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1 
 

設置の趣旨等を記載した書類        

 

第１ 設置の趣旨および必要性 

１．高木学園の沿革 

 (1) 高木学園の沿革と今後について 

学校法人高木学園(以下、「当学園」という。)は、現在、専門学校柳川リハビリテーション

学院（福岡県柳川市）、福岡国際医療福祉学院（福岡県福岡市）そして大川看護福祉専門学校

（福岡県大川市）の 3つの医療系の専門学校を有している。 

開校より約 27年が経過した専門学校柳川リハビリテーション学院は、私学のリハビリテー

ション職の養成校としては、1990 年に福岡県内で初めて誕生した伝統校であり、以降、これま

で西日本のリハビリテーション医療をリードする優秀な人材を養成し続けてきた。 

大川看護福祉専門学校は、国際医療福祉大学・高邦会グループ発祥の地である福岡県大川市

の“高木病院”を臨床実習施設として、1990年に開校以来、地域医療の一翼を担う医療福祉職

を養成し、地域に根差した学校として親しまれている。 

福岡国際医療福祉学院は、2001年福岡市内初のリハビリテ－ション養成校として開校。2008

年、緑豊かな景観と、様々な都市機能を備えた“シーサイドももち”に移設。隣接するグルー

プの病院(福岡山王病院)および同一建物内に併設する福祉施設(総合ケアセンターももち)と

ともに『教育・医療・福祉』が一体となった教育環境を構築し、その理想的な環境のもとチー

ム医療に貢献できる人材を育ててきた。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

これまでの歴史の中で、柳川リハビリテーション学院は 3,210 名、大川看護福祉専門学校は

1,142名、福岡国際医療福祉学院(医療情報管理学科および診療情報管理専攻卒業生を含む)は

2,608名、3校で 6,960名におよぶ卒業生を輩出してきた。 

また、学校教育法の一部改正により当学園の卒業生も、大学院へ進学し修士や博士の学位を

取得することが可能となったが、当学園では、これまで 67名の卒業生が、グループの国際医

療福祉大学大学院へ進学し、修士課程および博士課程を修了して、地域の医療および教育の現

場で指導的な役割を果たしている。 

このように 3年制の専門学校を設置し、多くの人材を養成してきた当学園ではあるが、高齢

化の進展に伴う医療需要の増大や地域包括ケアシステムの構築といったリハビリテーション

医療を取り巻く環境の変化に伴い、それを担っていく高度医療専門職を養成するためには 4年

制大学に移行することが必要ではないかと考え、ここ数年の間、福岡国際医療福祉学院を大学

化すべく検討を重ねてきた。 

なお、当学園の理事長高木邦格は、全国リハビリテーション学校協会の理事長を長きに渡っ

て務めており、また、新大学の副学長には第 10回アジア理学療法学会会長、および日本理学

療法士協会副会長を歴任し、現在、理学療法科学学会の会長を務める現国際医療福祉大学大学

院副大学院長丸山仁司を予定している。 
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福岡国際医療福祉大学(以下、「本学」という。)は、経験豊かな教授陣のもと、規模は小さ

いものの国際医療福祉大学・高邦会グループの一員として、国際医療福祉大学と密接に連携を

図りながら、小規模の良さを生かした丁寧で質の高い教育と研究の実践を目指していく。 

 

【資料 1：学校法人高木学園の沿革】 

【資料 2：専門学校柳川リハビリテ－ション学院 卒業者数】 

【資料 3：大川看護福祉専門学校 卒業者数】 

【資料 4：福岡国際医療福祉学院 卒業者数】 

【資料 5：高木学園出身 大学院入学者数】 

 

 (2) 福岡国際医療福祉学院について 

福岡国際医療福祉学院は、2001年に福岡市天神地区に開設して以来、西日本地区の医療を支

える数多くのメディカルスタッフを養成してきた。 

2008年 4月には、博多湾を望む“シーサイドももち”地区に移転し、現在に至っている。 

理学療法学科、作業療法学科、言語聴覚学科、視機能療法学科ならびに看護学科の 5学科を

擁し、これまで 2,443名(医療情報管理学科および診療情報管理専攻卒業生を含めると 2,608

名)の卒業生を輩出してきた。 

隣接地にはグループ関連の「福岡山王病院」や、同一建物内には通所リハビリテーション、

訪問看護等の事業を行う「総合ケアセンターももち」が併設されており、臨床現場と密接に連

携した独自の教育環境を整え、「チーム医療・チームケア」を身近に実感できる体制を維持して

きた。 

本学では、専門学校において長年培われてきた良き伝統を守りつつ、専門基礎教育、専門教

育に関する、より深い知識と応用能力の修得を前提として、幅広い知識と豊かな人間性を育む

リベラルアーツに重きを置くカリキュラム編成により、コミュニケーション能力や、問題解決

能力、各分野に関する科学的・創造的探究心およびリスクマネジメント能力の向上を目的とし

た教育に注力したいと考えている。 

 

【資料 4：福岡国際医療福祉学院 卒業者数】 

【資料 6：当該施設および当該施設近郊の現況について】 

 

(3) グループの沿革 

国際医療福祉大学・高邦会グループ(以下「当グループ」という。)は、福岡県において医療

法人社団高邦会、社会福祉法人高邦福祉会、学校法人高木学園、栃木県において学校法人国際

医療福祉大学、社会福祉法人邦友会、東京都には医療法人財団順和会等の法人等で構成されて

いる。 

1910年、福岡県大川市に高木眼科医院を開院したのを端緒とし、その後、福岡県において、

高木病院をはじめとする複数の医療施設や福祉施設および専門学校を開設し、福岡県内の大川

市、柳川市、福岡市において「教育」｢医療｣「福祉」が一体となった環境を整備してきた。 



3 
 

国際医療福祉大学は 1995年に、医療福祉専門職の養成とその地位向上をめざした日本初の

医療福祉の総合大学として開学し、その後、栃木県、福岡県、神奈川県、千葉県において、5

つのキャンパスを開設し、2017 年 4月には、国際性豊かな医学部が千葉県の成田キャンパスに

誕生した。 

 

当グループでは、「共に生きる社会」の実現を目指した「人間中心の大学」「社会に開か 

れた大学」「国際性を目指した大学」という大学の理念と、高邦会の理念である「生命の尊厳、

生命の平等」を共通理念として、グループとしてのアイデンティティを共有している。 

 

【資料 7：国際医療福祉大学・高邦会グループの沿革】 

【資料 8：国際医療福祉大学・高邦会グループの医療・福祉施設】 

【資料 9：国際医療福祉大学・高邦会グループの大学・専門学校の学生数】 

 

２．大学設置の理由および必要性 

(1) 社会的な背景 

世界各国の理学療法士、作業療法士教育に関する趨勢を見ると、アメリカ、カナダでは大学

院(博士課程・修士課程)に移行しており、韓国においてもリハビリテーション養成校の 3年課

程から 4年課程への移行が進んでいる。このようにリハビリテーション専門職養成の流れは、

より高度な知識を学ぶことができる大学・大学院課程に移行してきている。  

一方、我が国における医療専門職養成施設のうち大学が占める割合は、理学療法士で 40.3％、

作業療法士で 40.5％、視能訓練士で 31.0％であり、これら 3学科の大学が養成施設に占める割

合は 3割から 4割にとどまっており、未だ専門学校がその主体となっている。 

 また、2016年 10月、総務省は、日本の総人口に占める 65歳以上の高齢者の割合が過去最高

の 27.3％となり、国内における 80歳以上の高齢者の人口が 1千万人を超えたことを発表した。 

さらに、厚生労働省所属の機関である国立社会保障・人口問題研究所では、2035 年には総人

口に占める高齢者の割合が 32.8％となり、3人に 1人が高齢者になるという推計も出されてい

る（2035年問題）。 

福岡県においては、特に 75 歳以上の高齢者人口の増加傾向が著しく、2010年に約 56万人（福

岡県人口の約 11％）であったのが、2015年には 65万人、2035 年には 93万人にまで増加する

と予測されている。 

このような中、現在、我が国においては、2025年を目途に高齢者の尊厳の保持と自立生活支

援の目的のもとで、可能な限り住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最期まで続けるこ

とができるよう、地域の包括的な支援・サービス提供体制（地域包括ケアシステム）の構築を

進めており、さらに今後は高齢化の進展に伴った医療需要の増大に耐え得る仕組みが必要とな

る。 

それと同時に、医学の進歩に伴い、保健、医療、福祉の分野において高度な専門性が求めら

れるようになり、高度かつ複雑な社会的ニーズに応え得る医療専門職の養成は大きな課題とな

っている。 
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加えて、福岡市はアジア圏内の窓口として高齢化社会に関する政策の展開、保健・医療サー 

 ビスおよびグローバルな衛生政策立案に当たる医療従事者養成などの協力が求められており、

今後は隣接するアジアの諸地域においても、これまで以上にリハビリテーション専門職の需要

が高まると推測される。 

そのような社会背景の中にあって、政令指定都市である福岡市およびその近郊にはこれまで

リハビリテーション専門職を養成する 4年制大学はなく、この地において、より実践的で、よ

り高度な知識を有する専門職業人を養成することは、我々に課せられた責務であると考え、福

岡市で初めてとなる、リハビリテーション専門職を養成する 4年制大学の新設を決意するに至

った。 

【資料 10：世界のリハビリテ－ション系養成校の現状について】 

【資料 11：我が国のリハビリテ－ション系養成校の現状について】 

【資料 12：今後の全国高齢者人口の推移】 

【資料 13：福岡県における年齢別人口の推移】 

【資料 14：福岡県内のリハビリテーション系養成校の現状について】 

 

(2) 大学設置の必要性 

これから人口減少と少子高齢化が急速に進展する中で、近い将来、若い活力が保健、医療、

福祉の分野においても減少することが予想される。超高齢社会において増加する保健、医療、

福祉の分野に対するニーズに応えるには、個々の医療専門職の資質向上を図り労働力人口の減

少に対応せざるを得ず、そのため 4年制大学において、高い知識と人間的な素養を備えた高度

な医療専門職を養成することは、その問題解決の一つになると考える。 

また、厚生労働省に設置された「理学療法士・作業療法士学校養成施設カリキュラム等改善

検討会」（第 1回は本年 6月 26日）では、脳血管疾患や呼吸器、循環器疾患といった医学的科

目を増やすこと、在宅リハビリ、デイケア、介護老人保健施設などで行う実習や演習を必修化

すること、職業倫理やハラスメントおよびマネジメントに関する講義を強化するといった、3

つの柱をもとに新しい指定規則の検討がなされている。 

この検討内容を踏まえて、指定規則に定められた総単位数を現行の 93単位から 101単位に

増やそうとの議論もなされており、科目数および単位数の増加により、3年制課程でのカリキ

ュラム編成は限界に近づきつつある。そのため今後は、4年制課程で充実した教育を行うこと

が主流となっていくと推測される。 

新大学では、この流れに沿った形でのカリキュラム編成を配置し、次世代の保健、医療、福

祉の分野をリードする医療専門職の養成を行うことが必要と考えた。 

 

【資料 15：理学療法士・作業療法士学校養成施設カリキュラム等改善検討会開催要項】 

 

 (3) 本学が大学を設置する理由 

福岡市は人口 153 万人(政令指定都市中第 5位)を超え、その増加率、増加人数、10歳～29

歳の若者人口比率において 20政令指定都市中第１位にランク付けされており、アジアの玄関口、

アジアに開かれた都市として発展を続けている。また福岡都市圏人口は 254万人に及んでいる。 



5 
 

その中にあって、福岡市およびその近郊には、これまでリハビリテーション専門職を養成す

る大学はなく、福岡県に所在する大学 3校はいずれも、県内の人口の約半数を占める福岡都市

圏から公共交通機関を利用した場合、2時間から 3時間程度を要する距離にあり、福岡都市圏

でリハビリテーション医療技術系分野の大学へ進学を希望する高校生にとっては大きな障壁と

なっている。 

また、当学園は、福岡県で初めての私立のリハビリテーションの専門学校である柳川リハビ

リテーション学院を初め、グループの一員である国際医療福祉大学も含め、リハビリテーショ

ン教育では常に時代の要請とともに歩んで来た。 

グループの理念は普遍であり、今回の大学において、科学的・創造的探究心と豊かな人間性

を養う総合教育科目と、時代のニーズや地域医療に貢献できる高い知識と優れた技能を育むた

めの専門基礎科目と専門科目をカリキュラムに配置し、アジアにも目を向けた医療専門職の養

成を行うため、福岡市において大学設置を計画した。 

 

【資料 16：福岡市および「福岡都市圏」の人口について】 

【資料 14：福岡県内のリハビリテーション系養成校の現状について】 

  

①理学療法学科 

本学理学療法学科は、入学定員は 40名、収容定員 160名とし、我が国のみならず国際的

な医療・保健・福祉の動向を的確に捉え、幅広い社会のニーズに高水準で応え得る知識と技

術を有する理学療法士の養成を目標に、教育・研究を行うこととしている。 

理学療法士は 1965年に国家資格として制定され、以後、身体運動や生活能力の向上に寄

与する専門家として、子どもから高齢者、トップアスリートやプロスポーツ選手など幅広い

対象者のニーズに応えてきた。 

さらに、我が国で今後人口増加が見込まれる後期高齢者（75歳以上）の多くは、加齢に伴

い筋量の減少や筋力の低下を伴う「Sarcopenia（サルコペニア）」の状態に陥ることが多く、

筋力や活動が虚弱状態となる「Frail（フレイル）」という段階を経て徐々に要介護状態に

陥ることが知られていることから、我が国の介護および介護予防サービスに要する費用の抑

制という観点からも、今後は理学療法士が Sarcopeniaや Frail症候群を呈する高齢者に対

して適切な介入を行い、生活機能の維持・向上を図ることが求められる。 

また、我が国では 2025年以降に見込まれる医療・介護の急激な需要増加（2025 年問題）

に備え、住まい・医療・介護・予防・生活支援を一体化した地域包括ケアシステムの構築が

国家的施策として推進されているが、厚生労働省はその実現のために充実・強化すべき施策

として「医療・介護連携」「認知症対策」「地域ケア会議」「生活支援」「介護予防」を挙

げている。これらはいずれも理学療法士の専門的知識と技術を有効に活用できるものである

ため、現在、日本理学療法士協会は「地域包括ケア推進リーダー」「介護予防推進リーダー」

の資格コースを設立し、地域包括ケアシステムの一翼を担う人材の養成を始めているが、そ

の人数は未だ不足している状態である。加えて、今後は経済連携協定（EPA）によりアジア

諸国の外国人介護従事者が増加することが予測されることから、外国語でもコミュニケーシ

ョンを図れる理学療法士の養成も必要と考えられる。 
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さらに、近年では最先端の科学技術を用いた医療用ロボットや人間工学に基づいた福祉支

援機器が多数開発され、日本経済の発展の重要分野としても期待されていることから、今後

は身体の構造や機能のみならず、ICTや工学にも精通し、両者の融合に寄与する高度な専門

的知識と技術、学術的研究能力を有した理学療法士が求められる。 

このように、理学療法士が必要とされる領域はこれまでの医療・福祉のみならず、健康増

進分野や障害予防分野、さらには産業保健分野や行政、災害支援や国際協力、教育・研究領

域と拡大の一途をたどっていることから、社会のニーズを的確に捉え、社会から選ばれ続け

る理学療法士を養成することは喫緊の課題であるといえる。また、福岡市はアジア圏と日本

を結ぶ窓口として利点の多い土地でもあることから、国際的な感覚を身につけ、今後の社会

に必要とされる幅広く高度な専門的知識を有した理学療法士を養成することを目的に、本学

において「理学療法学科」を設置することとした。 

 

【資料 17：2025 年問題と地域包括ケアシステムについて】 

【資料 18：世界理学療法連盟の会員状況】 

 

②作業療法学科 

本学作業療法学科は、入学定員は 40名、収容定員 160名とし、国際的な資質を備え、医

療・保健・福祉等の動向、社会のニーズに応え得る高度な知識と技術を有する作業療法士を

養成することを目標に、教育・研究を行うこととしている。 

我が国の 65 歳以上の高齢者人口は、2016 年時点で 3,459万人と総人口に占める割合が

27.3％に達しており、高齢者の生活や意識も多様化してきている。高齢化が進展する中、2012

年の認知症患者数は 462万人と、65歳以上の高齢者の 7人に 1人（有病率 15.0％）であっ

たが、2025 年には約 700万人、5人に 1人になると見込まれており、認知機能や生活機能を

維持・改善するための医療サービスの体制づくりが、これまで以上に重要になると考えられ

る。 

人々の健康寿命を延ばすことによって、高齢者の認知症予防や障害のある人々の介護予防

が可能となると考えられることから、高齢者や障害のある人々（知的障害や精神障害など）

に対する高度な専門知識と技術を有した専門職が求められており、作業療法教育においては

これらの一翼を担う人材の養成が期待されている。 

加えて、国の政策に対応するため、日本作業療法士協会では、高齢者の自立生活支援を目

的とした「地域包括ケアシステム」の構築を 2008年から始め、2013年からは、「地域生活

移行支援・地域生活継続支援」を推進している。しかしながら、地域包括ケアシステムにお

ける作業療法士や言語聴覚士などの専門職は、厚生労働省「医療従事者の需給に関する検討

会理学療法士・作業療法士分科会(第 2回)」の資料では、全国平均で 40%前後(指定都市・中

核都市 512施設ではでは 41.5%)が運営上の雇用は充足していないと回答しており、未だ不足

している状態である。今後 2025 年問題を見据えた体制づくりを引き続き推進していくために

も、地域生活への視点を持った作業療法士の養成が求められる。 
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このような時代背景や国内外の事情から、国際的な視野を持ち、社会の動向を的確に捉え

ることができる作業療法士の養成は喫緊の課題である。本学科では、これらの課題に対応す

ることができる、豊かな感性を有し、高度な専門知識・技術を有した人材の養成を目標とし

ており、加えて人々の個別性に着目しながら科学的・創造的探究ができ、国内外でもリーダ

ーシップを発揮できる作業療法士を養成することを目指して、本学において「作業療法学科」

を設置することとした。 

 

【資料 12：今後の全国高齢者人口の推移】 

【資料 19：認知症有病者の状況】 

【資料 20：地域包括ケアシステムにおける作業療法士の状況】 

 

③視能訓練学科 

本学視能訓練学科は入学定員は 40名、収容定員 160名とし、国際的な資質を備え、眼科

領域に留まらない幅広い知識を備えた視能訓練士の養成を目標に、教育・研究を行うことと

している。 

創世期の視能訓練士の業務は両眼視機能回復のための矯正訓練、およびこれに必要な検査

に限られていたが、その後、高齢化に伴う眼科領域の疾病構造の変化や、眼科検査の多様化

を受け、医師の指示の下、人体に影響をおよぼす程度が高い一部の検査を除き眼科諸検査全

般を行うことが可能になった。現在では、上記以外にも、3歳児健診や成人病健診などでの

視機能スクリーニング、低視力者のリハビリテーション指導など、業務は飛躍的に拡大して

いる。さらに、近年では、高齢者や発達障害児が抱える視覚の問題に対する包括的なケアを

求める社会のニーズも増大している。 

眼科医療は、電子機器の導入による早期診断、点眼薬の開発による治療の選択肢の拡大、

種々の手術法の進歩など、この 10年間で劇的に変化した。このような眼科医療の高度化、

専門化に伴い、視能訓練士の知識、技術、実践力においてもより高度な質と、あわせて幅広

い教養とバランスのとれた人間性が求められるようになってきた。前身の福岡国際医療福祉

学院視機能療法学科は、福岡県内で唯一、視能訓練士の受験資格を取得できる専門学校とし

て 2004 年から現在までに 299名の卒業生を輩出し、即戦力を求める臨床現場の声に応えて

きた。しかし、高度に発展、分化しつつある医療技術への対応や、検査機器や訓練法の開発

の実現を図っていくためには、専門性の高い大学教育の拡充こそが必要である。さらに、チ

ーム医療が提唱される昨今、リハビリテーション分野における視能訓練士の存在意義を確立

するためにも、大学における関連分野との連携のもとで実施される教育研究は不可欠である。

現在、視能訓練士を養成する大学は、関西以西には大阪府、岡山県、宮崎県にある 3校にし

か過ぎず、福岡県内には存在しないため、本学が視能訓練学科を設置することには大きな意

義がある。 

社団法人日本眼科医会によれば、眼科医 1名に対し視能訓練士 2～3 名が必要とされてい

る。視能訓練士の資格制定後 50 年近くが経過するが、眼科医約 14,000名に対し視能訓練士

有資格者もおよそ 14,000名であり、上記のような時代背景や社会的ニーズから、視能訓練

士養成の大幅な拡充が求められている。視能訓練学科では、多職種間でそれぞれが専門性を
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生かしながらチーム医療を推進し的確な医療を提供できる視能訓練士、従来の眼科医療に留

まらない、“視覚”という広い研究分野で科学的探究ができる視能訓練士を養成することを

目指している。 

以上のように、「視覚のスペシャリスト」として各種の検査機器を操作する高い技術力と

矯正訓練の実践力はもとより、より高度で、より多角的な知識を身につけた視能訓練士の養

成をめざして、本学において「視能訓練学科」を設置することとした。 

 

【資料 21：視覚障害者の推移：将来予想】 

【資料 4：福岡国際医療福祉学院 卒業者数】 

【資料 22：西日本地域の視能訓練士養成校の現状】 

【資料 23：視能訓練士・眼科医数と視能訓練士の人材需給】 

 

３．大学の理念と教育研究上の目的 

(1) 大学の基本理念 

本学は、「生命の尊厳、生命の平等」を建学の精神とし、病める人も、障害を持つ人も、健常

な人も、互いを認め合って暮らせる「共に生きる社会」の実現を目指す。 

 

(2) 教育目標  

①「チーム医療・チームケア」に貢献できる専門性の高い人材を養成する。   

②保健、医療、福祉分野の高度化・専門化に対応できるとともに、それぞれの分野で指導者 

 となり得る人材を養成する。  

③国内はもとより国際社会でも活躍できる、総合的な臨床能力をもった人材を養成する。 

④知識や技術に偏向しない、バランスのとれた豊かな人間性とコミュニケーション能力を 

 持った人材を養成する。 

⑤時代のニーズに適合し、地域医療にも貢献できる、実践力のある人材を養成する。 

 

(3) 教育の特長 

①充実した ICT環境とアクティブラーニングの導入 

デジタル教材や IT機器を使用し、専門的な知識の確実な理解を促す。さらにアクティブ

ラーニングの実践により、高度な知識はもちろん、医療の現場に必要な問題解決能力や社会

的能力を育てる。 

 

②担任制、アドバイザー制の導入による少人数を生かした学修および学生生活支援 

学年単位の担任制に加え、1年生から 4年生までの全学生で構成される少人数のアドバイ

ザー制を導入する。学年の枠を超えた先輩と後輩の交流を重視し、きめ細かな学修および学

生生活支援を行う。 
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③卒業研究に取り組み、研究手法の基本を学修 

教員のサポートのもと、関心の高いテーマについて自由に研究に取り組む。それぞれの学

生は研究の方法について理解を深めながら、国内外へ向けて情報の発信ができることを目標

に、専門性を高める機会とする。 

 

④「チーム医療・チームケア」を在学中から実践 

「チーム医療・チームケア」の考え方や必要なスキルを身につけ、国内のみならず海外で

も貢献できることを見据えた本学独自のプログラムである「関連職種連携教育」を 1年次か

ら段階的に実施する。 

 

⑤豊富なグループ関連施設で充実した臨床・臨地実習 

大学に隣接する福岡山王病院をはじめ、福岡県大川市の高木病院、柳川市の柳川リハビリ

テーション病院、介護老人保健施設「水郷苑」、柳川療育センターなど数多くのグループ関

連医療福祉施設と緊密に連携しながら、先進の教育・研究と充実した臨床・臨地実習を行う。

どの施設にも最新の医療機器が整備されており、先進の技術を修得することが可能となって

いる。 

 

⑥海外研修プログラムを通じた国際的な視野の養成 

国際貢献できる医療専門職の養成のため、総合教育科目の「海外保健福祉事情」では、約

2週間の海外研修を実施する。異文化や海外の医療福祉の実情に触れるとともに、現地の学

生との交流を通じて国際的な視野を身に付ける。 

 

⑦充実した語学教育で国際的なコミュニケーション能力を向上 

他の医療系の大学に比べて充実した語学教育の環境を整備する。少人数によるクラス編成

のもと、英語、中国語、韓国語など数カ国の外国語の授業を行い、国際的なコミュニケーシ

ョン能力を高める。 

 

【資料 8：国際医療福祉大学・高邦会グループの医療・福祉施設】 

 

４．養成する人材 

医療学部 3学科においては、理学療法学、作業療法学、視能訓練学の各分野について、理論

および応用の研究を行うとともに、それぞれ十分な知識と技能を有し、保健医療の実践を担う

ことのできる能力および豊かな人間性を備えた理学療法士、作業療法士、視能訓練士を養成す

る。 

さらに、リハビリテーション専門職として高い倫理性を備え、国際的な視野を有し日本国内

に留まらず日本国外でも活躍し得る人材の養成を目指すもので、以下のような活躍の分野が考

えられる。 
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 ○医療機関 

・病院 

・診療所（一般診療所、眼科医院） 

・在宅リハビリテーション 

・訪問看護 

○老人・福祉施設 

・老人保健施設、老人福祉施設（老人ホーム） 

・障害者支援施設 

・デイケア 

・デイサービス 

○教育・研究機関 

・大学 

・専門学校 

・養護学校 

・公的な研究機関 

・企業の研究所 

・国際機関（WHO等） 

○行政 

・国、都道府県、および市町村 

○企業 

・一般企業 

・医療機器メーカー 

・福祉機器メーカー 

○その他 

・健康増進センター 

・スポーツ施設 

 

(1) 理学療法学科 

本学理学療法学科では、以下のような人材を養成する。 

 

①「生命の尊厳、生命の平等」の精神を持ち、他者を尊敬する豊かな人間性と高い倫理性を兼

ね備えることができる理学療法士 

②最先端の知識や技術を取り入れ、科学的根拠に基づいた臨床推論のもと、成果を実証できる

理学療法士 

③患者や利用者に共感しながらチーム医療・チームケアが実践できる理学療法士 

④生涯学習を実践し、先輩を敬い同僚と切磋琢磨し、後輩を教育指導できる理学療法士 

⑤理学療法の本質を捉え「臨床現場に役立つ研究」を実践できる創造性と広い視野を備えた理

学療法士 

⑥国際化に対応した幅広い知識・技術を修得し、国際的視点に立って活躍できる理学療法士 
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(2) 作業療法学科 

本学作業療法学科では、以下のような人材を養成する。 

 

①「生命の尊厳、生命の平等」の精神を持ち、他者を尊敬する豊かな人間性と高い倫理性を兼

ね備えることができる作業療法士 

②多様化する生活や価値観を理解し、個々人が求める生活を支えるための高度な専門知識・技

術を修得することができる作業療法士 

③他職種と良好な人間関係を構築することができ、チーム医療・チームケアに貢献することが

できる作業療法士 

④科学的・創造的探究心を持って専門性の発展に意欲的に取り組み、国内外の作業療法を牽引

していくことができる作業療法士 

⑤グローバリゼーション時代に要求される「国際性」と地域包括ケアの時代に要求される「地

域性」を身につけることができる作業療法士 

 

(3) 視能訓練学科 

本学視能訓練学科では、以下のような人材を養成する。 

 

①「生命の尊厳、生命の平等」の精神を持ち、他者を尊敬する豊かな人間性と高い倫理性を兼

ね備えることができる視能訓練士 

②医療従事者としての高い倫理観とコミュニケーション能力を有する視能訓練士 

③視覚のスペシャリストとして知識と技術に精通し、眼科領域の進歩に即応する努力を惜しま

ない視能訓練士 

④他職種の業務を尊重し、お互いに正確で十分な情報を提供し理解しあうことによりチーム医

療を推進できる視能訓練士 

⑤“視覚”という学際的研究分野において科学的・創造的探究心をもった視能訓練士 

⑥医療のグローバル化に対応した幅広い知識・技能を修得し、国際的視点を持つ視能訓練士 

 

