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1．教育の責任 

 令和 2 年度現在、全国の理学療法士数は 18 万人を超え、養成施設数は大学、短期大学、

専門学校を合わせると全国で 276施設、入学定員は 14,000人以上である。自分が理学療法

士になった昭和 58 年当時から比べると、有資格者数では 45 倍、養成施設数は 7 倍弱とな

っている。昭和 58年当時、臨床現場では理学療法士が圧倒的に少なく、どこの地域でも引

っ張りだこであった。理学療法士は昭和 40年に制定されたばかりの新しい国家資格という

こともあり、需要に供給が追い付いてこず、新たな養成校の開設を待ちわびている状況であ

った。 

 その後、各地で理学療法士養成校が開設され、次々と理学療法士が輩出されるようになっ

たが、それは新たな粗製乱造と揶揄されるような結果も同時にもたらしていた。入学者定員

の増加とともに、十分な学力としっかりとした目的意識を待たない学生が集まり、教育現場

での教員や実習指導者の疲弊を招くこととなった。さらに卒業後、新人に対して即戦力のあ

る自立した理学療法としての役割を求めることも困難となり、一定期間の新人研修や指導

者役の配置が必須となっていった。 

 このような状況の中で、本学リハビリテーション学部は平成 20年に前身である専門学校

としてスタートしたのである。この当時は理学療法士養成校として群馬県内に大学 1、短期

大学 1、専門学校 3校があり、本学が 6校目であった。当時は新設校ということもあり、求

人が思うように進まず、教員自ら高校訪問や業者主催の学校説明会によく出かけたもので

ある。本学の教育理念もさることながら、とにかく学生を集める、そのことが最重要課題で

あった。 

 専門学校としてのスタートも、徐々に学生も集まるようになり、本学の教育理念を達成す

るため必要不可欠であった大学化が平成 24年にやっとのことで達成できたのである。自分

自身も理学療法士として臨床現場で 18年、教育活動は実習指導者や非常勤講師、他校や本

学での勤務も合わせると 20年に及ぶこととなり、ここに自分自身を振り返りながら、教育

の責任について述べたいと思う。 

 私が求める理学療法士像として、「患者さんに、“あなたにやってもらってよかった”、“あ

なたに出会ってよかったよ”と言ってもらえる理学療法士」がある。ただ勉強ができる、知

識があるだけの理学療法士ではなく、また治療技術に優れているだけの理学療法士でもな

い。そこには「仁」の心、相手に寄り添い、時には支え、「人にして仁あらずんば、礼をい

かにせん。人にして仁あらずんば、楽をいかにせん」とも言う通り、他者の心中を思いやる

ことができる理学療法士を育てることである。 

 

令和 2年度で担当した授業一覧 

科目名 対象学部・ 

学年 

必修・選択 開講年度、 

前期・後期・

通年 

受講者数 単位 



理学療法概

論 

理学療法専

攻 1学年 

必修 前期 35名（定員） 2単位 

物理療法学 理学療法専

攻 2学年 

必修 後期 35名（定員）

  

2単位 

物理療法学

実習 

理学療法専

攻 2学年 

必修 後期 35人（定員） 1単位 

義肢装具学 理学療法専

攻 3学年 

必修 後期 35人（定員） 2単位  

義肢装具学

実習 

理学療法専

攻 3学年 

必修 後期 35人（定員） 1単位  

リハビリテ

ーションの

基礎 

看護学部 2

年 

選択 前期  1単位  

 

2.教育の理念・目的（自分がどのような理念・目的を持って講義に臨んでいるか） 

 自分はもともとあまり勉強に熱心ではなく、手や体を動かしているほうが性に合ってい

るようで、理学療法士養成校に学生として在籍している当時も、あまり褒められたものでは

なかった。学校の先生方や臨床現場の先輩方、他の医療従事者や患者さんたちから、たくさ

んのお叱りや励ましをいただいて、これまで何とかやってきたのが実情である。たくさんの

失敗をし、その都度、反省と再チャレンジの機会をもらってきた経験から、「学生のうちは

できなくて当たり前で、失敗してもよい。だが、その失敗から何を学ぶことができたのか」

を教育の理念と目的に挙げたい。今のこの時点での学生の状況からすべてを決めつけるこ

とはせず、「将来、必ず出来る時が来る」と考え、ここで芽を摘むことは避け、可能な限り

将来の成長に期待していくことである。 

 自分の授業の中で学生の理解の状況を確認するため、学生たちに質問をすることがある。 

学生たちの返答はさまざまであるが、明らかに誤っていた答えであったとしても絶対否定

しないことが大切である。中には聞いていない学生や、まったく答えられない学生もいるが、

人格の否定だけは絶対にしない。また過去の出来事をあげつらってまとめて説教すること

ももちろんしない。一所懸命、学生たちのことを思いながら時間をかけ授業準備をしている

と、時に感情的になりたくもあるが、先ほどの自ら考える教育理念と目的からすれば、感情

的になっても意味も効果もないことである。 

 理学療法士の仕事は、社会的弱者といわれている高齢者や障害者に相対したとき、最後ま

であきらめず、支え続けていことである。私はこのような教育体験をした学生たちは、理学

療法士となりそのような社会的弱者の方々を担当することとなったときに、必ずあきらめ

ず、辛抱強く、対象者の将来を支える存在となるはずである。 

 



