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1・教育の責任 

 

リハビリテーション学部理学療法専攻の教員として、リハビリテーション学部・看護学部

の 2学部で授業を担当している。今年度の担当授業科目は以下のとおりである。なお、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 開講年度、 

前期・後期・

通年 

受講者数 単位 

地域理学療

法学Ⅰ 

リハビリテ

ーション学

部・3学年 

必修 令和 2年度 

前期 

38  2 

地域理学療

法学Ⅱ 

リハビリテ

ーション学

部・3学年 

必修 令和 2年度 

前期 

38  2 

理学療法セ

ミナーⅠ 

リハビリテ

ーション学

部・3学年 

必修 令和 2年度 

前期 

38  1 

理学療法評

価学Ⅱ 

リハビリテ

ーション学

部・2学年 

必修 令和 2年度 

後期 

36  2 

運動療法学

実習Ⅲ 

リハビリテ

ーション学

部・3学年 

必修 令和 2年度 

後期 

38  1 

卒業研究 リハビリテ

ーション学

部・4学年 

必修 令和 2年度 

通年 

 7  2 

住環境福祉

論 

看護学部 

2・3学年 

選択 前期 47  1 

 

医療専門職は机上での知識の習得だけでなく、その知識を実践できることが求められる。

このため、実務経験のある教員であることのメリットを最大限に活かせるような工夫をし

ている。具体的な実務経験の内容としては、介護保険領域で常勤として 11年間、非常勤と

して 5 年間の理学療法士としての実務経験を有する。また、2016 年より群馬県内の市町村

において、介護予防（フレイル予防・転倒予防・認知症予防）やヘルスプロモーションに寄



与するための活動を行っている。さらに、博士（社会福祉学）、専門理学療法士（基礎理学

療法・生活環境支援理学療法）、介護支援専門員、サルコペニア・フレイル指導士などの資

格を有する。 

 

なお、本学での授業の他に、以下のような活動もしている。 

 

1） 日本理学療法士学会 査読者（日本予防理学療法学会，日本地域理学療法学会，日本基

礎理学療法学会，日本支援工学理学療法学会）（～現在） 

2） 健康と福祉の研究会 世話人（～現在） 

3） 群馬県理学療法士協会 地域包括ケアシステム部 部員（2019年 8月まで） 

4） 群馬県理学療法士・作業療法士・言語聴覚士連絡協議会 介護予防部 部員（～現在） 

5） 日本転倒予防学会 評議員（～現在） 

6） 転倒予防指導士基礎講習会 講師（～現在） 

7） 厚生労働省 高齢者の特性を踏まえた保健事業（フレイル対策）に関する文献調査  

8） 検討会 委員（2018 年 3月まで） 

9） 日本転倒予防学会誌 編集委員・査読者（～現在） 

10）群馬県フレイル予防サポーター養成標準教材作成 ワーキンググループ 委員（～現

在） 

11）ぐんま認知症アカデミー 幹事・書記（～現在） 

12）群馬県理学理学療法士協会 40周年記念誌部長（2020年 3月まで） 

13）理学療法群馬 編集委員長・査読者 （群馬県理学療法士協会 学術誌部長）（～現在） 

14）群馬県フレイル予防サポーター養成講座 講師（～現在） 

15）日本理学療法士協会 軽度認知障害理学療法ガイドライン システマティックレビュ

ー班員（～現在） 

16）群馬県 新しい生活様式を踏まえた通いの場運営ガイドライン 委員（～現在） 

17）群馬県前橋市 前橋版生涯活躍のまち(CCRC) フレイル予防担当（～現在） 

 

2.教育の理念・目的 

 

医療専門職は、常に進歩する医療に興味を持ち、新しい知見を得ていく必要がある。その

ためには、自らも先行研究を基に研究を進めることが重要となる。 

また、理学療法専攻ディプロマポリシーを援用すると、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、疾病予防から身体機能の回復維持・向上を図り社会復

帰や社会参加の理学療法実践ができる人材、および、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人材を育成

することの意義を感じている。さらに、情報リテラシー教育（情報モラルに関する教育 



、課題解決のために必要な情報を探索するための図書館利用法・文献探索・データベース活

用法など）や、アクティブラーニング要素としてプレゼンテーション技術に関する教育にも

注力している。これらの諸点を踏まえ、実証と実践のバランスの取れた医療専門職を社会に

還元することを主たる目的とする。 

 