５．学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー） 

本学は、保健、医療、福祉の分野において、高い知識と優れた技能、そして科学的・創造的

探究心と豊かな人間性を備えた、時代のニーズや地域医療に貢献できる有為な専門職を養成す

ることで、基本理念にある「共に生きる社会」の実現を目指すものである。 

そのため、総合教育と専門教育に重点を置いた体系的なカリキュラムを構築し、学生へ前も

って成績評価基準を明示し、「GPA（Grade Point Average）」を用いた厳格な成績評価を行う。

卒業要件を満たす所定の単位を修得したものに対して、卒業を認定し、学位を授与する。 
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本学で卒業までに身につけるべき内容は、以下のとおりである。 

①「生命の尊厳・生命の平等」という基本的倫理を尊び、一人の人間として豊かな心を身に

つけ、時代のニーズや地域で起こっている事象への関心を深め、社会へ貢献するために専

門職として必要な高い専門的能力や技術力、実践力を身につける。 

②他職種を理解し、職種を超えて問題を探求する姿勢を身につけ、基礎的および専門的な学

力を養い、保健、医療、福祉の分野において指導者・研究者となり得る基本的能力を身に

つける。 
③国際社会で活躍するにあたって必要な能力を育むため、知識と技能、語学力を身につける。 

 

以下に、各学科のディプロマ・ポリシーを示す。 

 

 (1) 理学療法学科のディプロマ・ポリシー 

①「生命の尊厳・生命の平等」という基本的倫理を理解し、豊かな教養と高い専門能力を用

いて、時代のニーズや地域で起こっている課題を理解することができる。 

②理学療法士として医療分野における他職種の役割を理解し、対象者や利用者に共感しなが

らチーム医療・チームケアが実践でき、健康と体力の維持・向上に貢献できる。 

③基礎的および専門的な知識や技術に基づいた理学療法を実践できるとともに、理学療法の

指導者・研究者となり得る基礎的能力を身につける。 
④国際化に対応した幅広い知識・技術を学修し、国際的視点を持つことができる。 

 

(2)作業療法学科のディプロマ・ポリシー 

①「生命の尊厳・生命の平等」という基本的倫理を理解し、豊かな教養と高い専門能力を用

いて、時代のニーズや地域で起こっている課題を理解することができる。 

②作業療法士としての専門的知識、技術を有し、他職種と協働してチーム医療・チームケア 

を実践することができ、社会的責任をもって人の心と生活を支援できる。 

③向上心、探究心をもって、科学的・創造的思考を身につけ作業療法を実践でき、作業療法 
の指導者・研究者となり得る基礎的能力を身につける。 

④国際化に対応した幅広い知識・技術を学修し、国際的視点を持つことができる。 

 

(3)視能訓練学科のディプロマ・ポリシー 

①「生命の尊厳・生命の平等」という基本的倫理を理解し、豊かな教養と高い専門能力を用

いて、時代のニーズや地域で起こっている課題を理解することができる。 

②視能訓練士として必要な知識と技術を有し、さらに他職種と連携してチーム医療を推進す

ることができ、目の健康と生活の質の向上に貢献できる。 

③視覚分野における学術的課題を多角的視点から思考し、収集した情報を科学的根拠に基づ

いて論理的に分析し解決することができ、視能訓練の指導者・研究者となり得る基礎的能

力を身につける。 
④国際化に対応した幅広い知識・技術を学修し、国際的視点を持つことができる。 
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６．中心となる学問分野 

医療学部 3学科は学位の分野からみると、「保健衛生学関係（リハビリテーション関係）」に

属する。 

学部共通の専門基礎系の学問は、解剖学、生理学、病理学、公衆衛生学、薬理学等である。

これらの学問領域における研究は学部共通の研究対象領域として学部教員が共に取り組むこと

ができる。以下に、3学科が専門とする学問分野を示すが、それらにも共有する学問分野があ

ることから学科を超えた研究活動が十分期待できる。 

 

(1) 理学療法学科 

理学療法学科の研究対象とする中心的な学問分野はリハビリテーション関係の理学療法学分

野であり、神経疾患理学療法学、運動器疾患理学療法学、内部障害理学療法学、生活支援理学

療法学が領域となる。 

 

(2) 作業療法学科 

作業療法学科の研究対象とする中心的な学問分野はリハビリテーション関係の作業療法学分

野であり、作業活動分析学、作業活動支援学、精神神経障害作業療法学が領域となる。 

 

(3) 視能訓練学科  

視能訓練学科の研究対象とする中心的な学問分野はリハビリテーション関係の視能訓練学分

野であり、基礎視能矯正学、視能検査学、視能障害学、視能訓練学が領域となる。 

 

７．本学の教育研究上の到達目標  

本学 1学部 3学科の教育研究上の具体的な到達目標は、入学生全員が各学科の国家試験（理

学療法士、作業療法士、視能訓練士）に合格することに加え、科学的・論理的思考ができる知

識を修得し、豊かな人間性と高度な倫理性を備えた医療専門職として国内はもとより、アジア

などの地域において活躍できる人材を養成することである。 

 

８．専門学校との違いおよび専門学校の今後の計画 

(1) 専門学校との違い 

人材養成の目的、教育課程、教員組織、卒業後の進路について、大学と専門学校の違いを示

す。 

  ①人材養成の目的 

学校教育法第 83 条に「大学は、学術の中心として、広く知識を授けるとともに、深く専

門の学芸を教授研究し、知的、道徳的および応用的能力を展開させることを目的とする。」

と規定されている。本学では、各々の専門科目に関する知識の修得のみならず、専門学校で

実現することが叶わなかった総合教育科目の大幅な充実、および研究環境の充実を図ること

によって、深い教養および総合的判断力を養い、人材養成の目的とする。 
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②教育課程の編成 

下表のとおり、学生の選択肢を広げ、幅広い知識と深い教養と総合判断力を養うため、総

合教育科目(必修 10科目 選択 21科目 計 31科目)を中心として大幅な科目増を行う。 

  (留学生のための日本語必修科目４科目を除く。) 

【既存専門学校と本学との授業科目数比較】 

 

  

理学療法学科 作業療法学科 視能訓練学科 

専門学校 本 学 専門学校 本 学 専門学校 本 学 

総合教育科目  

(留学生) 
10科目 

31科目 

(35科目)  
8科目 

31科目 

(35科目) 
8科目 

31科目 

(35科目) 

専門基礎科目 23科目 37科目 22科目 37科目 26科目 39科目 

専門科目    27科目 51科目 36科目 52科目 25科目 47科目 

合  計 

(留学生) 
60科目 

119科目

(123科目) 
66科目 

120科目

(124科目) 
59科目 

117科目

(121科目) 

 

○総合教育科目： 

幅広い教養や視野、国際的なセンスを備えた、豊かな人間性を養うことを目的に、総合教

育科目全体で必修 10科目、選択 21科目、合計 31科目の必修と選択を取り入れた。 

 

・人間系：   必修 1科目、選択 5科目（心理学、哲学、倫理学、文学、教育学、コミ

ュニケーション概論） 

・社会系：   必修 3科目、選択 6科目（海外保健福祉事情Ⅰ（講義）、海外保健福祉

事情Ⅱ（実習）、アジア比較文化論、法学、経済学、社会学、国際医療

福祉論、社会保障制度論、ボランティア論） 

・自然・情報系：必修 3科目、選択 3科目（生物学、物理学、統計学、 

医療と ICT、生命倫理、人間工学） 

・保健体育系： 選択 2科目（健康科学理論、健康スポーツ実践） 

・総合系：   必修 1科目（大学入門講座） 

・外国語系：  必修 2科目、選択 9科目（医学英語Ⅰ、医学英語Ⅱ、英語（基礎）、英 

語（応用）、英会話、韓国語、中国語） 

(・日本語科目：  日本語Ⅰ、日本語Ⅱ、日本語Ⅲ、日本語Ⅳ) 

 

○専門基礎科目： 

「チーム医療・チームケア」に欠かせないコミュニケーション能力、関連職種に関する知

識と連携能力および課題解決能力を身につけた専門職業人の養成を目的に、理学療法学科で

必修 28科目、選択 9科目を配置、作業療法学科で必修 31科目、選択 6科目を配置、視能訓

練学科で必修 29 科目、選択 10科目を配置した。多くの科目は 3学科共通で履修することと
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なっており、「関連職種連携論」「関連職種連携ワーク」など、「チーム医療・チームケア」

について体験的に学ぶことができるカリキュラムとなっている。 

 

○専門科目： 

保健、医療、福祉のプロフェッショナルになるための専門知識および技術を身につけ、専

門職業人として社会に貢献できる人材の養成を目的に、理学療法学科で必修 41科目、選択

10科目を配置、作業療法学科で必修 47科目、選択 5科目を配置、視能訓練学科で必修 38科

目、選択 9科目を配置した。その内、理学療法学科では 7科目 22単位、作業療法学科では 7

科目 23単位、視能訓練学科では 2科目 16単位が実習科目となっており、各々の指定規則で

定められた実習に関する単位数を上回るよう配置し、より実践的な臨床能力を持った人材を

養成するカリキュラムとなっている。また、卒業研究の履修を必修とすることにより、理論

的・論理的思考を育み、社会で活躍する上で不可欠な思考の方法・プロセスを身に付けるよ

う指導していく予定である。 

③教員組織 

福岡国際医療福祉学院は、理学療法士作業療法士学校養成施設指定規則および視能訓練士

学校養成所指定規則に定められたとおり、理学療法学科は「免許を受けた後五年以上理学療

法に関する業務に従事した者」、作業療法学科は「免許を受けた後五年以上作業療法に関す

る業務に従事した者」、視能訓練学科は「専任教員のうち少なくとも三人は、免許を受けた

後五年以上業務に従事した視能訓練士」によりそれぞれ構成してきた。 

専門学校においても、修士・博士の学位を持つ専任教員を配置することを意識して取り組

んできたが、新大学においては、専任教員 41名全員が博士もしくは修士の学位を持ち、内

訳としては博士の学位を持つ教員が 29名、修士の学位を持つ教員が 12名となっている。 

内訳としては、理学療法学科において、15名のうち 11名が博士、4名が修士の学位を持

つ教員を配置した。作業療法学科においては、14名のうち 9名が博士の学位、5名が修士の

学位の学位を持つ教員を配置した。視能訓練学科においては、12名のうち 9名が博士、3名

が修士の学位を持つ教員を配置した。さらに、基礎および臨床医学系科目を担当する教員に

ついては、13名の医師を配置しており、また語学に関しては外国語の専任教員を配置した。 

 

④卒業後の進路 

福岡国際医療福祉学院では開学以来 100％の就職率を誇り、主に病院や診療所などの医療

機関、および介護施設などで多くの卒業生が活躍している。 

本学の考える卒業後の進路としては、病院・診療所などの医療機関や介護施設などはもち

ろんのこと、行政機関や、医療機器関連企業などの一般企業、健康増進センター、海外にお

ける支援協力機関、教育・研究機関など、これまで以上に進路選択の幅が広がると想定して

いる。また将来的には、本学で育んだ科学的・創造的探究心を生かし、各々の分野で研究を

続け、指導者として活躍することも期待している。 
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【資料 24：福岡国際医療福祉学院  就職状況】 

【資料 25：福岡国際医療福祉学院 各学科に対する求人状況】 

【資料 8：国際医療福祉大学・高邦会グループの医療・福祉施設】 

 

(2) 今後の計画 

福岡国際医療福祉学院は、2019年 4月、福岡国際医療福祉大学の開学に伴い、2018 年 4月入

学生から学生の募集を停止する。したがって、2019年度においては、専門学校の３年生と大学

の１年生が並存することとなる。 

専門学校の３年生が卒業するまで福岡国際医療福祉学院は存続させる。なお、留年および休

学等により在学期間が延長される場合は、大学の授業と調整を図り、卒業まで教育する。なお、

卒業生の就職については、専門学校は現在まで就職率 100％を維持しており、その就職先を基

本的には大学で引き継ぐことから、支障はないと考える。 

 

(3) 大学と専門学校の学生が並存する期間における教育上の配慮 

専門学校の履修内容は、入学時に示した教育課程によって学修を行う。また、原則として専

任教員が継続的に学級担任を務め、授業を担当する。 

大学と専門学校が並存する期間は 2019年度の１年間限りであり、大学１年生 160名(各学科

40名・専攻科 40 名を含む)と専門学校 3年生 200名(定員)の合計 360名となることから、現状

の校舎面積および専門学校の収容定員(680名)からみても支障はない。 

また、専門学校が共用する施設設備については、大学の教育目的や、内容に適うよう相応の

整備を行った上で、教育課程編成および時間割上の工夫により、双方の教育研究環境に支障が

発生しないように十分配慮する。 

 

【資料 26：大学と専門学校の校舎年次計画について】 

【資料 27：大学と専門学校が並存する期間の校舎の使用計画について】 

【資料 28：大学と専門学校が並存する期間の時間割について】 
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第２  学部、学科等の特色 

1.医療学部 

本学は、教育基本法および学校教育法に基づき、保健医療福祉に関する理論と応用の教授研究

を行い、幅広く深い教養および総合的判断力を培い、豊かな人間性を涵養し、保健医療福祉に関

する指導者とその専門従事者を養成し地域医療に貢献するとともに、学術文化の向上と国際社会

に貢献し得る有能な人材を養成することを目的とする大学である。 

中央教育審議会が答申「我が国の高等教育の将来像」の中で提言する「高等教育の多様な機能

と個性・特色の明確化」では大学の機能分化として以下の 7つの類型を提示している。 

①世界的研究・教育拠点 

②高度専門職業人養成 

③幅広い職業人養成 

④総合的教養教育 

⑤特定の専門的分野(芸術、体育等)の教育・研究 

⑥地域の生涯学習機会の拠点 

⑦社会貢献機能(地域貢献、産学官連携、国際交流、ボランティア等) 

上記 7つの類型のうち、医療学部の各学科では②高度専門職業人養成と⑦社会貢献機能(地域貢

献、産学官連携、国際交流等)を重点的に担い、特色としていく。 

 

(1) 理学療法学科 

本学理学療法学科は、専門性、総合性、柔軟性、社会性、国際性を備え、対象者を思いやる

心を持ち、対象者および関連職種と十分なコミュニケーションがとれる理学療法士を養成する

ことを目的とし、以下の 6つの教育特色に基づいた教育実践を行う。 

 

［6 つの教育特色］ 

① 社会人基礎力(論理的思考力、問題解決力、コミュニケーション力、教養・リベラル

アーツ教育など、教養基礎科目の重視)を基盤とした専門職連携の実践 

② Information and Communication Technology(ICT)の活用(反転授業など含む)や図書

館の有効利用を推進したアクティブラーニング(主体的な学び/行動)の実践 

③ 担任制、アドバイザー制による学年毎(横)と学年間(縦)の繋がりがある、きめ細か

な学修支援環境の構築 

④ 国際性、臨床実践能力の向上を目指し、英語論文や教員の研究成果を積極的に取り

入れた講義の展開と海外体験プログラム科目(特にアジア圏)の積極的配置 

⑤ 学内での臨床推論演習と学外での臨床実習科目を統合した科目運用ならびに関連病

院・施設、協力施設との綿密な連携体制に基づく特色のある実習科目(クリニカルク

ラークシップや1(臨床教育者)：2(学生)モデルの臨床実習実践)の運用 

⑥ 大学院進学や海外留学(青年海外協力隊などを含む)、その他、理学療法周辺学際領

域への視野の拡大を目指し、最先端の理論や技術を駆使したハイレベル教育の展開 
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(2) 作業療法学科 

本学作業療法学科は、専門性、総合性、柔軟性、社会性、国際性を備え、対象者に寄り添う

心を持ち、対象者および関連職種と十分なコミュニケーションがとれる作業療法士を養成する

ことを目的とし、以下の 6つの教育特色に基づいた教育実践を行う。 

 

［6 つの教育特色］ 

① 講義、演習、海外研修と段階付けたカリキュラムで、作業療法を含めた「保健医療

福祉分野の国際協力」について学び、国際的にも活躍できる高度な専門能力の養成 

② 講義および臨床実習を通して「地域で実践される作業療法」について学び、地域包

括ケアシステム等において求められる専門的な知識や技術の修得 

③ 早期体験実習をはじめ、関連職種連携教育を 1年次から実施し、段階的にチーム医

療・チームケアの重要性を学び、他職種と協働できる能力の修得 

④ 研究法等の講義、および卒業研究やゼミ等を 4年次までに段階的に実施し、総合実

習に科学的・創造的探究心を持って臨み、かつ総合実習で得た研究的疑問について

積極的に取り組む姿勢の修得 

⑤ 個々人の生活や価値観、および作業療法の実践場所などに応じた「作業活動の治療

的応用」に関する、系統的かつ段階的な講義、演習、臨床実習の展開 

⑥ 各学年に配当した臨床実習と、各臨床実習に関連した作業療法専門教育科目を通し

て、「臨床実践としての作業療法の流れ」を効果的かつ確実に修得 

 

(3) 視能訓練学科 

本学視能訓練学科は、専門性、総合性、柔軟性、社会性、国際性を備え、患者を思いやる心

を持ち、患者および関連職種と十分なコミュニケーションがとれる視能訓練士を養成すること

を目的とし、以下の 6つの教育特色に基づいた教育実践を行う。 

 

［6 つの教育特色］ 

① 眼科分野における検査法、治療法の細分化、高度化への対応を可能にするために、

視能訓練士が修得すべき知識と技術をより高度なレベルに設定した教育体制の構築 

② 医学、心理学、工学、脳科学、情報学などの研究者が集う学際的な研究分野である

視覚について、眼科的知識にとどまることなく、視覚全般にわたる知識の修得を目

指した多面的な教育の展開 

③ 高度な知識の獲得を目指して Information and Communication Technology (ICT) の

活用や図書館の有効利用の推進、さらに、問題解決能力を育てるためのアクティブ

ラーニングの実践 

④ きめ細かな指導を徹底するために、担任制、アドバイザー制や、少人数での学内実

習の実践といった学修環境の整備 

⑤ 眼科部門、およびリハビリテーション部門において、視能訓練士が機能するのに必

要なチーム医療・チームケアの考え方やスキルを身につけることを目的とした関連

職種連携の実践   
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⑥ 海外研修（海外保健福祉事情Ⅰ・Ⅱ）や語学教育を通じて、医療のグローバル化に

対応可能な国際的なコミュニケーション能力や問題解決能力を身につける機会の充

実 
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第３   学部、学科の名称および学位の名称 

本学では、「生命の尊厳、生命の平等」を建学の精神とし、病める人も、障害を持つ人も、健常

な人も、互いを認め合って暮らせる「共に生きる社会」の実現を目指すという基本理念のもと、

高度な医療専門職を養成することを使命とする。この基本理念を踏まえるとともに、福岡国際医

療福祉学院として、2001年の開学より 16年間に渡って親しまれてきた歴史と名称を継承し、ま

た福岡県および福岡市の地域に根ざした大学としての機能を鑑み、「福岡国際医療福祉大学」とす

る。 

学部の名称は、保健、医療、福祉の分野に係る人材の養成、および学術研究を行うことから、

「医療学部」とする。学科の名称は、理学療法学、作業療法学、視能訓練学をそれぞれ教育研究

分野とすること、あわせて国際的な通用性があり、学生にも理解しやすい名称とし、それぞれ「理

学療法学科」「作業療法学科」および「視能訓練学科」とする。 

以上により、大学、学部、学科の名称および学位の名称は以下のとおりとする。   

  

大学の名称 福岡国際医療福祉大学 Fukuoka International University of 

Health and Welfare 

学部の名称 医療学部 Faculty of Medical Science 

学科の名称 理学療法学科 Department of Physical Therapy 

学位の名称 学士（理学療法学） Bachelor of Physical Therapy 

学科の名称 作業療法学科 Department of Occupational Therapy  

学位の名称 学士（作業療法学） Bachelor of Occupational Therapy  

学科の名称 視能訓練学科 Department of Orthoptics 

学位の名称 学士（視能訓練学） Bachelor of Orthoptics                            
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第４   教育課程の編成の考え方および特色 

１．本学のカリキュラム・ポリシー 

基本理念・教育目標を実現するため、調和のとれた人格形成に必要な教養科目を基礎におき、

また専門分野に関する科目については体系的に構成するカリキュラムとなっている。 

以下に本学のカリキュラム・ポリシーおよびカリキュラム体系を示す。 

 

①総合教育科目：幅広い教養や視野、国際的なセンスを備えた、豊かな人間性を養う。 

②専門基礎科目：人体の構造や、疾病に関わる基礎的な知識を学修し、「チーム医療・チー

ムケア」に欠かせないコミュニケーション能力、関連職種に関する知識と連携能力および

課題解決能力を身につけた専門職を養成する。 

③専門科目：保健、医療、福祉のプロフェッショナルになるための専門知識および技術を身

につけ、専門職として社会に貢献できる人材を養成する。 

 

(1)総合教育科目：幅広い教養や視野、国際的なセンスを備えた豊かな人間性を養うともに、

専門教育を受ける上での基本的な知識を修得する科目である。総合教育科目は人間系、社

会系、自然・情報系、保健体育系、総合系、外国語系に区分される。 

総合教育科目の特色は、 

○4年間にわたり学べる機会を設けている 

○原則として全学科共通の開講科目である 

○外国語系科目は海外研修を念頭に置いた実用性を重視した内容である 

 

(2)専門基礎科目：「チーム医療・チームケア」に欠かせないコミュニケーション能力、関連

職種に関する知識と連携能力および課題解決能力を身につけた専門職を養成する科目であ

る。 

専門科目（高度な専門的知識・技術）を学ぶための前提となる知識、技術を学ぶとともに、

医療関連専門職として共通して修得すべき科目であり、原則として全学科共通の開講科目

である。 

 

(3)専門科目：保健、医療、福祉のプロフェッショナルになるための専門知識および技術を身

につけ、専門職として社会に貢献できる人材を養成する科目であり、各学科単独の開講科

目である。 

 

２．教育課程編成の基本的な考え方  

本学医療学部では、教育課程の編成は学則で定める。 

学年は 4月 1日に始まり、翌年 3月 31日に終わる。また、学年を分けて 2学期とする。前

期は 4月 1日から 9月 30日まで、後期は 10月 1日から 3月 31日までとする。 

授業科目は、総合教育科目と専門教育科目に分け、専門教育科目は専門基礎科目と専門科目

とに区分される。 
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各授業科目の単位を定めるにあたっては、大学設置基準に基づき、講義、および演習は 15

時間または 30時間をもって 1単位とし、実験、実習、実技は 30時間または 45時間をもって 1

単位とし、臨床実習・臨地実習は 45時間をもって 1単位としている。 

各授業科目の授業は前期 15週、後期 15週としている。教養教育については、総合教育科目

の充実こそが専門学校との最大の相違点でもあるので、1年次から 4年次まで履修可能として

いる。 

 

(1) 理学療法学科のカリキュラム・ポリシー 

 
以下に示すカリキュラム・ポリシーにて、カリキュラムを編成する。 

 

①「生命の尊厳・生命の平等」という基本的倫理と豊かな教養を学修するための授業科目を開

設する。 

②保健・医療・福祉分野における関連職種の役割を理解しチーム医療・チームケアが実践でき、

対象者の健康と体力の維持・向上に貢献できる能力を身につけるための授業科目を開設する。 

③理学療法の実践に必要な、基礎的および専門的な知識・技術を学修するための授業科目を開

設する。 

④国際的な視点に立ち、周辺諸国の歴史、文化、海外保健事情を理解するとともに海外での活

動を体験することができる授業科目を開設する。 

 

（学修成果の評価は、「臨床実習Ⅰ・Ⅱ（計１４単位）」および「卒業研究Ⅰ（研究計画の立案）・

Ⅱ（研究の実践）（計４単位）」の履修を通じて行う。） 

 

本学理学療法学科では、チーム医療を担う一員として、人間性豊かで幅広くバランスの取れ

た人格の形成を図り、語学教育の充実や海外研修等を通じて国際的に活躍できる人材を養成す

る。 

各授業科目は必修科目と選択科目に分かれており、適切な年次に配当され編成する。卒業要

件単位は総合教育科目から必修 16単位、選択科目 5単位（外国語系の選択必修科目 2単位含

む）以上、専門基礎科目必修 33単位、専門科目必修 67単位、専門教育科目から選択科目 3単

位以上、併せて 124 単位以上となる。カリキュラム・ポリシーと科目の関係、履修の年次ごと

の順序は下記のとおりである。 

 

○総合教育科目：幅広い教養や視野、国際的なセンスを備えた豊かな人間性を養うとともに、

専門教育を受ける上での基本的な知識を修得する科目である。総合教育科目は人間系、社会系、

自然・情報系、保健体育系、総合系、外国語系に区分される。 

カリキュラム・ポリシーの①②③④に沿って開設する科目である。 

  

○専門基礎科目：「チーム医療・チームケア」に欠かせないコミュニケーション能力、関連職種

に関する知識と連携能力および課題解決能力を身につけた専門職を養成する科目である。 
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専門科目（高度な専門的知識・技術）を学ぶための前提となる知識、技術を学ぶとともに、医

療関連専門職として共通して修得すべき科目であり、原則として全学科共通の開講科目である。

カリキュラム・ポリシーの②③に沿って開設する科目である。 

 

○専門科目：保健、医療、福祉のプロフェッショナルになるための専門知識および技術を身に

つけ、専門職として社会に貢献できる人材を養成する科目であり、各学科単独の開講科目であ

る。カリキュラム・ポリシーの②③に沿って開設する科目である。 

 

1年次：   総合教育科目の大半と専門基礎科目の中の解剖学、生理学、運動学など専門科目の中

の概論的位置付け科目を学修する。 

総合教育科目では、「生命倫理」（必修科目）を中心として生命倫理や人の尊厳を幅広

く理解し人間性を磨くための科目、「医療とＩＣＴ」（必修科目）、「統計学」（必修科目）

を中心として理学療法の実践へつながる科学的・論理的思考力を培う科目、「社会保障制

度論」（必修科目）、「医学英語Ⅰ」（必修科目）、「医学英語Ⅱ」（必修科目）を中心として

国際化に対応できる能力と視点を養う科目をそれぞれ開設する。特に、「医学英語Ⅰ」（必

修科目）、「医学英語Ⅱ」（必修科目）においては、医療専門職として身につけておかなけ

ればならない保健医療の専門的な英語について学修する。さらに、留学生用の日本語教

育科目として「日本語Ⅰ～Ⅳ」を開設する。 

専門教育科目においては、チーム医療・チームケアおよび理学療法の実践に必要な授

業科目を開設する。 

専門教育科目のうち専門基礎科目では、「解剖学Ⅰ」（必修科目）、「解剖学Ⅱ」（必修科

目）、「生理学Ⅰ」（必修科目）、「生理学Ⅱ」（必修科目）を中心に人体の構造と機能およ

び心身の発達を学修する科目、「臨床医学概論」（必修科目）「リハビリテーション医学」

（必修科目）を中心として疾病と障害の成り立ちおよび回復過程の促進について学修す

る科目、「リハビリテーション概論」を中心に保健医療福祉とリハビリテーションの理念

を学修する科目をそれぞれ開設する。 

専門教育科目のうち専門科目においては、基礎理学療法学について学修する科目とし

て、「理学療法概論」（必修科目）、「バイオメカニクス」（必修科目）、「運動解剖学」（必

修科目）を開設し、理学療法評価学について学修する科目として、「理学療法評価学」（必

修科目）を開設し、理学療法治療学について学修する科目として「PTスキルⅠ演習(キャ

リアデザイン)」（必修科目）を開設する。また、基礎実習Ⅰ・Ⅱにおいて、理学療法を

実施している病院、リハビリテーションセンター、介護福祉施設などの複数の施設にお

いて理学療法業務を見学し、施設の役割や各施設における理学療法士の役割、他職種と

の関係性について学修し、医療・介護における理学療法の全体像を把握する。 

2年次：   総合教育科目の一部科目と専門基礎科目の医科系科目、および専門科目を学修する。 

専門教育科目においては、チーム医療・チームケアおよび理学療法の実践に必要な授

業科目を開設する。 

専門基礎科目の医科系科目では、人体の構造と機能および心身の発達を学修する科目

として「運動生理学」（必修科目）、「運動学実習」（必修科目）を開設し、疾病と障害の
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成り立ちおよび回復過程の促進について学修する科目として「神経学Ⅰ」（必修科目）、

