第35回教育研究大会・教員研修会 ご参加の先生方へ

『国語⼒不⾜』で国家試験対策にお困りの⽅へ
「国語⼒不⾜」で国家試験の⽂章題に苦労する学⽣のための、⼊学前教育のご紹介です。

2022年度

東進の⼊学前教育プログラム採⽤実績

⼤学:178(学部数:464) 短期⼤学:23 専⾨学校:71 合計272校(1,056学科)に採⽤ を頂いております。

受講者数は約43,000⼈。⼊学前教育においてはトップシェアを獲得しております。
→医療系においては、医学部:6 ⻭学部:9 薬学部:35 栄養系:41 看護:87 理学系:43 作業系:34 に採択実績。
全科⽬・約100の豊富な教材から御校に合わせたカスタマイズが可能ですが、
「国家試験対策」のための国語系教材が最も選ばれています。

「映像授業」・「課題添削指導」による 東進の⼊学前補習教育
■⼤学教養基礎講座 「国語標準（要約編）」
◆講座の内容

体系的な方法論に基づき、要約力を身につける

この講座では、⽂章をはじめ、⼈の話、図やグラフなども含め、情報
を正確に理解し、それを⾃分の⾔葉で正確に表現する技術を、「要
約」という⽅法でトレーニングして⾼めていきます。
まず、⽂章を正しく書くこととは、そして読むこととはどういうこ
とかというところから始めて、「⽂章校正」や「パラフレーズ」など、
様々な刺激のあるトレーニングで⼒を⾼めていきます。
1.情報時代の要約術

2.論理的に考えるということ

3.複眼的に思考するための読書

4.彼（女）が書くもう一人の自分

5.むずかしい本を読む方法（文章要約）

6.一つのテーマに関する複数の新聞を読み比べる（新
聞社説要約）

7.「聞くこと」と「聴くこと」（聴き取り要約）

8.常識を批判する力を養う（表・グラフ要約）

9.働くことの一番底にあるもの

10.コミュニケーションのための要約力

◆「国語標準（要約編）」確認テスト 採点例

◆医療系に特化した「国語系」講座 他ラインナップ

右記QRコードより、リハビリテーション学部系に向けて
本年度に開講した新作講座、
「国語⼒⼊⾨(医療編)」の
実際の映像をご覧いただけます。(約2分間)
英語・数学・化学・物理・⽣物、その他教科・科⽬もご⽤意しております

【お問い合わせ先】株式会社ナガセ / 東進ハイスクール⼤学事業部（平⽇１０時から１９時）
ＴＥＬ：０４２２−７０−７０３５ 〒１８０−０００３東京都武蔵野市吉祥寺南町１−２９−２

企業開催セミナーにもぜひご参加ください

タイトル：国家試験につながる―読み取る⼒の鍛え⽅―

10⽉29⽇(⼟) 12：00〜12：50

金城大学大学院で学ぼう！
保健・医療・福祉・教育などの現場で疑問を持ったことはありませんか？
研究手法を学ぶことで様々な疑問を解決する力が身につきます。
オンライン教育も充実しており、自宅や職場で学ぶこともできます。

多彩な研究分野
基礎
リハビリテーション領域

発達・心理
福祉・教育領域

実践的
リハビリテーション領域

生理学・解剖学・リハビリテーション医学など

福祉・教育・心理学・精神神経科学

リハビリテーション関連領域の現場における

を基礎とするリハビリテーション関連の学修・

などに関連した学修・研究

経験を生かした実践的な学修・研究

研究

多様な学習スタイル

他地域からの通学も可能

充実した オンライン 教育、
就業しながら学べる昼夜開講、

北陸３県、愛知県、岐阜県などから多数の通学実績あり、

研究成果発表などにも オンライン を活用

自宅 or 職場から学べる

金城大学大学院総合リハビリテーション学研究科
総合リハビリテーション学専攻（修士課程）
〒924-8511 石川県白山市笠間町1200 Tel : 076-276-4400
（代表）Fax : 076-275-4316

HPはこちらから

病める人々を医やすばかりでなく慰めるため
Saluti et Solatio Aegrorum
Console them with your speciality.

学校法人

藍野大学

Aino University

藍野大学

医療保健学部（4年制）

看護学科

理学療法学科

作業療法学科

臨床工学科

〒567-0012 大阪府茨木市東太田4-5-4
TEL: 072-627-1711

Biwako Professional University of Rehabilitation

びわこリハビリテーション専門職大学
リハビリテーション学部（4年制）

理学療法学科

作業療法学科

〒527-0145 滋賀県東近江市北坂町967
TEL: 0749-46-2311

VICON は、歩行分析やリハビリテーションの
グローバルスタンダードです。
そのノウハウをもとに、より簡易的な計測を実現した
慣性センサー式の動作解析システムを開発しました。

VICON のより詳しい情報はこちらから▶

DELSYS は、グローバルスタンダード筋電計です。
手軽に持ち運びができ、どなたでもきれいな筋電図が
計測できます。

DELSYS のより詳しい情報はこちらから▶

インターリハ株式会社

〒114-0016

東京都北区上中里 1-37-15

TEL : 03(5974)0231 FAX : 03(5974)0233
http://www.irc-web.co.jp E-mail : irc@irc-web.co.jp
営業所 : 仙台 / 東京 / 名古屋 / 大阪 / 九州 / フィジオセンター

◀セミナー情報など随時更新中です！
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開催概要

大

会

名

全国リハビリテーション学校協会

第35回教育研究大会・教員研修会

会

期

2022年10月29日（土）
・30日（日）

会

場

オンライン開催（開催現地対面での企画はありません）

テ

ー

マ

ニューノーマルにおけるリハビリテーション教育の探求

大

会

長

木林

勉（金城大学 医療健康学部 教授）

長

河野

光伸（金城大学 医療健康学部 教授）

柴田

克之（金沢大学 医薬保健研究域 教授）

準 備 委 員 長

犬丸

敏康（金城大学 医療健康学部 教授）

事

長

野口

雅弘（金城大学 医療健康学部 准教授）

主

催

一般社団法人 全国リハビリテーション学校協会

後

援

石川県、白山市

副

大

会

務

局

公益社団法人日本理学療法士協会、一般社団法人日本作業療法士協会
一般社団法人日本言語聴覚士協会、公益社団法人石川県理学療法士会
公益社団法人石川県作業療法士会、公益社団法人石川県言語聴覚士会
公益社団法人福井県理学療法士会、一般社団法人福井県作業療法士会
一般社団法人福井県言語聴覚士会、一般社団法人富山県理学療法士会
一般社団法人富山県作業療法士会、一般社団法人富山県言語聴覚士会
事

務

局

〒924-8511

石川県白山市笠間町1200

金城大学医療健康学部
E-mail：35rehatki@gmail.com
TEL：076-276-4400（代） ／
運 営 事 務 局

FAX：076-275-4316

㈱ネクステージ
〒920-0059

金沢市示野町南45

E-mail：35rehatki@nex-tage.com
TEL：076-216-7000

／
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FAX：076-216-7100

大会長挨拶

第35回教育研究大会・教員研修会大会長
大会長

木林

（金城大学
大会長

木林

勉
医療健康学部

学部長・教授）

勉

今大会のテーマは『ニューノーマルにおけるリハビリテーション教育の探求』としました。
ニューノーマルとは「新しい常態」を意味し、社会に大きな変化が起こり、以前とは状況
が異なり新たな常識が定着することを指します。教育分野のニューノーマルでは「2040年
に向けた高等教育のグランドデザイン（答申）」において、予測不可能な時代を生きる人材
像と教育の目指すべき姿として、「供給者目線」から「学修者目線」への転換が掲げられて
います。この学修者本位の教育の実現は、先行きが不透明で、将来の予測が困難な状態で
ある現時点においても「ポストコロナ期における新たな学びの在り方について（第十二次
提言）」の中で強く求められています。それには教育の質保証と学修成果の可視化が必要不
可欠になり、経験や属人化による判断、徒弟制度ではなくデータ駆動型教育へと強力に舵
を切らなければなりません。2018年に「理学療法士作業療法士養成施設指定規則」の改正
が公布され、３年が経ちその振り返りの実施時期に差し掛かっています。診療参加型実習
の導入をはじめ、この大きな変換はきちんと検証されるべきでしょう。
一方、新型コロナウィルス感染症拡大においてニューノーマルの直接的な表現に符号し
ているICT・AI技術の教育への導入も課題です。教育のデジタル化により、学修ログを集め
学生の学修内容や理解度をデータとして可視化し教育効果を評価することや、それらのデー
タに基づき教育改革を行うことも必要です。多職種連携の「かたち」も日常的にオンライ
ンが導入されることから、きめ細かなコミュニケーションスキル、機動性や柔軟性を含め
たモチベーションマネジメントなど磨かれなければなりません。
参加される皆様に充実した2日間をお過ごしいただくために北陸３県の養成校の教員が一
丸となって企画、運営をし、活気ある大会、研修会となるよう取り組んでまいります。北
陸３県の養成校の教員一同、より教育について深く考え充実した時間を過ごせるよう皆様
のご参加をお待ちしております。
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大会日程表
大会日程表
1日目：10月29日（土）
第1会場