3.教育の方法 

 

3-1.作成した教材（テキスト・DVD）の活用 

（地域理学療法学Ⅰ・運動療法学実習Ⅲ・住環境福祉論など） 

 

自作したテキストや DVDを活用した教育に力を入れている。これらは、介護予防やヘルス

プロモーションに関連する授業で活用している。また、テキストや DVDには、卒業後に介護

予防やヘルスプロモーション領域での活動を希望する学生らが出演している。このため、実

践活動教育としての要素も含んでいる。 

 

資料 1：『心・身・脳』維持向上プロジェクト-大学・社協・参加者とで作る新しい介護予防

プログラム－ テキスト 

 

2016 年 12 月に本学と前橋市社会福祉協議会と協定締結式を行った。この協定締結を機

に、地域の福祉課題に関する研究を、共同で行っていくことになった。その第 1弾が『心・

身・脳』維持向上プロジェクトである。参加者が心（心の健康維持）・身（転倒予防）・脳（認

知症予防）に関する知識と体操の習得を目指すことを目的としたテキストを作成した（全

100頁）。 

 

資料 2：フレイルってなに？‐予防のための基礎知識と運動-（DVD） 

 

 DVD の内容は、フレイルの基礎知識が 10 分、運動プログラムが 20 分で構成されている。

なお、運動プログラムは、ストレッチや筋力トレーニングだけでなく、二重課題やボディイ

メージへのアプローチを複合したものを独自に考案した。また、地域在住高齢者が、運動プ

ログラムの手順などを視覚的に理解しやすいように工夫した。 

 

資料 3：フレイルを予防しよう‐実践のための基礎知識と運動‐（DVD） 

 

 DVDの内容は、フレイル予防に関する解説が約 10分、運動プログラムが約 20分で構成さ

れている。フレイル予防に関する解説は、筆者らが地域での講座で用いているスライドにて

教示する構成とした。さらに、基礎編 DVDで言及することが少なかった社会的フレイルにつ



いても紹介した。 

 

資料 4：新しい生活様式を踏まえたフレイル予防（DVD） 

 

「新しい生活様式」に準拠した高齢者の生活へのサポートや健康管理は、従来の方法を踏

襲するだけでは不十分である。そして、新型コロナウイルス感染症（Coronavirus disease 

2019;COVID-19）の感染拡大防止に留意しながらのフレイル予防対策の構築することに対す

る社会のニーズは高い。今回作成した DVDの内容は、フレイル予防と COVID-19感染症拡大

防止に関する解説が約 10分、運動プログラムが約 35分で構成されている。 

 

3-2. 卒前・卒後教育の充実 

 

卒業研究を担当する学生は、卒業後に介護予防やヘルスプロモーション領域での活動を

希望する者が多い。このため、在学中に最新の知見を随時提供することを継続している。ま

た、卒業後に在学中の研究成果を外部に発表することを希望する者に関しては、学術論文や

学会発表に至るまでの研究指導を行っている。これまでに卒業生の学術論文 4 編の掲載と、

学会発表 2件の実績がある。 

 

学術論文（卒業研究をブラッシュアップ） 

 

1） 山田彩,渡邉麻由,村山明彦：ダブルケアの支援につなげるための意識調査—食事介助に

着目した検討．理学療法ジャーナル，2021 

 

【要約】ダブルケアを行う人たちへの支援につなげるための実践への示唆を得ることを目

的とした。子育て経験の有無にかかわらず特別養護老人ホームに勤務する看護・介護職員を

対象とし、独自に作成した質問紙を用いた調査を行った。その結果、育児の経験がある者か

らは、育児と介護の相互作用を肯定するような回答が得られた。 

 

2） 徳竹優花,荒井卓巳,小堺雅也,坂上眞樹美,新嶋廉,村山明彦：大学生のリュックサック

の使用方法と腰痛について-質問紙調査結果からの示唆-．理学療法ジャーナル，2019 

 