「整形外科学Ⅰ」（必修科目）、「内科学Ⅰ」（必修科目）などの科目を中心に臨床医学に

関する基礎知識を学修する科目を開設する。 

専門科目においては、「理学療法診断学Ⅰ（基礎）」（必修科目）を中心に理学療法評価

学について学修する科目、「物理療法Ⅰ」（必修科目）を中心に理学療法治療学について

学修する科目、「地域理学療法学」（必修科目）を中心に地域理学療法学を学修する科目

を開設する。これらの専門科目の中で、理学療法の代表的な手段である物理療法と運動

療法を学修する。また、運動学実習において、生体計測、運動学的分析、運動学習、物

理療法に関する実験や解析をグループで学修し、運動学の基本原理を学ぶとともに、卒

業研究や臨床研究への興味づけを行う。 

専門職種間連携の概要を理解する科目として「関連職種連携論」を学修する。さらに、

総合科目である海外保健福祉事情Ⅰ・Ⅱを通じて海外諸国の医療保健事情を学び、国際

的な視野を醸成する。 

3年次：  学内での専門科目を中心とした科目と学外における臨床実習科目を学修し、理学療法

の理論と実践をさらに深める。また、「先端リハビリテーション科学」（必修科目）、「医

用画像診断学」（必修科目）、「クリニカルリーズニング」、「理学療法技術学」（必修科目）

などの科目を通して最先端の理論や技術を学修する。基礎理学療法学について学修する

「リハビリテーション管理論」（必修科目）では、倫理やハラスメントおよび管理・運

営（マネジメント）について学修し、未来の指導者として必要な知識を身につける。さ

らに、医療機関や福祉施設での「検査測定実習」（必修科目）、「評価実習」（必修科目）

に参加し、理学療法評価の基本技術のみならず、評価結果の解釈の仕方や、障害を有す

る人への接し方等についても学修する。また、理学療法以外の専門職の役割と連携につ

いて理解することを目的に、「関連職種連携ワーク」（必修科目）において理学療法学科

以外の他学科の学生と一つのテーマで議論、学修しチーム医療・チームケアの理念と実

践方法を理解する。 

4年次：  前期は学外における地域理学療法実習と臨床実習科目が中心となり、後期は卒業研究

ならびに国家試験に向けた科目の履修を中心に、主に専門の選択科目を履修する。地域

理学療法実習では介護老人保健施設における理学療法士および関連職種の様々な業務

を体験し、介護老人保健施設の機能を学修する。また、臨床実習では理学療法士の業務

全般を体験し、医療専門職としての理学療法士の態度、他職種との連携、社会における

役割等について、総合的に理解しチーム医療・チームケアが実践でき、対象者の健康と

体力の維持・向上に貢献できる能力を身につける学修をする。卒業研究では、学生自ら

がテーマを決めて取り組むとともに、国家試験に向けた対策も実施し理学療法の実践に

必要な、基礎的および専門的な知識・技術を身につけるための学修をする。 

 

以上の教育課程の編成について、アドミッション・ポリシー、カリキュラム・ポリシー、デ

ィプロマ・ポリシーとともに、カリキュラムマップとして示す。 

 

【資料 29：カリキュラムマップ（理学療法学科）】 
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（2）作業療法学科のカリキュラム・ポリシー 

 

以下に示すカリキュラム・ポリシーにて、カリキュラムを編成する。 

①「生命の尊厳・生命の平等」という基本的倫理と豊かな教養を学修するための授業科目を

開設する。 

②人の心と生活を支えるために必要な専門知識と技術を兼ね備え、チーム医療・チームケア

が実践できる人材を育成するための授業科目を開設する。 

③科学的・創造的探究心を持ち、作業療法の実践に必要な、基礎的および専門的な知識・技

術を学修するための授業科目を開設する。 

④国際的な視点に立ち、周辺諸国の歴史、文化、海外保健事情を理解するとともに海外での

活動を体験することができる授業科目を開設する。 

 

（学修成果の評価は、「総合実習Ⅰ・Ⅱ（計１６単位）」および「卒業研究Ⅰ・Ⅱ（計４単位）」

の履修を通じて行う。） 

 

本学作業療法学科では、専門科目に関連した臨床実習を各学年に配当し、作業療法の実践に

必要な幅広い知識と高度な技術を修得する機会の充実を図る。 

各授業科目は必修科目と選択科目に分かれており、適切な年次に配当され編成する。卒業要

件単位は総合教育科目から必修 16単位、選択科目 5単位（外国語系の選択必修科目 2単位含

む）以上、専門基礎科目必修 36 単位、専門科目必修 65単位、専門教育科目から選択科目 2単

位以上、併せて 124 単位以上となる。カリキュラム・ポリシーと科目の関係、履修の年次ごと

の順序は下記のとおりである。 

 

○総合教育科目：幅広い教養や視野、国際的なセンスを備えた豊かな人間性を養うとともに、

専門教育を受ける上での基本的な知識を修得する科目である。総合教育科目は人間系、社会系、

自然・情報系、保健体育系、総合系、外国語系に区分される。 

カリキュラム・ポリシーの①②③④に沿って開設する科目である。 

 

○専門基礎科目：「チーム医療・チームケア」に欠かせないコミュニケーション能力、関連職種

に関する知識と連携能力および課題解決能力を身につけた専門職を養成する科目である。 

専門科目（高度な専門的知識・技術）を学ぶための前提となる知識、技術を学ぶとともに、医

療関連専門職として共通して修得すべき科目であり、原則として全学科共通の開講科目である。

カリキュラム・ポリシーの②③に沿って開設する科目である。 

 

○専門科目：保健、医療、福祉のプロフェッショナルになるための専門知識および技術を身に

つけ、専門職として社会に貢献できる人材を養成する科目であり、各学科単独の開講科目であ

る。カリキュラム・ポリシーの②③に沿って開設する科目である。 
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1年次： 総合教育科目の大半と専門基礎科目の中の解剖学、生理学、運動学や専門科目の中の

概論的位置付け科目を学修し、医学および作業療法の基本を理解する。総合教育科目

では、「生命倫理」（必修科目）を中心として生命倫理や人の尊厳を幅広く理解し人間

性を磨くための科目、「医療とＩＣＴ」（必修科目）、「統計学」（必修科目）を中心と

して作業療法の実践へつながる科学的・論理的思考力を培う科目、「社会保障制度論」

（必修科目）、「医学英語Ⅰ」（必修科目）、「医学英語Ⅱ」（必修科目）を中心として国

際化に対応できる能力と視点を養う科目をそれぞれ開設する。特に、「医学英語Ⅰ」

（必修科目）、「医学英語Ⅱ」（必修科目）においては、医療専門職として身につけて

おかなければならない保健医療の専門的な英語について学修する。さらに、留学生用

の日本語教育科目として「日本語Ⅰ～Ⅳ」を開設する。専門教育科目においては、チ

ーム医療・チームケアおよび作業療法の実践に必要な授業科目を開設する。 

専門教育科目のうち専門基礎科目では、「解剖学Ⅰ」（必修科目）、「解剖学Ⅱ」（必

修科目）、「生理学Ⅰ」（必修科目）、「生理学Ⅱ」（必修科目）を中心に人体の構造と機

能および心身の発達を学修する科目、「臨床医学概論」（必修科目）、「リハビリテーシ

ョン医学」（必修科目）を中心として疾病と障害の成り立ちおよび回復過程の促進に

ついて学修する科目、「リハビリテーション概論」を中心に保健医療福祉とリハビリ

テーションの理念を学修する科目をそれぞれ開設する。 

専門教育科目のうち専門科目においては、「作業療法概論」（必修科目）を中心に基

礎作業療法学について学修する科目開設し、地域作業療法学について学修する科目と

して「地域生活支援論」（必修科目）を開設する。基礎実習では、医療機関や福祉施

設等における作業療法業務や他職種の業務を見学し、作業療法士への関心、および他

職種への理解深める。 

2年次： 総合教育科目の一部科目と専門基礎科目の医科系科目、および専門科目を学修する。

この年次では、作業療法を行うための確かな専門知識と評価技術を修得するととも

に、地域における作業療法の役割や実践に必要な知識などについて、講義と地域作

業療法実習を通して学修する。 

専門基礎科目の医科系科目では、人体の構造と機能および心身の発達を学修する科

目として「運動生理学」（必修科目）、「運動学実習」（必修科目）を開設し、疾病と障

害の成り立ちおよび回復過程の促進について学修する科目として「神経学Ⅰ」（必修

科目）、「整形外科学Ⅰ」（必修科目）、「内科学Ⅰ」（必修科目）などの科目を中心に臨

床医学に関する基礎知識を学修する科目を開設する。 

また、専門科目において、「作業分析学Ⅰ」（必修科目）、「作業分析学Ⅱ」（必修科

目）」を中心とした基礎作業療法学を学修する科目では作業が心身に与える影響や、

分析の具体的な方法などについて学び、「作業療法評価学概論」（必修科目）」を中心

とした作業療法評価学について学修する科目では、作業活動を評価・治療として用い

る際の基本的な知識について学修する。さらに、「作業療法適用学概論」（必修科目）

を中心とした作業法治療学について学修する科目、「地域生活作業療法論」（必修科目）

を中心に地域作業療法学について学修する科目を開設する。また、専門職種間連携の

概要を理解する科目として「関連職種連携論」を開設する。なお、海外保健福祉事情
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では、講義と実習を通して海外の保健医療福祉事情について学修し、国際的な視点を

持ち国際貢献できる人材を育成する。 

3年次： 専門科目を中心に学修し、各疾患の障害の特徴を理解するとともに、障害を持つ人

が社会へ復帰するための治療、支援技術を修得する。さらに、「リハビリテーション

管理論」では、倫理やハラスメントおよび管理・運営（マネジメント）について学

修し、未来の指導者として必要な知識を身につける。また、「検査・測定実習」およ

び「評価実習」を通して、対象者の状態を的確に把握する能力を修得し、４年次の

総合実習に備える。なお、「チーム医療・チームケア」に必要な知識と連携能力を身

につけるために、「関連職種連携ワーク」において、他学科の学生との演習を通し、

他職種への理解およびチーム医療の重要性などを学修する。 

4年次： 「総合実習」を中心に履修し、学内で学修した知識・技術・態度の統合を図り、ク

ライエントに焦点を当てた作業療法実践能力の基本を身につけ、人の心と生活を支

えるために必要な専門知識と技術を兼ね備え、チーム医療・チームケアを実践する。

さらに、「卒業研究Ⅰ・Ⅱ」では 3、4年次を通じて、これまでの臨床実習等で感じ

た研究的疑問や関心の高いテーマについて科学的・創造的探究心を持ち、課題解決

のための研究のプロセスを修得し、保健、医療、福祉の発展に寄与する人材を育成

する。「作業療法総括論」では、これまでに学修してきた専門基礎・専門科目の内容

を総括し、作業療法実践のための知識力を再度確認し、国家試験に備える。 

 

以上の教育課程の編成について、アドミッション・ポリシー、カリキュラム・ポリシー、ディ

プロマ・ポリシーとともに、カリキュラムマップとして示す。 

 

【資料 29：カリキュラムマップ（作業療法学科）】 

 

(3) 視能訓練学科のカリキュラム・ポリシー 

 

以下に示すカリキュラム・ポリシーにて、カリキュラムを編成する。 
①「生命の尊厳・生命の平等」という基本的倫理と豊かな教養を学修するための授業科目を開

設する。 

②眼科医療において必要とされる専門的知識と技術を学修し、さらに他職種と円滑なコミュニ 

ケーションを図りながら医療チームの一員として活躍でき、目の健康と生活の質の向上に貢献 

できる人材を育成するための授業科目を開設する。 

③ 視覚分野における学術的課題を自ら見出し、科学的根拠に基づいて論理的に分析できる人材

を育成するための授業科目を開設する。 

④国際的な視点に立ち、周辺諸国の歴史、文化、海外保健事情を理解するとともに海外での活

動を体験することができる授業科目を開設する。 

 

（学修成果の評価は、「臨地実習Ⅰ・Ⅱ（計１６単位）」および「卒業研究Ⅰ・Ⅱ（計４単位）」

の履修を通じて行う。） 
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本学視能訓練学科では、近年、細分化、専門化が著しい眼科医療に対応すべく、より高度な

知識と技術、さらに視覚に関する学際的知識の修得と、他者に共感できる人間性豊かな視能訓

練士を養成する。 

各授業科目は必修科目と選択科目に分かれており、適切な年次に配当され編成する。卒業要

件単位は、必修科目として総合教育科目から 16単位、専門基礎科目から必修 35単位、専門科

目から必修 60単位、選択科目として総合教育科目から 5単位以上、専門教育科目から選択科

目 8単位以上、併せて 124 単位以上となる。カリキュラム・ポリシーと科目の関係、履修の年

次ごとの順序は下記のとおりである。 

 

○総合教育科目：幅広い教養や視野、国際的なセンスを備えた豊かな人間性を養うとともに、

専門教育を受ける上での基本的な知識を修得する科目である。総合教育科目は人間系、社会系、

自然・情報系、保健体育系、総合系、外国語系に区分される。 

カリキュラム・ポリシーの①②③④に沿って開設する科目である。 

 

○専門基礎科目：「チーム医療・チームケア」に欠かせないコミュニケーション能力、関連職種

に関する知識と連携能力および課題解決能力を身につけた専門職を養成する科目である。 

専門科目（高度な専門的知識・技術）を学ぶための前提となる知識、技術を学ぶとともに、医

療関連専門職として共通して修得すべき科目であり、原則として全学科共通の開講科目である。

カリキュラム・ポリシーの②③に沿って開設する科目である。 

 

○専門科目：保健、医療、福祉のプロフェッショナルになるための専門知識および技術を身に

つけ、専門職として社会に貢献できる人材を養成する科目であり、各学科単独の開講科目であ

る。カリキュラム・ポリシーの②③に沿って開設する科目である。 

 

 

1年次： 総合教育科目の大半と専門教育科目の一部を学修する。総合教育科目では、「生命倫

理」（必修科目）を中心として生命倫理や人の尊厳を幅広く理解し人間性を磨き幅広

い教養を身につける科目、「医療とＩＣＴ」（必修科目）、「統計学」（必修科目）を中

心として視能訓練の実践へつながる科学的・論理的思考力を培う科目、「社会保障制

度論」（必修科目）、「医学英語Ⅰ」（必修科目）、「医学英語Ⅱ」（必修科目）を中心と

して国際化に対応できる能力と視点を養う科目をそれぞれ開設する。特に、「医学英

語Ⅰ」（必修科目）、「医学英語Ⅱ」（必修科目）においては、医療専門職として身につ

けておかなければならない保健医療の専門的な英語について学修する。さらに、留学

生用の日本語教育科目として「日本語Ⅰ～Ⅳ」を開設する。 

専門教育科目では、チーム医療・チームケアおよび視能訓練の実践に必要な授業科

目を開設する。 

専門教育科目のうち専門基礎科目では、「解剖学」（必修科目）「生理学Ⅰ」（必修科

目）「生理学Ⅱ」（必修科目）を中心に人体の構造と機能など、医学全般にわたる基礎
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知識を学修する科目、「臨床医学概論」（必修科目）を中心として疾病と障害の成り立

ちおよび回復過程の促進について学修する科目、および「リハビリテーション概論」

を中心に将来、医療人として働く上で重要な保健医療福祉とリハビリテーションの概

念を学ぶ科目をそれぞれ開設する。さらに、視器解剖病態学、生理光学、視覚生理学

などの視機能の基礎を修得し、4年間の総合的学修への基礎固めを行う。 

専門教育科目のうち専門科目においては、「視能検査学基礎」（必修科目）を中心に

視能検査学について学修する科目を開設する。 

 

2年次： 総合教育科目の一部科目、専門基礎科目の医科系科目、および一部の専門科目を学修

する。 

専門教育科目においては、チーム医療・チームケアおよび視能訓練の実践に必要な

授業科目を開設する。 

専門基礎科目においては、「神経学Ⅰ」（必修科目）、「精神医学Ⅰ」（必修科目）、「内

科学Ⅰ」（必修科目）などの科目を中心に疾病と障害の成り立ちおよび回復過程の促

進について学修する科目を開設する。 

専門基礎科目である「生理光学」（必修科目）を中心とした視覚機能の基礎と検査

機器について学ぶ科目と、専門科目である「視能障害学Ⅰ」（必修科目）を中心とし

た視能障害学について学修する科目においては、光学理論、視力、視野、眼球運動な

ど多岐にわたる視機能のメカニズムから眼疾病までを学び、ロービジョンケアの意義

を考えるきっかけを与える科目を開設する。 

さらに専門科目である視能検査学では講義で得た眼科検査機器の原理や特性とい

った知識を生かして実践に移す能力を育成する科目を開設する。検査の意義、検査の

信頼性、治療との結びつきを常に考えながら、科学的事実に基づいて分析する能力を

身につける。「海外保健福祉事情Ⅰ」にて海外の福祉事情を学び、「海外保健福祉事

情Ⅱ」では実際に国外での研修を予定しており、これらの科目の履修を通じて国際的

視点から物事をとらえ実践していく能力を養う。また、専門職種間連携の概要を理解

する科目として「関連職種連携論」を開設する。 

3年次： 専門科目を中心に学修し、2年次までで得た基礎知識を基に、専門的で具体性に富む

知識を積み上げていく。斜視や弱視の原因や病態、検査法、治療プランの立案とこ

れに基づく訓練の実践方法、視覚障害に関する評価と支援の方法など、視能訓練士

として必須の知識と手技を多くの学内実習を経験しながら学ぶ。加えて、視覚を学

際的にとらえるために、「視覚情報処理論」、「視覚と注意」といった視覚心理系の科

目を受講し、視覚のスペシャリストとして眼科医療にとどまらない広い知識を修得

する。また、後期の臨地実習Ⅰでは初めて 6週間の臨床を経験する。実際の患者に

接しながら、眼科医療チームの一員としての基本姿勢を学ぶことにより、4年次の臨

地実習Ⅱにつなげる。なお、「チーム医療・チームケア」に必要な知識と連携能力を

身につけるために、「関連職種連携ワーク」において、他学科の学生との演習を通し、

他職種への理解およびチーム医療の重要性などを学修する。 
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4年次： 前期は学外における臨地実習Ⅱが中心となる。臨地実習Ⅱは大学や総合病院、眼科

医院などで、6週間ずつ 2回にわたって行い、眼科検査および視能訓練プログラムの

立案、実践、効果判定といった一連の過程を経験する。専門的知識と技術を学修し、

医療チームの一員として活躍できることを目指し、さらには、実際の患者に多く接

することで、事実に基づいた分析能力と深く考察する論理的思考力を修得する。後

期は卒業研究ならびに国家試験に向けた取り組みが中心となる。卒業研究では、学

生自らがテーマを決めて取り組むとともに、学会形式の卒業研究発表を行う。また、

国家試験対策特別講義と模擬試験を繰り返し行うことにより最終目標である資格取

得を目指す。 

 

以上の教育課程の編成について、アドミッション・ポリシー、カリキュラム・ポリシー、ディ

プロマ・ポリシーとともに、カリキュラムマップとして示す。 

 

【資料 29：カリキュラムマップ（視能訓練学科）】 

 

３．関連職種連携教育 

教育の特色として掲げる関連職種連携教育では段階的に連携能力を身につけることを目的

とし、教育体系を確立している。まずは、「リハビリテーション概論」、各職種ごとの「概論」、

「基礎実習Ⅰ・Ⅱ」等を履修することによる自職種の理解に始まり、「関連職種連携論」、「関

連職種連携ワーク」、実際の医療福祉現場での実習へと段階を経て取り組んでいく。「関連職種

連携論」では、各職種の専門性と関連性について学修し「関連職種連携ワーク」では、学科を

横断したチーム編成で問題解決型体験学習を通して、「専門職連携」の基礎技能を高め、実際

の医療福祉現場で実習を行い、「専門職連携」を実践的に学修する。 
本学の近隣には、姉妹校である国際医療福祉大学の看護学部があり、関連職種連携ワークや

実習においては、看護学部の教員や学生との連携を図るとともに、隣接地にあるグループ関連

の「福岡山王病院」や、通所リハビリテーション、訪問看護等の事業を行う「総合ケアセンタ

ーももち」などの施設との連携も積極的に実施していく。臨床現場と密接に連携した独自の教

育環境のもと関連職種連携教育を実施していく。 

以下に、年次ごとの科目構成とそれぞれの教育目的について学科ごとに記載する。 
 

(1) 理学療法学科 
1年次には、理学療法士という職種についての理解を深めるとともに、見学実習を通じて、

他職種との連携について知る機会を設ける。2年次には、「関連職種連携論」において、保健・

医療・福祉に携わる他職種への理解を深めるとともに、各職種間の連携のあり方について学

修する。さらに 3年次には、「関連職種連携ワーク」において、他職種をめざす仲間とともに

1 つの症例について問題点を整理し、解決方法について討議を重ね、報告会を実施する中で

関連職種連携の重要性を理解するグループワークを実施する。４年次の臨床実習においては、

グループ施設を中心とした病院や福祉施設などの実習施設において、実例に基づいた「チー

ム医療・チームケア」を体験する。 
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1年次：「リハビリテーション概論」（必修） 

・リハビリテーションの基本的事項とプロセスと、その過程で関わる関連職種（チ

ーム医療）を理解する。 
・リハビリテーションのチーム医療、関連職種について概説できる。 
 

「理学療法概論」（必修） 
・リハビリテーション専門職である理学療法士の輪郭を理解し、理学療法士として

の基本的臨床態度を修得する。 
・理学療法の概要・業務内容・対象・治療法・研究領域について理解する。 
 

「基礎実習Ⅰ」（必修） 
・理学療法を実施している病院、リハビリテーションセンター、介護福祉施設など

複数の施設において、理学療法業務を見学し、施設の役割や各施設における理学

療法士の役割について理解する。 
 

「基礎実習Ⅱ」（必修） 
・理学療法を実施している病院、リハビリテーションセンター、介護福祉施設など

複数の施設において、理学療法業務を見学し、施設の役割や各施設における理学

療法士の役割について理解する。 
・理学療法士と他職種との関係、施設の設備や機器の使用目的を実際に見学し理解

する。 
 

2年次：「関連職種連携論」（必修） 
・専門職種間連携の概要を理解し、自職種について説明できる。 
・保健・医療・福祉に携わる職種の関連性や専門性について説明できる。 
・職種連携実践のあり方について概説できる。 

 
3年次：「関連職種連携ワーク」（必修） 

・関連職種連携ワークは、演習形式によるＩＰＥ教育（関連職種連携教育）の実践

カリキュラムである。学生同士がグループに分かれて学修を展開しながら、ひと

つの症例と向かい合い、医療福祉連携、チーム医療についての理解を深める。ま

た、保健、医療、福祉に携わる職種の専門性と関連性、チーム医療・チームケア

の理念と実践方法を理解し、各職種が連携して課題を解決し、患者・利用者中心

の専門的サービスを提供する技能を修得する。姉妹校である国際医療福祉大学の

看護学部とも連携しグループワークを行っていく。 
 

４年次：「臨床実習Ⅰ」「臨床実習Ⅱ」（必修） 
・臨床実習においては、グループ施設を中心とした病院や福祉施設などの実習施設
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において、利用者の方に対する治療計画の立案に関わり、医師や看護師など各職

種が集うカンファレンスにも参加し、実例に基づいた「チーム医療・チームケア」

を体験する。 
 

(2) 作業療法学科 

1 年次には、作業療法士という職種についての理解を深めるとともに、見学実習を通じて、

他職種との連携について知る機会を設ける。2年次には、「関連職種連携論」において、保健・

医療・福祉に携わる他職種への理解を深めるとともに、各職種間の連携のあり方について学修

する。さらに 3 年次には、「関連職種連携ワーク」において、他職種をめざす仲間とともに 1
つの症例について問題点を整理し、解決方法について討議を重ね、報告会を実施する中で関連

職種連携の重要性を理解するグループワークを実施する。４年次の総合実習においては、グル

ープ施設を中心とした病院や福祉施設などの実習施設において、実例に基づいた「チーム医

療・チームケア」を体験する。 
 

1年次：「リハビリテーション概論」（必修） 
・リハビリテーションの基本的事項とプロセスと、その過程で関わる関連職種（チ

ーム医療）を理解する。 
・リハビリテーションのチーム医療、関連職種について概説できる。 

 
「作業療法概論」（必修） 
・作業療法の定義とその基本的な概念、治療・指導・援助の基本的な方法を説明で

きる。 
・リハビリテーションチームにおける作業療法の役割を説明できる。 
・作業療法の各治療分野（身体障害分野、精神障害分野、発達障害分野、老年期障

害分野、地域作業療法分野）における作業療法の基礎を説明できる。 
 

「基礎実習Ⅰ」（必修） 
・医療・福祉・保健領域の各施設における作業療法の機能・役割を理解する。 
・作業療法対象者の持つ種々の障害（疾患名・障害名）について理解する 
 

「基礎実習Ⅱ」（必修） 
・実習施設の機能と役割、多職種と対象者の関わりや作業療法士と多職種との関係

を学び、作業療法士の業務（作業療法の対象疾患・障害、評価方法、作業活動、

作業療法目標、作業療法計画）の見学・補助を行う。 
 

2年次：「関連職種連携論」（必修） 

・専門職種間連携の概要を理解し、自職種について説明できる。 

・保健・医療・福祉に携わる職種の関連性や専門性について説明できる。 

・職種連携実践のあり方について概説できる。 
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3年次：「関連職種連携ワーク」（必修） 

・関連職種連携ワークは、演習形式によるＩＰＥ教育（関連職種連携教育）の実践

カリキュラムである。学生同士がグループに分かれて学修を展開しながら、ひと

つの症例と向かい合い、医療福祉連携、チーム医療についての理解を深める。ま

た、保健、医療、福祉に携わる職種の専門性と関連性、チーム医療・チームケア

の理念と実践方法を理解し、各職種が連携して課題を解決し、患者・利用者中心

の専門的サービスを提供する技能を修得する。姉妹校である国際医療福祉大学の

看護学部とも連携しグループワークを行っていく。 
 

4 年次：「総合実習Ⅰ」「総合実習Ⅱ」（必修） 
・総合実習においては、グループ施設を中心とした病院や福祉施設などの実習施設

において、利用者の方に対する治療計画の立案に関わり、医師や看護師、など各

職種が集うカンファレンスにも参加し、実例に基づいた「チーム医療・チームケ

ア」を体験する。 
 
(3) 視能訓練学科 

1年次には、視能訓練士という職種についての理解を深め、2 年次には、視覚障害を惹起す

る疾患を学ぶとともに職種間連携の概要を理解し、さらに 3年次には、チーム医療・チームケ

アの理念と実践方法を理解し、各職種が連携して課題を解決し、患者・利用者中心の専門的サ

ービスを提供する技能を修得することを、関連職種連携教育の教育目的とする。４年次の臨地

実習においては、病院などの実習施設において、実例に基づいた「チーム医療・チームケア」

を体験する。 
 

1年次：「リハビリテーション概論」（必修） 

・リハビリテーションの基本的事項とプロセスと、その過程で関わる関連職種（チ

ーム医療）を理解する。 

・リハビリテーションのチーム医療、関連職種について概説できる。 

 

「視機能概論」（必修） 

・視能訓練士の業務と役割を述べることができる。 

・医療人の資質を理解し、、医療チームの一員として相応しい態度を身につけるた

めに、視能訓練士に必要なコミュニケーション能力や協調性についてグループで

ディスカッションを通して理解することができる。 

 

2年次：「視能障害学Ⅰ」（必修） 

・視覚器の解剖と機能を復習した上で、視能障害の基本的な病態を理解する。眼疾

病によっては視機能に不可逆的な障害を与えることを理解する。 
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「視能障害学Ⅱ」（必修） 
・科目の内容は網膜から後頭葉に至る視路の解剖、視覚系、眼球運動系の疾患につ

いて理解する。その中で、日常生活に影響を及ぼす視力障害や視野障害に対して

視能訓練士ができることを考える。 
 

「関連職種連携論」（必修） 
・専門職種間連携の概要を理解し、自職種について説明できる。 
・保健・医療・福祉に携わる職種の関連性や専門性について説明できる。 
・職種連携実践のあり方について概説できる。 

