は、当法人の設立の日から平成２５年７月３１日まで

とする。 

 

（設立時社員の氏名又は名称及び住所） 

第 47 条 設立時社員の氏名又は名称及び住所は次のとおりである。 

 茨城県牛久市南５丁目３０番地４ 居村 茂幸 

 愛知県名古屋市千種区東山元町４丁目２１番地の１ 内山 靖 

 

（設立時理事及び設立時監事の氏名及び住所） 

第 48 条 当法人の設立時理事及び設立時監事の氏名及び住所は次のとおりである。 

 設立時理事 

 茨城県牛久市南５丁目３０番地４ 居村 茂幸 

 愛知県名古屋市千種区東山元町４丁目２１番地の１ 内山 靖 

 宮城県仙台市泉区桂 3-23-2 伊橋 光二 

 新潟県新潟市中央区堀之内南 2-9-8 大西 秀明 

 兵庫県神戸市西区中野 1-15-6 神沢 信行 

 東京都清瀬市竹丘 2-27-15 黒川 幸雄 

 鹿児島県鹿児島市皇徳寺台 2-27-13 吉元 洋一 

 設立時監事 

 秋田県秋田市下北手通沢字上前田 65-3 進藤 伸一 

 長崎県長崎市エミネント米山町 17-13 千住 秀明 
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（定款に定めのない事項） 

第 49 条 本定款に定めのない事項は、すべて一般社団法人及び一般財団法人に関する法

律その他の法令の定めるところによる。 

 

 以上、一般社団法人全国大学理学療法学教育学会を設立のため、設立時社員居村茂幸他

１名の定款作成代理人である司法書士覺張 民人は、電磁的記録である本定款を作成し、

電子署名する。 

 平成２５年５月１日 

        設立時社員 居村 茂幸 

        設立時社員 内山 靖 

 

 

    上記設立時社員２名の定款作成代理人 

      東京都新宿区三栄町９番地９ 

      司法書士 覺張 民人 
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一般社団法人全国大学理学療法学教育学会 役員名簿 

 
 
理事 

氏名     所属先 

伊橋光二   山形県立保健医療大学  

内田賢一   神奈川県立保健福祉大学 

内山 靖   名古屋大学大学院 

大西秀明   新潟医療福祉大学  

冨田和秀   茨城県立医療大学 

長澤 弘   神奈川県立保健福祉大学 

日髙正巳   兵庫医療大学  

平野孝行   名古屋学院大学  

以上 8 名 

監事  

氏名     所属先 

居村茂幸   植草学園大学 

吉元洋一   鹿児島大学 

以上 2 名 

理事長  長澤 弘(理事重任) 

副理事長 大西秀明(理事重任) 

事務局長 内山 靖(理事重任) 
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編集後記 

 

 「第 4 号」は，ISSN(International Standard Serial Number)に登録し，学会

ホームページからダウンロードが可能になりました．第 4 号は，第 8 回・第 9 回

学会の内容をまとめたものになりますが，原稿を作成いただきました講師の先生

方には，厚く御礼申し上げます． 

また，本学会は，諸大学・諸先生方の一方ならぬご協力のお陰で，第 10 回の記

念大会を 2016 年 10 月に東京で迎えることとなりました．この場をお借りして感

謝申しあげたいと思います．本学会誌が，理学療法学教育を考えるうえで，実践

的かつ学術的に貢献できるものとして役立てて頂ければ幸いです． 

（事務局 大西秀明） 
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