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1・教育の責任 

 私、山口智晴は群馬医療福祉大学リハビリテーション学部の教授として以下の授業科目

を担当している。各科目の詳細については、本学の WEB ポータルシステム上に電子シラバス

として全ての学生と教職員に公開されている。以下は令和 2 年度の 1 年分の担当科目であ

り、基本的には毎年同数の科目を担当している。 

 

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 

評価学概論 作業療法・

1年 

必修 令和 2年度・

後期 

39 名 1 単位 

作業療法入門

実習 

作業療法・

2年 

必修 令和 2年度・

後期 

37 名 1 単位 

作業療法評価

法Ⅱ 

作業療法・

2年 

必修 令和 2年度・

後期 

37 名 2 単位 

作業療法評価

法Ⅲ 

作業療法・

3年 

必修 令和 2年度・

前期 

30 名 2 単位 

高齢期作業療

法学Ⅰ 

作業療法・

3年 

必修 令和 2年度・

前期 

30 名 2 単位 

作業療法研究

法 

作業療法・

3年 

必修 令和 2年度・

前期 

30 名 1 単位 

作業療法特論

Ⅱ 

作業療法・

3年 

選択 令和 2年度・

後期 

7 名 1 単位 

臨床評価実習

指導 

作業療法・

3年 

必修 令和 2年度・

後期 

30 名 1 単位 

総合演習Ⅰ 作業・理学

療法 3年 

必修 令和 2年度・

通年 

30 名 1 単位 

作業療法セミ

ナーⅠ 

作業療法・

3年 

必修 令和 2年度・

通年 

30 名 1 単位 

臨床評価実習

Ⅰ 

作業療法・

3年 

必修 令和 2年度・

後期 

30 名 3 単位 

臨床評価実習

Ⅱ 

作業療法・

3年 

必修 令和 2年度・

後期 

30 名 3 単位 

臨床総合実習

Ⅰ 

作業療法・

4年 

必修 令和 2年度・

通年 

23 名 8 単位 



臨床総合実習

Ⅱ 

作業療法・

4年 

必修 令和 2年度・

通年 

23 名 8 単位 

卒業研究 作業療法・

4年 

必修 令和 2年度・

通年 

23 名 2 単位 

リハビリテー

ションの基礎 

看護・1年 選択 令和 2年度・

前期 

5 名 1 単位 

高齢者福祉特

論 

大学院・1

年 

必修 令和 2年度・

後期 

4 名 2 単位 

 

 以上の表にある通り、私の担当する科目はその大半が作業療法専攻の学生を対象とした

もので、特に 3年生を対象とした専門的な科目を担当している。その中でも、高齢者や認知

症、高次脳機能障害などの高齢期と認知機能、地域リハビリテーションに関する科目を中心

に担当している。これからの我が国は、未だ人類が経験したことのない少子化と高齢化、人

口減少が進んだ社会に突入していく。この様な社会的変遷も踏まえると、これからの作業療

法士には、高齢者作業療法や地域リハビリテーション等に関する高い知識と技術が必要と

なり、私が担当している科目がそこに果たす役割も高く、その点については責任の重さを感

じている。 

私は、高次脳機能障害者と家族と支援者の会 NPO法人ノーサイドの副理事長として、家族

会の運営には 10 年以上ボランティアで関与している。そこでは、高次の認知機能に障害を

負った人たちが地域社会で自分らしい当たり前の生活ができることを目指して、行政への

働きかけや専門職向けの研修、家族支援に取り組んできた。また、前橋市認知症初期集中支

援チームのチームリーダーや群馬県自立支援型ケアマネジメント推進事業アドバイザーと

して、高齢者や認知症の人が、その人の住み慣れた地域での生活継続を支える取り組みを実

践してきている。私は以下に示した通り、これら実践経験を教育の中にできる限り取り込む

ことで、これから到来する激動の社会変化の中でも、より本質的で実践的な知識と技能が修

得できるように教授方法を工夫する努力をしている。 

また、看護学部の学生には将来看護師になった際、作業療法士とどの様に連携できるのか

を具体的にイメージを持ってもらえる様に、看護師と連携して支援した事例紹介も交えた

授業構成の工夫をしている。大学院の授業では、受講者の大半が長い臨床現場での経験を持

った社会人であるため、日々の現場での実践を学問体系にまとめていくためのスキルや研

究疑問の設定の仕方などを身につけて頂き、学んだことが日々の現場で活用できる様にし

てもらうための工夫をしている。 

 