 
3年次：「関連職種連携ワーク」（必修） 

・関連職種連携ワークは、演習形式によるＩＰＥ教育（関連職種連携教育）の実践

カリキュラムである。学生同士がグループに分かれて学習を展開しながら、ひと

つの症例と向かい合い、医療福祉連携、チーム医療についての理解を深める。ま

た、保健、医療、福祉に携わる職種の専門性と関連性、チーム医療・チームケア

の理念と実践方法を理解し、各職種が連携して課題を解決し、患者・利用者中心

の専門的サービスを提供する技能を修得する。姉妹校である国際医療福祉大学の

看護学部とも連携しグループワークを行っていく。 
 

４年次：「臨地実習Ⅰ」「臨地実習Ⅱ」（必修） 
・臨地実習においては、病院などの実習施設において、眼科医や視能訓練士のもと

で眼科一般検査や視能矯正などを実際に体験し、医療チームの一員としての役割

や責務を理解するとともに、実例に基づいた「チーム医療・チームケア」を体験

する。 
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第５   教員組織編成の考え方および特色 

１．教員の配置 

本学の教員採用、承認は、「教育職員の職制および任免に関する規程」に基づき、人格、学

歴・職歴および学術上、教育上の業績等を考慮して行う。特に本学は医療福祉専門職の養成を

行っていることから、教育経験のみならず、臨床経験が豊富な人材を積極的に採用する。 

このことから、医療学部の教員は、専門性、総合性、柔軟性、社会性、倫理性そして国際性

を備えた専門職業人の養成という目標に沿った教育課程の実現のために、専門科目、専門基礎

科目を担当する専任教員には、豊かな人間性と専門分野における十分な教育研究業績および臨

床経験を有する教員を配置した。 

専門科目は各分野の有資格者による教育を念頭に、領域に偏りがないよう教員を配置すると

ともに、実習指導等にあたっては今後助手も追加で配置する。専任教員は原則として修士以上

の学位を有する者を選考した。この結果、全体では、大学設置基準上の必要教員数 32名に対

し 39名の教員採用を予定しており、学科ごとにおいても、すべての学科で大学設置基準上の

教員数を超える配置となっている。 

具体的には、専任教員 41名全員が博士もしくは修士の学位を持ち、内訳としては博士の 

学位を持つ教員が 29 名、修士の学位を持つ教員が 12名となっている。 

内訳としては、理学療法学科において、15名のうち 11名が博士、4名が修士の学位を持つ教

員を配置した。作業療法学科においては、14名のうち 9名が博士の学位、5名が修士の学位の

学位を持つ教員を配置した。視能訓練学科においては、12名のうち 9名が博士、3名が修士の

学位を持つ教員を配置した。 

さらに、基礎および臨床医学系科目を担当する教員については、13名の医師を配置しており、

また語学に関しては外国語の専任教員 2名を配置し豊富な知識と経験を有した教員に重きを置

いた重厚な教員配置となっている。 

本学の教員については「福岡国際医療福祉大学教員定年規程」において、第 2条に教員の定

年は満 65歳と規定されているが、第 6条において延長の要件を定め、第 7条において延長の

期限を「延長は満 70歳に達した日の属する年度の末日とする。」と定めている。また 2項にお

いて「第 1項に関わらず、学長、副学長および大学に対する貢献の著しい者のうち、人事委員

会の審査を経て且つ理事長が認めた者にあってはこの限りでない。」と規定されており、第 8

条において「延長および再延長については、当該所属長の推薦に基づき、人事委員会の議を経

て理事長が決定する。」と定めており、65歳を超える教員も就任予定者に含まれているが、教

育上の問題はない。 

 

【資料 30：教育職員の職制および任免に関する規程（案）】 

【資料 31：教員定年規程（案）】          

【資料 32：完成年次における教員の年齢構成】 
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２．教員組織編成の考え方 

(1)開学年次における教員組織構成について 

本学における教員組織編制については、本学定年年齢である 65歳以上の教員が 8名と比較

的高齢の教員もいるが、大学にふさわしい質の高い教育と研究を実践するため、医師(5名)

を中心に、学位においては医学博士号を取得している教員 6名、薬学博士号を取得している

者 1名を揃え、臨床・研究・教育経験が豊富な教員を登用したことによるものである。 

なお、開学までに各学科助手の採用を進めるが、20～30代の若手を採用する予定である。 

 

(2)後任者の採用方針について 

・大学運営と教育研究の継続性や活性化等を踏まえ、年齢的なバランスにも配慮しながら選

考する。 

・退職者の後任は、公募を原則とし(内部昇格の場合を含む)、その補充は可能な限り、下位

の職位（講師、助教、助手）を採用し若返りを図る。 

・採用時の職位については、候補者の学位や研究業績、職務経験等を審査して決定する。 

 

(3)教員組織編成の将来構想について 

現状の教員組織の編成は開学の目的を達成するため高齢者の比率が高いが、後任者の採用

方針に従い、大学運営と教育研究の継続性や活性化等を踏まえ、年齢的なバランスにも配慮

しながら選考することにより、よりバランスのとれた教員構成を構築していく。 

 

(1) 理学療法学科 

本学理学療法学科の教員数は、設置基準で定める基準教員数 8名に対し、完成年度を迎える

時点で教授 8名、准教授 1名、講師 5名、助教 1名の 15名の教員組織となる。このうち新規

採用者が 11 名、専門学校からの異動者が 4名である。 

新大学の副学長には第 10回アジア理学療法学会会長、および日本理学療法士協会副会長を

歴任し、現在理学療法科学学会の会長で国際医療福祉大学大学院副大学院長丸山仁司を予定す

るとともに、理学療法学科長には了徳寺大学健康科学部教授の柊幸伸を予定している。 

教員の年齢構成は完成年度で、60歳代以上 6名、50歳代 2名、40歳代 5名、30歳代 2名と

なっている。 

教授は、50歳前半から 60 歳代で教育研究・実務経験の豊富な人材を配置し、准教授、講師

については、30歳代から 40歳代の中堅層を中心に他大学での教育研究、病院等での臨床経験

を有した人材、助教は修士の学位を有する者を配置している。さらに、教育内容を充実させる

ため、理学療法士の資格を有する助手 2名の配置を予定している。 

本学科が研究対象とする主な分野は、学位の分野からみると、「保健衛生学関係（リハビリ

テーション関係）」の理学療法学分野である。その中で神経疾患理学療法学、運動器疾患理学

療法学、内部障害理学療法学、生活支援理学療法学等が領域となり、豊富な教育、研究歴を有

する教員が担当する。 

また、解剖学、生理学、整形外科学等の基礎および臨床医学系の重要な科目については、教

育および臨床経験を有する医師または歯科医師が担当する。 
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(2) 作業療法学科 

本学作業療法学科の教員数は、設置基準で定める基準教員数 8名に対し、完成年度を迎える

時点で教授 8 名、准教授 2名、講師 2名、助教 2名の 14名の教員組織となる。このうち専門

学校からの異動者 2名を除いた 12名が新規採用者である。 

作業療法学科長には現国際医療福祉大学福岡保健医療学部教授の北島栄治を予定している

ほか、教授陣には、国際交流、海外派遣等を数多く経験し、現在 JICA シニアボランティアと

して派遣中の国際医療福祉大学特任教授の菅原洋子、また現広島都市学園健康科学部教授丹羽

敦などを有している。 

教員の年齢構成は、60歳代以上 5名、50歳代 6名、40歳代 2名、30歳代 1名となっている。 

教授は、50歳代前半以上の教育研究・実務経験の豊富な人材を配置し、准教授、講師につい

ては、40歳代と 30歳代の中堅層を中心に他大学での教育研究、病院等での臨床経験を有した

人材であり、助教は作業療法士の資格取得者で、教員全員が、作業療法士資格または医師免許

取得者である。さらに、教育内容を充実させるため、作業療法士の資格を有する助手 2名の配

置を予定している。 

本学科が研究対象とする主な分野は、学位の分野からみると、「保健衛生学関係（リハビリ

テーション関係）」の作業療法学分野である。その中で作業活動分析学、作業活動支援学、精

神神経障害作業療法学等が領域となり、豊富な教育、研究歴を有する教員が担当する。 

また、解剖学、生理学、整形外科学等の基礎および臨床医学系の重要な科目については、教

育および臨床経験を有する医師または歯科医師が担当する。 

 

(3) 視能訓練学科 

本学視能訓練学科の教員数は、設置基準で定める基準教員数 8名に対し、完成年度を迎える

時点で教授 5名、准教授 3名、講師 1名、助教 3名の 12名の教員組織となり、2名が眼科医で

ある。また専門学校からの異動者 2名を除いた 10名が新規採用者である。 

視能訓練学科学科長には、第 71 回日本臨床眼科学会学会長を務め、現日本眼薬理学会理事

長など複数の眼科系学会の理事を兼任する現秋田大学医学部感覚器学眼科分野教授の吉富健

志を予定している。 

年齢構成は、60歳以上 6名、50歳代 2名、40歳代 3名、30歳代 1名となっている。教授は、

60歳代の教育研究・実務経験の豊富な人材を配置し、准教授、講師については、40歳代と 30

歳代の中堅層を中心に教育研究、病院等での臨床経験を有した人材である。さらに、教育内容

を充実させるため、視能訓練士の資格を有する助手 2名の配置を予定している。 

本学科が研究対象とする主な分野は、学位の分野からみると、「保健衛生学関係（リハビリ

テーション関係）」の視能訓練学分野である。その中で基礎視能矯正学、視能検査学、視能障

害学、視能訓練学等が領域となり、豊富な教育、研究歴を有する教員が担当する。 

また、解剖学、生理学、視能障害学等の基礎および臨床医学系の重要な科目については、教

育および臨床経験を有する医師または歯科医師が担当する。 
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第６   教育方法、履修指導方法および卒業要件  

１．教育方法 

(1) 授業の内容に応じた授業の方法 

医療学部では、3学科共通の総合教育科目と専門基礎科目および学科独自の専門基礎科目と

専門科目の中から、それぞれ必修科目、選択科目を学修していく。 

授業の方法としては、総合教育科目や演習および実習の基礎となる専門基礎科目など、知識

の理解を必要とする科目については、講義形式を中心とした授業形態をとる。技術の修得を目

的とする科目については、演習形式の授業形態をとる。また、医療専門職として必要となる実

践力を身に付けることを目的とする科目については、実習形式の授業形態をとる。 

本学は医療専門職を養成するにあたり、理学療法士作業療法士学校養成施設指定規則および

視能訓練士学校養成所指定規則に定められた内容に最適な授業形態をとるものとする。 

 

(2) 授業方法に適した学生数の設定 

授業方法に適した学生数については、学修効果を第一に考え、それぞれの授業科目ごと、お

よび授業形態ごとに設定する。本学では、少人数で個別対応に重点を置いた、きめ細かな教育

を特長とし、特に語学系の演習科目については 1クラスが 20名以下となるよう努める。 

 

(3) 配当年次の設定 

配当年次は基礎から始め、発展していくよう、体系的なカリキュラム形態を採用する。 

専門教育科目は、講義、演習、実習の順になるよう配置し、学生の理解が深まるよう組み立

てている。また、総合教育科目は 4年間にわたり学べる機会を設けているため、個人の学修に

応じて履修することが可能となっている。 

 

 ２．履修指導方法 

履修方法は、毎年 4月初めにオリエンテーションを実施し、履修モデルを用いて学科の概略

と教育課程、学修に対する姿勢について指導する。特に、新入生に対しては充分にガイダンス

を実施し、その中で単位履修方法、4年間での学修内容や学生生活について具現化する。 

学生の履修計画支援としてすべての授業科目のシラバスを作成し、講義の概要と教育目標、

授業計画、事前・事後学修、評価方法、受講上の注意、教科書や参考書などを学生に明示する。

また、自由に研究室を訪問できる「オフィスアワー」をシラバス上で学生に提示し、個別指導

の機会を設ける。 

さらに本学では、デジタル教材の提供などで専門的な知識の確実な理解を促すため、充実し

た ICT環境とアクティブラーニングを導入するが、学修支援においても有効利用できるよう、

学生へのタブレット使用方法の教育を実施するなど、その運用環境を整備する予定である。 
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３．各学科の卒業要件、考え方および履修モデル 

 (1) 理学療法学科 

本学理学療法学科の卒業要件は、「教育課程の概要」でも記載したが、総合教育科目から必

修 16単位、選択科目 5単位（外国語系の選択必修科目 2単位含む）以上、専門基礎科目必修

33単位、専門科目必修 67単位、専門教育科目から選択科目 3単位以上、併せて 124単位以上

で卒業となる。 

総合教育科目のうち必修科目は、「心理学（2単位）」、「海外保健福祉事情Ⅰ（講義）（1単位）」、

「海外保健福祉事情Ⅱ（実習）（2単位）」、「社会保障制度論(2 単位)」、「統計学（2単位）」、「医

療と ICT（2単位）」、「生命倫理（2 単位）」、「大学入門講座（1単位）」、「医学英語Ⅰ（1単位）」、

「医学英語Ⅱ（1単位）」の計 16単位である。  

さらに、選択科目として人間系、社会系、自然・情報系、保健体育系、総合系、外国語系の

科目の中から 5単位以上を履修する。これら総合教育科目のうち、1年次配当の科目は、「心理

学（2単位）」、「社会保障制度論(2単位)」、「統計学（2単位）」、「医療と ICT（2単位）」、「生命

倫理（2単位）」、「大学入門講座（1単位）」、「医学英語Ⅰ（1単位）」、「医学英語Ⅱ（1単位）」、

「韓国語（2単位）」、「中国語（2単位）」である。また、「韓国語（2単位）」もしくは「中国語

（2 単位）」のどちらかを選択必修としている。その他、「海外保健福祉事情Ⅰ（講義）（1単位）」

および「海外保健福祉事情Ⅱ（実習）（2単位）」以外の科目は全て 1・2・3・4年次配当となっ

ている。また、総合教育科目の外国語系の科目は海外保健福祉事情Ⅰ・Ⅱとの関係性を考慮し、

希望研修先で頻用される言語の履修を促す。 

専門教育科目のうち専門基礎科目では、28科目 33単位を必修としている。年次別の内訳は、

1年次 13科目 16 単位、2年次 13 科目 15単位、3年次 2科目 2単位である。内容的には、理学

療法士として不可欠な解剖学や生理学、運動学や運動生理学など 1年次から、基礎医学系科目

や本学独自の関連職種連携論などを 2年次に、そして関連職種連携ワークを 3年次に配当して

いる。 

専門教育科目の中の専門科目では、理学療法概論、理学療法評価学、バイオメカニクス、運

動解剖学、PT スキルⅠ演習は 1年次から開講し、早い段階で専門科目に触れることによる早期

キャリアデザイン教育を実践し、学生のモチベーションを高め、維持させることを目的として

いる。2年次以降は一般臨床医学と基礎的な理学療法、病態の理解に基づく理学療法評価、ク

リニカルリーズニングに基づく臨床的思考能力、総合臨床実習を通した理学療法実践、理学療

法研究・キャリアデザイン・国家試験対策とステップアップしながら科目を履修することにな

る。 

これらの科目を履修することで、社会人基礎力としての論理的思考力や問題解決力、コミュ

ニケーション力、教養のほか、理学療法士としての専門的知識と技術、さらには国際的な視野

を有し、社会の多様なニーズに応え得る理学療法士の養成を目指す。以下に、より専門性に分

化した履修モデルに必要な「選択科目」について記す。 

 

＜臨床系＞ 
この履修モデルは、理学療法を通じて、疾病ならびに障害、それに伴う運動および動作の障

害を支援できる専門的知識、技術を身につけることを目指す。 
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総合教育科目において臨床や地域での理学療法実践には人との関わり方が重要であり、「コミ

ュニケーション概論」で、人との関係性を育てる意思伝達の重要性および様々な手法、「ボラン

ティア論」で他者への思いやり、奉仕、また社会貢献のあり方といった人を支援する上で必要

な基本的な態度を身につける。 
専門基礎科目では、「ケアマネジメント論」において、保健・医療・福祉の連携のあり方やサ

ービス提供のシステムと運営管理のあり方など、地域ケア活動の実践および普及・研究の基礎

知識を学修し、「救急医学」では、救急医学の基礎知識と臨床の場における救急蘇生法の実践法

を学修する。 
専門科目では「クリニカルリーズニング」で理学療法の臨床推論に必要な思考モデルについ

て学修する。 
 
＜教育研究系＞ 
この履修モデルは、理学療法士教育・理学療法学術研究により、教員および研究者となるた

めの基礎的な能力を身につけることを目指す。 
総合教育科目では、「教育学」において、理学療法士教育に必要な基礎知識を培う。また「英

語（基礎）」を選択し、学術研究に必要となる言語能力を培う。 
専門科目では、最先端の理論や技術を学修する「先端リハビリテーション科学」を選択し、

より専門的な研究の基礎知識を深め、「理学療法診断学Ⅳ（電気診断学）」では、専門的疾患に

関する基礎知識を学修する。また、「動作分析学」で運動力学的な視点から人間の運動・動作に

ついての理解を深める。 
 
＜国際貢献系＞ 
この履修モデルは、国際化に対応した幅広い知識・技術を学修し、国際的な視点を持つこと

を目指す。そのためには、国内外の保健医療福祉事情、生活文化（アジア文化）の見識を深め

ることが必要となる。 
総合教育科目では、「アジア比較文化論」でアジア諸国の文化の相違を学び、「国際医療福祉

論」によって他国の保健福祉の実情を知り、医療のグローバル化に対応できる力を身につける。 
専門基礎科目では「公衆衛生学」で、開発途上国でのいまだ不十分な公衆衛生の現状と、そ

の向上の必要性を理解する。 
専門科目では、「先端リハビリテーション科学」を選択し、最先端の基礎知識を修得し海外で

も活躍できる力を養う。 
 

【資料 33：履修モデル（理学療法学科）】 

 

 (2) 作業療法学科   

本学作業療法学科において取得を目指す資格は、作業療法士国家試験受験資格である。作業

療法士になるためには、国家試験受験資格を得るために必要な科目群の履修と卒業に必要な単

位数である卒業要件を満たすことが必要である。 

本学科の卒業要件は、総合教育科目必修 16単位、選択 5単位（外国語系の選択必修科目 2
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単位含む）以上、専門基礎科目必修 36単位、専門科目必修 65単位、専門教育科目（専門基礎、

専門）選択 2単位以上、併せて必修 117単位、選択 7単位以上、計 124単位以上で卒業となる。 

総合教育科目のうち必修科目は、「心理学（2単位）」、「海外保健福祉事情Ⅰ（講義）（1単位）」、

「海外保健福祉事情Ⅱ（実習）（2単位）」、「社会保障制度論(2 単位)」、「統計学（2単位）」、「医

療と ICT（2単位）」、「生命倫理（2単位）」、「大学入門講座（1単位）」、「医学英語Ⅰ（1単位）」、

「医学英語Ⅱ（1単位）」の計 16 単位である。 さらに、選択科目として人間系、社会系、自然・

情報系、保健体育系、総合系、外国語系の科目の中から 5単位以上を履修する。総合教育科目

のうち、1年次配当の科目は、「心理学（2単位）」、「社会保障制度論(2単位)」、「統計学（2単

位）」、「医療と ICT（2単位）」、「生命倫理（2単位）」、「大学入門講座（1単位）」、「医学英語Ⅰ

（1 単位）」、「医学英語Ⅱ（1単位）」、「韓国語（2単位）」、「中国語（2単位）」である。また、

「韓国語（2単位）」もしくは「中国語（2単位）」のどちらかを選択必修としている。その他、

「海外保健福祉事情Ⅰ（講義）（1単位）」および「海外保健福祉事情Ⅱ（実習）（2単位）」以

外の科目は全て 1・2・3・4年次配当となっている。また、総合教育科目の外国語系の科目は

海外保健福祉事情Ⅰ・Ⅱとの関係性を考慮し、希望研修先で頻用される言語の履修を促す。 

専門教育科目のうち専門基礎科目では、31科目 36単位を必修としている。年次別の内訳は、

1年次 14科目 17 単位、2年次 15 科目 17単位、3年次 2科目 2単位である。内容としては、1

年次に作業療法士として不可欠な基礎医学系科目（解剖学、生理学、運動学など）、2年次に臨

床医学系科目（内科学、神経学、精神医学など）と関連職種連携論、3年次には関連職種連携

ワークを配当している。専門基礎科目は専門教育科目へ繋ぐ重要な科目群であり、リハビリテ

ーション医療の主要な領域を学ぶ科目である。作業療法学科では精神領域における知識は重要

であることから「精神医学Ⅱ」を必修としている。 

専門教育科目のうち専門科目では、52科目 65単位を必修とし、5科目（5単位）から 2単位

を選択としている。作業療法概論、作業学概論、作業工程技術学、基礎実習を 1年次から開講

し、早い段階で専門科目や臨床に触れさせることで、作業療法士を目指す学生としての自覚と

モチベーションを向上させることを目的としている。2、3年次は、臨床医学系科目、地域作業

療法系科目、病態の理解に基づく作業療法評価、主要疾患に対する作業療法について学修する。

さらに、保健・医療・福祉における組織体としての作業療法の業務運営、チームワーク、コミ

ュニケーション、リスクマネジメント、ハラスメント等を理解し、作業療法部門の機能の質を

向上される管理運営についての基礎的知識を身につけるために「リハビリテーション管理論」

を必修科目として開講する。本学科では 2年次に地域作業療法実習を実施し、早期に地域作業

療法についての興味、関心を高めることを目的とした。4年次の総合実習において、作業療法

の実践、作業療法分野における研究、国家試験対策とステップアップしながら科目を修得する。 

以下に、より専門性に分化した履修モデルに必要な「選択科目」について記す。 

 
＜臨床系＞ 
この履修モデルは、作業療法を通じて、疾病ならびに障害、それに伴う生活の障害を支援で

きる専門的知識、技術を身につけることを目指す。 
総合教育科目において臨床や地域での作業療法実践には人との関わり方が重要であり、「コミ

ュニケーション概論」で、人との関係性を育てる意思伝達の重要性および様々な手法、「ボラン
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ティア論」で他者への思いやり、奉仕、また社会貢献のあり方といった人を支援する上で必要

な基本的な態度を身につける。 
専門基礎科目では、「リスクマネジメント論」で医療や生活支援で起こりうる事故を予期し回

避する危機管理について学ぶ。 
 
＜教育研究系＞ 
この履修モデルは、作業療法士教育・作業療法学術研究により教員および研究者となるため

の、基礎的な能力を身につけることを目指す。 
総合教育科目では、「教育学」において、作業療法士教育（後輩育成等）に必要な基礎知識を

培う。また「英語（基礎）」を選択し、学術研究に必要となる言語能力を培う。 
専門基礎科目では、「ケアマネジメント論」において、望ましい生活の維持・向上を支援する

ための、保健・医療・福祉の連携のあり方やサービス提供のシステムと運営管理のあり方など、

地域ケア活動の実践および普及・研究の基礎知識を培う。 
専門科目では、自身の目指す専門的疾患に関する「中枢神経疾患作業療法学Ⅲ（特論）」を選

択し、より専門的研究の基礎知識を深める。 
 

＜国際貢献系＞ 
この履修モデルは、国際化に対応した幅広い知識・技術を学修し、国際的な視点を持つこと

を目指す。そのためには、国内外の保健医療福祉事情、生活文化（アジア文化）の見識を深め

ることが必要となる。 
総合教育科目では、「アジア比較文化論」でアジア諸国の文化の相違を学び、「国際医療福祉

論」によって他国の保健福祉の実情を知り、医療のグローバル化に対応できる力を身につける。   

専門基礎科目では「公衆衛生学」で、開発途上国でのいまだ不十分な公衆衛生の現状と、そ

の向上の必要性を理解する。 
 

 

【資料 33：履修モデル（作業療法学科）】 

 

 

(3) 視能訓練学科  

本学視能訓練学科の卒業要件は、「教育課程の概要」でも記載したが、総合教育科目から必

修 16単位、選択科目 5単位（外国語系の選択必修科目 2単位含む）以上、専門基礎科目必修

35単位、専門科目必修 60 単位、専門教育科目から選択科目 8単位以上、併せて 124単位以上

である。 

総合教育科目のうち必修科目は、「心理学（2単位）」、「海外保健福祉事情Ⅰ（講義）（1単位）」、

「海外保健福祉事情Ⅱ（実習）（2単位）」、「社会保障制度論(2 単位)」、「統計学（2単位）」、「医

療と ICT（2単位）」、「生命倫理（2単位）」、「大学入門講座（1単位）」、「医学英語Ⅰ（1単位）」、

「医学英語Ⅱ（1単位）」の計 16単位である。  

さらに、選択科目として人間系、社会系、自然・情報系、総合系、外国語系、保健体育系の
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科目の中から 5単位以上を履修する。これら総合教育科目のうち、1年次配当の科目は、「心理

学（2単位）」、「社会保障制度論(2単位)」、「統計学（2単位）」、「医療と ICT（2単位）」「生命

倫理（2単位）」、「大学入門講座（1単位）」、「医学英語Ⅰ（1単位）」、「医学英語Ⅱ（1単位）」、

「韓国語（2単位）」、「中国語（2単位）」である。また、「韓国語（2単位）」もしくは「中国語

（2 単位）」のどちらかを選択必修としている。その他、「海外保健福祉事情Ⅰ（講義）（1単位）」

および「海外保健福祉事情Ⅱ（実習）（2単位）」以外の科目は全て 1・2・3・4年次配当となっ

ている。また、総合教育科目の外国語系の科目は海外保健福祉事情Ⅰ・Ⅱとの関係性を考慮し、

希望研修先で頻用される言語の履修を促す。 

専門教育科目のうち専門基礎科目では、29科目 35単位を必修としている。年次別の内訳は、

1年次 14科目 18 単位、2年次 13 科目 15単位、3年次 2科目 2単位である。学修内容は、医療

職として必要不可欠な解剖学や生理学を 1年次に、臨床医学系科目や本学独自の関連職種連携

論を 2年次に、一つの症例を他職種の学生と検討する関連職種連携ワークを 3年次に配当して

いる。これらの連携を通じて医療職に求められる高い倫理観、共感力、コミュニケーション能

力を身に付け、チーム医療の考え方やスキルの修得を目指す。 

専門教育科目の中の専門科目では、38科目 60単位を必修としている。まず、視能訓練士の

業務の基本となる視能検査学基礎を 1年次から開講する。早い段階から専門科目に触れること

により早期キャリアデザイン教育を実践しながら学生のモチベーションを高め維持させるこ

とを目的としている。2年次以降は、視能訓練士の国家資格を取得するために必須となる「視

能矯正学」、「視能訓練学」、「視能検査学」、「視能障害学」を開講し、それぞれの分野ごとに資

格取得のために必要な知識を修得する。3年次には、眼科領域の著しい進歩に対応できる知識

と技術を身につけることを目的に、病態理解に基づく「視能障害評価学」、臨床的実践能力を

養う「視能障害学実践演習」、実際の症例データをカンファレンス形式で学ぶ「視覚と画像解

析」といった臨床的思考能力を必要とする科目を多く開講する。 

また、視覚全般にわたる広く深い知識を身に付けるため、視覚に関連する専門科目として 2

年次に「視覚情報処理論Ⅰ」、3年次に「視覚情報処理論Ⅱ」「視覚と高次脳」を必修とし、選

択科目として「視覚情報処理論Ⅲ」「視覚と注意」「視覚とヴァーチャルリアリティー」を開講

する。 

専門基礎科目および専門科目により視能訓練士として必要とされる知識と技術を修得し、

「生命倫理」をはじめとする総合科目、および専門教育科目の中で、本学の建学の精神である

「生命の尊厳、生命の平等」の精神を育成する。また、医療のグローバル化に対応できる国際

感覚と科学性を追求する姿勢を身につける。その上で、各自が希望する活躍の場によって 3つ

の履修モデルを提案する。 

 

＜臨床系＞ 
眼科医療現場で活躍するために必要となる科目を履修し、医療、リハビリテーション、およ

び福祉を広く学ぶことによって、将来的に地域に根ざした視能訓練士としての活躍を目指す場

合の履修モデルである。総合教育科目においては、「コミュニケーション概論」で、人との関係

性を育てる意思伝達の重要性および様々な手法、「ボランティア論」で他者への思いやり、奉仕、

また社会貢献のあり方といった人を支援する上で必要な基本的な態度を身につける。また、必
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修科目である「リハビリテーション概論」「関連職種連携論」「関連職種連携演習」に加え「リ