3.教育の方法 

 教育の機会は授業だけでなく、学内すべてであり、さらに学外も含め、その機会は如何ほ

どにもある。日々のあいさつや身だしなみ、清掃活動やボランティアの場面、また授業間の

休み時間でさえ教育場面である。また自分自身の言動も学生たちからすれば社会的な大人

としての見本としてみられるものであり、あるべき姿を見せることも教育の一環である。 

 具体的に授業場面を通した教育の方法を示したい。まず授業の開始として、5分程度で本

日の内容についてアナウンスを行う。これはシラバスを使って行うのであるが、現在は WEB

ポータルに収められているので、授業資料として提示を行う。シラバスに謳ってあるこの授

業の目的と目標をキーワードと絡めて説明を行う。次に 20分程度をかけ前回の授業の振り

返りを行う。前回学生から取っておいた授業コメントカード（もしくは Google フォーム）

をもとに、学生たちの質問や意見に答えながら、前回の授業内容を想起させ、内容のポイン

トを整理し、記憶の定着を図っている。ここまで 90分間の約 30分を使って行う。ここから

は本日のメインテーマの説明となるが、できるだけわかりやすくするために、図や教具を使

って視覚にも訴えるようにしている。また必ず教科書の何ページを開いてと呼びかけ、後か

ら教科書を見直すことで復習できる状況を作っている。 

 

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 「理学療法概論」 

実施日  令和 2年 7月 

実施対象者数 39人 

学部 リハビリテーション学部理学療法専攻 

 

 質問項目 この講義

の平均 

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。 3.93 

4 授業の構成は適切だったと思いますか。 3.81 

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。 3.78 

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。 

3.70 

7 板書やスライドの内容は、わかりやすいものでしたか。 3.85 

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。 3.85 

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。 3.89 

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。 

3.85 

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。 

3.89 

13 授業の難易度は、あなたにとってどのようでしたか。 3.74 

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。 3.78 

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。 

3.85 

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。 3.85 

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。 3.85 

（※本年度は１・２の設問が無かったため省略。） 

 

授業評価アンケート 17 項目の平均値はリハビリテーション学部が 3.61 ポイントであっ

たが、この「理学療法概論」においては 3.83ポイントとなった。評点は 4が「そう思う」、

3が「ややそう思う」、2が「あまりそう思わない」、１が「そう思わない」であることから、

平均が 3.83ポイントということは非常に高い評価を得たと考えてよいと思う。 

項目ごとに検討すると、学部平均値より下回ったのは一つもなかった。ただ、「2．あまり

そう思わない」にチェックが入っていた項目があったので、それらについて検討してみたい。  

設問「5．教員の説明はあなたの取ってわかりやすいもの」で 2にチェックしたものが 1名、

「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

われましたか」で 2にチェックしたものが 1名、「8．授業での教員の話し方」で 2にチェッ

クしたものが 1名、「9.授業によってこの領域をもっと勉強したい」で 2が 1名という結果

であった。 

理学療法概論という科目は、入学したばかりの学生に対し、理学療法の概要を理解しても

らうための授業であり、歴史、法律、倫理も含め多岐にわたる内容が含まれている。なるべ

くわかりやすく授業を行ってきたが、Zoom の環境も考えると今回の結果は妥当なものであ

ると考える。 

さらに同時行った理学療法 3年生を対象とした「義肢装具学実習」の授業評価アンケート

結果についても述べたい。授業評価アンケート 17項目の平均値はリハビリテーション学部

が 3.61ポイントであったが、この義肢装具学においては 3.71ポイントとなった。評点は 4

が「そう思う」、3が「ややそう思う」、2が「あまりそう思わない」、１が「そう思わない」

であることから、平均が 3.71ポイントということは非常に高い評価を得たと考えてよいと

思う。 

項目ごとに検討すると、学部平均値より下回ったのが、「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、適切に使われましたか」であった。学部平均



3.61ポイントであったが、本科目では 3.53ポイントにとどまった。授業で用いたものを検

証すると、教科書として指定された「義肢装具のチェックポイント」、また Zoom対応であっ

たため、理解を促進させるための毎回の授業要約を必ず提示し、プリントアウトして使える

ように Web ポータル上に提示した。さらに授業の進行に合わせてカメラ上で教科書のペー

ジを提示し、わかりやすいように配慮を行った。特に難解な内容については、背景におかれ

たホワイトボード上で、書きながら説明を加える工夫も行った。次に各項目において「1．

そうおもわない」、「2．あまりそう思わない」にチェックを入れたものが少数いたが、それ

について振り返ってみる。「5．教員の説明はあなたにとって分かりやすいものであったか」

では 2に付けたものが 2名、「7．板書やスライドの内容はわかりやすかったか」が 1、2を

選んだのが各 1名、「9.授業によってこの領域をもっと勉強したい」が 2で 1名、「14．授業

の進み方のペース」が 2で 1名の結果となった。 

義装具学実習は 2 年次後期の義肢装具学を受けて、より臨床的な内容に振ったものであ

り、症例を用いて疾患との結びつきや、現象の分析など、やや難しくなる傾向があり、Zoom

上での理解にやや困難さがみられたのかと思う。もう少しわかりやすく限定的にかいつま

んで説明することもできるが、そうなると必要な知識を伝えることができず、国家試験対策

にも影響を与えてしまう。以上のことから、Zoom を中心とした授業ではこの結果を改善す

るのは困難であり、特に実習を伴った内容では、どうすることもできないのが実際のところ

かと思う。 

 