なお、本学での授業の他にも、具体的には以下のような活動を実践している。 

１）リハビリテーション学部リハビリテーション学科作業療法専攻の専攻長 

２）リハビリテーション学部国家試験受験対策委員会委員長 その他各種委員会活動 



３）群馬医療福祉大学 後援会 茨城･栃木支部 主担当 

４）公益財団法人老年病研究所 非常勤勤務（作業療法士としての臨床業務） 

５）前橋市認知症初期集中支援チーム チームリーダー 

６）群馬大学医学部保健学科 非常勤講師 

７）一般社団法人 日本作業療法士会 制度対策部員、学術部員、学会演題査読員 

８）一般社団法人 群馬県作業療法士会 副会長、事業局長、理事、学術誌査読員 

９）群馬県 PT・OT・ST 連絡協議会 介護予防部、地域ケア部 

10）全国リハビリテーション学校協会 群馬県作業療法士養成校担当 

11）群馬県 自立支援型ケアマネジメント推進事業 アドバイザー 

12）岐阜県 認知症初期集中支援推進事業 アドバイザー 

13）認定 NPO 法人 じゃんけんぽん 理事 

14）NPO 法人 ノーサイド 副理事長 

15）渋川市認知症施策推進委員会 認知症条例検討ワーキング部会 副部会長 

16）医療福祉に関する各職能団体や行政、研究会が主催する、専門職/市民向け研修講師は

全国で年間数十回を担当している。 

17）その他、令和元年度厚生労働科学研究費補助金（長寿政策事業）の分担研究者など、全

国の研究者達と連携した研究実践なども取り組んでいる。 

 

 

2.教育の理念・目的 

 本学作業療法専攻のディプロマポリシーには、“態度･志向性”としての多職種協働の事項

に「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。」との記載が

ある。また、“総合的な学習経験と創造的思考力”としての地域実践の項目に「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。」と記載されている。本学の建学の精神である「仁」の精神を踏まえ、人

格的な資質を育むことができるような力を身につけることを基本的な理念として実践して

いる。 

 それを実現するために、上述１．にある様、教員である私自らの行動や実践を学生に示す

ことで、社会で生じている本質的な課題を見抜く視点の重要性と、自分が学んだ知識や技術

をいかに地域に還元するべきかを伝える様に努力している。専門職としての高い職業倫理

観と自ら学ぶ研究と探求の重要性に重きを置いている。特に、地域リハビリテーションの実

践においては、科学的エビデンスが高い世界一流の研究成果を目指すのではなく、自分の目

の前の対象者や地域課題を変えていくことが出来る力を身につけることを目指している。 

 