ハビリテーション医学」を選択することで、リハビリテーションの概要と医学的側面、さらに

視能訓練士としてのチーム医療の実践の方法を学ぶ。「救急医学」では、救急医学の基礎知識と

臨床の場における救急蘇生法の実践法を学修する。「保健医療福祉制度論」で保健医療福祉に関

する制度を学んだ上で、「ケアマネジメント論」を履修することで援助対象者を地域の中で支え

ていく方法と具体的実践法、チームアプローチに必要な保健・医療・福祉の在り方を学ぶ。さ

らに「リスクマネジメント論」では法的責任の判断、賠償責任保険の利用などの病院運営管理

におけるスキルについて理解するとともに実際に必要な基本的スキルを身につける。「カウンセ

リング論」では、医療面接の重要性と、患者との関係の構築法や患者への接し方などのテクニ

ックまでの修得を目指す。 
 
＜教育研究系＞ 
広く視覚を学ぶことによって、眼科領域にとどまらない研究の実践を目指す場合の履修モデ

ルである。必修科目である「医学英語」に加え「英語(基礎)」「中国語」の選択によって語学力

を高める。「視能矯正学特論」「視能検査学特論」「視能障害学特論」「視能訓練学特論」では視

能訓練士として必要な知識を整理し定着させたうえで、グループディスカッションや症例検討

から、主体的で自主的な学修態度と問題解決能力を育てる。必修科目である「視覚情報処理論

Ⅰ」「視覚情報処理論Ⅱ」に加え「視覚情報処理論Ⅲ」では視覚心理学に関する実験を行いなが

ら、論理的思考力を育てる。さらに必修科目である「視覚と高次脳」に加え「視覚と注意」「視

覚とヴァーチャルリアリティ」を学修することで、眼科領域を超えた高次視知覚に関する知識

を得る。必修科目である「研究と文献Ⅰ」に加え「研究と文献Ⅱ」では国内外の文献からの情

報収集とデータを解読する力を身につけ、必修科目である「卒業研究Ⅰ」「卒業研究Ⅱ」によっ

て、研究の方法を学び、最終的に卒業論文を仕上げることで論文の書き方を修得する。また、

将来、後進の指導にあたるについて、現代の教育が抱える諸問題を検討し、今後の教育の意識

改革の在り方について「教育学」で学ぶ。 
 
＜国際貢献系＞ 
青年海外協力隊や医療支援 NGO などの活動を通じて国際貢献活動を目指す場合の履修モデ

ルである。特に、国際貢献に必要な、各国の文化や風習を含めた保健福祉に関する知識につい

て学修する。視能訓練士としての知識、基礎医学、臨床医学の知識に加え、いくつかの科目を

選択することでさらに知識を広げる。「リハビリテーション医学」では、リハビリテーションの

医学的な側面を学び、「救急医学」では、救急医学の基礎知識と臨床の場における救急蘇生法の

実践法を修得する。「公衆衛生学」では、開発途上国でのいまだ不十分な公衆衛生の現状と、そ

の向上の必要性を理解する。「保健医療福祉制度論」で自国の保健医療福祉に関する制度を学ん

だ上で、必修科目である「海外保健福祉事情Ⅰ」「海外保健福祉事情Ⅱ」に加え「アジア比較文

化論」「国際医療福祉論」の履修によって他国の文化や保健福祉の実情を知り、国際的視点を身

につけることで医療のグローバル化に対応できる力を身に付ける。「リスクマネジメント論」で

は、医療施設でのリスク管理について学ぶ。 
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【資料 33：履修モデル（視能訓練学科）】 

 

４．履修時間の年間登録上限（CAP制）について 

本学では、過剰履修を防止することで学修の質および学修時間の確保を可能とするため、年

間登録単位数の上限を定める「キャップ制」を導入する。学生へは入学時に履修要項を配布し、

そこに以下の内容を掲載し、周知徹底を図る。 

 

 (1) キャップ制による単位数の制限 

原則として年間登録単位数は 49単位以下とする。ただし、所定の単位を優れた成績を持っ

て修得した学生については、以下のとおり単位数の上限を超えて履修することを認める。 

ｱ 直前の学期の GPA 値が 3.0以上の場合、履修単位数の上限を 54単位とする。 

ｲ 上記以外の理由で 50単位以上の履修を希望する場合は、学科の教務担当教員に事前に

相談すること。 

  

(2) キャップ制の対象となる単位 

キャップ制の対象となる単位は「卒業要件単位に含まれるすべての単位」とする。 

ただし、以下の単位については、キャップ制の上限に含まないものとする。 

ｱ 海外保健福祉事情にかかわる授業科目の単位 

ｲ 他の大学・短期大学等で修得した単位や、TOEIC・英検の成績による単位認定、放送大

学との単位互換協定に基づく授業科目など、本学が認定した単位 

ｳ 再履修科目の単位 

ｴ 卒業単位に含まない科目の単位 

 

５．他大学における授業科目の履修等について 

他大学における授業科目の履修等については、学則に規定する。本学に入学する以前に他の

大学、短大、高等専門学校または大学設置基準第 29条第 1項の規定による専修学校において

履修した授業科目の単位を、60 単位を超えない範囲で本学における授業科目の履修により修得

したものとみなし、与えることがある。また、本学入学後に他の大学・短大等において履修し

た授業科目について修得した単位の認定がある場合は、30単位(合計で 60単位)を超えない範

囲で本学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。 
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第７   施設、設備等の整備計画 

１．校地、運動場の整備計画 

(1) キャンパスおよび周辺環境 

大学の校地および校舎は、2001年に福岡市天神地区に開設し、2008年 4月に博多湾を望む“シ

ーサイドももち”に新築移転した福岡国際医療福祉学院の校地および校舎を一部改修し大学に

転用する。 

“シーサイドももち”は、博多湾に面し、福岡タワー、福岡ヤフオクドーム、福岡市博物館、

福岡市総合図書館、大学、テレビ局などの大型公共施設が集積する地区である。その地区内の

約 23,000㎡の敷地に、大学（本学）、病院（福岡山王病院）、そして福祉施設（総合ケアセンタ

ーももち）の 3つの機能を擁する施設を設置し、「教育」「医療」「福祉」が一体となった教育環

境を実現する予定である。また下記のとおり、設置基準による必要校地面積(4,800㎡)も充分

にクリアしている。 

 

【必要校地面積】 

収容定員 480 人×10 ㎡＝4,800㎡ 

   【建物按分による校地面積】 

校地面積 11,558 ㎡－(11,558㎡×福祉施設 672.47㎡÷建物登記面積 14,615.52 ㎡) 

        ＝11,026㎡ 

 

【資料 6：当該施設および当該施設近郊の現況について】 

【資料 34：大学等の位置および校地の状況を明らかにする図面】 

 

(2) 校地および運動場 

病院等を含めた全体敷地約 23,000㎡のうち、校地面積は約半分の 11,558㎡を占め、またそ

の約半分の約 6,367㎡は広場およびテニスコート(運動場)であり、バスケットボールの公式試

合も可能な総面積 1,000㎡を超える体育館(講堂兼用)も備えており、シーサイドももちの恵ま

れた環境の中で、豊かで充実したキャンパスライフを送る環境を整えている。 

また、4,027 ㎡の正面玄関前広場や裏口前広場は、学生のみならず、地域住民の憩いの場と

しても活用されている。     

       【空地の状況】 

用  途 面  積 仕   様 

正面玄関前広場 4,027㎡ 芝生 (一部インターロッキング) 

裏口前広場 830㎡ インターロッキング 

図書館前広場 549㎡ 芝生 

学生食堂前広場 216㎡ インターロッキング 

テニスコート(運動場) 745㎡ テニススコート・フットサル仕様 

    計     6,367㎡  

【資料 35：校地における空地および運動場の配置(概略面積)】 
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２．校舎等施設の整備計画 

(1) 整備計画の基本的な考え方 

基本的には現在の専門学舎を改修し、本学の校舎として使用する。 

現状の福岡国際医療福祉学院の定員は理学療法学科 80名(収容定員 240名)、作業療法学科

40名(収容定員 120名)、視機能療法学科 40名(収容定員 120名)、言語聴覚学科 40名(収容定

員 80名)、看護学科 40 名(収容定員 120名)の 5学科、総定員 240名(収容定員 680名)で構成さ

れている。 

今回、本学の開学に当たり、教育環境の充実を目的として、定員は理学療法学科 40名(収容

定員 160名)、作業療法学科 40名(収容定員 160名)、視能訓練学科 40名(収容定員 160名)、言

語聴覚専攻科 40 名(収容定員 80 名)の 3学科 1専攻科、総定員 160名(収容定員 560名)での開

設を計画しており、これにより現状の専門学校と比較し、定員で 80名、収容定員では 120名の

減員となる。 

理学療法学科の減員と看護学科の廃止によるスペースを教育環境の充実のために活用する。

おもな改修および変更部分については 1階、2階、3階、5階、7階を計画している。 

 

1 階：合同研究室を理学療法学科、作業療法学科、視能訓練学科、言語聴覚専攻科、およ

び総合教育科目の専任教員等の研究室に改修する。 

2 階：205 教室、206 教室、207 教室を 3 学科の共用教室とし、3 学科共通選択科目の講義

室として使用する。 

3 階：全フロアを実習および研究のフロアとする。言語聴覚専攻科の基礎実習室(110.66

㎡)を 5階に移設し、理学療法学科・作業療法学科、視能訓練学科共用の基礎医学実

習室を準備・標本室および備品庫を含め 142.70㎡から 352.01㎡に大幅に拡充すると

ともに、動物飼育室を含め 213.35 ㎡の共同実験室を新設する。また、基礎医学実習

室には 3D解剖台を 7台設置する。 

5 階：廃止する看護学科の看護実習室、母子看護実習室、在宅看護実習室、準備室を、言

語聴覚専攻科基礎実習室、言語聴覚専攻科備品庫、50人教室 4室、40人教室 1室、

30人教室 1室に改修する。 

   7 階：個人研究室、合同研究室、セミナー室のフロアとするが、アクティブラーニング教

材作成のための教材画像情報処理室を設置する。 

 

【資料 36：校舎の棟別・使用目的別の面積一覧表】 

 

(2) 校舎別の各階の主な使用状況 

校舎は校舎棟(11,101.87㎡)、図書館・大講義室棟(1,134.49㎡)、福祉・体育館棟(2,379.16

㎡)の３棟(計 14,615.52㎡)で構成されている。 

校舎棟については、地下駐車場(1,754.33㎡)を除く 9,347.54㎡が、図書館・大講義室棟に

ついては、全てが設置基準上の校舎面積に算入される。 

福祉・体育館棟については、隣接する福岡山王病院が運営する併設付属施設である福祉施設

｢総合ケアセンターももち」(672.47㎡)および体育館部分(1,245.37㎡)を除く、学生食堂、厨
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房、廊下ほか(461.32 ㎡)が設置基準上の校舎面積に算入される。 

【設置基準上の必要校舎面積】 

    (収容定員 480人-400人)×3,140÷400人＋5,785 ㎡＝6,413㎡ 

   【設置基準上の校舎面積】 

    校舎棟 9,347.54㎡＋図書館・大講義室棟 1,134.49㎡＋福祉・体育館棟 461.32㎡ 

    ＝10,943.35㎡ 

 

   【校舎棟】 

階 主 要 用 途 使用形態 面  積 

１階 

事務室×3、学長室、副学長室、学部長室、応接室

×2、会議室×2、共同研究室、非常勤講師室、保健

休憩室×2、面談室×5、学生ホールほか 

既設転用 

(改修なし) 
1,459.66㎡ 

２階 

陶工室(OT)、絵画室(OT)、織物・手工芸室(OT)、80

人教室×2 (PT・OT)、40人教室×4(PT・OT・ST)、

ロッカー室×2ほか 

既設転用 

(改修なし) 
1,404.33㎡ 

３階 

基礎医学実習室(PT・OT・ORT)、共同実験室、日常

動作訓練室（OT）、準備・標本室（PT・OT・ORT）、

備品庫（PT・OT・ORT）、器具庫（OT）、レクレーシ

ョン室(OT)、ロッカー室×2ほか 

既設転用 

(一部改修) 
1,296.71㎡ 

４階 

動作解析室(PT)、機能訓練室(PT)、治療室(PT)、水

治室(PT)、金工室(OT)、木工室(OT)、装具加工室

(PT・OT)、備品庫(PT・OT各 1)、50人教室×2ほか 

既設転用 

(一部改修) 
1,296.71㎡ 

５階 

検査室(ST)、観察室(ST)、訓練室(ST)、教材作成室

(ST)、防音室×3(ST)、基礎実習室(ST)、備品庫(ST)、

50人教室×4、40人教室（ST）、30人教室ほか 

既設転用 

(一部改修) 
1,296.71㎡ 

６階 

眼科実習室(ORT)、視能訓練実習室(ORT)、暗室×

3(ORT)、シールドルーム(ORT)、備品庫(ORT)、50

人教室×4(ORT)、情報処理室(全科共有)、ロッカー

室×2ほか 

既設転用 

(改修なし) 
1,296.71㎡ 

７階 

学科長室×3、研究室×18、合同研究室×4、セミナ

ー室×4、ラウンジ、事務室、保管庫、印刷室、サー

バー室、教材画像情報処理室ほか 

既設転用 

(一部改修) 
1,296.71㎡ 
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 【図書館・大講義室棟】 

階 主 要 用 途 使用形態 面  積 

１階 学生ラウンジ、図書室、図書準備室、ホールほか 既設転用 556.79 ㎡ 

２階 
IT 大講義室、ホワイエ、調整室、通訳室、機械室

ほか 
既設転用 577.70 ㎡ 

       

 【福祉・体育館棟】(福祉施設を除く) 

階 主 要 用 途 使用形態 面  積 

１階 学生食堂、厨房、風除室、廊下ほか 既設転用 461.32 ㎡ 

２階 
体育館、ステージ、控室、エントランスホール、機

械室ほか 
既設転用 1,093.27㎡ 

３階 更衣室、脱衣室、シャワー室 既設転用 152.10 ㎡ 

 体育館(２階・３階)合計・・・校舎基準外  (1,245.37㎡) 

 

(3) 使用目的別の整備 

①講義室・演習室ほか    

学科・専攻科 収容定員 80人教室 50人教室 40人教室 合 計 

理学療法学科 160人  3室       3室 

作業療法学科 160人   3室       3室 

2学科共通    2室      2室 

視能訓練学科 160人     4室     4室 

全科共通       3室 3室 

大講義室 300 人  (300人 1室)       1室 

小  計 480人 3室 10室    3室 16室 

言語聴覚専攻科 80人        2室     2室 

 合  計  560人    3室  10室    5室     18室 

小講義室 30 人    (30人 1室)        1室 

(収容可能人数)    (460人)   (500人) (230人) (1,190人) 

情報処理室  85人 (面 積) (213.65㎡) (PC台数) (88台) 

 <福岡国際医療福祉学院>   (参考)  

 収容定員 300人教室 80人教室 40人教室 合 計 

合  計 680人 1室 3室 14室 18室 

(収容可能人数)  (300人) (240人) (560人) (1,100人) 

 現状の福岡国際医療福祉学院は収容定員は 680人であるが、本学の収容定員は 560人(言語聴

覚専攻科を含む)となり、120人収容定員が減少する。これに対し教室数は 1室増加することか

ら、教室の配置に問題はないと考える。 

 

【資料 37：新大学時間割】 
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  【講義室・演習室ほかの特徴】 

◎大講義室  4カ国語が同時通訳対応可能な300席の大講義室は全席にマイクを設置し、

発言者の様子をホール内の大型モニターに映し出す双方向カメラシステ

ムなど最新鋭の設備を備えている。 

◎講義室   講義室として、80人、50 人、40人、30 人収容の教室をそれぞれ用意し、

科目や履修生の数に応じ、柔軟に使い分けられるようにした。 

   ◎情報処理室 85人収容の情報処理室にコンピュータを活用した外国語教育システムで

ある CALLシステムを導入する。 

 

② 実習室・研究実験室  

 福岡国際医療福祉学院 本  学  

面積増減 学科・専攻科 室数 面  積 室数 面  積 

理学療法学科 − −  4室  565.34㎡ − 

作業療法学科 − − 8室  828.98㎡ − 

理学・作業共通 11室 1,591.85㎡  2室 382.10 ㎡ − 

理学・作業小計 11室 1,591.85㎡ 14室 1,776.42㎡ ＋  184.57㎡ 

視能訓練学科  6室 352.45 ㎡  6室 352.45 ㎡ − 

言語聴覚専攻科  5室 462.52 ㎡  5室 490.67 ㎡ ＋  28.15 ㎡ 

共同実験室 − −  1室 213.35㎡ ＋  213.35㎡ 

 合  計 22室 2,406.82㎡ 26室 2,832.89㎡ ＋  426.07㎡ 

   ※面積に付属の備品庫・器具庫を含む 

改修後の実習室および実験研究室の数は 4室増加し、面積も 426.05㎡増加する。 

 

【実習室および実験研究室の特徴】 

◎実習室   本学設置に当たり、基礎医学実習室を 138.94 ㎡から 209.06 ㎡に拡張し、

別途、準備・標本室 114.45㎡を新たに設け、解剖や実験などの基礎医学

に関する実習体制を拡充する。 

また、解剖台については、学習効果を高めることを目的として 3D解剖台

の設置を予定している。 

◎共同実験室  大学教員の研究および実験の場として、共同実験室 213.35㎡を確保する。 

 

③ 研究室等  

教員研究室は 1階に学長室(39.12㎡)、副学長室(21.60㎡)、学部長室(21.60 ㎡)および各科

の共同研究室(207.57㎡)を配置し、7階には個人研究室を 18室(合計 422.22㎡) (学科長室 3

室を含む)、合同研究室 4室(計 160.28 ㎡)および教材画像情報処理室(19.80㎡)を配置する。 

学長室を除く研究室等の総面積は 853.07㎡に及んでおり、学長を除く教員 40名に対し 1人

当たり 21.32㎡を確保している。 
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【研究室等の特徴】 

◎研究室   個人研究室の基準備品については. 基本的には、机、椅子、書架、更衣ロ

ッカー、電話機、エアコン、インターネット回線、無線 LAN回線などを標

準整備し、教員が豊かな環境の中で、研究が出来るように配慮する。  

◎教材画像情報処理室 

              7階研究室フロアに教育用動画収録配信システムを設置し、学生の自学自

習や反転授業を後押しするため、教員が学生の教材を作成するため専用の

教材画像情報処理室を設置する。 

 

④ その他 

7階に合同演習やグループ学習および自習に使用することを目的としてセミナー室 4室を整

備する。 

 

(4) 新たに整備する教育・研究環境の充実を目的とした施設および設備 

本学設置に際し、教育・研究環境の充実のため、新たに次の設備拡充を計画している。 

① 校舎棟 6階の 85 人収容の情報処理室には、コンピュータを活用した英語聴解力，語彙力

の向上を通して英語コミュニケーション能力の総合力を養成することを目的として CALLシ

ステムを導入する。 

② 全館に無線 LANが利用可能な設備を装備し、学生および教員がスマートフォンやタブレッ

ト端末により、いつでもどこでも情報が入手、共有できる体制を構築している。更に eラーニ

ングシステムの導入と、そのサブシステムとして Learning Management System（学習管理運

営システム）を構築し、集合教育や集合研修の予約・出欠管理、レポート提出、受講者への連

絡・返信の有無など、eラーニングにとどまらない学習あるいは研修全体の管理を行うことに

より、学外においても学内の情報を入手できる体制を整えていく。それにより教員からの一方

向的な講義で知識を覚えるのではなく、生徒たちが主体的に参加、仲間と深く考えながら課題

を解決する力を養うアクティブラーニング体制の構築をする。 

   

(5) 校舎の改修計画(時期)について 

改修の時期については、31年度は専門学校の 3年生と大学の 1年生が並存することとなるが、

専門学校の理学療法学科、作業療法学科、視機能療法学科の 3年生は臨地実習と集中講義のみ

のカリキュラムとなり、実習室の改修は不要であるが、看護学科については前期中に実習室で

の実習の使用が予定されているため、改修の時期については 31年および 32年度の夏休み期間

を活用し、8月を中心とした 7月～9月の間を予定している。 

 

 

 

 

 



52 
 

３．図書の整備計画 

(1) 図書館施設 

図書館は、図書館・大講義室棟１階に整備済であり、加えて図書等を計画的に整備充実する。 

【図書館の概要】 

図書館（面積 297.71㎡）: 閲覧席 114席（収容定員:560 人の 20％） 

蔵書検索のためのパソコン端末 1台およびサーバー1台を設置 

図書管理システムの「情報館」により、蔵書データベースは構築済である。 

他館との協力体制については、蔵書検索システム Web OPACで全国の大学図書館、各研究

機関などとの相互協力を行い、迅速な資料提供を行う体制を早期に整えるとともに、学外で

もパソコン、携帯電話でも検索できる機能を備えている。   

 

(2) 図書等の資料の整備計画 

図書・雑誌等の学術資料は、医療学部の教育研究に必要な医学、リハビリテーション、理学

療法学、作業療法学および関連領域の専門図書を中心に、学術雑誌・電子ジャーナル、レフア

レンス用一般・参考図書等、福岡国際医療福祉学院の図書・雑誌を転用する。 

特色としては学術雑誌の種類が 104種類と豊富であること、視聴覚資料が揃っていることが

上げられる。 

新規購入予定図書は一般図書 644冊、専門図書 4,558冊の合計 5,202冊(うち外国書 507冊)

であり、大学設置に伴い、アジア諸国の保健医療福祉事情や情報・語学・会話関係図書などを

増やすとともに、専門基礎分野および専門分野の図書を大幅に拡充させることとした。  

  

  既存図書等 新規購入図書等 
図書等合計 

(完成年次) 

  
一般図書 2,881冊  644冊  3,525冊  

(うち外国書) (2冊) (0冊) (2冊) 

  専門図書 7,986冊  4,558冊  12,544 冊  

  (うち外国書) (99冊) (507冊) (606冊) 

図書合計 10,867 冊  5,202冊  16,069冊  

(うち外国書) (101冊) (507冊) (608冊) 

学術雑誌 104種類  0種類  104種類  

(うち雑誌) (11種類) (0種類) (11種類) 

電子ジャーナル 3社  8,350誌 0社  0誌 3社  8,350誌 

視聴覚資料 1,010点    135点    1,145点    

 

【資料 38：図書等一覧表（整備済）】 

【資料 39：図書等一覧表（新規購入・整備予定）】 
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４．その他設備・備品の整備計画 

機械器具等の整備については、本学医療学部に教育上必要となる機械器具等については、現

在の専門学校に 687種、2,130点が整備されており、これを既設転用して対応する。 

新規に整備する機械器具等は、新たに開講する授業科目に対応する機械器具に加えて、基礎

医学等の研究機能の強化拡充を図る。 

 

 既存専門学校機械器具備品 本学で新規購入を予定している 

新規購入機械器具 

学科兼用   183 種      687点    7種      14点 

理学療法学科   118 種      345点    31種      58点 

作業療法学科  178種      593点    19種      23点 

視能訓練学科   208 種      505点    25種      48点 

機械器具備品計   687 種     2,130点    82種      143点 

(うち標本模型) (  2種) (     19点) (  0種) (    0 点) 

 

【資料 40：教育上必要な機械器具一覧表（整備済）】 

【資料 41：教育上必要な機械器具一覧表（新規購入・整備予定）】 
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第８   入学者選抜の概要 

本学は、大学および各学科のアドミッション・ポリシーに沿って学生募集および入学者選抜を

実施する。 

１．本学の理念と教育目標について 

本学は、「生命の尊厳、生命の平等」を建学の精神とし、病める人も、障害を持つ人も、健

常な人も、互いを認め合って暮らせる「共に生きる社会」の実現を目指し、これを本学の基本

理念とする。 

この理念を実現するため、ここに 5つの教育目標を掲げる。 

① 「チーム医療・チームケア」に貢献できる専門性の高い人材を養成する。   

② 保健、医療、福祉分野の高度化・専門化に対応できるとともに、それぞれの分野で指導者

となり得る人材を養成する。  

③ 国内はもとより国際社会でも活躍できる、総合的な臨床能力をもった人材を養成する。 

④ 知識や技術に偏向しない、バランスのとれた豊かな人間性とコミュニケーション能力を養

う。 

⑤ 時代のニーズに適合し、地域医療にも貢献できる、実践力のある専門職業人を養成する。 

 

２．入学者に求める要件（アドミッション・ポリシー） 

本学は、日々進化する保健、医療、福祉の分野において、それぞれの需要に対応できる医療

専門職を養成し、病める人も、障害を持つ人も、健常な人も、互いを認め合って暮らせる「共

に生きる社会」の実現を目指し、それを基本理念としている。 

そのため本学では、豊富なグループ関連施設などと連携し、入学初期より実習を行うことで、

「チーム医療・チームケア」の考え方やスキルを身につけ、また、海外研修を必修とすること

で、国際的な視野や多言語によるコミュニケーション能力を育むカリキュラムを導入している。 

それにより、国際的に活躍できる医療専門職を養成し、また、それぞれの分野において指導

者となり得る人材を養成することで、「共に生きる社会」の実現に尽くすものである。 

 

以下に、医療学部のアドミッション・ポリシーを、加えて各学科のアドミッション・ポリ 

シーを示す。 

 

① 保健・医療・福祉の分野で活躍したいという目的意識が明確であり、何事にも自主的に取

り組むことができる者  

② 基本的倫理観を持つ者 

③ 各専門知識を学び応用するために必要な基礎学力を有している者 

④海外の保健・医療・福祉に興味を持つ者 

 

(1) 理学療法学科のアドミッション・ポリシー 

①理学療法の分野で活躍したいという目的意識が明確であり、何事にも自主的に取り組むこ

とができる者  

②基本的倫理観を持つ者 
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③各専門知識を学び応用するために必要な基礎学力を有している者 

④海外の保健・医療・福祉、特に理学療法に興味を持つ者 

 

(2)作業療法学科のアドミッション・ポリシー 

①作業療法の分野で活躍したいという目的意識が明確であり、何事にも自主的に取り組むこ

とができる者  

②基本的倫理観を持つ者 

③各専門知識を学び応用するために必要な基礎学力を有している者 

④海外の保健・医療・福祉、特に作業療法に興味を持つ者 

 

(3) 視能訓練学科のアドミッション・ポリシー 

①視能訓練の分野で活躍したいという目的意識が明確であり、何事にも自主的に取り組むこ

とができる者  

②基本的倫理観を持つ者 

③各専門知識を学び応用するために必要な基礎学力を有している者 

④海外の保健・医療・福祉、特に視能訓練に興味を持つ者 

 
なお、アドミッション・ポリシーとディプロマ・ポリシーの関係性およびアドミッション・ポ

リシーと入学者選抜方法の関係性を示す資料を添付する。 
 

【資料 42：アドミッション・ポリシーとディプロマ・ポリシーの関係性およびアドミ

ッション・ポリシーと入学者選抜方法の関係性】 

 
【入学までに身に付けて欲しいこと】 

臨床の現場では、論理的な思考やコミュニケーション能力が非常に重要となる。そのため、

問題の発見および解決に必要な思考力や判断力、また、自らの考えを他者に伝えるために必要

な表現力などを培っておくことが望ましい。さらに、高校卒業までに学ぶ基本的な科目につい

ては教科書レベルの知識を有し、学び続ける学習習慣を身につけていることも大切である。 

 また、学校行事や部活動、地域活動などへ積極的に参加し、他者と協働することのすばらし

さを知り、積極性や協調性などを培っておくことが望ましい。 

 

３．入学者選抜方法の概要 

アドミッション・ポリシーに掲げる入学者を選抜するため、学校教育法に定める高等学校に

おける教育目標の一つである一般的な教養の習得度を評価する学力試験はもとより、面接・小

論文や、志願理由書・調査書等の書類審査を併せて行うこととしている。具体的な選抜方法と

して、高校推薦入試（公募制・指定校制）、一般入試（前期日程・後期日程）、大学入試セン

ター試験利用入試、帰国生徒特別選抜入試、留学生特別選抜入試および社会人特別選抜入試を

行うこととしており、学力の 3要素である知識・技能、思考・判断・表現力等の能力、主体性

を持って多様な人々と協働して学ぶ態度を多角的・総合的に評価・選抜する。 
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なお、大学入試センター試験利用入試は、2020年度の入学者選抜試験より実施予定である。 

 

