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群馬医療福祉大学 リハビリテーション学部 

教授 古田常人 

（令和 3年 2月 26 日作成） 

 

 

 



1・教育の責任 

 わたくし古田常人はリハビリテーション学部作業療法専攻の教員として、リハビリテー

ション学部作業療法専攻の授業を担当している。令和 2 年度の担当と授業科目は以下のと

おりである。各授業のシラバスは群馬医療福祉大学 WEB ポータル上で本学学生並びに教職

員に公開されている。 

 

科目名 

対象学

部・学

年 

必修・

選択 

前期・後

期・通年 
受講者数 単位(時間数) 

基礎作業学実習 1 年次 必修 後期 39 1 単位(45) 

運動学実習(OT) 2 年次 必修 前期 38 1 単位(30) 

作業療法評価法Ⅰ 2 年次 必修 前期 38 2 単位(30) 

身体機能作業療法学Ⅰ 2 年次 必修 前期 38 1 単位(30) 

作業療法治療学Ⅰ 2 年次 必修 後期 38 1 単位(30) 

チームケア入門Ⅱ 2 年次 選択 通年 74 1 単位(15) 

発達過程作業療法学Ⅰ 3 年次 必修 前期 30 2 単位(30) 

作業療法評価法特論Ⅰ 3 年次 選択 後期 30 1 単位(30) 

高齢期作業療法学Ⅱ 3 年次 必修 後期 30 1 単位(30) 

作業療法セミナーⅡ 4 年 必修 通年 23 1 単位(30) 

作業療法管理論 4 年 必修 前期 23 1 単位(15) 

総合臨床実習Ⅰ 
(学内実習) 

4 年 必修 前期 4 8 単位(360) 

総合臨床実習Ⅱ 
(学内実習) 

4 年 必修 後期 3 8 単位(360)、うち
4単位(180)学内実

習 
臨床評価実習Ⅱ 
(学内実習) 

3 年 必修 後期 6 3 単位(135) 

卒業研究 4 年 必修 通年 3 2 単位(60) 

 

私が担当している科目は、1 年生から 4 年生、身体障害領域、発達領域、高齢期領域と学

年と領域が幅広くかかわっている。長年の経験を踏まえ、作業療法士の役割や価値観、疾患

を理解し、評価から介入までの作業療法プロセスの理解と実践力の成長を促す。時として、

道徳観や倫理観、社会状況を踏まえ、作業療法士の新たな活躍や将来像を示すなど態度・情

意領域への働きかけも行っている。 

 