5. 教育を改善するための努力 

1年生を対象とした「理学療法概論」では、新入生対象であるため、Zoomにおける授業で

は細心の注意と工夫が必要となる。設問「5．教員の説明はあなたの取ってわかりやすいも

の」で 2 にチェックしたものが 1 名、「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、適切に使われましたか」で 2にチェックしたものが 1名、「8．

授業での教員の話し方」で 2にチェックしたものが 1名、「9.授業によってこの領域をもっ

と勉強したい」で 2が 1名という結果については、一考の余地があると考える。特に 1年生

の授業においては対面で行える状況が増えてきている。 

今後の授業改善を考えると対面での授業を想定した改善計画になるが、ソーシャルディ

スタンスで 2 教室に別れ、縦長の教室ではるか後方まで学生が座る環境では、声が届かな

い、黒板やスライドが見づらいなど、新たな問題が発生するであろう。さらに学生の理解が

促進するよう、学習環境に合わせた授業の工夫が必要になってくると考えられる。 

3年生を対象とした「義肢装具学実習」では、Zoomにおける実習科目では、おのずと限界

が出てくる。実際に義肢や装具を手に触れ、動かすことによってその構造と機能を理解する

ことが重要であるため、Zoom 上でどのように疑似体験してもらうかが、求められる課題で

ある。 

項目ごとに検討すると、「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、適切に使われましたか」は学部平均 3.61ポイントであったが、本科目では

3.53 ポイントにとどまった。この実技系の授業の Zoom における限界と捉えることもでき

る。ただし、このことについてはまだまだ工夫の余地があろう。 

現在、対面授業も増えており、特に実習系の授業においては、ほぼ対面で行える状況とな

っている。今後の改善を考えると、「理学療法概論」で述べたことと同様となるが、対面で

の授業を想定した改善計画や、ソーシャルディスタンスで 2教室に別れた授業展開、縦長の

教室でのはるか後方学生が座る環境での工夫等、新たな課題が発生するであろう。 

 Zoomで行う授業について、学生の理解度を把握するために Googleフォームを用いた、授

業のコメント、また到達度を図るミニテストの結果を次の授業で授業開始時に画面の共有

と使って毎授業提示をした。（以下が、ある回の授業で用いたミニテストと質問や意見を

Googleフォームで集計し、次の回の授業の開始時に学生に提示した資料である） 

 

小テストの結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

皆さんからの質問・意見 

・学生より～切断直後の大腿義足での歩行練習は不慣れで正常な歩行が出ないと思うので

すが、不慣れなための異常歩行なのか、義足が合ってないための異常歩行なのか見分けは

つきますか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    ※特に「ぶんまわし歩行」や「伸び上がり歩行」ですかね。 

・学生より～シザース歩行ははさみ足歩行ですが原因の組み合わせがわかりません。 

    ※初期内転角不足や義足長が短すぎるといったところでしょうか。 

 

・学生より～義肢はともかく義足の勉強する時は疾患と同時にやった方がいいと思います

か？ 

    ※その通りですね。特に循環障害が原因で切断に至った場合、基礎疾患に糖尿病や

心疾患の可能性や、活動性の低下、廃用症候群など考えていかなくてはなりませ

ん。 

 

6今後の目標（短期・長期） 

 

 長期目標：主体的に学ぶことができ自ら考える学生を育てること 

     

 短期目標：より分かりやすい授業を心掛けることとして、1回 1回の授業において、学生

の立場に立った授業展開に心がけていくこと。このことは何でもかんでも手取り足取り

教えるのではなく、ポイントはどこなのか、どのように理解していけばよいのか、その手

段と過程をしっかり教授することである。ともすると学生たちは短絡的に答えだけを知

りたがり、またポイントだけを知ろうとする。答えを導き出すための過程や、ポイントが

どこであるか理解することが重要であること、長期的には、帰納的演繹的な考え方を身に

付けさせることが重要と考える。 

 

7.添付資料・参考資料 

注）提出の際は、添付・参考資料もご提出ください。ただし、ホームページ上で公開する際

には、公開されません。 

 

参考資料：2020年度前期学生による授業評価アンケート「理学療法概論」 

    ：2020年度前期学生による授業評価アンケート「義肢装具学実習」 

    ：2020年度「義肢装具学実習」第 5回 Googleフォーム結果 