 (1) 入学者選抜方法 

① 高校推薦入試 

高校推薦入試は、公募制推薦入試と指定校制推薦入試を行い、書類審査、一般常識試験（公

募制のみ）、個人面接により評価する。志願理由書や個人面接により本学への入学意欲や思

考・判断・表現力、協働性や多様な価値観の受け入れ、高等学校等での正課および正課外活

動での主体的な取り組み内容を確認するとともに、公募制入試では一般常識試験により高等

学校における基礎的な学力を評価し、合否を判定する。 

なお、一般常識試験は、英語・国語・数学・社会（時事問題を含む）の各分野の基礎的な知

識をマークシート方式で問う内容である。 

以上の選抜方法により、特に豊かな人間性と高い倫理観を持ち、何事にも柔軟に取り組む

ことができ、また、医療・福祉の分野で活躍したいという目的意識が明確である者を選抜す

る。 
 

② 一般入試 

一般入試は、書類審査、学科試験、小論文、個人面接により評価する。前期日程において

は、英語、小論文を必須とし、国語、数学Ⅰ、数学Ⅱ、日本史、物理、化学、生物から 1 科

目を選択とする。多数の受験科目の中から選択した科目と小論文を合否判定に用いることに

より、より多様な学生の受け入れを可能にするものである。後期日程においては、英語を必

須とし、面接を課す。学力の他、思考・判断・表現力、協働性や多様な価値観の受け入れに

ついて評価し、合否を判定する。 
以上の選抜方法により、特に高い基礎学力を持つ者を選抜する。 
 

③ 大学センター入試  

大学入試センター試験利用入試は、センター試験の成績と個別学力検査として面接を課す。

英語を必須とし、国語、日本史、世界史、現代社会、数学Ⅰ、数学Ⅱ、物理、化学、生物の

内、高得点の 2 科目を合否判定の対象とする。 
 以上の選抜方法により、より幅広い教養と基礎学力を有する者を選抜する 

 

④ 帰国生徒帰国選抜入試 

帰国生徒帰国選抜入試は、書類審査、一般常識試験、小論文、個人面接により評価を行い、

合否を判定する。高校推薦入試の公募制推薦入試同様に評価を行うが、特に海外の学校で学

んだ経験や体験を通して得られた思考力や多様な価値観をもった学生の受け入れを主目的と

している。 

以上の選抜方法により、特に語学力に長け、異文化への適応力を持つという点において、海

外で活躍できる資質を持つ者を選抜する。 
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⑤社会人特別選抜入試 

社会人特別選抜入試は、書類審査、小論文、個人面接により評価する。 

社会人特別選抜入試では主として学習意欲やこれまでの社会経験などを評価し、合否を判定

する。 

様々な背景と経験を持ち、何事にも柔軟に取り組むことができる者を選抜し、大学に多く 

の多様性をもたらすことを目的としている。 

 

⑥ 留学生特別選抜入試 

 留学生特別選抜入試は、書類審査、日本留学試験の成績、小論文、個人面接により評価す

る。留学生特別選抜入試では主として学習意欲や母国や国際社会に貢献したいという意志、

意欲を評価し、合否を判定する。 

 留学生の入学資格は、学校教育法第 90条第 1項および同施行規則第 150条の規定に基づく

ものとする。 

本学は、当グループの理念（３頁に記載）に基づき、「国際性を目指した大学」を特色の

一つとしており、様々な背景と経験を持ち何事にも柔軟に取り組むことができる者を入学さ

せることで、大学に多くの多様性をもたらすことが期待される。 

   具体的な留学生は、日本語能力もしくは英語能力と基礎的学力が高く、かつ日本で学ぶ意

欲の強い者を想定している。（日本語のレベルは、日本留学試験の「日本語」220点を基準

とする。） 

  なお、留学生の教育体制として、担任制およびアドバイザー制（８頁に記載）に加え、個々

の学生に留学生アドバイザー（海外経験があり、学生指導に経験豊富な教員を中心とする）

を配置し、充実した修学と生活の支援を行うこととしている。 

また、円滑な学修を支援するため、「日本語Ⅰ～Ⅳ」（各 1単位）を正課の必修科目（総合

教育科目の外国語系科目として設置、留学生には韓国語・中国語の履修を求めない）として

開設する。留学生へは、留学生用履修モデルを示して学修指導を行う。加えて、個々の日本

語レベルに応じて、初級から上級まで正課外の補講を実施する予定である。 

幸いなことに、当グループは日本語教育機関アジア国際外語学院（入国管理局から教育機

関としては最上位ランクの適正校(不法残留率３％以下)の選定を受けている）を設置してい

ることから、アジア国際外語学院における、留学生支援や生活指導等のノウハウを有してお

り、大学においても積極的に活用できるものと考える。 

 

【資料 33：履修モデル(留学生用)（各学科共通）】 

【資料 49：教育課程と指定規則との対比表】 
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４．選抜体制 

単位:人  

学科名 
入学 

定員 

高校推薦入試 

（公募制） 

（指定校制） 

一般入試 

（前期日程） 

（後期日程） 

大学入試 

センター試験 

利用入試 

特別選抜入試 

（帰国生徒） 

（社会人） 

（留学生） 

理学療法 

学科 
40 12 23 5 若干名 

作業療法 

学科 
40 12 23 5 若干名 

視能訓練 

学科 
40 12 23 5 若干名 

※大学入試センター試験利用入試は、2020年度の入学者選抜試験より実施予定である。 

そのため、2019 年度の入学者選抜試験のみ、一般入試の募集人員を 28名とする。 

 

５.社会人の定義 
社会人特別選抜入試は募集定員を若干名とする。本学では社会人を以下の通り定義し、

次のいずれかの条件を満たす者。 
① 社会人 

1) 高等学校または中等教育学校卒業後、保健・医療・福祉分野の施設等において、出願

時点で 1 年以上の職務経験（パートタイム・アルバイト等は除く）を有する者 
2) 大学入学資格を有し、平成 31 年 4 月 1 日現在で満 25 歳以上であり、かつ、出願時

点で 2 年以上の職務経験（パートタイム・アルバイト等は除く）を有する者  
② 大学卒業（見込み）者 

4 年制大学卒業者または平成 31 年 3 月卒業見込みの者、およびそれと同等の資格を

有する者  
③ 国家資格保持者 

大学入学資格を有し、次のいずれかの国家資格を有する者  
看護師、保健師、助産師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、視能訓練士、

診療放射線技師、医師、歯科医師、薬剤師、 臨床検査技師、臨床工学技士、義肢

装具士、管理栄養士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、

社会福祉士、精神保健福祉士 
④ 特殊技能に優れた者 

スポーツや芸術などの分野での特殊技能に優れた者で、大学入学資格を有する者（社

会人） 
 
 

 



59 
 

６．科目等履修生等の受け入れ 

科目等履修生や研究生、聴講生については学則で規定し、それぞれの規程で募集方法、募集

の時期、出願資格、検定料等を定める。受け入れ人数はいずれの場合も特に定めない。科目等

履修生や聴講生の受け入れについては、学長が許可する。 

 

 

第９   資格取得の要件 

 取得可能な資格 

本学部において、「所定の授業科目を修得することで取得できる資格」は、次のとおりである。 

 

学科名 資格名称 資格の種類 取得条件 

理学療法学科 理学療法士 
国家試験 

受験資格 
卒業要件を満たすこと 

作業療法学科 作業療法士 
国家試験 

受験資格 
卒業要件を満たすこと 

視能訓練学科 視能訓練士 
国家試験 

受験資格 
卒業要件を満たすこと 

 

  



60 
 

第１０   実習の具体的計画           

1.実習の特徴 

本学の実習における特徴としては、隣接地にグループ系列の「福岡山王病院」、同一建物内に

は、通所リハビリテーション、訪問看護、在宅介護支援等の事業を行う「総合ケアセンターも

もち」が併設されており、臨床現場と教育現場が密接に連携した、「教育・医療・福祉」が一体

となり、「チーム医療・チームケア」、患者様に寄り添う「ホスピタリティ」の精神を学ぶ独自

の教育環境を整えていることにある。 

隣接する「福岡山王病院」は、199床ではあるものの、延べ床面積約 37,000㎡、医師約 100

名を含む 800 名の医療スタッフを有し、36の診療科と 17のセンターを標榜し、最先端の医療

機器を用いた専門的な治療が可能な総合病院として、福岡市内にとどまらない広域な地域医療

の拠点としての役割を果たしている。 

理学療法学科および作業療法学科において予定される実習は、主としてグループ関連施設で

ある「福岡山王病院(199床)」「高木病院(506 床)」「柳川リハビリテーション病院(240 床)」「み

ずま高邦会病院(120 床)」のグループ関連 4病院および「総合ケアセンターももち」「水郷苑(入

所 100名)」「柳川療育センター（入所 110床、短期入所 10床）」などの 7つの医療福祉施設で

基本的には実施する。 

 

２.実習体制 

各施設における実習指導は、本学の実習指導を担当する教員である「実習指導担当教員」が主

導し、各施設の実習指導に携わる職員である「臨床実習指導者」との連携体制の下で行われる。 

実習指導の教育効果を高めるためには、本学と実習施設との密な連携体制の構築が重要である

と考えるため、各施設において「臨床実習指導者」のうち実習指導における経験が豊かな職員に、

本学の「実習指導担当教員」との連絡および調整の役割も担当していただく。 

本学の「実習指導担当教員」は、各施設の「臨床実習指導者」との連携による指導体制を構築

するとともに、実習前教育、実習期間中の訪問指導、実習後教育を通じて、学生の行動と学修状

況を把握し、教育的配慮に焦点をあてて学生指導を行うこととする。 

実習体制については、グループの関連施設である中核実習施設と一般の実習施設においてのど

ちらの施設であっても、本学の責任の下に運営し、「実習指導担当教員」による実習教育が行われ

る体制とする。 

 

(1) 中核実習施設 

大部分の実習を実施するグループ関連施設を中核実習施設として位置付けており、本学の実

習指導担当教員は、各施設の臨床実習指導者との緊密な連携により実習指導を行う体制とする。

なお、これらのグループの臨床実習指導者には、定期的に研修を実施し、具体的な教育指導方

法や学生の心理的ケアの方法、学修するスキルの到達水準（見学・模倣・実施）の理解等、実

習指導に必要な教育スキルの向上を図る。中核実習施設においては、実習指導担当教員と臨床

実習指導者との緊密な連携により本学の臨床教育における指導方針を色濃く反映した実習教育

を可能とする充実した体制を取ることができると考えている。 
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【資料 8：国際医療福祉大学・高邦会グループの医療・福祉施設】 

 

(2)一般実習施設 

実習指導は、基本的には、中核実習施設において行うものとしているが、中核施設での受け

入れが難しい場合および学生が出身地の施設を実習施設として希望する場合などに対応する

ため、グループ以外の一般の実習施設へ依頼する場合もある。 

グループ施設における実習と同等の実習指導の水準が保たれることに留意し、一般施設の施

設長や臨床実習指導者とも、常日頃から連携をとり、実習に取り組む学生を確実に支援できる

体制と環境を整えることとしている。なお、一般実習施設の臨床実習指導者においても、本学

が行う臨床教育に関する研修への参加を依頼し、教育指導方法等、実習指導に必要な教育スキ

ルについての向上を図る。 

 

(3)実習中の訪問指導 

実習期間においては、中核実習施設と一般実習施設のどちらの施設であっても、また遠隔地

の実習施設であったとしても、必ず 1回は実習指導担当教員が訪問指導し、週に 1回は実習施

設の臨床実習指導者と連絡を取ることとする。 

 

(4)緊急時(事故発生時等)の対応 

事故が発生した場合、予め定めている「事故発生時の報告ルート」に従い、臨床実習指導者

から直ちに本学の実習指導担当教員に連絡が入る。これを受け、学長、副学長、学部長、学科

長、事務局長が速やかに対応を協議するものとする。また、実習施設においても、直ちに臨床

実習指導者、実習施設の部門責任者、施設長（病院長）による協議が行われる体制となってい

る。 

中核施設においては、実習施設と大学は緊密な連携が図られており、より速やかな事故対応

が行われる。 

一般施設にあっても、実習指導担当教員と臨床実習指導者との緊密な連絡体制により、中核

施設と同様の対応を取ることとするが、迅速に実習指導担当教員（又は事務責任者）を派遣し、

事故対応と情報収集に当たらせるものとする。 

具体的な事故対応として、次のことが考えられる。 

①正確な事故情報の収集 

②事故の軽重を速やかに判断し、対応策を決定 

③本学から実習施設へ派遣する者の決定と速やかな派遣 

④必要に応じて、保護者への連絡 

⑤必要に応じて、関係機関（警察等）への連絡 

⑥場合によっては、報道機関への対応 

 

なお、実習施設が沖縄県や大阪府のような遠隔地に立地している場合であっても、大学近隣

の実習施設と同様の対応を行うことを原則としており、実習指導担当教員（又は事務責任者）

を実習施設に派遣し、臨床実習指導者の協力を得て事故対応に当たらせる。 
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  また、実習施設が関東地域の場合は、当法人が属する国際医療福祉大学・高邦会グループの 
東京事務所の教職員を中心に対応に当たらせるとともに、本学の事務責任者および実習指導担 
当者も可能な限り速やかに実習施設に派遣することとする。 
 

【想定される緊急対応事案】 

①実習学生が、施設内の患者、利用者にけがを負わせてしまった場合 

②実習学生が、施設の器物を破壊してしまうなど損害を加えてしまった場合 

③学生自身がけがを負った場合（教育活動行事参加中、および通学経路の往復中） 

④その他、学生の過失が原因で、患者、利用者、施設に何らかの不利益を与えてしまった場

合など  
 

【資料 43：事故発生時の対応】 

 

(5)実習中の指導体制および評価について 

本学では、実習指導担当教員が臨床・臨地実習全体の計画の作成、実習施設との調整、臨床・

臨地実習の進捗管理等を行い、学生の臨床・臨地実習期間中においても、臨床実習指導者と密

に連携し、ポートフォリオ等により学生の実習状況を把握するとともに、学生へのタイムリー

な学修支援や心理的ケアを行う。さらに、実習は臨床参加型（clinical clerkship）を基本と

し、その他、実際の臨床場面において教員も参加した問題解決型学習（Problem Based Learning）

等を実践し、学生の主体的な学びや臨床実践能力の向上を促進する。また、実習の前後には

Computer Based Testing（CBT）による共用試験と客観的臨床能力試験（Objective Structured 

Clinical Examination: OSCE）を実施し、学修するスキルの定着を図る。実習評価は、臨床実

習指導者による実習期間中の状況報告を参考にして、臨床実習の科目担当教員が総合的に判断

し単位を認定する。定性的で尺度化しにくいスキル等についてはルーブリック評価を用いる。 

 

３.理学療法学科 

(1) 実習科目の概要 

①基礎実習Ⅰ・Ⅱ（1年次、2単位） 

理学療法を実施している病院、リハビリテーションセンター、介護福祉施設、など複数

の施設において理学療法業務を見学し、施設の役割や各施設における理学療法士の役割、

他職種との関係について理解する。 

②検査測定実習（3年次、2単位） 

基本的な検査測定(形態計測、関節可動域測定、徒手筋力検査、バイタルサイン、精神

機能検査、感覚・反射検査など)、起居移乗動作の介助、医療現場での接遇を体験し、臨

床実践と学内講義との統合を図るとともに、基本的な検査・測定技術や各症例に対する検

査・測定方法の工夫について学ぶ。 

③評価実習（3年次、3単位） 

症例の医学的情報の収集、正確な検査測定と動作分析の実施、評価結果の統合と解釈、

適切な問題点の抽出、プログラムの立案といった一連の理学療法過程を体験し、臨床現場
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における理学療法の実際について理解を深める。 

④地域理学療法学実習（4年次、1単位） 

介護老人保健施設における理学療法士および関連職種の様々な業務を体験し、介護老人

保健施設の機能の理解を深めることを目標とする。また、リハビリテーション実施計画書

の作成体験を通じて、地域リハビリテーションにおける理学療法士の役割を学ぶ。 

⑤臨床実習Ⅰ・Ⅱ（4年次、14単位） 

3年次までに学修した各種技術を用い、患者の障害像について適切および的確な臨床推

論を形成するとともに、理学療法プログラムの立案および治療実践を経験し、最終的には

医療専門職としての理学療法士の態度、他職種との連携、社会における役割等について、

総合的に理解する。 

 

(2) 実習の目標  

①基礎実習Ⅰ・Ⅱ 

1）医療従事者としての身だしなみを心掛けることができる。 

2）実習施設内の整理整頓をこころがけ、掃除をすすんでできる。 

3）実習施設の職員に対して実習生として節度ある対応ができる。 

4）対象者に対して実習生として節度ある対応ができる。 

5）臨床実習指導者に対して適切な報告・連絡・相談ができる。 

6）対象者のプライバシーおよび個人情報を保護することができる。 

7）指導されたことを素直に受け止めて修正する努力ができる。 

8）施設の役割および理学療法士の役割を理解する。 

9）理学療法士と他職種との関係、施設の設備や機器の使用目的を理解する。 

 

②検査測定実習 

1）医療従事者としての身だしなみを心掛けることができる。 

2）実習施設内の整理整頓をこころがけ、掃除をすすんでできる。 

3）実習施設の職員に対して実習生として節度ある対応ができる。 

4）対象者に対して実習生として節度ある対応ができる。 

5）臨床実習指導者に対して適切な報告・連絡・相談ができる。 

6）対象者のプライバシーおよび個人情報を保護することができる。 

7）指導されたことを素直に受け止めて修正する努力ができる。 

8）個々の検査について、目的を説明できる。 

9）個々の検査について、再現性を伴う正確な実施ができる。 

   10）検査の結果を正しく記録できる。 

11) 個々の検査の結果について、その意味を正しく解釈できる。 

 

  ③評価実習 

1）職業人としての基本的態度を保つ。  

2）理学療法部門の位置づけや業務内容を理解する。  
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3）臨床実習指導者の協力を得て、対象者の検査・測定の実施、問題点の整理、

具体的な治療目標設定といった理学療法評価の過程を経験・修得する。  

4）必要に応じて簡潔明瞭で相手に伝わるケースノート等をまとめる。  

 

④地域理学療法学実習 

1）医療従事者としての身だしなみを心掛けることができる。 

2）実習施設内の整理整頓をこころがけ、掃除をすすんでできる。 

3）実習施設の職員に対して実習生として節度ある対応ができる。 

4）対象者に対して実習生として節度ある対応ができる。 

5）臨床実習指導者に対して適切な報告・連絡・相談ができる。 

6）対象者のプライバシーおよび個人情報を保護することができる。 

7）指導されたことを素直に受け止めて修正する努力ができる。 

8）介護老人保健施設の機能および理学療法士の役割を理解する。 

9）地域リハビリテーションの重要性を理解する。 

   10）リハビリテーション実施計画書の作成過程を経験し修得する。 

 

⑤臨床実習Ⅰ・Ⅱ 

1）職業人としての基本的態度を保つ。  

2）理学療法部門の位置づけや業務内容を理解する。  

3）臨床実習指導者の協力を得て、対象者の検査・測定の実施、問題点の整理、

具体的な治療目標設定、治療実践、検証作業といった理学療法一連の過

程を経験・修得する。  

4）必要に応じて簡潔明瞭で相手に伝わるケースノート等をまとめる。  

   

(3) 実習先の確保の状況 

実習施設は、各実習科目における教育目標の達成にかんがみ、主たる実習施設を本学科が所

在する福岡県福岡市、福岡県内に所在する施設および本学関連病院（福岡山王病院、高木病院、

柳川リハビリテーション病院、柳川療育センター、みずま高邦会病院）および関連施設を中心

として確保している。 

 

【資料 44：実習施設一覧（理学療法学科）】 

【資料 45：実習施設承諾書（写）（理学療法学科）】 

 

(4) 実習先との契約内容 

本学と実習施設との間で、実習に関する契約を結ぶこととし、本学で定めている契約書の内

容は、次の項目について記載する予定である。 

1）実習の対象等（実習生の氏名、所属、実習機関、内容等） 

2）実習の実施方法 

3）委託費 
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4）実習生の健康状況 

5）指導責任 

6）個人情報の保護 

7）個人情報の保護の報告および調査 

8）法人機密情報の保護 

9）実習の中止 

   10）実習生の疾病および傷害 

   11）危険負担 

   12）第三者損害賠償 

   13）その他の事項 

   

・個人情報保護への対応 

本学では「臨床・臨地実習における個人情報保護に関する教育指針」を策定し、学生およ

び実習先に配布する「臨床実習の手引き」に掲載し、学生指導等に利用していく。 

その内容は、1．基本方針、2、情報収集におけるカルテ（診療録）等の取扱い、3．対象

者特定につながる情報記載について、4．課題の日常の管理、5．記録物の管理と処分を示し

ている。 

 

・実習時の連絡体制 

実習期間中、学生は事故を防ぐため細心の注意を怠らぬよう心がけるとともに、万が一、

事故が発生してしまった場合の連絡方法と対応の仕方について、学生や実習先に配布する

「臨床実習の手引き」に明記し、迅速な対応が取れるよう指導する。 

 

【資料 46：臨床・臨地実習における個人情報保護に関する教育指針】 

【資料 47：臨床・臨地実習の手引き（理学療法学科）】 

 

(5) 実習水準の確保の方策 

理学療法士作業療法士学校養成施設指定規則および理学療法士作業療法士学校養成施設指導

要領、日本理学療法士協会、リハビリテーション教育評価機構が定める水準を考慮し、本学科

における臨床教育（実習）の方法を以下に示す。 

 

① 本学科の臨床教育（実習）の特性として、臨床教育（実習）の考え方を共有できる中核

実習施設を置く。 

② 本学科の臨床教育（実習）の運営にあたっては、本学科の実習指導担当教員と実習施設

の臨床実習指導者による会議（臨床教育運営会議）を設け、臨床教育（実習）のあり方

および具体的方法を常に共有する。 

③ 隣接する福岡山王病院や総合ケアセンターももちをはじめとして、大川柳川地区のグル

ープ関連病院および関連施設（中核実習施設）に加えて、理学療法士が勤務する福岡県

福岡市および近隣市町村の施設についても、本学科の臨床教育（実習）の考え方と方法
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を共有しながら、ともに学生を指導して頂ける施設とする。 

④ 基本的には本学科が臨床教育（実習）の内容（目的、方法など）を明示する。 

⑤ 臨床教育（実習）における学生指導は、中核実習施設・一般実習施設のどちらにおいて

も臨床実習指導者の協力を得て、実習指導担当教員が行う。 

⑥ 臨床教育（実習）において、学生は理学療法を実施するのに必要な検査・測定、評価、

治療プログラムの立案、治療、効果判定および経過記録等について、臨床実習指導者の

協力を得て、見学・模倣・実践し、関連スキルの修得を目指す。 

 

(6) 実習先との連携体制について 

実習先との協力体制の構築および維持を目的に、実習指導担当教員と実習施設責任者・臨床

実習指導者間で綿密な連携を図る。そのために、両者が実習内容や指導方法について協議する

場として、年に数回の臨床教育運営会議を設ける。会議内容は前年度の臨床実習を振り返り、

実習先からの意見・要望等を聴取することや、当該年度の臨床実習の目的・目標・実習指導方

法等について協議することとする。 

また、大学教育としての実習の質を確保するため、本学では教育課程(カリキュラム) や実習

の具体的な目的、到達目標、実習指導方法等の臨床教育（実習）体制を明確に示した「臨床実

習の手引き」を作成する。この「臨床実習の手引き」を用いて、事前に学生および臨床実習指

導者に対して十分に説明し理解を得る。このように、学生、臨床実習指導者、実習指導担当教

員間の共通理解を得ることで、本学での教育の充実と臨床実習の質の確保を図る。 

 

(7) 実習前の準備状況（感染予防対策・保険等の加入状況） 

感染予防対策および事故防止対策については、十分な事前指導を行う。 

感染予防対策については、抗体価検査にて抗体価が陰性あるいは疑陽性であった学生にはワ

クチン接種を促し、抗体保有状況を事前に確認したうえで実習を行う。また、学生は全員「学

生教育研究災害傷害保険」ならびに「学生教育研究賠償責任保険」に加入する。 

 

(8) 事前・事後における指導計画 

実習に関する委員会を学内に設置し、実習指導の計画・調整を行い、特に学生が実習を学修

の中で統合させることを援助するために、それぞれの実習に関わる実習指導担当教員の間で連

携を図る。 

 

○事前学修（実習前の指導） 

実習指導担当教員によるオリエンテーションを行う。内容は以下のとおりである。 

① 実習の目的と意義 

② 実習プログラムとスケジュール 

③ 実習および宿泊先（必要な場合のみ）の手続きと説明 

④ 臨床実習指導者と実習指導担当教員の役割 

⑤ 各実習の内容の概要 

⑥ 実習先で必要とされる知識の確認 
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⑦ 実習先の概要、専門部門（理学療法・作業療法・言語聴覚療法）と関連部門の組織・

業務連携の理解 

⑧ 実習内容の確認 

⑨ 実習計画および実習課題の作成と検討 

⑩ 記録・日誌の書き方 

⑪ 実習上の留意事項（守秘義務・実習態度等） 

 

○実習中の指導 

実習中は、臨床実習指導者の協力を得て実習運営が行われる。また、実習指導担当教員は

実習先を定期的に訪問し以下の点について指導に当たる。 

① 実習中の健康状態 

② 実習計画・実習課題への取り組みに関する状況の確認 

③ 記録・日誌の点検 

④ その他 

 

○事後学修（事後指導） 

① 担当した対象者の症例（病態）を報告会で報告し合い、意見交換をする。 

② 実習指導担当教員や他学生との集団討議を通して、次の実習に向けての課題を見出

す。 

③ 実習報告書を作成する。 

 

○記録・日誌について 

① 記録・日誌にその日に学んだことや感じた疑問点、実習の進め方を書くことにより、

自分の学修状況を自分で把握する。また、担当する対象者の状況、症状、問題点等

観察結果を記録した後、評価に基づいて今後の治療目標を設定し、具体的な治療計

画を作成する資料とする。 

② 実習指導担当教員の点検指導を随時受けることにより、自分の改善点を考え日々の

実習に臨む。 

 

(9) 教員の配置ならびに巡回指導計画 

実習指導担当教員は、臨床実習指導者の協力を得て、実習の進捗管理や調整、実習先の訪問

指導、成績評価、非常時の対応などの役割を担う。 

実習施設は、主としてグループ関連施設の病院および医療福祉施設（中核実習施設）を予定

しているが、実習期間中には、実習指導担当教員が中核実習施設と一般実習施設のどちらであ

っても訪問し、ディスカッションなどを行い実習指導を行う予定である。また、訪問指導はそ

れぞれ学生個々の進捗に合わせて柔軟に追加訪問を実施する。 

基本的に、実習期間は、通常期の授業と重ならない期間を予定しているが、通常期の授業と

期間が重なる「臨床実習Ⅰ・Ⅱ」について、資料として訪問スケジュール予定を示す。 
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 【資料 48：実習先訪問スケジュール（理学療法学科）】 

 

(10) 実習施設における指導者の配置計画 

理学療法士作業療法士学校養成施設指定規則および理学療法士作業療法士学校養成施設指

導要領、日本理学療法士協会、リハビリテーション教育評価機構が定める水準を考慮し、基礎

実習Ⅰ・Ⅱ、検査測定実習、地域理学療法学実習においては、基本的モデルとして、1人の臨

床実習指導者が 2名の学生を担当していただく。しかし、評価実習および臨床実習Ⅰ・Ⅱにお

いては担当患者の症状等を踏まえて基本モデルと共に 1人の臨床実習指導者が 1名の学生を指

導できるような配置も検討できる体制を事前に構築する。 

 

 

(11) 成績評価体制および単位認定方法 

①臨床実習評価について 

1）目的 

他者（臨床実習指導者・実習指導担当教員）からの多面的な評価を、実習体験の意味付け

に役立て、自己の課題を明確にした上で、次の段階への展開につなげることにある。 

2）方法 

日本理学療法士協会作成の「臨床実習教育の手引き（第 5版）」を参考に作成した「臨床

実習評価表」等の評価基準に従い、臨床実習指導者の協力を得て、実習指導担当教員が評価

を行う。評価項目は以下となる。 

・医療従事者としての適性 

・臨床実習の実際 

 

②単位認定の方法 

実習指導担当教員による事前指導、事後指導における評価（発表会における症例報告内容、

実習報告書等）、および臨床実習指導者による各実習施設における実習状況報告により科目

担当教員が総合的に判断し単位認定を行う。 

 [単位認定における評価項目] 