9:00

第1会場

web配信

web配信

web配信

web配信

（Zoomウェビナー）

（HP特設サイト）

（Zoomウェビナー）

テーマ：学習者中心の教育学を再
考するーAI時代に求められるリハ

9:00

口述発表 6
教育方法3（O-26～30）

口述発表

座長：小島

1

教育方法1（O-1～5）

杉森公一（北陸大学）

座長：久保田雅史（金沢大学）

教育講演Ⅱ

テーマ：学生相談と学生支援の連携・協

10:00-11:30

口述発表 2
学生状況1（O-6～10）

11:00

企業共催セミナーⅠ

テーマ：国家試験対策につながる
「読み取る力の鍛え方」

11:30-12:20
3

12:00

臨床実習1（O-11～15）
座長：石毛

14:00

巌

15:00

13:00

13:00-14:00
教育講演Ⅲ
取り組みについて

14:00

14:00-14:50

座長：西潟

座長：白石成明（日本福祉大学）

テーマ：デジタルを活用した高度

央

（富山リハビリテーション医療福祉大学校）

15:00-15:50

白石浩（日本理学療法士協会常務理事）

14:10-15:10
特別講演Ⅱ

口述発表 4
教育方法2（O-16～20）

るIRデータの活用方法
白鳥成彦（嘉悦大学）

共催企業：株式会社リアセック

テーマ：次回指定規則等の改正に向けた

勉（金城大学）

テーマ：医療系大学/専門学校におけ

12:00-12:50

松村直樹、神谷晃央

裕介（国際医療福祉大学）

14:20-15:20
特別講演Ⅰ

15:00

教育の展開
鈴木亮一（金沢工業大学）
座長：淺井仁（金沢大学）

座長：永井将太（金城大学）

16:00

15:30-17:00
シンポジウムⅠ
テーマ：診療参加型臨床実習の

口述発表 5
学生状況2（O-21～25）

座長：川口朋子（金城大学）

次期大会長挨拶
閉会式
16:00

取り組みと今後の課題
百瀬公人（長野県理学療法士会）

寺井利夫（金沢医科大学病院）

17:00

誠

（富山リハビリテーション医療福祉大学校）

テーマ：①基礎力測定テストPROG-Nの
開発経緯とその活用
②PROGテスト®導入事例の紹介

13:00-13:20
開会式
13:20-14:00
大会長基調講演
木林

8

企業共催セミナーⅡ

（国際医療福祉専門学校七尾校）

共催企業：株式会社ナガセ
（東進ハイスクール）

座長：西田

口述発表

OSCE・カリキュラム（O-36～40）
座長：竹中

清野光昭

13:00

11:00-11:50

津田 哲也（県立広島大学）
座長：中川等史（富山リハ医療福祉大学校）

口述発表
12:00-12:50

座長：西村誠次（金沢大学）

野本義則（東京医療学院大学）
山本拓哉（金城大学）

薫

7

学生状況3（O-31～35）

ばすための実践的な取り組み

高石恭子（甲南大学）

12:00

口述発表

テーマ：多様な学生の能力を伸

働による新たな時代の学生の成長支援 （専門学校金沢リハビリテーションアカデミー）

座長：柴田克之（金沢大学）

10:00-10:50

シンポジウムⅡ

10:30-11:20

座長：曽山

聖（金城大学）

10:00

ビリテーション教育を目指して

10:40-11:40

9:00-9:50

9:30-10:20

座長：木林勉（金城大学）

11:00

第2会場

（HP特設サイト）

9:30-10:30
教育講演Ⅰ
10:00

2日目：10月30日（日）
第2会場

木島隆（信州リハ専門学校）
座長：河野光伸（金城大学）
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13:00-14:00
口述発表 9
臨床実習2（O-41～46）
座長：種本美雪

（専門学校金沢リハビリテーションアカデミー）

参加者の皆様へ
１．会場について
本大会は、現地開催を目指して準備をしておりましたが、昨今の新型コロナウイル
ス感染症感染状況拡大の影響を鑑みまして、参加者および運営スタッフの安全を考
慮し、やむを得ず全てのプログラムをWeb開催とすることと致しました。

２．参加登録について
■参加登録期間
2022年５月30日（月）正午～ 10月30日（日）正午
■参加登録費
参 加 費（会員）

：

8,000円

参 加 費（非会員） ：

9,000円

■領収書・参加証明書・修了証について
《領収書》
参加登録完了メール内に「領収書」のダウンロードボタンがございますのでご確
認ください。
確認ができない場合は、運営事務局までお問い合わせください。
《参加証明書・修了証》
単位認定には参加証明書のみ申請いただくことになりますので、今回から修了証
の発行はなく、参加証明書のみの発行となります。
参加証明書は、オンライン開催特設サイト内「マイページ」より、会期中（10月
29日（土）～ 11月16日（水））ご自身で発行いただけます。
11月17日（木）以降のダウンロードはできませんのでご注意ください。

３．単位認定について
■日本作業療法士協会の方へ
日本作業療法士協会では、生涯学習制度の学会・研修会参加ポイントとして大会
に２日間以上参加した場合は、２ポイントが認定されます。
これに加えて、発表した場合は１ポイント加点されます。
詳細は、一般社団法人日本作業療法士協会ホームページよりご確認ください。
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■日本言語聴覚士協会の方へ
 本言語聴覚士協会では、生涯学習プログラムの学会・研修会参加ポイントとし
日
て１ポイントが認定されます。
これに加えて発表した場合は１ポイント加算されます。
詳細は、一般社団法人日本言語聴覚士協会にお問い合わせください。

４．閲覧・視聴方法
■学会参加・視聴方法
 加登録・決済を行っていただき、大会特設サイトよりご視聴ください。
参
参加登録は10月30日（日）までとなっております。参加登録ページより登録して
ください。
会期間近になりましたら、本HPに【オンライン開催特設サイト】バナーが表示さ
れますので、以下のIDおよびパスワードをご入力いただきログインしてください。
《ログインID》参加登録時のメールアドレス
《パスワード》参加登録時に設定いただいたパスワード（半⾓６文字以上）
■Web開催期間
ライブ配信：2022年10月29日（土）～ 10月30日（日）
※当日のスケジュール詳細はプログラムページをご確認ください。
オンデマンド配信：2022年11月４日（金）～ 11月16日（水）
■注意事項
・特設サイトのURLおよびID、パスワードは、セキュリティの観点から他者への寄
与はご遠慮ください。
・配信される講演や発表内容や音声は、いかなる事情においても、録画、録音、画
面のスクリーンショットなどを禁止させていただきます。

５．抄録集について
■今 大会の抄録集は、PDFでの「Web抄録」のみとさせていただきます。印刷した
冊子のご用意はございませんので、ご了承ください。
■PDF抄録は、特設サイトから閲覧・ダウンロードすることが可能です。
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６．企業展示について
特設サイトで企業のWeb展示を掲載しておりますので、ぜひこちらもご覧ください。
また、大会ホームページに本大会に協賛いただきました企業様や学校様の広告バナー
を掲載しておりますので、併せてご覧いただきますようお願い致します。

７．お問い合わせ
開催期間中のお問い合わせは、大会ホームページに記載の運営事務局までご連絡く
ださい。
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座長・演者の皆様へ
発表形式、時間
演者の先生方にはZoom上でリモートでご発表いただきます。
ご発表はZoomの画面共有機能を用いてライブ発表を行っていただきます。
セッション名

配信方法

大会長基調講演

企業共催セミナー

ライブ配信+
40分（質疑応答含む）
オンデマンド配
講演時間内にラ
60分（質疑応答含む）
信
イブで回答
60分（質疑応答含む）
Zoom画面共有に
※一部オンデマ
※オンデマンド
90分（質疑応答も含 よるライブ発表
ンド配信できな
配信期間の質疑
め座長一任）
いものもありま
応答はございま
50分（質疑応答含む）
す
せん

口述発表

ライブ配信のみ 発表７分・質疑３分

教育講演
特別講演
シンポジウム

発表時間

発表形式

質疑応答

※オンデマンド配信とは大会終了後に一定期間、大会当日の発表動画を視聴可能にすることです。

講演スライド作成の注意事項
・オンデマンド配信期間では、ご発表内容が一定期間Web上にアップされる為、著
作権や肖像権を理解した上で発表スライドを作成する必要があります。発表スラ
イド制作時には著作権、肖像権を順守してください。
・スライドデータは通常開催の際と同様にPowerPointにて作成をお願いいたします。
・発表時間内に収まれば、スライド枚数に制限はございません。
・スライド作成は16：9をお薦めします。
４：３で作成されても問題ございませんが、配信画面の左右に黒い余白が表示さ
れます。
・発表スライドはできるだけ大きな文字で作成してください。
・アニメーション、画面切り替えは通常通りに使用できます。
・タイトルスライドの次のページに利益相反（COI）の情報開示をお願いいたします。
《動画を使用される方へ》
・動画の再生は、トラブルが生じやすいため、あらかじめZoomで入念な事前の動作
確認を行ってください。
動画およびスライド全体のサイズ調整（圧縮）にご配慮ください。
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・オンライン発表の際、ご自身や参加者（視聴者）の環境により、動画が乱れる（カ
クカクとコマ落ちする）場合があります。
急な動きを伴う動画では著しく画質が低下いたしますので、ゆっくりと動作を行
う等、あらかじめご配慮ください。

著作権とは
文章・音楽・画像・動画の４つで、個人や組織の作成物に対して権利が発生します。
許可なくコピーしてスライドに掲載したり、購入した音楽をスライドの動画などに
載せたりすることは禁止されております。
また、第三者の著作物を引用する場合には、以下のルールを順守してください。
ア）引用のルールの概要
▲公表されている著作物であるという前提があること

▲自らの研究・発表に際して当該著作物を引用する必然性があること
▲URLやサイト名、記事のタイトルなどの出典を明記すること
▲引用内容を変更しないこと
▲明確に引用していると区分できる書き方をすること（カギ括弧で括る、背景を
つける、書体を変える、など）
▲引用する側と引用される側が、質的・量的に「主」「従」の関係にあること。

イ）肖像権とは
個人の顔や姿に対して発生する権利です。発表スライドに個人の顔写真などを載
せる場合は、その個人から許可を得る必要があります。著作権、肖像権をご理解
いただき、スライド制作をお願いいたします。

個人情報保護、倫理的配慮について
■個人情報保護について
個人情報保護の観点から、登録する内容には患者さんやその他の関係者を特定出
来るような情報を記載しないようお願い致します。
■倫理的配慮について
人を対象とする研究に関する倫理指針、あるいは疫学研究や臨床研究に関する倫
理指針等医学研究に関する指針で倫理委員会の承認を必要とする研究は、倫理委
員会の承認を受けた旨を本文中（方法）に記載してください。該当しない研究であっ
ても、倫理的配慮については本文中（方法）に記載してください。
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発表データ等の権利関係について
制作されたスライドデータ、資料の著作権は、作成者ご本人に帰属します。
ただし、本大会主催でのご発表に際してご提出いただいた著作物につきましては、
利用を予めご承諾いただいたものとみなします。
本大会が必要と判断したものについては、会期終了後、講演者又は発表者の承諾を
得たうえで、収載させていただく場合があります。
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全国リハビリテーション学校協会