【要約】本研究では、腰痛の発生機序について一定の知識を有する大学生のリュックサック

の使用方法(知識と嗜好)を調査することで、今後の腰痛予防教育に有益となる知見を得る

ことを目的とした。今後の腰痛予防を目的とした健康教育においては、予防の知識を深める

だけでは不十分である可能性が示唆された。 

 



3） 金子千紗,七戸真衣,西村峻平,佐原綾子,村山明彦, 山口智晴：介護予防事業への参加

率向上を目的とした情報発信方法の検討-A 県 B 市での介護予防事業に着目した質問紙

調査-．理学療法群馬，2019 

 

【要約】高齢者と学生が認識する効果的な情報発信手段に差異が生じていた。将来介護予防

事業を広める立場となりうる者が実際に介護予防事業に足を運び、高齢者の重要視してい

る広報手段を知ることは非常に重要な教育であり、そのことが結果として参加者の増加に

も繋がると推察した。 

 

4） 湯崎野彩香,早川樹里,穴澤愛理,豊田資史,村山明彦: 認知症の非薬物療法に関する意

識調査-実践への提言に向けた検討-．理学療法ジャーナル，2018 

 

【要約】介護職員と本学の学生を対象とした質問紙調査を実施した。その結果、認知症の非

薬物療法においては自らの専門性を活かしやすい項目を選択する傾向が認められた。実践

への提言として、今後の認知症者の非薬物療法の計画と実践においては、多職種で知識を共

有し合い個々の専門性を相互に理解して活用していくことの有用性を言及するに至った。 

 

学会発表（卒業研究をブラッシュアップ） 

 

1） 小林和貴，多田菊代,村山明彦：デイサービス利用者のケアマネジメントと多職種協働

に関する一提言-体重の記録に着目した調査からの示唆-．第 27回群馬県理学療法士学

会，2020 

 

【要約】特別養護老人ホームにおいて、非常勤で勤務する理学療法士のリハビリ記録および

看護・介護記録、体重測定記録を調査し、多職種協働に寄与する知見を得ることを目的とし

た。今回の調査から、多職種で体重の推移に着目することは、医療機器やスタッフ数が限ら

れた環境下でも利用者のケアマネジメントに寄与できる可能性が示唆された。 

 

2） 金子千紗,七戸真衣,西村峻平,佐原綾子,村山明彦: 介護予防事業への参加率向上を目

的とした情報発信方法の検討－A県 B市での介護予防事業に着目した質問紙調査－. ぐ

んま認知症アカデミー第 12 回秋の研究発表会，2017 

 

【要約】高齢者と学生が認識する効果的な情報発信手段に差異が生じていた。将来介護予防

事業を広める立場となりうる者が実際に介護予防事業に足を運び、高齢者の重要視してい

る広報手段を知ることは非常に重要な教育であり、そのことが結果として参加者の増加に

も繋がると推察した。 



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 運動療法学実習Ⅲ 

実施日  令和 2年 10月 30日 

実施対象者数  38人 

学部 リハビリテーション学部 

 

 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。 3.91 

4 授業の構成は適切だったと思いますか。 3.88 

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。 3.91 

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。 

3.94 

7 板書やスライドの内容は、わかりやすいものでしたか。 3.91 

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。 3.94 

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。 

3.91 

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。 3.94 

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。 

3.88 

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。 

3.91 

13 授業の難易度は、あなたにとってどのようでしたか。 3.85 

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。 3.88 

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。 

3.94 

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。 3.91 

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。 3.88 

（※本年度は１・２の設問が無かったため省略。） 

 

自由記述（3件：原文のまま） 

 



とても興味深い講義が多かった。授業の質がどの先生よりも高く、生徒のやる気も高いと

感じる。 

 

今まで授業ありがとうございました。今の自分とこれからの現場で働く自分にとってた

めになる話ばかりでした。 

 

ありがとうございました。とてもためになるお話を聞かせていただいて授業がとても楽

しかったです。 

 

授業科目 住環境福祉論 

実施日  令和 2年 7月 1日 

実施対象者数  47人 

学部 看護学部 2年・3年 

 