   ・臨床実習評価（到達度チェック表）等 

   ・発表会における症例報告内容 

   ・実習報告書 

   ・学生の出欠状況、実習に対する取り組む姿勢 

 

③追（再）実習について 

実習途中において、やむを得ない理由での中止、もしくは継続実習が不可能と評価された

もの、また、単位認定において上記評価項目を満たさなかったものに関しては、担当学内教

員の判断のもとグループ関連病院で追（再）実習の機会を与える。単位認定に関しては、上

記評価項目を再評価し、担当学内教員の判断により総合的に評価する。 
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(12) 教育課程と指定規則等の対比表 

教育課程と指定規則等の対比表は、資料 49のとおりとする。 

最後に「臨床実習計画表」を資料 50として添付する。 

 

【資料 49：教育課程と指定規則との対比表(理学療法学科）】 

【資料 50：臨床・臨地実習計画（理学療法学科）】 

 

４.作業療法学科 

(1) 実習科目の概要 

 ①基礎実習Ⅰ（1年次 1単位） 

 作業療法を実施している医療・福祉・保健領域の病院・施設において、作業療法士の臨床

実践を見学し、作業療法の機能・役割を理解するとともに、作業療法対象者の持つ種々の障

害（疾患名・障害名）について理解する。 

 

 ②基礎実習Ⅱ（1年次 1単位） 

作業療法を実施している医療・福祉・保健領域の病院・施設において、実習施設の機能と

役割、他職種と対象者の関わりや作業療法士と他職種との関係を学び、作業療法士の業務（作

業療法の対象疾患・障害、評価方法、作業活動、作業療法目標、作業療法計画）の見学・補

助を行う。 

 

 ③地域作業療法実習（2年次 1単位） 

地域における作業療法士、および多職種の様々な業務の見学を通して、地域における作業

療法士の役割および地域生活を支援する他職種との協業の必要性について理解を深める。 

 

 ④検査・測定実習（3年次 1単位） 

臨床実習指導者の援助を受けながら、疾患と障害に応じた基本的な検査測定を適切に選択

かつ実施し、対象者への説明・指示、検査結果の記録方法について学ぶ。 

 

 ⑤評価実習(3 年次 3単位） 

 臨床実習指導者の協力を得て、作業療法計画立案に至る思考について実践過程を通して学

び、作業療法実施計画について理解し、自ら対象者情報の把握、スクリーニング、作業療法

評価計画の立案、作業療法評価の実施、評価のまとめ、長期目標・短期目標の設定、作業療

法実施計画の立案、作業療法実践の補助を行う。 

 

 ⑥総合実習Ⅰ (4年次 8単位） 

 学内教育で学修した知識と技術技能を臨床における作業療法体験において統合することを

目的とする。臨床実習指導者の援助を受けながら、対象者の全体像を把握し、具体的な作業

療法計画を立案し、実施する。さらに、その作業療法実施の結果を把握し、作業療法計画を

修正する。 
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 ⑦総合実習Ⅱ (4 年次 8単位） 

学内教育で学修した知識と技術技能を臨床における作業療法体験において統合することを

目的とする。臨床実習指導者の協力を得て、自ら対象者の全体像を把握し、スクリーニング、

作業療法評価計画の立案、作業療法評価の実施、評価のまとめと標的課題の設定、目標の設

定、作業療法実施計画の立案、作業療法の実施、再評価、作業療法実施計画の修正、作業療

法実践の補助を行う。 

 

(2) 実習の目標 

 ①基礎実習Ⅰ 

1）実習生として適切な態度や行動を取ることができる。 

2）医療・福祉・保健領域の各施設における作業療法の機能・役割を理解するとともに、作

業療法対象者の持つ種々の障害（疾患名・障害名）について理解する。 

 

  ②基礎実習Ⅱ 

1）実習生として適切な態度や行動を取ることができる。 

2）実習施設の役割、他職種と対象者の関わりや作業療法士と他職種との関係、作業療法士の

臨床実践を理解することができる。 

 

  ③地域作業療法実習 

1）実習生として適切な態度や行動を取ることができる。 

2）地域における作業療法士の役割、および地域生活を支援する他職種との協業の必要性につ 

いて理解する。 

 

  ④検査・測定実習 

1）実習生として適切な態度や行動を学ぶ。 

2）臨床実習指導者の援助を受けながら、疾患と障害に応じた基本的な検査測定を適切に選択

かつ 実施し、対象者への説明・指示、検査結果の記録ができる。 

 

  ⑤評価実習 

1）作業療法士の作業療法計画立案に至る思考・実践過程を理解することができる。 

2）作業療法計画を立案することができる。  

3）作業療法実践の補助ができる。 

 

 ⑥総合実習Ⅰ 

1）臨床実習指導者の援助を受けながら、作業療法計画を立案する。さらに、その作業療法実

施の結果を把握し、作業療法計画を修正することができる。 

2）作業療法実践の補助ができる 
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 ⑦総合実習Ⅱ 

1）臨床実習指導者の協力を得て、自ら作業療法計画を立案する。さらに、その作業療法実施

の結果を把握し、作業療法計画を修正することができる。 

2）作業療法実践の補助ができる。 

 

(3) 実習先の確保の状況 

実習施設は、各実習科目における教育目標の達成にかんがみ、主たる実習施設を本学科が所

在する福岡県福岡市、福岡県内に所在する施設および本学関連病院（福岡山王病院、高木病院、

柳川リハビリテーション病院、柳川療育センター、みずま高邦会病院）および関連施設を中心

として確保している。また、精神科領域の実習に関しては、本学科が所在する福岡県福岡市、

福岡県内に所在する施設、および、関連施設を中心として確保している。 

 

【資料 44：実習施設一覧（作業療法学科）】 

【資料 45：実習施設承諾書（写）（作業療法学科）】 

 

(4) 実習先との契約内容 

本学と実習施設との間で、実習に関する契約を結ぶこととし、大学で定めている契約書の内

容は、次の項目について記載する予定である。 

1）実習の対象等（実習生の氏名、所属、実習機関、内容等） 

2）実習の実施方法 

3）委託費 

4）実習生の健康状況 

5）指導責任 

6）個人情報の保護 

7）個人情報の保護の報告および調査 

8）法人機密情報の保護 

9）実習の中止 

   10）実習生の疾病および傷害 

   11）危険負担 

   12）第三者損害賠償 

   13）その他の事項 

 

・個人情報保護への対応 

本学では「臨床・臨地実習における個人情報保護に関する教育指針」を策定し、学生およ

び実習先に配布する「臨床実習の手引き」に掲載し、学生指導等に利用していく。 

その内容は、1．基本方針、2、情報収集におけるカルテ（診療録）等の取扱い、3．対象

者特定につながる情報記載について、4．課題の日常の管理、5．記録物の管理と処分を示し

ている。 

 



72 
 

【資料 46：臨床・臨地実習における個人情報保護に関する教育指針】 

【資料 47：臨床・臨地実習の手引き（作業療法学科）】 

 

・実習時の連絡体制 

 実習期間中、学生は事故を防ぐため細心の注意を怠らぬよう心がけるとともに、万が一、

事故が発生してしまった場合の連絡方法と対応の仕方について、学生や実習先に配布する

「臨床実習の手引き」に、明記し迅速な対応が取れるよう指導する。 

 

(5) 実習水準の確保の方策 

理学療法士作業療法士学校養成施設指定規則および理学療法士作業療法士学校養成施設指導

要領、World Federation of Occupational Therapists、日本作業療法士協会、リハビリテーシ

ョン教育評価機構が定める水準を考慮し、本学科における臨床教育（実習）の方法を以下に示

す。 

① 本学科の臨床教育（実習）の特性として、臨床教育（実習）の考え方を共有できる中核

実習施設を置く。 

② 本学科の臨床教育（実習）の運営にあたっては、本学科の教職員と実習施設の臨床実習

指導者による会議（臨床教育運営会議）を設け、臨床教育（実習）のあり方および具体

的方法を常に共有する。 

③ 隣接する福岡山王病院や総合ケアセンターももちをはじめとして、大川柳川地区のグル

ープ関連病院および関連施設に加えて、作業療法士が勤務する福岡県福岡市および近隣

市町村の施設についても、本学科の臨床教育（実習）の考え方と方法を共有しながら、

ともに学生を指導して頂ける施設とする。 

  ④ 基本的には本学科が臨床教育（実習）の内容（目的、方法など）を明示する。 

⑤ 臨床教育（実習）における学生指導は、中核実習施設・一般実習施設のどちらにおいて

も臨床実習指導者の協力を得て、実習指導担当教員が行う。 

⑥ 臨床教育（実習）において学生は作業療法計画立案と作業療法実践を学ぶ。ただし、作

業療法実践技術の十分な修得は卒後に委ねる。 

 

(6) 実習先との連携体制について 

実習施設の臨床実習指導者と本学の実習指導担当教員から構成される臨床教育運営会議を年

に数回程度開催し、臨床教育（実習）の具体的内容と方法、臨床実習指導者と実習指導担当教

員の役割分担、学生指導方法論、臨床教育の事例研究などを行う。 

また、専門学校の実習との違いは、大学教育としての実習の質を確保するため、本学では教

育課程(カリキュラム) や実習の具体的な目的、到達目標、実習指導方法等の臨床教育（実習）

体制を明確に示した「臨床実習の手引き」を作成する。この「臨床実習の手引き」を用いて、

事前に学生および臨床実習指導者に対して十分に説明し理解を得る。このように、学生、臨床

実習指導者 (臨床実習施設)、実習指導担当教員(大学)間の共通理解を得ることで、本学での教

育の充実と臨床実習の質の確保を図る。 
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(7) 実習前の準備状況（感染予防対策・保険等の加入状況） 

感染予防対策および事故防止対策については、十分な事前指導を行っている。 

感染予防対策については抗体価検査の結果、抗体価が陰性あるいは疑陽性であった学生につ

いては、ワクチン接種を促し、抗体保有状況を事前に確認したうえで実習を行う。学生は全員

「学生教育研究災害傷害保険」ならびに「学生教育研究賠償責任保険」に加入する。 

 

(8) 事前・事後における指導計画 

実習指導体制について 

実習に関する委員会を学内に設置し、実習指導の計画・調整を行い、特に学生が実習を学修

の中で統合させることを援助するために、それぞれの実習に関わる実習指導担当教員の間で連

携を図る。 

○事前学修（実習前の指導） 

実習指導担当教員によるオリエンテーションを行う。内容は以下のとおりである。 

① 実習の目的と意義 

② 実習プログラムとスケジュール 

③ 実習および宿泊先（必要な学生のみ）の手続きと説明 

④ 臨床実習指導者と実習指導担当教員の役割 

⑤ 各実習の内容の概要 

⑥ 実習先で必要とされる知識の確認 

⑦ 実習先の概要、専門部門（理学療法・作業療法・言語聴覚療法）と関連部門の組織・業

務連携の理解 

⑧ 実習内容の確認 

⑨ 実習計画および実習課題の作成と検討 

⑩ 記録・日誌の書き方 

⑪ 実習上の留意事項（守秘義務・実習態度等） 

○実習中の指導 

実習中は、臨床実習指導者の協力を得て実習運営が行われる。また、実習指導担当教員は実

習先を定期的に訪問し以下の点について指導に当たる。 

① 実習中の健康状態 

② 実習計画・実習課題への取り組みに関する状況の確認 

③ 記録・日誌の点検 

④ その他 

 

○事後学修（事後指導） 

① 担当した対象者の症例（病態）を発表会で報告し合い、意見交換をする。 

② 実習指導担当教員や他学生との集団討議を通して、次の実習に向けての課題を見出す。 

③ 実習報告書を作成する。 
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○記録・日誌について 

① 記録・日誌にその日に学んだことや感じた疑問点、実習の進め方を書くことにより、自

分の学修状況を自分で把握する。また、担当する対象者の状況、症状、問題点等観察結果

を記録した後、評価に基づいて今後の治療目標を設定し、具体的な治療計画を作成する資

料とする。 

② 実習指導担当教員の点検指導を随時受けることにより、自分の改善点を考え日々の実習

に臨む。 

 

 

(9) 教員の配置ならびに巡回指導計画 

 実習指導担当教員は、臨床実習指導者の協力を得て、実習の進捗管理や調整、実習先の訪

問指導、成績評価、非常時の対応などの役割を担う。 

実習施設は、主としてグループ関連施設の病院および医療福祉施設（中核実習施設）を予

定しているが、実習期間中には、実習指導担当教員が中核実習施設と一般実習施設のどちら

であっても訪問し、ディスカッションなどを行い実習指導を行う予定である。また、訪問指

導はそれぞれ学生個々の進捗に合わせて柔軟に追加訪問を実施する。 

基本的に、実習期間は、通常期の授業と重ならない期間を予定しているが、通常期の授業

と期間が重なる「総合実習Ⅰ・Ⅱ」について、資料として訪問指導のスケジュール予定を示

す。 

 

【資料 48：実習先訪問スケジュール（作業療法学科）】 

 

(10) 実習施設における指導者の配置計画 

理学療法士作業療法士学校養成施設指定規則および理学療法士作業療法士学校養成施設指導

要領、World Federation of Occupational Therapists、日本作業療法士協会、リハビリテーシ

ョン教育評価機構が定める水準を考慮し、1人の臨床実習指導者が 1～2名の学生を指導できる

よう配置する。 

 

(11) 成績評価体制および単位認定方法 

①臨床実習評価について 

1）目的 

他者（臨床実習指導者・実習指導担当教員）から多面的に評価されることにより、実習内

容を振り返り、実習体験の意味付けに役立てるとともに、次の段階に向けて自己の課題を明

確にし、向上させることにある。 

2）方法 

臨床実習について、日本作業療法士協会作成の「作業療法 臨床実習の手引き第 4版」の

臨床実習における最低到達基準評価（合格基準）を参考に作成した「臨床実習評価表」等に

従い、臨床実習指導者の協力を得て、実習指導担当教員が評価を行う。 
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②単位認定の方法 

実習指導担当教員による事前指導、事後指導における評価、および臨床実習指導者による各

実習施設における実習状況報告等により科目担当教員が総合的に判断し、単位認定を行う。具

体的な評価項目は以下のとおりである。 

 [単位認定における評価項目] 

   ・臨床実習評価（到達度チェック表）等 

   ・発表会における症例報告内容 

   ・実習報告書 

   ・学生の出欠状況、実習に対する取り組み姿勢 

 

③追(再)実習について 

実習途中において、やむを得ない理由での中止、もしくは継続実習が不可能と評価されたも

の、また、単位認定において上記評価項目を満たさなかったものに関しては、実習指導担当教

員の判断のもとグループ関連病院で追(再)実習の機会を与える。単位認定に関しては、上記評

価項目を再評価し、実習指導担当教員の判断により総合的に評価する。 

 

(12) 教育課程と指定規則等の対比表 

教育課程と指定規則等の対比表は、資料 49のとおりとする。 

最後に「臨床実習計画表」を資料 50として添付する。 

 

【資料 49：教育課程と指定規則との対比表(作業療法学科）】 

【資料 50：臨床・臨地実習計画（作業療法学科）】 

 

５.視能訓練学科  

(1) 実習科目の概要 

①臨地実習Ⅰ（3年次、5単位） 

6週間程度の実習を 1施設で行う。4年次の臨地実習Ⅱの前段階として眼科診療全体や視能

訓練士の接遇、検査業務の見学や実習を行う。医療人としての態度やコミュニケーション、

眼科診療におけるチーム医療と視能訓練士の役割について理解し、眼科検査の基本的手技を

学ぶことを目的とする。さらに、実習記録のまとめ方等も学ぶ。 

 

②臨地実習Ⅱ（4年次、11単位） 

6週間程度の実習を 2施設で行う。2つの異なる施設で実習を行うことによって、各医療機

関の特色や地域での役割を理解する。また、検査手技や治療方針についてさまざまな考え方

があることを学ぶ。将来、視能訓練士として歩んでいくために眼科医や視能訓練士のもとで

眼科一般検査や視能矯正などを実際に体験し、実践に即した知識や技術を修得することを目

的とする。さらに、医療チームの一員としての役割や責務についても理解する。 
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(2) 実習の目標 

①臨地実習Ⅰ 

1）臨床の現場を初めて経験することで、実習施設の機能、各医療従事者と患者の関わり、視 

能訓練士の具体的な業務とその範囲を理解する。 

2）実習施設における視能訓練士の役割を理解し、医療・社会における視能訓練士の使命、医 

療従事者としてとるべき行動、基本的態度を修得する。 

3）臨床実習指導者の協力を得て、学内で学んだ知識と技術を臨床現場で体験的に学修し、理

解を深める。 

4）多くの患者と良好な関係を築くことで医療従事者を目指すことへの自覚を持つ。 

5）患者の生活とそれに伴う生活機能を把握し、その障害像の共通性や多様性について知見を 

深める。 

6）臨地実習Ⅱの前段階として、患者の全体像を把握するために必要な情報を集め、それに

基づいた問題点の抽出を試みる。 

 

②臨地実習Ⅱ 

1）実習期間を通して、医療従事者としての基本的態度を保つことができる。 

2）臨地実習Ⅰ（３年次）における実習経験を活かし、患者の全体像の把握、問題点抽出、訓 

練計画の立案ができる。 

3）患者に対する評価・訓練・指導・援助の経験を通じ、視能訓練士としての知識と技能およ 

び態度を身につけ、保健・医療・福祉にかかわる専門職としての認識を高める。 

4）実習期間中、患者、眼科部門および関連部門職員と良好な関係を築くことができる。 

5）問題に直面した際には、速やかに臨床実習指導者の協力を得て適切に対処することができ

る。 

6）簡潔明瞭で相手に伝わる記録を効率良くまとめることができる。 

 

(3) 実習先の確保の状況 

実習受け入れを承諾した施設を別表に示す。全 54施設のうち、福岡県内施設は 17施設、県

外施設は佐賀県、長崎県などの九州地区にある施設が 28施設、山口県が 3施設と、近県の施

設がほどんどである。また、各施設の受入人数は年間 1～12名となっている。 

学生が多様な経験をするためには、大学病院、総合病院、眼科病院など複数の形態の施設で

実習を行うことが望ましい。その場合、近隣だけでは実習施設が不足するため、遠隔地にも配

置する場合があり得る。実習施設が遠隔地にあるケースでは、当該地域出身者、あるいは祖父

母や兄弟姉妹といった近親者が当該地域に居住する学生を第一に配置し、実家ないし近親者宅

から通学できるように配慮する。このような対応が困難な学生については、現地の宿泊施設（マ

ンスリーマンション、ウィークリーマンション、ビジネスホテル等）を本学が確保し、円滑な

実習が行えるように調整する。 

 

【資料 44：実習施設一覧（視能訓練学科）】 

【資料 45：実習施設承諾書（写）（視能訓練学科）】 
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(4) 実習先との契約内容 

本学と実習施設との間で実習に関する契約を結ぶこととし、本学で定めている契約書の内容

は、次の項目について記載する予定である。 

1）実習の対象等（実習生の氏名、所属、実習機関、内容等） 

2）実習の実施方法 

3）委託費 

4）実習生の健康状況 

5）指導責任 

6）個人情報の保護 

7）個人情報の保護の報告および調査 

8）法人機密情報の保護 

9）実習の中止 

   10）実習生の疾病および傷害 

   11）危険負担 

   12）第三者損害賠償 

   13）その他の事項 

 

・個人情報保護への対応 

本学では「臨床・臨地実習における個人情報保護に関する教育指針」を策定し、学生および

実習施設に配布する「臨地実習の手引き」に掲載し、学生指導等に利用していく。 

その内容は、1.基本方針、2.カルテの取り扱いについて（情報収集の仕方、記載方法など）、

3.患者特定につながる情報記載について（情報の匿名化など）、4.日常の記録物の管理・処分（デ

イリーノート、メモ帳、自主学修ノート、個人用パソコンのデータの管理など）を示している。

その他、本学の臨床・臨地実習に関する倫理綱領を掲載する。 

 

【資料 46：臨床・臨地実習における個人情報保護に関する教育指針】 

【資料 47：臨床・臨地実習の手引き（視能訓練学科）】 

 

(5) 実習水準の確保の方策 

①臨床実習指導者の人選 

実務経験 5年以上の経験豊富な臨床実習指導者の協力を得て、実習運営を行う。 

視能訓練士養成所ガイドラインでは、医療機関の実習における指導者について「各指導内

容に対する専門的知識に優れ、視能訓練士又は医師として 5年以上の実務経験および業績を

有し、十分な指導力を有する者とし、そのうち一名は視能訓練士であること」と規定されて

いる。これに従い、臨床経験 5年以上かつ十分に指導力を有する視能訓練士を人選した。 

②臨地実習の手引きの作成 

学科内で「臨地実習の手引き」を作成し、学内での実習・演習の指導内容と各学生の履修

状況、実習の評価などについて臨床実習指導者に対して説明し情報を共有することで、指導

方法、および評価方法の標準化を図る。 
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③臨床教育運営会議の開催 

実習施設の臨床実習指導者と実習指導担当教員とが実習のあり方について協議する場とし

て視能訓練学科臨床教育運営会議を設ける。会議では、臨地実習ⅠおよびⅡの実施後、実習

内容を振り返り臨床実習指導者からの意見・要望等を聴取し、さらに、次学年の臨地実習Ⅰ

およびⅡの目的・目標・実習方法等について話し合う。 

(6)  実習先との連携体制について 

実習施設との協力体制を維持するため、本学科担当教員と実習先とで綿密な連絡を取り合う。

実習期間中、学生は事故を防ぐため細心の注意を怠らぬよう心がけるともに、不幸にして事故

が発生してしまった場合の連絡方法と対応の仕方について、学生と実習施設に配布する「臨地

実習の手引き」に、明記し迅速な対応が取れるよう指導することとしている。特に、遠隔地の

実習施設においては、学生および臨床実習指導者とより緊密に連絡を取ることとし、訪問指導

についても、近隣の実習施設と同様に、実習期間中に実施するものとし、必要に応じて担当教

員が柔軟に追加訪問を実施する。 

 

(7) 実習前の準備状況（感染予防対策・保険等の加入状況） 

感染予防対策および事故防止対策については、十分な事前指導を行っている。感染予防対策

については抗体価検査の結果、抗体価が陰性あるいは疑陽性であった学生については、ワクチ

ン接種を促し、抗体保有状況を事前に確認したうえで実習を行う。学生は全員「学生教育研究

災害傷害保険」ならびに「学生教育研究賠償責任保険」に加入している。 

 

(8) 事前・事後における指導計画 

学科教員が実習指導の計画・調整を行い、学生自らが自身の行った行動を振り返り、自己学

修において統合させていくことを援助するため、教員間で連携を図る。 

 

○事前学修（実習前の指導） 

実習指導担当教員によるオリエンテーションを行う。内容は以下のとおりである。 

①実習の目的と意義 

②実習プログラムとスケジュール 

③実習および宿泊先（必要な学生のみ）の手続きと説明 

④臨床実習指導者と実習指導担当教員の役割 

⑤各実習の内容の概要 

⑥実習施設で必要とされる知識の確認 

⑦実習施設の概要、専門部門と関連部門の組織・業務連携の理解 

⑧実習内容の確認 

⑨実習計画および実習課題の作成と検討 

⑩記録・日誌の書き方 

⑪実習上の留意事項（守秘義務・実習態度等） 
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○実習中の指導 

実習中は、臨床実習指導者の協力を得て実習運営が行われる。また、実習指導担当教員

は実習施設を定期的に訪問し以下の点について指導に当たる。 

①実習計画・実習課題への取り組みに関する状況の確認 

②記録・日誌の点検 

③実習中の健康状態 

④その他 

 

○事後学修（事後指導） 

①症例の病態を発表会で報告し合い、意見交換をする。 

②実習指導担当教員や他学生との集団討議を通して、次の実習に向けての課題を見出す。 

③実習報告書を作成する。 

(9) 教員の配置ならびに巡回指導計画 

実習指導担当教員は、臨床実習指導者との連携による実習の進捗管理や調整、実習先の訪問

指導、成績評価、非常時の対応などの役割を担う。 

「臨地実習Ⅰ」「臨地実習Ⅱ」いずれも、グループ施設以外での実習となる場合も含めて、

訪問指導を実施することとし、実習指導担当教員が定期的に訪問しディスカッションなどを行

い適宜指導する。訪問指導はそれぞれ学生個々の進捗に合わせて柔軟に追加訪問を実施する。 

基本的に、実習期間は、通常期の授業と重ならない期間を予定しているが、通常期の授業と

期間が重なる「臨地実習Ⅱ」について、資料として訪問指導のスケジュール予定を示す。 

 

【資料 48：実習先訪問スケジュール（視能訓練学科）】 

 

(10) 実習施設における指導者の配置計画 

視能訓練士養成所指導ガイドラインに定める基準に従い、実習施設における実習人員は、当

該施設の実績に応じた受入可能な数とし、臨床実習指導者 1人につき 2名程度の学生を指導で

きるよう配置する。 

 

(11) 成績評価体制および単位認定方法 

①臨地実習評価について 

1）目的 

他者（臨床実習指導者・実習指導担当教員）からの多面的な評価を、実習体験の意味付け

に役立て、自己の課題を明確にした上で、次の段階への展開につなげることにある。 

2）方法 

全国視能訓練士学校協会作成の「実習ガイドライン臨地実習編」を参考に作成した「臨地

実習評価表」の評価基準に従い、臨地実習Ⅰ、臨地実習Ⅱのそれぞれについて、臨床実習指

導者の協力を得て、実習指導担当教員が評価を行う。評価項目は以下となる。 

・医療従事者としての適性 

・臨地実習の実際 
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②単位認定の方法 

実習指導担当教員による事前指導、事後指導における評価（発表会における症例報告内容、

実習報告書等）、および臨床実習指導者による各実習施設における実習状況報告により科目

担当教員が総合的に判断し単位認定を行う。 

 

 [単位認定における評価項目] 

   ・臨地実習評価（到達度チェック表）等 

   ・発表会における症例報告内容 

   ・実習報告書 

   ・学生の出欠状況、実習に対する取り組む姿勢 

 

③追（再）実習について 

実習途中において、やむを得ない理由での中止、もしくは継続実習が不可能と評価された

もの、また、単位認定において上記評価項目を満たさなかった者に関しては、担当学内教員

の判断のもと追（再）実習の機会を与える。単位の認定に関しては、上記評価項目を再評価

し、担当学内教員の判断により総合的に評価する。 

 

(12) 教育課程と指定規則等の対比表  

教育課程と指定規則等の対比表は、資料 49のとおりとする。 

最後に「臨地実習計画表」を資料 50として添付する。 

 

【資料 49：教育課程と指定規則との対比表(視能訓練学科）】 

【資料 50：臨床・臨地実習計画（視能訓練学科）】 
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第１１   企業実習や海外語学研修など学外実習の具体的計画 

１．海外研修の具体的計画 

① 計画の概要 

研修は単なる語学研修ではなく、主な研修施設は学術交流協定機関協定を締結した医療にか

かわる大学、機関、病院であり、学生たちは、海外の保健福祉事情を実体験できる講義内容と

なっている。 

講義カリキュラムについては、「海外保健福祉事情Ⅰ(講義)(1単位)」と「海外保健福祉事情

Ⅱ(実習)(2 単位)」で構成される。1単位当たりの時間数は「海外保健福祉事情Ⅰ(講義)」が

15時間、「海外保健福祉事情Ⅱ(実習)」が 45時間となる。 

配当年次は海外保健福祉事情Ⅰ(講義)が 2年次前期、海外保健福祉事情Ⅱ(実習)は 2年次・3

年次の前期・後期とする。海外保健福祉事情Ⅱ（実習）の期間は、2週間程度を予定している。 

また、いずれも必修単位として設定する。 

 ② 研修の目的 

  わが国においては超高齢社会となっており、リハビリ系の職種の重要性が認知されているが、

近年目覚しい発展を遂げているアジア諸国の中では、理学療法士、作業療法士、視能訓練士の

認知度は高いとはいえない。 

  しかし、中国や韓国においては 2015 年から生産年齢人口比率が減少する見込みであり、そ

の他アジア諸国においても、2020 年頃までに同比率が減少に転じ、その後は、高齢者が増え、

高齢化が加速するとみられており、アジアにおけるリハビリテーション専門職に対する需要が

急速に拡大していくものと考えられる。 

また、医療の国際化という観点から見れば、日本を訪れる外国人は年間 2,000万人を超えて

おり、特に福岡市はアジアの玄関口であり、隣接する当グループの福岡山王病院でも年間の外

国人受診者数は 5,000人に達している。加えて、2017年の九州における年間外国人入国者数は、

前年比 33%増の 451万人に達しており、その大半が韓国、台湾、中国などのアジア諸国からの

入国者で占められている。 

一方で、外国人患者として医療を受けるだけではなく、介護関係を中心に医療関係の施設に

おいて医療を行うアジアからの外国人も増加している。 

こういった状況のなか、今後は外国語でコミュニケーションがとれ、国内外でリハビリチー

ムの指導的な役割を担う人材の育成が必要になってくるものと思われる。 

なお、姉妹校の国際医療福祉大学においても、ヨーロッパやオーストラリアにも提携校を持 

つなど海外に大きく視野を広げているものの、アジアにおけるリハビリテーション人材の養成 

を重視してきた。例えば、母国におけるリハビリテーション分野の指導者を目指す中国人留学 

生の受け入れや、中国で初となるリハビリテーションの 4年制養成大学の設立への協力など、 

中国におけるリハビリテーションの礎の構築に支援を行ってきており、また、ベトナム、カン 
ボジア、タイ、ミャンマーなどアジアを中心にさまざまな保健医療協力プロジェクトへの研究 
協力や研修活動を通じた国際交流や国際医療協力に積極的に取り組み、国際的視野を持った人 