第35回教育研究大会・教員研修会
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プログラム

大会長基調講演
大会長基調講演

2022年10月29日（土）13：30 ～ 14：10

「ニューノーマルにおけるリハビリテーション教育の探求」
●講 師：木林 勉

（金城大学

医療健康学部

学部長・教授）

●座 長：西田 裕介 （国際医療福祉大学 成田保健医療学部 副学部長・教授）

特別講演
特別講演Ⅰ

2022年10月29日（土）14：20 ～ 15：20

「医療系大学／専門学校におけるIRデータの活用方法」
●講 師：白鳥 成彦 （嘉悦大学 経営経済学部 教授、FD・IR推進室室長）
●座 長：永井 将太 （金城大学 医療健康学部 理学療法学科 教授）

特別講演Ⅱ

2022年10月30日（日）14：10 ～ 15：10

「デジタルを活用した高度教育の展開」
●講 師：鈴木 亮一 （金沢工業大学 工学部ロボティクス学科 教授）
●座 長：淺井 仁

（金沢大学

医薬保健学域
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教授）

教育講演
教育講演Ⅰ

2022年10月29日（土）9：30 ～ 10：30

「学習者中心の教育学を再考する
―AI時代に求められるリハビリテーション教育を目指して」
●講 師：杉森 公一 （北陸大学 高等教育推進センター 教授（センター長））
●座 長：木林 勉

（金城大学

教育講演Ⅱ

医療健康学部

学部長・教授）

2022年10月29日（土）10：40 ～ 11：40

「学生相談と学生支援の連携・協働による新たな時代の学生の成長支援」
●講 師：高石 恭子 （甲南大学 文学部 教授）
●座 長：柴田 克之 （金沢大学 医薬保健学域 教授）

教育講演Ⅲ

2022年10月30日（日）13：00 ～ 14：00

「次回指定規則等の改正に向けた取り組みについて」
●講 師：白石 浩

（日本理学療法士協会

常務理事）

●座 長：白石 成明 （日本福祉大学 健康科学部 リハビリテーション学科 教授）
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シンポジウム
シンポジウムⅠ

2022年10月29日（土）15：30 ～ 17：00

「診療参加型臨床実習の取り組みと今後の課題」
●座 長：河野 光伸 （金城大学 医療健康学部 学部長補佐・教授）
●シンポジスト：
「長野県理学療法士会における臨床実習教育普及活動」
百瀬 公人 （一般社団法人長野県理学療法士会 理事）
「診療参加型実習導入の取り組みと今後の課題」
寺井 利夫 （金沢医科大学病院 リハビリテーションセンター副技師長


作業療法士）

「診療参加型臨床実習移行の根拠と移行後の効果と課題」
木島 隆

シンポジウムⅡ

（信州リハビリテーション専門学校

理学療法士）

2022年10月30日（日）10：00 ～ 11：30

「多様な学生の能力を伸ばすための実践的な取り組み」
●座 長：中川 等史 （富山リハビリテーション医療福祉大学校 作業療法科 教務課長）
●シンポジスト ：「自己指導能力向上を目指した「リメディアル学生指導」の取り組み」
野本 義則 （東京医療学院大学 保健医療学部リハビリテーション学科


准教授）

「学修意欲の向上を目的とした入学前から始まる初年次教育の実際」
山本 拓哉 （金城大学 医療健康学部理学療法学科 講師）
「言語聴覚士をめざす学生を対象とした実習前プログラムの試みと課題」
津田 哲也 （県立広島大学 保健福祉学部コミュニケーション障害学科 講師）
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企業共催セミナー
共催セミナーⅠ

2022年10月29日（土）12：00 〜 12：50

「国家試験対策につながる「読み取る力の鍛え方」」


共催企業：株式会社ナガセ（東進ハイスクール）
●講 師：清野 光昭 （株式会社ナガセビジネススクール本部・東進ハイスクール大学事業部



事業部長）

共催セミナーⅡ

2022年10月30日（日）12：00 〜 12：50

「基礎力測定テストPROG-Nの開発経緯とその活用」
「PROGテスト®導入事例の紹介」


共催企業：株式会社リアセック
●講 師：松村 直樹 （株式会社リアセック 取締役）
神谷 晃央 （金城大学 医療健康学部理学療法学科 准教授）
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一般演題（オンライン開催）
1. 教育方法 1

2022年10月29日（土）9：30 〜 10：20 座長：久保田雅史（金沢大学）

O-1 「本学科における１年次早期からの多職種連携教育
西川

～異なる立場で考える経験～」

正志 （専門学校金沢リハビリテーションアカデミー

理学療法学科）

O-2 「語彙力および読解力に焦点を当てた初年次教育の取り組み」
安部

剛敏 （専門学校麻生リハビリテーション大学校

作業療法学科）

O-3 「地域支援実習に積極的に取り組んだ学生における１年次後期の教育効果」
神谷

晃央 （金城大学

医療健康学部

理学療法学科）

O-4 「大学初年次生における課題先延ばし意識特性と自己調整学習方略および時間的展望の関係」
太田

研吾 （令和健康科学大学

リハビリテーション学部

作業療法学科）

O-5 「キャリア教育・職業教育としてのホームルーム活動の試み」
星

有理香 （札幌医学技術福祉歯科専門学校

2. 学生状況 1

リハビリ部

作業療法士科）

2022年10月29日（土）10：30 〜 11：20 座長：曽山 薫（金沢リハビリテーションアカデミー）

O-6 「夏季休暇中の課題達成の有無と２年次終了時成績の関係」
和田

三幸 （国際医療福祉大学

小田原保健医療学部

理学療法学科）

O-7 「言語聴覚士養成課程学生の臨床実習及び
入職時に求められる具体的コミュニケーション能力について」
爲数

哲司 （国際医療福祉大学

福岡保健医療学部言語聴覚学科）

O-8 「言語聴覚療法学を専攻する学生における会話演習の効果の検討
－非言語行動の特性分析から」
内山

千鶴子 （目白大学

保健医療学部

言語聴覚学科）

O-9 「退学率改善に向けた、自由記述アンケートによる
言語聴覚士養成校への期待と現実のギャップの把握」
松山

大輔 （専門学校北海道リハビリテーション大学校

言語聴覚学科）

O-10 「新入生の学習習慣定着と退学防止に向けた取り組み」
髙津原

直樹 （専門学校麻生リハビリテーション大学校

3. 臨床実習 1

言語聴覚学科）

2022年10月29日（土）11：30 〜 12：20 座長：石毛 巌（国際医療福祉専門学校七尾校）

O-11 「国家試験対策として用いる小テストの形態と成績との関連について」
姫田

由美 （平成リハビリテーション専門学校）
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O-12 「言語聴覚士国家試験問題における出題項目の傾向分析」
池嵜

寛人 （熊本保健科学大学

保健科学部

リハビリテーション学科

言語聴覚学専攻）

O-13 「言語聴覚士国家試験の成績に影響を与える要因
－GPA、模試成績およびeラーニング実施状況からの分析－」
佐藤

妙子 （国際医療福祉大学

保健医療学部

言語聴覚学科）

O-14 「作業療法士国家試験の得点率とGPAとの関係
－作業療法士国家試験合格率向上のための有効な国試対策の検討－」
松田

裕美 （愛知医療学院短期大学

リハビリテーション学科

作業療法学専攻）

O-15 「本学在学中の成績と国家試験対策模擬試験成績との関連性」
嶋野

広一 （大阪河﨑リハビリテーション大学）

4. 教育方法 2

2022年10月29日（土）14：00 〜 14：50 座長：西潟 央（富山リハビリテーション医療福祉大学校）

O-16 「Python言語を用いた生体活動の可視化する授業課題
－筋音と筋電位に着目したプログラミング教育の試み－」
坂本

竜司 （宝塚医療大学

理学療法学科）

O-17 「当事者参加型講義を取り入れた授業の効果について
佐平

〜 MTDLP演習を用いて〜」

安紀子 （平成リハビリテーション専門学校）

O-18 「アクティブラーニングの学習実感や効果に関する検証」
小森

紗弥香 （平成リハビリテーション専門学校）

O-19 「専門学校生におけるIPE後の自己評価と
コミュニケーション・スキル及び国語科の成績との関連」
西田

哲司 （国際医療福祉大学

福岡保健医療学部

言語聴覚学科）

O-20 「学生のコミュニケーション能力と性格特性の関係性
－会話スキル評価及びアンケート結果より－」
荻野

真維 （専門学校

5. 学生状況 2

日本聴能言語福祉学院

補聴言語学科）

2022年10月29日（土）15：00 〜 15：50 座長：川口朋子（金城大学）

O-21 「作業療法士を目指す学生と公共図書館が協働する
「認知症にやさしい図書館」の経緯と利点」
谷川

良博 （令和健康科学大学

リハビリテーション学部

作業療法学科）

O-22 「作業療法学科教員の授業参観と学生による授業評価の実践」
細川

雄平 （平成リハビリテーション専門学校）

O-23 「当校における授業評価アンケート（報告）
」
中川

等史 （富山リハビリテーション医療福祉大学校
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作業療法科）