3.教育の方法 

 この様な理念と目的を実践するために、普段の授業において①主体的な学びにつながる

ためのアクティブ・ラーニング、②実臨床に基づく本質的でリアルな講義、③情報を取捨選

択する力、④専門的知識に限らない深い教養の 4 点を特に意識して授業を構成するように

している。 

 ①に対して：私は国家試験受験対策委員会委員長として、1～4 年次までの GPA 推移と国

家試験成績の関連性や入試形態毎の国家試験成績や合否などについて、大学の IR 室と連携

しながら分析し、大学改革推進センター会議等で報告してきた。そこでは、1～2 年次の基

礎医学系科目の成績が特にその後の学習や国家試験の成績と関連することが明らかになっ

た。また、国家試験対策では膨大な知識量を短期間で学習しなくてはならないため、協同学

習の手法で実施するが、それらの技能が未熟な学生であるほど 4 年次の国家試験対策で成

績が伸び悩むことも分かってきている。協同学習には、自分の分からない点や考えを素直に

伝えたり、分からないという周囲の訴えにできる限り分かり易い説明を心がけたり、躓いて

いる学生に気付いてフォローするなどのスキルも必要になる。単に主体的な学習だけでな

く、利他的視点も含め、集団としての知を高める視点である。そういったスキルは就職後に

作業療法士としても役に立つものとなる。私の担当科目の多くでは、グループで定められた

テーマを調べあげて発表し、それを基に受講者間でディスカッションし、最後に私が補足説

明をするという手法をとっている。 

 ②に対して：1年次の評価学概論では、作業療法における評価の位置づけや本質的な意味

だけでなく、作業療法の実践において評価スキルが実臨床上でどの様な重要性を示すかに

ついて、実際の臨床事例を通して学生に気付いてもらう様にしている。1年次における概論

の授業は、ともすると非常に抽象的で学生にとってはつまらないものとなってしまう。しか

し、専門的な学問を学び始めた時にこそ、この学問領域の愉しさに気付いてもらいたいと考

えている。それを 2 年次の評価法Ⅱや 3 年次の評価法Ⅲの学びとつながる様にしてもらい

たいと考えて授業を展開している。また、高次脳機能障害や認知症に対する作業療法では、

評価や治療介入の考え方について事例を通してディスカッションすることでより実践的な

スキルを身につけるように工夫をしている。 

 ③に対して：作業療法研究法や作業療法セミナーⅠ、作業療法卒業研究では、検索媒体の

扱い方や文献抄読を通してどの様に読み解くべきかなどを体験する。特に論文の結果をそ

のまま読むのではなく、批判的な視点でも読んでいく方法についても少人数のゼミ形式で

学生と共に理解を深める機会を設けている。また、高齢期作業療法学では、全国的にも作業

療法養成課程での採択率が高い教科書の執筆に関与しており、教科書になぜこの様な記載

にしたのか、また教科書を読み解くときのポイントはどこにあるのか、読者ではなく筆者か

ら見た視点はどの様に見えるのかなども伝えるようにしている。 

 ④に対して：主には総合演習Ⅰなどの科目において、我が国における社会構造の変遷と諸

外国の違い、教科書や論文に明記されていない、社会的な課題に対し、社会学や経済学で用



いられる理論を元に解決策を考える様な課題を実施している。医療福祉分野は、ともすると

浮世離れした視点や福祉的で性善説に基づく様な関わり方になりがちである。もちろん、福

祉的な観点が重要である事は言うに及ばないが、価値観が多様化する中では多面的な視点

が重要になる。持続可能な福祉社会の構築に向けた議論として、格差の拡大防止、こどもの

発育環境の整備、高齢者の虚弱予防や成人のメンタルヘルス支援など幅広い課題に対して、

作業療法や理学療法に限らない多様な論考の機会を提示している。 

 

 

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。私が

授業の運営上、最も苦労する科目の一つである「作業療法研究法」の結果である。 

 

授業科目：作業療法研究法 

実施日：令和 2年度前期末 

実施対象者数：30人(作業療法専攻 3年生) 

学部：リハビリテーション学部 

 

 質問項目 学部全体

平均 

本 講 義

の平均 

1 シラバスに即した内容の授業が行われていたと思いますか。 3.56 3.91 

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

思いますか 

3.62 3.91 

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。 3.68 3.91 

4 授業の構成は適切だったと思いますか。 3.65 4.00 

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。 3.54 3.85 

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。 

3.61 3.85 

7 板書やスライドの内容は、わかりやすいものでしたか。 3.57 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。 3.63 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。 3.52 3.46 

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。 3.71 3.77 

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。 3.65 3.77 

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。 3.69 3.85 

13 授業の難易度は、あなたにとってどのようでしたか。 3.46 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。 3.57 3.77 



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。 3.63 3.92 

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。 3.64 4.00 

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。 3.68 4.00 

 

 