 本学での授業の他に、以下のような活動もしている。 

1）教務カリキュラム委員長 

2）研究倫理・公的資金 



3）教育支援 

4）後援会・同窓会 

教務カリキュラム委員長としての多くの活動を行った。活動内容を以下に示す。 

1. 教務カリキュラム全般に関する基本的事項の審議 

シラバスの作成、出欠状況、期末定期試験の実施･運営と成績管理･時間割･教室配置･非

常勤講師･外部講師の検討、及び遠隔授業準備と実施などに関して、教務に関する検討と

運営を行った。本年度より、指定規則改定に伴う新カリキュラムがはじまり、旧カリと同

時並行で運営した。 

2. 初級障がい者スポーツ指導員の認定校申請を行った 

3. コロナウイルス対策関連 

1)web ポータルの活用「掲示板機能」、「レポート機能」、「双方型授業掲示板」などの

現状及び、課題と対策に関して、下記の修正を行った。 

・web ポータルの設定変更にて、複数の科目担当者がスレッドを見られるよう修正。 

・スレッドの返信が個別にできるよう修正。 

・非常勤講師の代わり教務課にてレポートやスレッドを立ち上げた場合も、科目担当

者は見られるように修正。 

2)遠隔授業の実施マニュアルを作成し、教職員・学生への周知を行った。 

①zoom など遠隔授業の実施方法 

②成績評価の方法 

学長より、評価基準がいつも通りにできないことを想定して、教務カリキュラム委

員会で、検討してほしいとの依頼があり、遠隔授業における成績評価の方法(定期試

験以外の方法に関して)、遠隔授業運用マニュアル等で、課題レポート、小テストな

どの包括的評価の参考例を提示し周知を行った。 

③出欠席について 

スレッドを利用して、学生にコメント記載してもらい出席とする。Google フォーム

に小テスト、ないし簡単な課題の提出にて出席を確認する。Zoom での遠隔授業の場

合、10 分前から zoom を立ち上げ、その時点で参加した学生から順に名簿で出欠簿で

の確認を行っている。確認が取れていない学生は、呼称して確認をとる。など出欠確

認の方法に関して、遠隔授業マニュアルにて周知を行った。 

3)非常勤講師への対応・支援 

・遠隔授業の実施に関して意向調査を行うとともに、依頼と利用方法に関して、マニ

ュアルの作成や設定などの支援、及び You Tube においては、撮影と web ポータル

のスレッドへの情報アップなどの支援を行った。 

・遠隔授業における成績評価の方法に関して依頼を行い、web 試験の実施や課題レポ

ートの学生への提示と回収の支援を行った。 

4)遠隔授業の成果に関する調査 



・遠隔授業の成果に関するアンケート調査を実施し、成果と課題について報告した 

4. Web システムの構築・活用 

1)学修成果の可視化(ディプロマサプリメント) 

・各 DP の成果を Web システムで確認ができるシステムを構築し、運用を始めた。 

・大学の特色が反映された自己評価の構築を行い、修学ポートフォリオへの反映を進め、

また合わせて、振り返りシートの利用も開始した。 

2)web ポータルの課題と改変 

①「掲示板機能」、「アンケート機能」：1)コロナウイルス対策関連を参照。 

②「授業評価アンケート」に関して以下の修正を行った。 

・授業評価アンケートの回答方法を質問ごとに分けられる。 

・授業評価アンケート結果のグラフの修正：4 件法のグラフ、大学全体・学部・専攻な

どとの比較 

・前年度の授業評価アンケート結果の閲覧 

・3学部の紐づけにより、一斉集計が可能となった。 

・授業評価アンケートの学生コメントは、エクセルデータで確認できる。 

③「お知らせ」、「連絡事項」に関する改善や確認。 

・「お知らせ」では、教員と学生の両方を一度に選択できる。 

・「連絡事項」では、各学年と担任だけに連絡するよう選択ができる。 

④出席管理において、コメントカード機能を付随した。 

⑤成績評価に GPA の結果を追記した。 

5. Web システムの運用の推進 

・情報リテラシー教育、ICT の活用はについて、遠隔授業が開始し、教職員、学生ともに

運用が進んだ。 

6. ポリシーについて 

DP の見直しと重みづけに関して作業を進め、Web ポータルのシラバスの目標と重みづけ

の設定を行った。その DPに従い、DPごとの達成状況をグラフ化し、学修成果の可視化を

進めた。あわせて、DPカリキュラムマップ(履修系統図)の構築を進めた。 

 

2.教育の理念・目的 

大学の教育理念・目的を踏まえ、以下に作業療法専攻のディプロマポリシーとその科目

の役割について説明する 

1） 豊かな人間性(知識・理解) 

真心(思いやり・いつくしむ心)を育て、人の道を行う(正しい行い)「仁」を建学の精神

とし、人格的な資質を育むとともに、社会的常識、およびそれらに支えられた豊かな教養に

より醸成された人間性を身につける。 

私が担当している「作業療法管理論」では、医療におけるジレンマをテーマにディベー



トによるディスカッションを行い、作業療法士の職業人・医療人としての行動や発言を含め

道徳観・倫理観に働きかける。また「作業療法セミナーⅡ」「高齢期作業療法学Ⅱ」「作業療

法評価法特論Ⅰ」など事例を通して、対象者を理解する上でのその方の価値観・生き方を含

めた背景、及び評価・介入を進める上での配慮なども検討し、豊かな人間性の醸成を促す。 

2） 専門性の探求(態度・志向性) 

専門性を高めるための研究･探求の重要性を理解するとともに，その専門性を生涯にわた

り高めるための自己研鑽に努める資質が備わる。 

私が担当している「卒業研究」、「作業療法管理論」は、興味・関心の領域の開発や幅を

広げる、新しいことや分からないことを調べる、また学び続けることやその喜びなどの志向

性、態度を育てる専門性の探求に関与している。 

3） 専門的実践力(知識・理解、汎用的技能) 