O-24 「当校における授業評価アンケートの効果的な運用方法の検討」
山本

政孝 （富山リハビリテーション医療福祉大学校）

O-25 「Zoom、Google classroomを用いたオンライン授業実施状況把握のためのアンケート調査
－１年次と３年次の比較－」
齋藤

孝義 （国際医療福祉大学

6. 教育方法 3

小田原保健医療学部

2022年10月30日（日）9：00 〜 9：50

理学療法学科）

座長：小島

聖（金城大学）

O-26 「最終学年学生が求める卒後教育について」
石川

進一 （平成リハビリテーション専門学校

作業療法学科）

O-27 「福祉住環境コーディネーター２級取得に向けた取り組みについて」
齋藤

孝義 （国際医療福祉大学

小田原保健医療学部

O-28 「当学へ入学してくる学生の質的変化について
中村

理学療法学科）

－実習指導者のコメントによる分析－」

智 （姫路ハーベスト医療福祉専門学校

理学療法学科）

O-29 「本校理学療法学科初年次生の特性的自己効力感，メタ認知に関する意識調査（第二報）
〜初年次と2年次の比較〜」
安岡

武紀 （福岡天神医療リハビリ専門学校

理学療法学科）

O-30 「リハ学生の社会的スキルに関する自己認識および自尊感情の状況」
西田

斉二（四條畷学園大学）

7. 学生状況 3

2022年10月30日（日）10：00 〜 10：50

座長：西村誠次（金沢大学）

O-31 「当学院の学生における日々の体調報告と学業成績との関連性について」
大塚

開成 （九州中央リハビリテーション学院

作業療法学科）

O-32 「コロナ禍における療法士学生の精神健康度に影響を与える要因の検討」
松尾

萌美 （西九州大学 リハビリテーション学部 リハビリテーション学科 作業療法学専攻）

O-33 「学生の自閉症スペクトラム傾向の特徴」
岡本

幸 （川崎医療福祉大学

リハビリテーション学部

作業療法学科）

O-34 「本校における新入生対象「学校生活支援プロジェクト」の取り組み」
西川

正志 （専門学校金沢リハビリテーションアカデミー

理学療法学科）

O-35 「理学・作業療法養成課程を有する専門職大学の魅力度・認知度の調査
－入学時学生アンケートによる実態調査－」
森本

晃司 （東京保健医療専門職大学

リハビリテーション学部
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理学療法学科）

8. OSCE・カリキュラム

2022年10月30日（日）11：00 〜11：50 座長：竹中 誠（富山リハビリテーション医療福祉大学校）

O-36 「動画を用いた学生の自己評価が客観的臨床能力試験（OSCE）の準備に与える効果」
合田

央志 （日本医療大学

リハビリテーション学科

作業療法学専攻）

O-37 「本学における客観的能力試験（OSCE）と臨床実習成績の関連性について」
酒野

直樹 （金城大学

医療健康学部

作業療法学科）

O-38 「本学の客観的臨床能力試験（OSCE）の現状と再考」
三浦

瑞穂 （姫路ハーベスト医療福祉専門学校）

O-39 「東京保健医療専門職大学における展開科目の可能性
－FD・SD研修会における発展的試みを通して－」
柳澤

孝主 （東京保健医療専門職大学

リハビリテーション学部

作業療法学科）

O-40 「本学におけるリハビリテーション・マネジメント演習の報告」
横田

文子 （金城大学

9. 臨床実習 2

医療健康学部

理学療法学科）

2022年10月30日（日）13：00 〜 14：00 座長：種本美雪（金沢リハビリテーションアカデミー）

O-41 「作業療法学生における診療参加型実習のスプリント実習経験内容の分析」
志水

宏行 （昭和大学

保健医療学部

作業療法学科）

O-42 「作業療法学生が臨床実習で関わる多職種連携の経験」
廣瀬

里穂 （目白大学

保健医療学部

作業療法学科）

O-43 「２週間の評価実習前・後において学生が重要視している到達目標（実習課題）の変化について」
角田

孝行 （令和健康科学大学

リハビリテーション学部

作業療法学科）

O-44 「学外実習経験学生と未経験学生の比較による臨床実習教育についての検討」
福永

裕也 （宝塚医療大学

保健医療学部

理学療法学科）

O-45 「新たに導入した臨床思考過程に関する能力評価による臨床実習の効果検討」
水野

準也 （国立病院機構

東名古屋病院附属リハビリテーション学院

作業療法学科）

O-46 「引率教員による学内・学外の直接指導は臨床実習で生じる学生の不安構造に変化を与えるか」
漆畑

俊哉 （青森県立保健大学

健康科学部
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理学療法学科）

大会長基調講演

「ニューノーマルにおけるリハビリテーション教育の探求」
木林

勉

（金城大学

医療健康学部

学部長・教授）

理学療法士・作業療法士・言語聴覚士養成施設（以下、養成施設）は、リハビリテーション教育にお
ける知の拠点であり、保健・医療や生活の基盤を形成する施設として高い公共性を有しています。それ
ぞれの養成施設には建学の精神を踏まえた社会的使命・目的が定められています。それは決して国家試
験合格を至上主義に掲げ、それに傾倒している教育を指すものではありません。リハビリテーション教
育においては「変調」、「回復」、「自立」に加え、「予防」、「マネジメント」、「チーム連携」などのキー
ワードがみられるようになり、後療法的発想から健康増進分野へ知識と技術を多様に活かせる時代へと
変わってきました。これは「ニューノーマル（新しい常態）」を意味し、社会の変化に伴う進化といえ
ます。
高等教育には、文部科学省の学力の３要素「知識・技能」
「思考⼒・判断⼒・表現⼒」
「主体性を持っ
て多様な人々と協働して学ぶ態度（主体性・多様性・協働性）
」
、
経済産業省の社会人基礎力「考え抜く力」
「チームで働く力」「前に踏み出す力」が求められています。これはリハビリテーション教育にも通じま
す。さて知識・技能以外はどうやって成果を可視化するのか、またその評定方法は主観的尺度に頼らざ
るを得ないのではないか。様々な疑問が生まれることでしょう。やはり、抽象的な表現では教育成果を
見ることはできません。しかし、リハビリテーションに携わる者はこれらが必要不可欠な要素であると
気づいています。現在の高等教育においては教育の質保証と学修成果の可視化が必須条件となり、経験
や属人化による判断、徒弟制度ではなくデータ駆動型教育へと移行しています。では養成施設において
はどうでしょうか。国家試験合格を卒業時においた「出口における質保証」にあまりにも偏っていませ
んか。専門分野の知識を担保することは重要ですが、知識や技術以外の力は「学外臨床実習」に任せて
いたのではないでしょうか。その「学外臨床実習」においても在り方や効果判定の仕方は課題として依
然解決には至っていません。2018年に「理学療法士作業療法士養成施設指定規則」の改正が公布され、
現時点で３年が経ちその振り返り・検証の時期といえます。果たして知識や技術を身に付けること以外
に学生間、臨床教育者、教職員、社会人も含めた多様な協働・交流を通じた社会性や対人関係能力の涵
養はどうだったのでしょうか。
「2040年に向けた高等教育のグランドデザイン（答申）
」
、中央教育審議会大学分科会「教学マネジメ
ント指針」
、
「ポストコロナ期における新たな学びの在り方について（第十二次提言）」において、予測
不可能な時代を生きる人材像と教育の目指すべき姿として、「供給者目線」から「学修者目線」への転
換が掲げられています。新型コロナウィルス感染症拡大においてICT・AI技術の導入も大きな課題とし
て挙げられています。今私たちは「学修者本位の教育の実現」をテーマに、教育のデジタル化により、
知識、技術を含めた様々な学修ログを集め学生の学修内容や理解度をデータとして可視化して教育効果
を評価することや、それらのデータに基づき教育改善を行うことが大切です。個性の伸長を図りながら
社会的資源や行動力を高めるリハビリテーション教育を目指しましょう。
【略 歴】
1986年6月
1999年4月
2004年4月
2008年4月
2011年4月
2014年4月
2015年4月
2019年4月

富山市民病院 リハビリテーション部
富山市保健所
富山市役所 福祉保健部
学校法人 金城学園 金城大学 医療健康学部 准教授
学校法人 金城学園 金城大学 医療健康学部 教授
学校法人 金城学園 金城大学 医療健康学部長補佐
金城大学大学院リハビリテーション学研究科 教授
学校法人 金城学園 金城大学 医療健康学部長
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特別講演Ⅰ

「医療系大学/専門学校におけるIRデータの活用方法」
白鳥 成彦

（嘉悦大学

経営経済学部

教授、FD・IR推進室室長）

略歴
嘉悦大学 経営経済学部教授 兼IR・データインフラ推進室室長。高等教育機関におけるデータをもと
にした中退防止施策を研究テーマにしている。競争的資金として「大学における中退防止を目的とした
教育サービス評価モデルの提案」、「教学データに学生の学内外の人間関係データを組み込んだ中退予測
モデルの開発」等を頂いて研究を進めており、大学における中退がなぜ起きるのか、中退をどのように
防止できるのかを考え、データサイエンスと人工知能研究をベースにおいた教学施策、中退防止施策の
実践を行っている。
抄録
IRの業務は多岐に渡り、教学のみに限定されることは無いが、日本の多くの大学で行われているもの
は教育、学習等にデータを活用する、すなわち教学IRが多い。本報告では医療系大学/専門学校でよく
利用するIRプロセスと運用について共有していく。教学IR内でどのような指標を目的とするのかは大切
な部分だが、本発表では医療系大学/専門学校の場合は国家試験の合格率等の指標がある程度決定したあ
とのIR業務について焦点をあて、指標が決まったあとにどのような活動をIRとして行うべきかを考える。
１．要因を見つける探索的分析
目的の指標が明らかになったところで、一番最初に行うものは探索的分析である。探索的分析では指
標に関連している数値にはどのようなものがあるのかをクロス集計・グラフ化を行いながらデータを
探っていくものである。クロス集計は２つ以上の変数をかけ合わせて集計・分析を行うものである。指
標に関連する数値がわかったところで、棒グラフや折れ線グラフ等でグラフ化をし、他の人と共有でき
る形にしておく。探索的分析はエクセルやスプレッドシートでも可能だが、BIツール等を用いることで
より簡便に行うことができる。BIツールを用いることでヒートマップやサマライズ等、探索することが
容易になる。
２．要因を見つけるための回帰・分類
変数間の関連性が不明や変数同士に関係性があるときにはクロス集計のみでは難しい場合がある。そ
のときに利用するのが回帰モデルを用いた探索である。回帰モデルにはさまざまなものが有るが、教学
ドメインにおいて簡便に利用しやすいものとしてはランダムフォレストモデルがあげられる。ランダム
フォレストモデルの良い部分は、説明変数間の関係性をあまり気にせずに、目的変数への重要度が示さ
れ、短時間でモデルを作成することができる点である。教学データは授業の成績や出席等、変数数が多
くなる場合がよくある、その場合であればランダムフォレストを利用したほうが簡便である。
３．分析を可能にするIR基盤
さらに以上のIR業務を可能にするためには、データを集める場所・分析する場所、IR基盤は明確にし
ておいたほうが良い。IRで利用するデータは複数の組織から提供される形になるが、そのデータを一つ
の場所に保存し、分析を可能にする場所・基盤の作成が大切である。この基盤を構築する場所としては
ローカルPC上での保存でも構わないが、複数の組織が共同で利用できるフォルダや、Googleドライブ
等のクラウドサービスを利用し、基盤を作成していく形でもよい。以上の探索的分析、要因を見つける
ための回帰・分類方法、分析を可能にするIR基盤に焦点をあてながら、医療系大学/専門学校でも利用
できるIRプロセスとその運用についてみなさんと共有していく。
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特別講演Ⅱ