 この授業「作業療法研究法」は、作業療法専攻の 3年生に対して実施する 8コマ 1単位の

授業である。多くの学生は「研究」という言葉に対して非常に苦手意識を持っており、特に

統計に関する講義では「難しい」と訴える学生が多い科目である。私自身が大学生時代に研

究法や統計法の授業に対して苦手意識があったので、学生達の気持ちもよく分かる。そこで、

統計に関する講義は全て、学生に対してテーマを割り当て、それを学生達は 1 テーマ 2～3

名のグループメンバーで資料をつくり、当日の講義で発表するという流れで実施している。

ちなみに、令和 2 年度は以下の 10 テーマで実施した。①定量的データと定性的データと

は？ ②尺度（名義、順序、間隔、比率）とは？ ③統計的仮説検定の帰無仮説とは？ 有

意水準とは？ ④相関と相関係数、偏相関とは？ ⑤パラメトリカルな 2群の比較（対応の

ある t検定と対応のないｔ検定） ⑥ノン･パラメトリカルな 2群の比較（Mann-Whitney 検

定、Wilcoxon 符号付順位和検定など） ⑦なぜ 3群以上の比較に t検定が利用できないか？ 

⑧3群以上の比較（一元配置分散分析、二元配置分散分析） ⑨χ2検定 ⑩ロジスティッ

ク回帰分析。この 10 テーマに対し、学生はグループごとに発表の準備を進める。学生が課

題を進めるにあたっても、資料作成にあたって事前相談や確認などを行うため、教員の労力

としてはスライドショーを用いて一方的な教示をした方が楽である。しかし、それでは学生

達の記憶には全く残らない。なぜなら、私自身がこの様な実施スタイルに至る以前は、パワ

ーポイントなどのスライド資料をつくって授業時に説明をしていた。分かり易いという意

見も多かったが、一方で興味が無い学生には全く頭に入っていかないという経験をした。そ

こで、約 5年前から今の授業スタイルに変更した。先に掲載した結果の通り、概ね学生の満

足度は高い結果が得られるようになっている。しかし、「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。」の項目は唯一、全体と比して本講義の満足度が

低かった（全体 3.52、本講義 3.46）。研究法については苦手意識を持つ学生が多い中で、い

かに研究することの意義があるのかについて、引き続き学生に伝えられるように努力して

いきたい。「研究」というと難しく考える学生が多い中で、日頃の実践の振り返りが研究の

スタートであるという身近な発想に変えていけるかが、私の課題である。 

 

 

5. 教育を改善するための努力 

 先述の４．に「作業療法研究法」という科目における改善努力を例示した。この様な取り

組みを繰り返し実施しているが、令和 2年度は前期から COVID-19 の感染拡大防止の観点か

ら zoom を用いた WEB 講義を 5 月から実施してきた。WEB 講義の場合は学生のリアクション



が分かりにくく、学生がどこまで知識や技術を獲得できていたのかが十分に把握しきれな

い。そこで、Google フォームや WEB ポータルシステムのレポート機能を活用した小テスト、

毎回の授業に対するコメントシートの代わりに WEB ポータルでの授業スレッドなどを活用

し、学生との双方向のコミュニケーションが取れるような最大限の努力をしてきた。ここで

得られた経験は、今後 COVID-19 が落ち着いたとしても有効に活用することができると考え

ている。常に学生の興味や世の中の状況にうまく対応ができるような工夫をしていきたい。 

 

 

 

6 今後の目標（短期・長期） 

【短期目標】 

 １．国家試験対策委員長で得られた知見や IR室と連携した分析結果を元に、主体的な学

びのきっかけ作りを普段の講義に取り入れる 

 ２．シラバス設計をより丁寧に行い、現在設定している予習や復習の内容について、その

妥当性を改めて点検する。 

 ３．zoom などの WEB 授業や WEB ポータルシステムを利用した授業について、より積極的

に ICT を活用できるあり方を検討する 

 ４．令和 2 年度入学生から適応される新カリキュラムの内容について具体的に検討を進

める。 

 

【長期目標】 

１．新カリキュラムにおける GPA の推移と国家試験等の成績など、引き続き IR室と連携

した分析を行っていく。 

２．卒業学生の動向調査や就職先へのアンケート調査から、作業療法専攻を卒業した学生

達が本学で学んだことでどの様な力をつけることができたのか、またどの様な課題が

あるのかを明らかにし、改善につなげる。 

３．新カリキュラムの運営について振り返りを行い、課題を明らかにし、次のカリキュラ

ム改変の内容を検討する。 

 

 

7.添付資料・参考資料 

私の実践等は以下、リサーチマップ等の URL を参照されたい 

https://researchmap.jp/t-yamaguchi 

https://www.jaot.or.jp/ot_support/team_ot/detail/18/ 

 