生活行為の遂行や向上において問題となる事項について，心身機能や疾患特性，個人の

考え，人的･物理的･制度的環境等に配慮し，全人的な評価と支援の視点で作業療法実践が

できる． 

私が担当する科目ではこの専門的実践力のディプロマに関しては以下の内容に関与する。 

① 「基礎作業学実習」にて、作業療法に関する理解する 

② 「作業療法評価学Ⅰ」にて、作業療法における評価に関する目的、方法の知識・技術、

及び結果の記載方法や解釈を修得する 

③ 「身体機能作業療法学Ⅰ」「作業療法治療学Ⅰ」「作業療法評価法特論Ⅰ」などにて、

作業療法の身体障害領域における介入理論、及び方法に関する知識・技術に関して学

習する。 

4） 多職種協働(態度・志向性) 

対象者や家族、保健・医療・福祉に関わるそれぞれの専門職と良好な人間関係を構築・

維持し、必要な情報収集・提供を適切に実践するためのコミュニケーションがとれる。ま

たその多職種と信頼と尊敬をもって、対象者中心の多職種協業の実践ができる。 

私が担当している「チームケア入門Ⅱ」は、リハビリテーション学部、看護学部、社

会福祉学部の全部学生で構成された小グループにて、職種の役割、各職種の立場による事

例検討を行い、各グループによる発表を行う。これらを通して、多職種協業の素地となる

ことに寄与する。他職種の理解と連携を学生時代から育み，また多様な価値観を受け入れ

るとともに専門性を伝える機会が各専門の強みとより深い理解につながることを期待し

ている。 

5） 地域実践(総合的な学習経験と創造的思考力) 

地域貢献するための社会性を備えた能力を有し、多様な地域課題を把握し、マネージメ

ントを含めた地域実践が行える。 



私が担当する「高齢期作業療法学Ⅱ」では、自立支援、地域ケア会議、認知症・介護

予防、地域課題の検討、MTDLP など地域での作業療法士の実践を念頭とした授業を構成し

ている。 

 

3.教育の方法 

1 年次の基礎作業学では、陶芸、タイルモザイク、革細工を担当した。それぞれ、作品の

制作を通して、必要な道具や作成までの工程を理解するとともに運動面や感覚認知面、作成

上の注意点などを学んでいく。また作成過程の楽しさや難しさなどの感情を意識すること

や、品評会などを通して褒めることや褒められることなどより、うれしさや難しさなど作業

を通しての対象者とのかかわりを意識してもらった。 

2 年次では、作業療法の評価、及び治療の理論から技術に関する基本的なことを行ってい

る。また、知識・技術を利用する場面として、実技試験や事例検討を交え、理解を促すとと

もに問題解決能力の向上も図っている。 

3 年次では、領域に特化した科目や身体障害領域における評価計画から目標設定までの一

連の作業療法プロセスを模擬的に実施し、臨床実習、及び作業療法プロセスの理解を促して

いる。また、高齢期作業療法Ⅱでは、自立支援、ケア会議、MTDLP、地域課題など今現在、

地域で求められる実践力を念頭にグループ討議・発表を中心に進めている。 

4 年次は、治療を含めた事例検討や医療倫理や組織など作業療法士として働くための準備

を促している。また、本年度は、新型コロナ感染症の為、臨床実習の一部を学内実習で行っ

た。3～4 名の学生を担当し、実習指導者としての役割を担った。指導内容は、評価実習で

担当した事例をもとにその評価の内容の振り返りから始め、評価結果の信頼性・妥当性に関

する確認するとともに評価項目の再検討を進めた。またその為に疾患や対象者のニーズ、主

訴、価値観や生活歴などの背景を踏まえ、必要性を検討した。また、置かれた施設の状況も

鑑み、現状でできることなども検討した。この再考をもとに問題点や強みの整理を行った。

対象者・家族のニーズや対象者の能力をもとに目標設定を検討した。目標設定は、可能な限

り転帰先の生活を見据え、自立支援、社会参加、役割、楽しみなどを念頭に、3か月後ない

し 6か月後の目標、その改善の為の 1か月後の目標をより具体的な設定を進めた。次いで、

その目標を獲得するための問題点の焦点化を進めた。目標設定においては、予後予測が重要

となり、教科書や先行研究の探索をすすめ、エビデンスに基づく、介入・支援の検討を進め

た。介入支援においても本人の訓練による改善の視点と家族や地域の支援を含めたマネー

ジメント的な介入も検討した。以上に関して、個別指導や学生同士の議論を促し、主体的取

り組みを意識して進めた。 

卒業研究では、本人が実施したいテーマをもとに研究疑問を挙げ、その研究疑問に基づき、

現状把握の為の原著論文や総説などを調べる。その論文による現状を把握し、研究テーマを

絞り込む。その後、更に先行研究を調べ、まとめ、研究の現状と問題点を明確としたうえで、

研究目的を明確とする。その研究目的を実施証するための研究デザインを検討し、調査や実



験研究を進めた。 

 