「デジタルを活用した高度教育の展開」
鈴木 亮一

（金沢工業大学

工学部ロボティクス学科

教授）

【講演要旨】
新型コロナウィルス感染症の拡大により、デジタルを活用した教育DXが加速している。本講演では、
金沢工業大学が推進しているEducation Technologyを活用した教育DXの取り組み事例や、遠隔教育や
研究の応用例について紹介する。
金沢工業大学は2020年秋に文部科学省が公募した「デジタルを活用した大学・高専教育高度化プラン」
（Plus-DX）に採択された。テーマは学修者本位の教育の実現として「DXによる学生一人ひとりの学び
に応じた教育実践」、学びの質の向上を目指した「DXによる時間と場所の制約を超えた学びの場の創出」
の二つである。
一つ目のテーマでは、多様な学生の学びを支援するため、AIを活用した学修支援システムの構築を
目指している。これまで本学に蓄積されてきた種々の修学データを統合して解析し、全学生の修学プロ
セスを明らかにして得られた結果を個々の学生の支援に役立てている。また、整理されたデータを用い
て支援を必要とする学生（例えば退学する可能性のある学生）を特定し、支援が必要な理由に基づいて
学生に適切なフィードバックをするシステムが構築されつつあり、デジタル技術を活用して学生たちが
つまずくポイントや成長するポイントを分析し、学修者本位の教育支援環境を実現している。
また、二つ目のテーマでは、時間と空間、そして場所の制約を超えたこれまで以上の質の高い教育研
究環境の構築を目指している。授業の中にアバター、VR・ARヘッドセット、多地点等身大接続システ
ムを導入することで、大学の学生だけでなく、他大学の学生や教員、企業の実務家教員、自治体職員な
ど多様な人たちが集う教育環境が実現された。また、デジタルコンテンツを積極的に導入し、遠隔でそ
の様子を繰り返し確認できる教材の提供や、実空間では体験できない事象を仮想空間で体験できる教材
の開発を進めており、これらは実験・実習科目を中心に活用されている。
この他にも、金沢市近郊の私立大学12校が参画する「産学連携プラットフォーム」の取り組み事例
についても紹介する。高等教育機関にはそれぞれ得意とする教育研究分野があり、デジタルを活用する
ことで、幅広い分野の学問を学ぶことができる、多様で学際的な教育研究の場をサイバーフィジカル空
間上に形成することができる。現在、多地点等身大接続システムやデジタル機器を相互運用する連携体
制が整い、今後は授業やPBL科目等の共同運営や単位互換についても検討していく。
結びに、今後の高等教育のあり方や高度教育の展開について展望したい。
【略

歴】鈴木亮一

専門分野：制御工学、ロボット工学

1999年 北陸先端科学技術大学院大学 情報科学研究科 博士後期課程修了
1999年～ 2001年 日本学術振興会 リサーチアソシエイト
2001年 金沢工業大学 工学部 助手
2005年～ 2006年 アレクサンダー・フォン・フンボルト財団 奨励研究員
2013年 金沢工業大学 工学部 ロボティクス学科 教授
2022年

金沢工業大学 学長補佐
看護理工学会 評議員、計測自動制御学会 北陸支部長、日本生体医工学会 北陸支部長等を歴任
2019年度と2020年度 石川県バリアフリー社会推進賞 福祉用具部門 最優秀賞を２年連続で受賞
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教育講演Ⅰ

「学習者中心の教育学を再考する
AI時代に求められるリハビリテーション教育を目指して」
杉森 公一

（北陸大学

高等教育推進センター

教授（センター長）
）

「2040年に向けた高等教育のグランドデザイン」
（平成30年11月26日中央教育審議会答申）では、各
大学のミッションに基づき、学生が「何を学び、身に付けることができるのか」を明確にし、学修の成
果を実感できる教育を行うという「学修者本位の教育」が求められている。教える（教授者）を中心と
したパラダイムでは、知識は学生の向こう側（外側）にあるもので、教師はその固まりをわかりやすく
伝達するものとされる。学ぶ（学生）を中心にした教育への移行は、古くはクライアント中心療法を提
唱した臨床心理学者のカール・ロジャーズが「student-centered education」を提唱したことが発端で
あった。学生自らが知識を構成することを引き出す、教師の役割を学習活動に合わせて変化させていく
デザイナー・ファシリテーターとしての教師の役割について考えることは、医療保健領域の教育者にこ
そ必要であろう。
さらに、自動化やデジタル化が進みテクノロジーが人間の仕事を奪うかもしれないAI時代の到
来によって、これからリハビリテーション養成校が目指すミッションも変わっていくことになる。
『ROBOT-Proof：AI時代の大学教育』のなかで、Aounは、技術に関するリテラシー、データに関する
リテラシーに加え、ヒューマン・リテラシーの涵養こそが新しい大学の役割であると訴えている。
それは、
教室での学習と専門的な職場での学習を交互に行う経験教育を通して、コミュニケーションの力、他者
とかかわる力、愛と美に関する人間の能力を活用する力である。
米国の大学教育では、講義に経験学習の要素を取り入れるために、1990年代初頭の「教室アセスメ
ント技法」以来、多様なアクティブラーニング（AL）の技法が提案されてきた。例えば、授業の最後
に振り返りコメントを書かせる「ミニッツペーパー」、学生に課題を提示し個人で考える時間を取った
後に隣同士（ペア）で考えを共有しクラス全体へ発表する「シンク・ペア・シェア」、グループの中で
自分のみがその文献・課題を担当しているために、他者と協働して初めて学習内容の十分な理解が得ら
れる構造とする「ジグソー法」などがある。個人・ペア・グループを授業にどう組み込めばよいのか、
問われるのは教育者側の意図と工夫となる。単にグループワークを行えばAL、というものでは決して
ないのである。実習教育においても、より構造化する必要のあるチーム基盤型学習・OSCE・他職種連
携教育・シミュレーション教育・診療参加型実習などの新しい要素の導入が進んでいる。実習教育の
アセスメントには、全ての実習関係者が本当に知りたい疑問である「火急の問い（burning question）
」
を立てるとよい。教員は教室で学んだ理論を実践できているか、実習指導者は学生の働きかけが患者に
どのような影響を与えるか、学生はこの実習が専門分野の知識をどう高めるか、優先順位の高い問いを
立て共有することから、リハビリテーション教育におけるヒューマン・リテラシーを育成する契機とで
きるだろう。
参考文献
Burnard, P. Carl Rogers and postmodernism: Challenges in nursing and health sciences. Nurs
Health Sci. 1999；1（4）：241-7
J.E. アウン（著），杉森公一，他（訳）．ROBOT-PROOF——AI時代の大学教育．森北出版；2020
杉森公一．連載：教えるを学ぶエッセンス．週刊医学界新聞（医学書院）
；2022．
プロフィール：
杉森公一 すぎもり・きみかず
（略歴）北陸大学高等教育推進センター 教授・センター長。1998年富山県立砺波高等学校普通科卒業。
2002年筑波大学第一学群自然学類卒業。2004年筑波大学大学院修士課程教育研究科教科教育専攻修了。
2007年金沢大学大学院自然科学研究科博士後期課程修了。2007年金城大学研究員。2010年金城大学医
療健康学部助手。2011年同助教。2013年金沢大学大学教育開発・支援センター准教授。2016年金沢大
学国際基幹教育院高等教育開発・支援部門准教授。2018年タフツ大学教育学習改善センター客員研究
員（Visiting Scholar）
。2021年名古屋大学高等教育研究センター客員教授。2021年金沢大学医学教育
研究センター協力研究員。2021年より現職。専門は計算量子化学，
理科教育および大学教育開発。修士
（教
育学）
，博士（理学）。共訳に『ROBOT-PROOF：AI時代の大学教育』
（森北出版）
。現在、医学書院「週
刊医学界新聞 看護号」にて「教えるを学ぶエッセンス」を連載中。
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教育講演Ⅱ