 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。 3.81 

4 授業の構成は適切だったと思いますか。 3.86 

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。 3.84 

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。 

3.59 

7 板書やスライドの内容は、わかりやすいものでしたか。 3.65 

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。 3.92 

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。 

3.69 

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。 3.86 

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。 

3.89 

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。 

3.84 

13 授業の難易度は、あなたにとってどのようでしたか。 3.69 

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。 3.89 

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。 

3.86 

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。 3.86 

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。 3.89 



（※本年度は１・２の設問が無かったため省略。） 

 

自由記述（3件：原文のまま） 

 

先生の知見が深く、話を聞いていてとても興味深いものが多かったです。私も色々な経験

をして、多角的な視点をもって看護師や保健師としての道を歩んでいけるようにしたいと

思いました。 

 

8 回ではなく 15 回で受けたかったです…。講義ありがとうございました。生徒私たちへ

の考慮がすごくてとてもよかったです。 

 

とても分かりやすい講義で、住環境という違った視点での看護を学べたので、この科目を

履修してよかったです。スレッドでの小テストやレポートで、自分の考えを書くことは何回

かやっていくうちに、文書の表現力も高めることが出来たと思う。 

 

 

地域理学療法学Ⅰ、地域理学療法学Ⅱ、理学療法セミナーⅠ、理学療法評価学Ⅱ、住環境

福祉論（看護学部）における各学部全体と担当科目の結果を統計解析（Mann-Whitney U Test ）

したところ、全ての担当科目の値が有意に高く（p<0.001）、良好な結果となった。この結果

から、教員の伝えたい内容と、学生の要望が合致していた可能性が高いことが示唆された。

また、遠隔授業を中心とした講義であっても対面と同様の評価が得られていた（昨年度の結

果との比較）。 

 

5. 教育を改善するための努力 

 

上述の結果を前向きに捉えて（授業のスタイルを継続）、科目のアップデートを図る。

具体的には、ガイドラインの改定などエビデンスに関する内容は、常に最新版を紹介でき

るようにする。また、近年は理学療法士や保健師の国家試験においてエビデンスに関する

問題が出題されているため、国家試験の動向も鑑みながら授業計画を立案していく方針で

ある。そして、より高い授業満足度を確立するため、配布資料や授業内で紹介するスライ

ドもブラッシュアップを行う。 

 

6今後の目標（短期・長期） 

 

短期目標 

 



 担当する科目に関する内容の認知度の向上を図ることを短期目標とする。 

 介護予防・ヘルスプロモーション・生活環境支援などは、比較的新しい学問領域である。

このため、社会的な認知度を向上させることで、聴講する学生の興味関心が高まると推察し

ている。具体的には学術誌での発表だけでなく、各種メディアを通じての広報活動も有効で

あると考える。 

 以下、これまでの実践例を提示する。 

 

1） 上毛新聞社 TAKATAI編集室 連載 「転ばぬ先の心・身・脳」2017年～現在 

3か月に 1回の頻度で転倒予防に関するコラムを連載している。 

2） NHK前橋放送協局「ほっとぐんま 645」 2019年 12月 19日 

群馬県安中市で開催されたフレイル予防講座（群馬県の実証事業）の様子が放送された。 

3） 群馬県広報誌『ぐんま広報』2020年 5月 3日 

外出自粛期間中に、自宅でできる運動プログラムの紹介を行った。 

4） NHK前橋放送協局「ほっとぐんま 630」2020年 5月 20日・21日  

フレイルの解説（20日）、フレイル予防を図るための運動プログラム(21日）について

紹介した。 

5） NHK松山放送局「ギュッと！四国」2020年 10月 17日 

新しい生活様式を踏まえたフレイル予防の解説と、自宅でできる運動プログラムの紹

介を行った。 

6） NHK前橋放送協局「ほっとぐんま 630」2020年 10月 26日～30日  

自宅で無理なく継続できる運動プログラムを 5日間にわたって紹介した。 

 

長期目標 

 

担当する科目に関する内容の研究を志す学生、大学院への進学を希望する学生の増加を

図ることを長期目標とする。 

 介護予防・ヘルスプロモーション・生活環境支援などは、比較的新しい学問領域であるが、

社会のニーズは非常に高い。このため、同分野での研究を継続し、社会にとって有益な知見

を発信できる人材を輩出していくことが重要であると考える。 

 

 

 

 

 

 

 



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。 
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