4.教育の成果・評価 

 本学では年 2回、前期と後期に学生による授業評価アンケートを実施しており、担当する

全授業でアンケートの提出を学生に求めている。以下にアンケート結果の一例を示す。 

 

授業科目 作業療法セミナーⅡ 

実施日  令和 2年 10 月 29 日～令和 3年 2月 28 日 

実施対象者数 23人 

学部・専攻 リハビリテーション学部 作業療法専攻 4 年 

 質問項目 この講義

の平均 

1 シラバス（授業計画）に即した内容の授業が行われていたと思います

か。 

3.74 

2 教員は私語を注意するなど、受講生が授業に集中できる環境を作って

いたと 

3.83 

3 教員は授業のために十分な準備をしていたと思いますか。 3.83 

4 授業の構成は適切だったと思いますか。 3.83 

5 教員の説明は、あなたにとってわかりやすいものでしたか。 3.74 

6 使用した教科書、参考書、配布資料などの教材は、理解を補う内容で

あり、適切に使われていましたか。 

3.7 

7 板書やスライドの内容は、わかりやすいものでしたか。 3.87 

8 授業での教員の話し方（声の大きさ、話す速さ）は、適切でしたか。 3.83 

9 授業によって、この分野(領域)をもっと勉強してみたいと思いました

か。 

3.78 

10 授業によって、新しい知識を得ることができたと思いますか。 3.87 

11 授業によって、新しいものの見方や考え方を得ることができたと思い

ますか。 

3.83 

12 この授業で得られたものは、自分にとって価値があったと思います

か。 

3.83 

13 授業の難易度は、あなたにとってどのようでしたか。 3.78 

14 授業の進み方のペースは、あなたにとってどのようでしたか。 3.83 

15 成績評価の基準と評価方法の説明は適切になされていたと思います

か。 

3.74 

16 評価方法は授業の内容にふさわしいものだと思いますか。 3.78 

17 この授業においては公正かつ正確な評価が行われると思いますか。 3.83 



 

全体に高い評価を得た。特に「授業によって、この分野(領域)をもっと勉強してみたい」

3.78、「新しい知識を得ることができた」3.87、「自分にとって価値があった」3.83 と学生

にとって興味と獲得した知識につながることができ有用であった。この授業の形態が、事例

検討を PBL で進め、これまでの知識を統合する科目であるため、主体的に学修し、理解でき

ることで評価・目標・治療の立案が可能となった実感を得ることができたための高い評価と

考える。Zoom によるディスカッションで進めたが資料を共有しながらディスカッションで

きたこともよかったのかもしれない。 

 

5. 教育を改善するための努力 

今年度、コロナ禍の為、多くを遠隔授業で進めたが、専門職においては、評価、治療の

技術を獲得することも重要である。一部対面で実施できたが、実施できなかった実技試験も

含め、技術の習得ができたとはいいがたい。次年度に技術の補習やコロナ禍の状況によって

は、遠隔での技術の習得に関する工夫など検討していく必要がある。また、2年生では疾患

の理解などの為に知識レベルの学習に関して、google フォームによる確認を行い、学生の

回答の正答率は高かったものの学生自身の理解した実感にはつながっていない科目があっ

た。2年生の段階での学生と教員の認識の相違を埋めるための工夫が必要かと考える。 

個別の確認、問題解決型のグループ討議、授業の録画による反復学習の仕組みなど検討して

いきたい。 

 

6 今後の目標（短期・長期） 

【短期目標】 

１．2年次に積み残しとなった技術に関する補講を実施し、技術の習得を進める。 

２．2 年次におけるシラバスの再構築を行う。特に難易度の検討と学生自身が学んだ知識

と技術を利用し、主体的学習の仕組みを導入する。 

３．次年度の 4年次の臨床実習において、リモートを含めた学内実習の進め方に関して検

討する。 

 

【長期目標】 

１．全学の共通科目の検討を進める 

２．2年次の学習の仕組みを学部全体の仕組みとして検討していきたい。 

３．新カリキュラムにおける臨床実習の実施方法や評価方法を確定していく。 