「学生相談と学生支援の連携・協働による新たな時代の学生の成長支援」
高石 恭子

（甲南大学）

抄

録
ユニバーサル・アクセス時代を迎えた今日の高等教育においては、多様な個性をもった学生が、多様
な学び方を選択することができる環境作りが求められる。どこにいても、障害や疾病があっても、民族
的、宗教的、性的マイノリティであっても、一人ひとりが最大限に尊重され、そのニーズに合った学び
の実現が目指されるということである。
さらに2020年のコロナ禍の到来は、インターネット・テクノロジーを駆使した修学と学生生活の新
たな様式への移行を加速し、もはや過重な負担なく、日常の一部としてオンラインで授業を受け、ミー
ティングに参加し、就職活動が行えることを証明するに至っている。コロナ後も、学生たちは「何を学
ぶか」だけでなく、「どのように学ぶか」を主体的に選択できる力を培うことが重要になっていくであ
ろう。
このように急速な変化を遂げる高等教育現場においては、
私たち自身の意識の刷新も急務だと言える。
学生期を、青年期の心理的発達課題に取り組みながら社会へ巣立つ準備をする期間と捉えるならば、そ
の個々の人間形成の機能を担う「学生支援」は、
専門的技能や知の体系を授ける「正課教育」と並んで、
高等教育における重要な二本柱の一つと位置づけられる。どんなに優れた専門性を身につけても、それ
を人類の幸福や社会の発展のために用いうる人間性を伴っていなければ不十分である。
本講演では、
「学生支援」が事情を抱えた一部の学生へのサービスではなく全学生の人間形成教育で
あるという前提のもと、今後どのような体制で、またどのような点に留意してその機能を強化していけ
ばよいかについて「学生相談」の立場から整理し、各学校での方向性を考えるための手がかりを提出し
てみたい。
学生支援はすべての教職員が担う教育活動であり、
その中核を担うのは専門家が担う学生相談である。
独立行政法人日本学生支援機構が2007年に発表した「大学における学生相談体制の充実方策について
－『総合的な学生支援』と『専門的な学生相談』の『連携・協働』－」で既に示されているように、組
織の長によって統括される全学的なシステムと、個々の学生に関与する心理学や関連領域の専門家（カ
ウンセラー、コーディネーター等）の有効な協働があってはじめて、時代社会に即応した成長支援が可
能になる。目下の喫緊の課題としては、長期化するコロナ禍で制限された、実体験を通した自己形成や、
密接な人間関係力をいかに補填し促進するかが挙げられる。
対人援助職の養成を専門とする教員の場合、自らが専門家であるという認識の下、支援のすべてを担
おうとしがちな点に留意が必要である。一方の学生相談の専門家もまた、
守秘義務を重視する意識から、
相談機関の中で閉じた支援に陥るリスクを抱えている。「連携と協働」が成功するためには、守秘と情
報共有という二律背反を適切に扱う制度設計が不可欠である。実際例を紹介しながら、その工夫につい
ても考えてみたい。
講師略歴
高石恭子（たかいし・きょうこ）
甲南大学文学部教授・学生相談室専任カウンセラー、臨床心理士、大学カウンセラー、公認心理師。
京都大学博士（教育学）。精神科病院の心理士、母子療育教室のセラピスト等を経て1989年より学生
相談に従事。乳幼児期から学生期に至る子どもと親の関係や子育て支援についての研究も行ってきた。
2019年より日本学生相談学会理事長。
近著に『自我体験とは何か―私が〈私〉に出会うということ』
（創元社、2020年）
、
『子育ての常識か
ら自由になるレッスン―おかあさんのミカタ』
（世界思想社、2021年）
、共編書に『学生相談と発達障害』
（学苑社、2010年）、『学生相談ハンドブック新訂版』
（学苑社、2020年）など。
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教育講演Ⅲ

「次回指定規則等の改正に向けた取り組みについて」
白石 浩

（（公社）日本理学療法士協会

常務理事）

少子高齢化が加速する中で、地域包括ケアシステムの推進や地域医療構想の実現に向け、医療と介護
の連携とともに、疾病構造の変化に応じた適切な医療提供体制の整備が必要である。また、医療・介護
分野では、ICTなどの情報通信技術の導入やAI・ロボットなどの高度な技術が急速に進化している。
このような変化を背景にして、理学療法士の就業分野は、医療機関に限らず在宅や施設等へ拡がって
おり、多様な場で暮らす人々の「尊厳ある⾃⽴」と、その「くらし」を守るために、理学療法士には人
間味あふれる感性とともに、幅広い知識と技術が求められている。
我が国における理学療法士教育は、昭和38年の国立療養所東京病院付属リハビリテーション学院に
始まり、60年を迎えようとしている。理学療法士が、国民にとって、安心で、より信頼される専門職
となるためには、卒前卒後の「教育」の充実が不可欠と言えるであろう。卒前教育は、先進国にもひけ
をとらないような教育体制を整備すること。卒後教育においては、すべての理学療法士が標準的な理学
療法を実践できる研修体制の充実と高度な専門性を追求できる認定制度を確立することである。
卒前教育については、平成30年に理学療法士作業療法士教育の基準を定めた「理学療法士作業療法
士学校養成施設指定規則（以下、指定規則）
」が改正された。総単位数が93単位から101単位に増える
とともに、専任教員の要件に360時間の講習会受講を追加するなどの見直しがなされている。臨床実習
については、臨床実習時間外に恒常的な課題を行うなど学生にとっても大きな負担となっていることか
ら、臨床実習の在り方を見直すとともに、臨床実習指導者の要件も2日間の講習会受講を義務づけるな
ど臨床実習施設における教育の質向上が図られている。
しかし、臨床実習前後の評価などは、全国で統一されることが望ましいことから、将来的には全国統
一の評価方法等についての検討が必要であり、また、主たる実習施設の確保や診療参加型実習の努力義
務など、前回の改正で積み残された課題は少なくはない。
前回は約20年ぶりに指定規則が改正されたが、次回は５年を目途に改正される予定である。日本理
学療法士協会（以下、協会）では、理学療法士教育の質を高めるために、次回改正に向けて必要な資料、
改正案等を提示することを目的とした「指定規則等検討部会」を立ち上げ、多様なニーズ、職域の広が
りも見据えながら現在検討を進めているところである。また、協会では、「卒前卒後教育シームレス化
検討部会」を立ち上げ、卒前卒後教育における共通の評価システムを作成し、全国的に一定の水準を確
保するとともに、連続性を考慮した教育・評価体制の普及についても検討を進めている。
今回、このような卒前卒後教育における取り組みや指定規則改正に向けた協会の取り組みについて紹
介するとともに、教育現場における課題や今後の理学療法教育のあるべき姿等について、参加者と率直
な意見交換ができればと期待している。
〈略 歴〉
昭和60年3月 九州リハビリテーション大学校 理学療法学科 卒業
昭和60年4月 日本赤十字社今津赤十字病院 入社
平成16年4月 日本赤十字リハビリテーション協会 副会長
平成19年4月 福岡県理学療法士会 学術局長 理事
平成21年9月 医学博士
平成22年4月 「専門理学療法士（神経）」取得
平成25年6月 公益社団法人日本理学療法士協会 理事
平成29年4月 福岡市理学療法士・作業療法士・言語聴覚士連絡協議会
令和3年6月
公益社団法人日本理学療法士協会 常務理事（常勤）
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シンポジウムⅠ
診療参加型臨床実習の取り組みと今後の課題

「長野県理学療法士会における臨床実習教育普及活動」
百瀬 公人

（長野県理学療法士会学術担当理事）

長野県理学療法士会では学術局教育部を2009年に発足した。教育部の業務は、卒前教育・臨床実習
に関すること、理学療法士養成機関との連携に関すること、臨床実習指導者教育と職場内教育に関する
ことである。このように教育部は卒前教育から卒後教育までを担っている部局である。
教育部発足前後の県内の臨床実習教育は従来型の方法が主体であった。2007年に中川法一先生のセ
ラピスト教育のためのクリニカルクラークシップのすすめが発刊、さらに中川先生は2011年に研究会
を発足している。また、医中誌において診療参加型臨床実習やクリニカルクラークシップなどのキーワー
ド検索を行うと、2001年の文献数が初めて10篇以上になり、2006年に20篇を超え、2008年には40篇
を超えている。このように、診療参加型臨床実習が少しずつ広まっていく状況であった。
発足初年度である2009年に教育部では臨床実習討論会を企画した。臨床現場における臨床実習の進
め方や問題点を討論することを通じて、臨床実習教育の改善を図ろうとしたのである。数施設の実習指
導者に実際の臨床実習について報告を行ってもらい、その後参加者を交えて討論を行うことを考えた。
翌2010年には、臨床実習討論会に加え、診療参加型臨床実習を学ぶ機会としての教育部研修会を企画し、
これらを毎年行うことした。
その後の経過について述べる。臨床実習討論会には20名程度の参加者しか集まらず、３年で企画を
終了とした。教育部研修会は臨床実習に関するテーマと、
職場管理に関するテーマを隔年で企画したが、
臨床実習に関する企画時には50名程度しか集まらなかった。このように教育部員は診療参加型臨床実
習を広めようと考えていたのだが、教育部が発足してからの５年間に診療参加型臨床実習を行う施設は
増加しなかった。
そこで、教育部では診療参加型臨床実習が普及できない理由について討論し、次の３点が原因である
と考えた。まず１点目は、診療参加型を推し進めるという強い方針が無いこと、次にチェックリストや
ルーブリックなどの評価用紙が無いこと、最後に、継続的に診療参加型臨床実習を学ぶシステムが無い
ことであると考えた。そこで、2015年にはチェックリストを作成、2017年には診療参加型臨床実習を
推進する県士会であることを宣言、2018年には臨床実習施設認定制度を開始し、認定を受け続けるた
めには教育部研修会に毎年参加することを条件とした。
2018年に理学療法士・作業療法士学校養成施設指定規則が改正され、2020年から施行となっている。
これに伴い診療参加型臨床実習の普及が一段と進んだ。教育部の活動が進んだ理由一つとして、長野県
内に３校しか無い各養成校の教員が部員として含まれており、意思統一を図ることが行い易かったこと
があげられる。臨床実習教育の普及活動はまだ道半ばであるが少しでも皆様の現場において参考になれ
ば幸いである。
昭和61年

市立大町総合病院

平成２年 信州大学医療短期大学部助手
平成11年 東北大学大学院修了
平成12年
平成16年

山形県立保健医療大学助教授
信州大学医学部保健学科教授
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シンポジウムⅠ
診療参加型臨床実習の取り組みと今後の課題

「診療参加型実習導入の取り組みと今後の課題」
寺井 利夫

（金沢医科大学病院

リハビリテーションセンター）

かつて一般企業で働いていた頃、基礎教育を終えた新入社員たちをOJT教育担当者として誇らしげに
迎え入れた記憶がある。社内OJT担当に選ばれることは自身が認められたことであり、新しい仲間との
出会いも楽しみであった。
OJTに対する批判もあったが、重要な新人教育の場と認識されていた。教育担当者は社外研修を受け、
その中で繰り返し言われた言葉は「新人社員は企業の宝であり、未来を担う若木である。無暗に叱責し
追い込むことは絶対に許されない」であった。
当時の教育担当者研修の教本を探して読み返すと、教えることよりも自発的に学ぶ姿勢を支援するこ
とが重要であると書かれ、ただ放任せずに見守り、説明し、一部を担当させ、１人で遂行できるまで大
きな失敗をさせずに自己効力感を上げ、段階的に分割経験させることを奨励していた。教育担当者は、
社外では、顧客との交渉からプレゼンテーション、事前調整、接待までを見せ、社内では関係部署に派
遣して各部署の指導者から必要な業務を分割して学ばせた。その評価は教育担当者が新入社員に対して
だけでなく、新入社員から教育担当者へも行われた。教育担当者は新入社員を業務の手伝いにはさせず、
将来のビジョンや失敗を語り、共に切磋琢磨する仲間と捉えることが求められた。自身を語ることで、
新入社員が企業の方向性に将来の夢を重ねてくれることが目的とされていた。
その後リハビリテーションの学びの門を叩いた私が経験した臨床実習には、OJTという印象は無かっ
た。臨床実習の場では、行動は実習生に全て任せられ、帰宅時間は遅く、発表のためのレジュメと症例
レポート作成に朝まで追われて寝不足で通うということが定番であった。養成校の中でも実習地での厳
しさは当然の事として語られ、越えねばならぬ試練という認識があった。症例レポートに関しても、学
内の模擬患者による実習の際には最後に症例レポートを提出して完了する授業形態をとっていたことか
ら、「症例レポートを書き上げるための臨床実習」に対して何ら疑問を抱かなかった。
自身が臨床実習指導者となってからは、寝不足の実習は意味がないと担当学生を早く帰宅させ、症例
レポートの作成やレジュメによる発表形式以外は、以前行っていたOJTの考えを踏襲して行った。その
ため診療参加型実習を知った時、臨床実習より新人教育に適していると感じつつも違和感はなかった。
現在、当院の臨床実習ではレポート・発表・学習会や英文抄読などへの参加は取り止め、帰宅時間も
厳守することで、実習生・指導者双方の負担は激減している。今後の大きな課題は指導者の教育である。
指導者自身の向上心も含めて実習生・指導者ともに成人教育という観点からのアプローチも必要であろ
う。また、コロナ禍で職員の３割強が常時欠勤状態となり、実習にも大きな影響を及ぼしている。その
現状の長期化にも対応できるシステムの構築を試みている。
略

歴

2005年

作業療法士免許取得

2005年

医療法人社団

2007年

金沢医科大学病院

リハビリテーションセンター

勤務

2017年

金沢医科大学病院

リハビリテーションセンター

副技師長（現在に至る）

青樹会

青和病院

勤務
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シンポジウムⅠ
診療参加型臨床実習の取り組みと今後の課題

「診療参加型臨床実習移行の根拠と移行後の効果と課題」
木島 隆

（信州リハビリテーション専門学校

理学療法士）

本校は卒業生に接遇や学生時代の過ごし方、現場活動など学生に話してもらう機会を設けています。
その中で一人の卒業生が「実習か国家試験をもう一度行わなければいけないとしたらどちらを選択する
か」という質問に対し、「国家試験」と答えたのです。確かに、
（私にとって）実習は大変でしたが得る
ものが多く、国家試験の勉強ほど辛いものはなかったので、驚きと同時に落胆しました。実習は資質や
意識、技術、知識の獲得・醸成のほかにチーム医療内での役割の自覚など将来理学療法士として働く者
にとって必要不可欠です。理学療法士が臨床実習にこのような感情を抱いているのは、今後の臨床教育
にとって良いことはありません。そこで、実際はどうか調べました。2015年に11施設207名の理学療
法士にアンケート調査を実施しました。経験年数は5.16±3.61年（経験年数範囲：１〜 22年）でした。
内容は、もう一度行うとしたら「臨床実習」
「国家試験」のいずれかを回答し、それぞれ理由を問いま
した。回収率は99.0%でした。もう一度やるなら「国家試験」は75名（37%）
、理由は「実習が辛い」
や「ストレスが多い」などでした。一方「実習」は130名（63%）
、理由は「見学や体験を行い自己研
鑚したい」などでした。この結果から少し安堵しましたが、37％が実習は嫌だ、という感情を持って
いることが示唆されました。
従来型の実習は、学生の評価を主に施設側で行われ、指導方法も実習施設や指導者に一任していたと
思います。そのような中、実習期間中に学生に問題が生じ施設側から養成校に連絡が入ることがありま
した。しかし、その時点では既に実習継続が困難なケースもあり、実習中止や評価無し、となる学生も
おりました。ケースによっては問題を生じることを養成校が予期できなかった場合もありました。実習
の問題は多岐にわたると思われます。本校は2017年度の長期臨床実習より診療参加型の実習方法への
移行を実習施設へ依頼しました。発表では本校が診療参加型臨床実習に移行に至った要因を示します。
また、移行後に学生、指導者それぞれに診療参加型臨床実習についてアンケート調査をしており、それ
らの結果を示し、良い面や問題点など言及できればと思います。また、導入後の経過を辿る中で課題を
提言できればと思います。
昨今、理学療法士養成校の入学者は14,574名まで増加し卒業生も増加する中、理学療法士等の養成
教育の質の低下も懸念され、臨床実習教育方法も見直しが必要と言われてきました。2020年度の指定
規則の改正により評価実習・総合臨床実習では臨床実習指導者による指導が義務になり、臨床実習の指
導方法も診療参加型臨床実習が望ましいことが示されました。３年制養成校では早ければ2021年の評
価実習より、４年制では2022年の評価実習から新指定規則による実習が始まっています。この度の発
表で、診療参加型臨床実習を進めるにあたり皆様と情報共有をするとともに、今後の臨床教育の一助と
なれば幸いです。
略

歴
学歴：2001年3月 早稲田医療技術専門学校 卒業
職歴：2001年4月 鶴巻温泉病院勤務
2003年3月 久我山病院勤務
2013年4月 信州リハビリテーション専門学校 専任教員
資格：2001年 理学療法士免許
2012年 認定理学療法士（基礎理学療法）
2015年 認定理学療法士（臨床教育）
、認定理学療法士（脳卒中）
論文：理学療法士の臨床実習経験に対する意識調査.リハビリテーション教育研究25.308-313,2019
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シンポジウムⅡ
多様な学生の能力を伸ばすための実践的な取り組み

「自己指導能力向上を目指した「リメディアル学生指導」の取り組み」
野本 義則

（東京医療学院大学

保健医療学部リハビリテーション学科

作業療法学専攻）

【はじめに】
高等教育はユニバーサル段階となって久しく、入学試験の選抜機能が低下し、入学者の学力水準担保
が困難となり、多様な考え方や動機を持った学生が入学している現状がある。筆者が勤務した作業療法
士（以下、OT）養成校においては、定員割れが常態化し、OT養成教育を学ぶための基礎となる知識や
学力、基本的コミュニケーション力や規範の理解などを含む社会性、生活習慣など、中等教育で獲得す
べき課題を十分に達成せずに入学する学生も少なくなかった。
【課題の多い学生への対応】
入学者の学力低下やOT養成教育で必要とされる前提科目を履修していない入学生に対して、専門的
な教育を受けるために必要な基礎学力を補う支援としてリメディアル教育があり、筆者が勤務したOT
養成校でも実施されていた。
一方、社会性や生活習慣などの課題を抱える入学生への対応は、いわゆる初年次教育の取り組みの中
で、
「自己管理・時間管理能力」、
「学ぶためのスキルの獲得」などの内容を学ぶ機会が設けられていたが、
中等教育における社会性や生活習慣などに関する課題を再学習する機会としては不十分と考えた。
【リメディアル学生指導とは】
中等教育において、生徒の社会性の育成などを目指した取り組みとして生徒指導がある。生徒指導は、
風紀の取り締まりや問題行動の指導などがその役割と理解されていることが多いが、生徒の主体性や社
会性といった自己指導能力の育成こそが生徒指導の意義と示されている。そこで筆者は、多様な課題を
抱える入学生に対して、基礎学力を補う支援であるリメディアル教育と同様に、社会性などを補う支援
が必要と捉え、中等教育の生徒指導を範とした社会性などの指導を「リメディアル学生指導」として実
施した。具体的には、中等教育の生徒指導の手引きである『生徒指導提要』を参考に、ホームルーム運
営、特別活動、生活習慣管理などを行った。
【リメディアル学生指導の一例 文化祭における指導】
文化祭は、中等教育では特別活動と位置付けられており、「集団や社会の一員としてよりよい生活や
人間関係を築こうとする自主的、実践的な態度を育てる」ことが目指されている。筆者は文化祭が教育
の一環であることを学生に説明し、①ホームルームにて文化祭の目的や意義の確認、②その目的や意義
に見合った計画立案、③スケジューリング、これらの指導を行った。
学生たちは文化祭の目的を理解し、個々の役割を果たし、互いに協力する姿がみられた。当該クラス
の文化祭での活動は他の教員からも評価され、学生たちもその成果に加え、クラスが一体となっていた
ことにも満足していた。この取り組みは、集団の一員としての望ましい態度や行動の在り方などを体験
すると機会となり、その中での具体的な成功・失敗体験が学生の社会性や行動力の育成に効果があった
と考える。
【おわりに】
リメディアル学生指導は、学生の社会性などの再学習の機会となり、OT養成教育を学ぶ礎になると
考える。引き続きリメディアル学生指導を実践し、その成果を確認するとともに、OT養成教員が生徒
指導に関する知見を持つことの重要性を啓発していきたい。
略

歴
野本義則（のもとよしのり）
1970年神奈川県横浜市生まれ。作業療法士。専門学校社会医学技術学院作業療法学科卒業。国際医
療福祉大学大学院博士課程修了、保健医療学博士。横浜市の精神科病院に勤務する。その後、作業療
法士養成校にて学科長、教務主任を歴任、現在は東京医療学院大学作業療法学専攻に勤務する。
准教授。
作業療法士養成教育、とりわけ初年次教育、入学前教育、リメディアル教育に力を注いでいる。神奈
川県作業療法士会理事。公認釣りインストラクター。
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シンポジウムⅡ
多様な学生の能力を伸ばすための実践的な取り組み

「初年次から取り組む金城大学の学生支援」
山本 拓哉

（金城大学

医療健康学部

理学療法学科

講師）

大学全入時代と言われている今、学生の多様化により、学生支援と学修支援の必要性は増大し、支援
の対象者や支援内容も幅広くなっている。本学部では、学生が主体的に学修に取り組み、協働して課題
解決に取り組むことが出来るようになることを目的に、入学前教育から初年次教育に力を入れている。
ここではその取り組みを紹介する。
昨今の入学生の多様化により、理学療法士・作業療法士という職種の職業像が不明瞭なままで初年次
教育を迎える学生が増えている。このような現状は、学修意欲の低下を招くばかりでなく、大学生とし
ての行動変容を生み出しづらくする。本学部では入学前教育として、必要な高校基礎科目の補填だけで
なく、入学前オリエンテーションにて理学療法士・作業療法士という職業について理解を深める活動や
自己紹介ワークを活用した仲間作りを行っている。さらに入学後の初年次教育科目である「基礎演習」
との接続も行っており、疑問点については研究室訪問による質問にて学生の理解度向上を行っている。
また、１年次に「地域支援実習」を開講し、地域の高齢者や子ども、高校生、認知症者、障がい者など
を対象に、教員と３年生とともに理学療法、作業療法を通じた課題解決を行っている。このような活動
を通して、早期より理学療法士・作業療法士の職業像を明確にするとともに、教員や先輩との協働で学
びを得ている。
また、このよう活動を支えるプラットフォームとして、eポートフォリオ（達成度自己評価表）を活
用しながらの面談を行っている。これにより学生と担当教員の定期的な接点が確立し、学生は学生生活
の中でどのように行動をすれば評価してもらえるか理解し、教員は個々の学生の目標と達成度を可視化
することができるようになった。また理学療法士・作業療法士が担当教員となることで、職業に対する
愛着・好意的感情・職業倫理を高めることと、講義―学内実習―臨床実習において学修を支援するよき
相談役となっている。この関係性は、最終的には、
学生のキャリア教育を含めた学生支援としても役立っ
ている。
このような取組みを通じて、学生は自己の様々な経験や教員からの支援・フィードバックによって自
律した行動ができるようになる。その後自身における自己評価→フィードバック→行動修正のサイクル
が確立できれば学生は大学生活で大きく成長し、卒業後の理学療法士・作業療法士としても各自で道を
切り開いて進んでいくと考える。
学

歴
川﨑医療福祉大学医療技術学部リハビリテーション学科理学療法専攻卒業
藤田保健衛生大学大学院保健学研究科リハビリテーション学領域運動システム科学分野（修士課程）
修了（リハビリテーション学修士）

職

歴
医療法人祥仁会西諫早病院総合リハビリテーション科
学校法人金城学園金城大学医療健康学部理学療法学科助手
学校法人金城学園金城大学医療健康学部理学療法学科助教
学校法人金城学園金城大学医療健康学部理学療法学科講師（現在に至る）
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シンポジウムⅡ
多様な学生の能力を伸ばすための実践的な取り組み

「言語聴覚士をめざす学生を対象とした実習前プログラムの試みと課題」
津田 哲也

（県立広島大学

保健福祉学部

保健福祉学科

コミュニケーション障害学コース）

人間関係の複雑化、医療の高度化・多様化が著しい現代において、医療職を目指す学生が臨床実習で
要求される課題も、年々高度化しているものと推察される。しかしながら、多くの中高生にとって言語
聴覚士（Speech Language Hearing Therapist: ST）が対象とするような失語症や聴覚障害などコミュ
ニケーションに障害のある人と接する経験は限られている。
県立広島大学保健福祉学部コミュニケーション障害学科（以下、本学科、現・コース）は、前身の広
島県立保健福祉短期大学の開学（1995年）から、長年にわたってST養成を行い、現在まで約700名の
卒業生を輩出してきた。本学科の歴史はST国家資格化、介護保険制度の開始、超高齢社会、コロナ禍
といった社会的変化の大きい時代とともにあり、
その時々にふさわしい人材育成が求められ続けてきた。
このような情勢下で、本学科は、地域社会に信頼されるSTを養成し続けるため、専門的知識・技術
の定着とプロフェッショナリズムの涵養を目指し、学外臨床実習への助走となることを目的として、低
学年時から臨床実習開始までのプログラム内容を充実させてきた。
今回、これらのプログラムの効果と課題について整理した。本学の取り組みから見えてくる将来の
ST養成の課題について若干の考察を加えて発表する。
プロフィール
2004年3月

広島県立保健福祉大学保健福祉学部卒業

2004年4月

倉敷平成病院

2011年4月

県立広島大学保健福祉学部

2013年3月

県立広島大学大学院総合学術研究科保健福祉学専攻課程修了

2017年3月

岡山県立大学大学院保健福祉学研究科博士後期課程修了

2019年4月

県立広島大学保健福祉学部コミュニケーション障害学科

言語聴覚士
助手

委員・活動
日本言語聴覚士協会

学術誌編集委員会査読員

コミュニケーション障害学
広島県言語聴覚士会

編集協力委員・学術事業部委員

理事

- 30 -

講師

企業共催セミナーⅠ

「国家試験対策につながる「読み取る力の鍛え方」」
清野 光昭

（株式会社ナガセ

ビジネススクール本部・東進ハイスクール大学事業部

事業部長）

近年、医療系の大学・専門学校の先生から、国家試験対策について相談を受ける機会が増えておりま
す。詳しくお聞きしてみると、表向きは高校での未履修（生物・化学など）のようにみえて、実は「国
語力」不足が原因であることがわかります。ご承知のとおり、「国語力」が足りないと授業内容を理解
することに苦労するばかりか、国家試験に合格することも困難になります。
さて、
「国語力」を学生に身に着ける方法は、まさに「手探り」状態の大学・専門学校が多いのでは
ないでしょうか。そこで東進ハイスクールでは、
文章を理解し、
内容を要約するという手法を使って、
「文
章を正確に読み取る力」を習得してもらうメソッドを開発し、多くの大学・専門学校に採択いただいて
おります。今回は、そのノウハウを余すところなくお伝えできればと考えております。
①東進ネットワークのご紹介
②数字で見る入学前教育の実績
③東進の入学前教育について
・入学前教育の仕組み、映像授業の工夫、受講生へのサポート等
④国語力を向上させる教材のメカニズム
・文章校正（文章を一字一句正確に追う目線を養う）
・主語、述語と修飾語の分離（文章の核をおさえる）
・文章パラフレーズ（文章を分解する視点の置き方を習得する）
・数行の文章の短文化（簡潔な一文にまとめる練習）
・キーワードを抜き出す/テーマを抜き出す（文章要約の実践）
・部分要約から全体要約へ
⑤入学前教育の成果事例
講師プロフィール
1971年生まれ。東京都出身。長年、予備校校舎にて生徒指導に携わり、多くの悩める生徒たちの成
績を大幅改善させる。
東進ハイスクールの関東地区校舎にてブロック長、校舎長などを歴任。生徒指導10年以上で5,000名を
超える高校生を指導。
2014年から予備校とは別部門として大学・専門学校の基礎教育を支援する「大学事業部」にさらなる
拡大のために異動、現在に至る。
予備校のノウハウを活用し、
「基礎学力の向上・学習習慣の確立・モチベーションアップ」
の３本柱を軸に、
受験用とは異なる教材を多数開発し全国から支持を得る。
現在、基礎学力の向上やリメディアル教育の分野にて、全国272の大学・短大・専門学校を支援、今春
の受講者は43,000人を超える。また、ナガセ主催のオンラインセミナーでの講演、大学や専門学校な
どのFD･SD研修や講演会などを多数実施している。
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企業共催セミナーⅡ

「基礎力測定テストPROG-Nの開発経緯とその活用」
松村 直樹

（株式会社リアセック

取締役）

PROGは、社会で活躍するための力「基礎力（ジェネリックスキル）
」をより客観的に測定するため
に開発されたテストで、2012年のリリース以来、大学生・社会人合わせて延べ約160万人の方々に受
験いただいている。PROGは、客観性の基準として、組織内で活躍する一般のビジネスパーソンの行動
様式・意思決定スタイルを教師モデルとしているが、医療系人材の育成には、医療専門職として基盤と
なる資質を踏まえておくことが重要であり、臨床現場において求められる行動様式・意思決定スタイル
を能力判定の基準とすることが求められる。2020年の秋にリリースしたPROG-Nは、全国延べ約3500
人の看護師、および看護部長の方々からの協力を得て、院内評価の高い看護師の行動特性を基に作成さ
れたテストである。豊富な測定要素と客観性・妥当性の高さから教育機関・病院での導入が進んでおり、
他学・他病院をベンチマークとした基礎力（ジェネリックスキル）の比較検討が可能となっている。本
セミナーでは、PROG-Nの開発経緯ならびにその妥当性について説明したうえで、教育・人材育成の観
点からテストの活用方法について紹介する。
略歴：筑波大学第三学群社会工学類卒業
筑波大学大学院環境科学研究科修了（学術修士）

「PROGテスト®導入事例の紹介」
神谷 晃央

（金城大学

医療健康学部

准教授）

18歳人口の減少、産業構造の変化など、我が国の社会・経済環境が大きく変化していく中で、教育
機関が特色を発揮し、その変化に対応しながら教育力を向上していくことが時代の要請である。教育の
質保証の在り方が中央教育審議会にて検討されているが、学修者本位の教育への転換の必要性が指摘さ
れている。多様な価値観を持つ個々の学生のニーズに応えていくことが求められており、単に学業成績
だけではなく、社会人基礎力と呼ばれる社会で活躍するための基礎となる力の教育効果を数値で示して
いくことが求められつつある。
金城大学医療健康学部では社会人基礎力を数値化する客観テストであるPROG®テストを試験的に導
入し、１年生において実施している科目である「地域支援実習」を含めた１年生への教育効果について
検討する取り組みを行った。本セミナーでは、検討を始めたばかりである当大学のPROG®テスト導入
事例の紹介を報告し、現状の課題点、今後の展望も踏まえてお話したい。先行実践されている他の養成
校の諸先生方や、意見をお持ちの先生方の意見交流の場になることも期待したい。
略歴：国際医療福祉大学保健学部理学療法学科卒業
首都大学東京人間健康科学研究科 博士前期課程／博士後期課程修了
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協力団体・企業一覧
第35回教育研究大会・教員研修会開催にあたりまして、下記企業・団体様に多大なる
ご支援を賜りました。謹んで御礼申し上げます。

■展示協賛
富士フイルムシステムサービス株式会社

■企業共催セミナー
株式会社ナガセ（東進ハイスクール）
株式会社リアセック
（五十音順）

■広告協賛
医歯薬出版株式会社
インターリハ株式会社
オージー技研株式会社
学校法人藍野大学 藍野大学
学校法人青池学園
株式会社南江堂
金城大学大学院
株式会社ナガセ（東進ハイスクール）
北海道千歳リハビリテーション大学
有限会社ラウンドフラット
（五十音順）
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大会長
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勉

（金城大学医療健康学部）
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