材の育成を行ってきた。 

以上のような観点から、研修を契機としてアジア諸国の医療に貢献する人材が出てくること 
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を期待して、中国、韓国を中心としたアジア諸国を中心として研修を行うこととした。 

 

【資料 51：アジア諸国の高齢化の進展】 

 

 ③ 研修の教育目標 

保健、医療、福祉分野の高度化・専門化に対応でき、国内はもとより国際社会でも活躍で 

きる人材の養成という、大学の教育目標に鑑み、海外研修では次のことを教育目標とする。 

1 国際医療協力活動および国際貢献活動に貢献できる人材としての素地を養成 

2 海外の医療保健福祉事情、海外の文化を理解し、海外で活躍できる人材としての素地を 

養成 

3 海外の多様な人々とのコミュニケーションがとれる人材としての素地を養成 

4 海外での危機管理が実践できる人材としての素地を養成 

5 国際人（グローバル人材）としてのセンスの素地を養成 

 

２．海外保健福祉事情Ⅰ 講義（必修、1単位） 

現地のスタッフの指導のもと、海外の医療・福祉・語学機関で研修に参加し、医療・福祉の

現場にふれ、語学を学びながら、国際感覚を磨くことを達成目標とするため、海外保健福祉事

情Ⅱ（実習）の事前準備として、以下について理解する。 

【教育目標】 

1. 国際医療協力活動（二国間援助、多国間援助）の特徴を理解する。 

2. JICA、政府開発援助（ODA）、二国間援助の贈与・政府貸与・技術協力・資金協力、 

地球規模課題対応国際科学技術協力（SATREPS）について理解する。 

3. 研修国の医療福祉事情を理解する。 

4. 研修国の文化・歴史・地理を理解する。 

5. 国籍・職種・年齢等に関係なく、協調関係を理解する。 

6. 英語を用いて積極的にコミュニケーションができるようになる。 

7. 国際人（グローバル人材）とは何かを理解する。 

8. 海外渡航に関する危機管理について理解する。  

9. 国際保健、旅行医学、異文化理解の基本を学ぶ。 

10. 現在の国際情勢と渡航対象国の概要、特徴を学ぶ。 

11. グローバルに通用するマナー、渡航時の注意事項を学ぶ。 

 

３．海外保健福祉事情Ⅱ 実習（必修、2単位） 

国内で事前指導を受けた後、海外の医療・福祉・語学機関で研修に参加する。現地のスタッ

フの指導のもと、医療・福祉の現場にふれ、語学を学びながら国際感覚を磨き、訪問国の文化、

歴史、地理、医療保健福祉事情を学ぶ。 

【実習内容】 

・現地スタッフの指導、施設訪問、文化交流を通し、各国の現状と関連する社会的・文化的

背景を学ぶ。 
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・日本と訪問国の医療事情を比較し、レポートや報告書にまとめる。 

 

【教育目標】 

・事前講義となる『海外保健福祉事情Ⅰ（講義）』にて得た知識と国外での活動、経験を通

し、下記について実体験を踏まえ説明できるようになることを教育目標とする。 

 

1. 国際医療協力活動（二国間援助、多国間援助）の特徴を説明できるようになる。 

2. JICA、政府開発援助（ODA）、二国間援助の贈与・政府貸与・技術協力・資金協力、地球

規模課題対応国際科学技術協力（SATREPS）を説明できるようになる。 

3. 研修国の医療福祉事情を説明できるようになる。 

4. 研修国の文化・歴史・地理を説明できるようになる。 

5. 国籍・職種・年齢等に関係なく、協調関係を作ることができるようになる。 

6. 英語を用いて積極的にコミュニケーションができるようになる。 

7. 国際人（グローバル人材）とは何か説明できるようになる。 

     

４．実習先の確保の状況 

現在、6 か国（中国、韓国、ベトナム、ミャンマー、モンゴル、シンガポール）の東南アジ

ア諸国等の国立医療関係機関を中心とし、10施設（5大学、3施設、2病院）と大学開学時に学

術交流協定を結ぶ同意書を徴求している。（全施設が 30人の学生受入を限度とした同意書であ

り、受入可能人数は対象人員 120 人に対し 300人におよぶ。） 

 

【資料 52：学術交流協定提携予定機関一覧】 

【資料 53：海外臨床実習施設の受入承諾書（写）】 

 

５．実習先との連携体制 

姉妹校の国際医療福祉大学においても同様の海外実習を行っており、派遣先とは密接かつ良

好な関係を構築している。本学においても、各国の実習先と緊密かつ迅速な連絡体制をとれる

よう、韓国語や中国語、英語に堪能な教職員を擁し、現地と直接交渉を行える体制をとる。 

 

６．成績評価体制および単位認定方法 

単位認定者は科目担当教員とする。海外保健福祉事情Ⅱ（実習）については、引率教員が科

目担当教員と異なる場合、引率教員が成績評価を行い、科目担当教員が引率教員から得た情報

を集約して最終的な評価を行う。シラバスには、事後レポートの提出、および海外研修発表会

でグループ毎に行う発表の内容を成績評価の対象とする旨記載し、学生へ周知することとする。 
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第１２   管理運営 

１．基本方針 

学校教育法第 93 条、学校教育法施行規則第 143条などに基づいて、教学面の管理運営を行う

ために管理運営委員会、教授会、学部長・学科長会議を置く。組織の機能、構成等については、

以下のとおりとする。 

  

２．管理運営委員会 

大学全体の管理運営に関する重要事項を審議し、理事会との連絡調整を図るため「管理運営

委員会」を置く。学長が議長となり、副学長、学部長、事務局長、学長が指名した副学部

長、学科長、理事長が指名した常任理事および理事、学長が必要と認めた専任教員をも

って構成する。  

審議する事項は以下のとおりである。 

 

学則第 11条 

・学則その他の重要な規則の制定、改廃に関する事項 

・学部、学科の重要な組織の設置および廃止に関する事項 

・本学の重要な施設の設置および廃止に関する事項 

・学生の身分およびその厚生補導に関する重要事項 

・その他、本学の運営に関する重要事項 

 

３．教授会 

管理運営委員会が全学の重要事項を審議するのに対し、学部の教学面に関する重要決定事項

は教授会で審議される。学長が議長となり、副学長、学部長、副学部長、学科長および学部の

専任教授をもって構成する。 

審議する事項は以下のとおりである。なお、開催頻度は原則として毎月 1回とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学則第 13条 

４ 教授会は、次に掲げる事項について審議し、学長が決定を行うに当たり

意見を述べるものとする。 

 一 学生の入学、卒業および課程の修了 

二 学位の授与 

三 前 2 号に掲げるもののほか、教育研究に関する重要な事項で、教授会

の意見を聴くことが必要なものとして学長が別に定めるもの 

５ 教授会は、前項に規定するものの他、学長、副学長および学部長（以下

「学長等」という。）がつかさどる教育研究に関する事項について審議し、

および学長等の求めに応じ、意見を述べることができる。 
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４．学部長・学科長会議  

学部、学科の教学に関する事項について、連絡調整および協議のため、学部長・学科長会議

を置く。学長が議長となり、副学長、学部長、副学部長、学科長および副学科長をもって構成

する。 

  

５．学科会 

学科内の教学に関する事項について、専任教員による連絡調整および協議のため、学科に学

科会を置くこととする。学科会は、学科の専任教員をもって構成する。 

 

６．各種委員会 

下記の各種委員会等を置く予定である。 

 ＜各種委員会＞ 

 教務委員会、学生委員会、ＦＤ委員会、教育機器整備検討委員会、倫理審査委員会、ボラン

ティア委員会、ハラスメント防止委員会、図書委員会、産学医工連携推進委員会、国際交流委

員会、防災対策委員会、衛生委員会 

 

 

第１３   自己点検・評価 

１．基本方針 

現福岡国際医療福祉学院では、毎年、学校教育法施行規則第 66条の規程により、2012 年度

より、自主的に学校運営および高等教育の質の向上を目的として「自己点検・自己評価」を実

施している。 

報告書の内容は、小中項目における「考え方・方針・目標」、「現状・具体的な取り組み」、「課

題と解決方向」、「参考資料」の点検結果を踏まえた基準項目の総括と特記事項で構成されてお

り、結果をホームページで公表している。本学においても、学校教育法第 109条、大学設置基

準第 2条などに基づいて、教育研究水準の向上を図り教育目標および社会的使命を達成するた

め、教育研究活動や管理運営等の状況について、自己点検・評価を次のとおり実施する。 

 

２．実施方法・実施体制 

本学の学則第 2条において「本学の目的を達するために、教育研究活動等の状況について自

ら点検および評価を行い、その結果を公表するものとする。」と定めており、2年に 1度自己

点検・評価を行うことを予定している。 

また、実施体制であるが、学長を委員長に、副学長、学部長、副学部長、各学科長、教務

委員長、学生委員長、図書館長、事務局長、専務理事、常務理事などから構成する自己点検・

評価委員会を置き、「自己点検・評価委員会規程」に基づいて意志決定を行う。委員会の任務を

遂行するため、自己点検・評価委員会のもとに、教育研究活動に係る事項は、教務委員会およ

び学生委員会、管理運営に係る事項は理事会が担当する。更に、各種委員会および担当部署に

より教育研究活動に関するデータ収集および種々の点検を行う。報告書作成にあたっては、各

評価基準の担当者（自己点検・評価委員会または各種委員会委員長）が行い、自己点検・評価
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委員会で全体の調整を図り実施する。 

３．評価項目 

評価項目については、文部科学省の大学の自己点検・評価項目に従うとともに、本学の理念

に沿った評価基準を設定し、全学的な自己点検・評価を行い、本学の運営改善に反映していく

こととする。 

 自己点検・評価の項目については、以下の視点を重視した設定とする。 

①理念・目的 

②教員・教員組織 

③学生の受け入れ 

④カリキュラム 

⑤学生支援 

⑥社会連携・社会貢献 

⑦管理運営・財務 

 

４．結果の活用と公表 

自己点検・評価報告書については、学内で情報共有し本学の現状および課題について再認識

を促すとともに、ホームページにおいて本学の活動を公表し、併せて学外から本学への意見や

要望の収集にも努めていく。 

 

 

第１４  情報の公表 

１．基本方針 

学校教育法第 113 条、学校教育法施行規則第 172条の 2などに基づいて、大学は教育研究活

動等の状況を積極的に社会に公表していくこととされている。大学における教育研究活動等の

状況について、次のとおり積極的に情報を提供する。 

 

  

２．事業報告書の公表 

私立学校法第 47 条に基づき、以下の５つの財務諸表について、学内での閲覧を可能とすると

ともに、ホームページで公表する。 

(1) 事業報告書 

(2) 財産目録 

(3) 収支決算書 

(4) 貸借対照表 

(5) 監事の監査報告書 

また、併せて「学校法人会計の説明資料」について掲載し、より読み手に分かり易いように

心がけていく。 
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３．教育情報の公表 

学校教育法施行規則第 172条の 2に基づき、教育研究活動等に関する以下の情報をホームペ

ージで広く社会に公開する予定である。 

（1）研究上の基礎的な情報 

①学則 

②学部、学科、専攻ごとの名称および教育研究上の目的 

③専任教員数 

④校地・キャンパス等の施設その他の学生の教育研究環境 

⑤授業料、入学料その他大学等が徴収する費用 

 

（2）修学上の情報等 

①教員組織、各教員が有する学位および業績 

②入学者に関する受入方針、入学者数、収容定員、在籍者数、卒業(修了)者数、進学者数、 

 就職者数 

③授業科目、授業の方法および内容並びに年間の授業計画（シラバス又は年間授業計画の 

 内容） 

④学修の成果に係る評価および卒業又は修了の認定に当たっての基準（必修・選択・自由

科目別の必要単位修得数および取得可能学位） 

⑤学生の修学、進路選択および心身の健康等に関する支援 

⑥教育上の目的に応じ学生が修得すべき知識および能力に関する情報 

（3）その他の教育研究上の情報 

①教育条件 

・教員一人当たり学生数、収容定員充足率 

②教育内容 

・教員の専任･非常勤数 

・学位授与数 

・就職先の情報 

③学生の状況 

・入学者推移、社会人学生数、留学生数および海外派遣学生数 

④国際交流・社会貢献等の概要 

   ・提携大学、社会貢献活動(ボランティア等)、大学間連携、産官学連携 

 

４．年報・広報誌等による教育研究活動の公表 

年報や学報、インターネット・ホームページ等を通して、本学の基本理念、組織機構、教育

内容、学生活動、委員会報告、研究活動、国際交流等について学内外に提供する。 

その他、大学のホームページでは社会に向けた情報発信も積極的に行っていき、これら媒体

を通した情報提供だけでなく、受験生や医療福祉関係者、一般市民等を対象としたフォーラム、

研修会等も数多く開催し、生涯学習の拠点としての役割も担っていく。 
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５．その他の情報の公表 

学校教育法第 109 条に基づき、以下の情報をホームページで公表する。 

(1) 自己点検・評価報告書 

(2) 大学機関別認証評価結果 

 

 

第１５   教育内容等の改善を図るための組織的な取組 

１．ＦＤ (Faculty Development)活動 

教育および授業の改善、教員の研修など教員の質を向上させることを目的に「ＦＤ（ファカ

ルティ・ディベロップメント）委員会」を設置する。ＦＤ委員会では、教育法の改善および教

員の資質の向上などＦＤに関して討議を行い、より質の高い教育方法の推進を図るためにさま

ざまな活動に取り組む。これらの学内ＦＤ研修会を通し、教育力の改善を図っていく。 

なお、教職員を対象とした研修会や講演会等は、教職員に対する教育の機会として設けてい

るものであり、全員に出席を義務付ける。やむを得ず、不参加だったものに関しては、再研修

を実施する。 

委員会は学部長の意見を聴いて学長が指名する各学科の専任教員、学長が指名した者、理事

長が推薦した者をもって構成する。 
 

ＦＤ活動の主なものを以下に記載する。 

  ①新任教員のための研修 

  ②学生による授業評価アンケートの実施 

  ③担任教員による学生の学修状況の把握 

  ④学内ＦＤ研修会 

 

【資料 54：ＦＤ委員会規程（案）】 

 

（1）学生による授業評価アンケート 

ＦＤ委員会を組織し、教育・教授方法の改善のため定期的に研修会を企画・運営する。そ

の他、各授業において学生による授業評価アンケートを行い、各教員へ開示することで更な

る授業内容・方法の向上に努める予定である。さらに、授業評価アンケートにて最も評価の

高い教員を表彰するなど、教員の「教育力の質」改善を目的にした制度も検討している。 

また、学生の成績評価をより厳格かつ客観的に評価する GPA(Grade Point Average)の導入

により、学生の実力を把握し、全般的な教育方法の改善に役立てる。 

 

２．ＳＤ (Staff Development)活動 

大学経営をめぐる課題が高度化・複雑化する中、職員の能力開発を目的に「ＳＤ（スタッフ・

ディベロップメント）」を実施する。ＳＤの対象は、事務職員のほか、教授などの教員や学長な

どの大学執行部、技術職員なども含まれる。 
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ＳＤ活動の主なものを以下に記載する。 

① 建学の精神、教育目標、３つのポリシーに基づく大学の取り組みに対する自己点検・評

価を行い、その結果をもとに大学運営の改善を行うよう、教職員への徹底を図る。 

② OJTや階層別研修などの学内研修を実施し、専門的教職員を養成する。 

③ 学生の学外活動を積極的にサポートするため、教職員の教育・指導を行う。 

  ④ 業務領域の知見獲得を目的とした研修会を行う。 

３．学修調査アンケート 

シラバスには「授業外で行うべき学修（準備学修・事後学修等）」の欄を設け、科目担当教

員からのアドバイスを記載し、授業外での学修を促している。 

また、学生の学修時間の実態および学修行動の把握のため「学修調査アンケート」を実施し、

適切な学修時間等が確保されているかどうか検証する。アンケートの結果は、教育課程の編成

や全学的な方針策定に係る検討に活用する。 

 

 

第１６   社会的・職業的自立に関する指導等および体制 

既設の専門学校である、福岡国際医療福祉学院における就職状況については、過去 5年間の

求人数の平均は、就職希望者に対して、理学療法学科で 44.6 倍、作業療法学科で 110.6 倍、

視機能療法学科で 9.2 倍にのぼる。新大学においても、これまでの取り組みを活かし指導して

いく。 

 

【資料 25：福岡国際医療福祉学院 各学科に対する求人状況】 

 

１．教育課程内の取り組みについて 

本学では卒業時に国家試験受験資格が得られることから、資格取得後の専門職に直結した教

育体制が整備されており、就職率は高い水準を保つことが予想される。就職および進学支援に

ついては、キャリア支援担当者を配置し就職支援体制を構築する。 

 

２．教育課程外の取り組みについて 

各学科の実情にあわせて、就職活動を控えた学生および就職指導を担当する教員に対し就職

活動に関する手引を配付したうえで、キャリア支援担当者が主体となり年数回の就職ガイダン

スを実施する。特に、就職活動キックオフやガイダンスにおいては、就職活動の心構え、求人

情報の収集方法、就職内定までのスケジュールなどを説明すると共に、マナー講習会を開催す

るなど、社会人としての成長を見据えた就職活動の在り方を教授する。 

 

３．適切な体制の整備について 

キャリア支援担当者は就職情報コーナーを適切に管理し、学生がファイルされた求人票を常

に閲覧できるように開示する。収集した求人情報は学内でデータベース化し、当該コーナーに

設置された専用パソコンを活用し希望する勤務地等の条件で容易に検索できるようにする。ま

た、常勤の担当者が随時、最新情報へ更新しデータを管理する。学生が学内設置のパソコン端
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末から情報検索をしながらゼミナール等で意見交換することも可能となるようにし、学外の卒

業生からも一定のセキュリティのもとでアクセスを許可するなど、利便性に配慮する。更に、

卒業時には自分の就職活動における留意点や、試験、面接の内容等を報告書にまとめ、それを

在学生が閲覧できるように整備する。 

学生の求人情報を得るために、毎年全国の医療機関および福祉施設等に求人票を発送し、情

報収集に努める。また、多くの学科において臨床（臨地）実習が行われていることもあり、教

職員が近県の病院や施設を訪問する機会を通じて、求人や採用に関する情報を収集していく予

定である。 

 

４．各学科での取り組みについて 

各学科の就職担当教員が主体となり、医療技術専門職の国家資格取得と併行した就職活動指

導を行う。学科長を中心に就職担当教員および国家試験担当教員間で連携と調整を図る。 

就職担当教員は学科全体における就職活動に向けての取り組みの計画、実施、評価など一連

の活動を運営管理すると同時に、就職委員会の委員として本学全般の動向を把握しながら、他

学科における取り組み状況を参考にするなど、学科間の連携を図る。 

学生に対する具体的支援としては、就職指導教員の個別面談による学生の希望聴取、本人と

就職先とのマッチングなど総合的な視野から丁寧な指導を行う。また、就職活動の進捗に応じ

て、就職説明会の開催、履歴書の添削、就職模擬面接の実施などを行い、就職先の決定に向け

ての助言や方向付けなど個別対応を重視した就職指導を実施する。 

 

【資料 55：キャリア支援の概要】 

【資料 56：就職委員会規程（案）】 

 



1

【資料1：学校法人高木学園の沿革】

【資料2：専門学校柳川リハビリテ－ション学院 卒業者数】

【資料3：大川看護福祉専門学校　卒業者数】

【資料4：福岡国際医療福祉学院　卒業者数】

【資料5：高木学園出身　大学院入学者数】

【資料6：当該施設および当該施設近郊の現況について】

【資料7：国際医療福祉大学・高邦会グループの沿革】

【資料8：国際医療福祉大学・高邦会グループの医療・福祉施設】

【資料9：国際医療福祉大学・高邦会グループの大学・専門学校の学生数】

【資料10：世界のリハビリテ－ション系養成校の現状について】

【資料11：我が国のリハビリテ－ション系養成校の現状について】

【資料12：今後の全国高齢者人口の推移】

【資料13：福岡県における年齢別人口の推移】

【資料14：福岡県内のリハビリテーション系養成校の現状について】

【資料15：理学療法士・作業療法士学校養成施設カリキュラム等改善検討会開催要項】

【資料16：福岡市および「福岡都市圏」の人口について】

【資料17：2025年問題と地域包括ケアシステムについて】

【資料18：世界理学療法連盟の会員状況】

【資料19：認知症有病者の状況】

【資料20：地域包括ケアシステムにおける作業療法士の状況】

【資料21：視覚障害者の推移：将来予想】

【資料22：西日本地域の視能訓練士養成校の現状】

【資料23：視能訓練士・眼科医数と視能訓練士の人材需給】

【資料24：福岡国際医療福祉学院  就職状況】

【資料25：福岡国際医療福祉学院　各学科に対する求人状況】

【資料26：大学と専門学校の校舎年次計画について】

【資料27：大学と専門学校が並存する期間の校舎の使用計画について】

　　　　資　料　の　目　次



2

【資料28：大学と専門学校が並存する期間の時間割について】

【資料29：カリキュラムマップ】

【資料30：教育職員の職制および任免に関する規程（案）】

【資料31：教員定年規程（案）】

【資料32：完成年次における教員の年齢構成】

【資料33：履修モデル】

【資料34：大学等の位置および校地の状況を明らかにする図面】

【資料35：校地における空地および運動場の配置(概略面積)】

【資料36：校舎の棟別・使用目的別の面積一覧表】

【資料37：新大学時間割】

【資料38：図書等一覧表（整備済）】

【資料39：図書等一覧表（新規購入・整備予定）】

【資料40：教育上必要な機械器具一覧表（整備済）】

【資料41：教育上必要な機械器具一覧表（新規購入・整備予定）】



【資料42：アドミッション・ポリシーとディプロマ・ポリシーの関係性及び

アドミッション・ポリシーと入学者選抜方法の関係性】

【資料43：事故発生時の対応】

【資料44：実習施設一覧】

【資料45：実習施設承諾書（写）】

【資料46：臨床・臨地実習における個人情報保護に関する教育指針】

【資料47：臨床・臨地実習の手引き】

【資料48：実習先訪問スケジュール】

【資料49：教育課程と指定規則との対比表】

【資料50：臨床・臨地実習計画】

【資料51：アジア諸国の高齢化の進展】

【資料52：学術交流協定提携予定機関一覧】

【資料53：海外臨床実習施設の受入承諾書】

【資料54：ＦＤ委員会規程（案）】

【資料55：キャリア支援の概要】

【資料56：就職委員会規程（案）】



1 

 

【資料 1：学校法人高木学園の沿革】 

 

1990 年 4 月 柳川ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ学院 厚生省より理学療法士 20名・作業療法士 20 名の養成施設とし

て指定を受ける 

福岡県初の私学のリハビリテーション養成校として開校 

第一回入学式を挙行 

 大川看護福祉専門学校 医療法人社団高邦会大川看護学院を開校 課程：看護婦科 2年

課程 

第一回入学式を挙行 

1992 年 3 月 大川看護福祉専門学校 私立専修学校設置許可を受け、 

医療法人社団高邦会大川看護専門学校に改称 

1993 年 3 月 柳川ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ学院 第一回卒業式を挙行 

4 月 柳川ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ学院 厚生省より入学定員変更申請書が承認される（理学療法・作業

療法学科定員 40 名）（夜間部理学療法・作業療法学科定員 20

名） 

1997 年 4 月 柳川ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ学院 医療言語聴覚学科開設 

1999 年 4 月 柳川ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ学院 厚生省より言語聴覚士養成所として指定を受ける（定員 40 名）

学科名変更（医療言語聴覚学科から言語聴覚学科） 

 大川看護福祉専門学校 学校法人高木学園 大川看護専門学校開校 

2001 年 4 月 大川看護福祉専門学校 介護福祉士養成施設の指定を受ける 介護福祉学科（2 年課程）

を開設。学校名を大川看護福祉専門学校に改称（2009（平成 21）

年 3月募集停止） 

 福岡国際医療福祉学院 厚生労働省より理学療法士 40 名・作業療法士 40名・言語聴覚

士 40 名・視能訓練士 40名の養成施設として指定を受ける 

第一回入学式を挙行 

2002 年 4 月 大川看護福祉専門学校 3 年課程看護師養成所設立準備室を開設 

2003 年 3 月 福岡国際医療福祉学院 第一回卒業式を挙行（言語聴覚学科第一期生） 

4 月 福岡国際医療福祉学院 厚生労働省より理学療法士（夜間課程）40名・作業療法士（夜

間課程）40名の養成施設として指定を受ける 

2004 年 3 月 福岡国際医療福祉学院 第二回卒業式を挙行 

（理学療法学科第一期生、作業療法学科第一期生、視機能療法

学科第一期生、言語聴覚学科第二期生） 

12 月 大川看護福祉専門学校 看護師養成所の学即等の変更承認を受ける 

2005 年 4 月 大川看護福祉専門学校 看護学科（3 年課程）を開設 

2007 年 1 月 福岡国際医療福祉学院 福岡市早良区のシーサイドももちの新キャンパス工事起工式

実施 

4 月 柳川ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ学院 医療法人社団高邦会より移管。学校法人高木学園グループに 

2008 年 3 月 大川看護福祉専門学校 看護学科（3 年課程）1回生の卒業式を挙行 

4 月 福岡国際医療福祉学院 福岡市早良区に新キャンパス開設。看護学科開設 

2010 年 4 月 大川看護福祉専門学校 創立 20周年 

10 月 柳川ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ学院 創立 20周年記念シンポジウム・祝賀会を開催 

2011 年 6 月 福岡国際医療福祉学院 創立 10周年記念シンポジウムを実施 

2014 年 4 月 大川看護福祉専門学校 介護福祉学科を再開設 
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【資料2：専門学校柳川リハビリテ－ション学院 卒業者数】
（単位：人）

理学療法
（夜間）

作業療法
（夜間）

言語聴覚 各年合計

1992年 11 19 30

1993年 27 23 50

1994年 32 29 61

1995年 38 33 71

1996年 44 19 50 12 125

1997年 42 16 38 18 114

1998年 48 22 40 22 132

1999年 45 35 44 21 36 181

2000年 35 43 42 18 38 176

2001年 41 32 32 25 41 171

2002年 38 46 42 15 35 176

2003年 38 39 35 21 28 161

2004年 37 37 32 19 35 160

2005年 37 36 41 14 31 159

2006年 34 37 25 33 39 168

2007年 38 40 41 28 31 178

2008年 36 36 40 38 33 183

2009年 31 37 28 32 21 149

2010年 36 36 18 16 29 135

2011年 32 26 28 18 16 120

2012年 35 23 22 33 113

2013年 27 19 31 20 97

2014年 43 23 30 21 117

2015年 30 14 31 20 95

2016年 37 25 26 88

合　　計 892人 616人 819人 350人 533人 3,210人

(出所）専門学校柳川リハビリテ－ション学院データ
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【資料3：大川看護福祉専門学校　卒業者数】
（単位：人）

入学時学生数 卒業時学生数 入学時学生数 卒業時学生数

1991年 40 40

1992年 34 34

1993年 45 45

1994年 42 33 33

1995年 44 40 40

1996年 45 35 35

1997年 45 38 38

1998年 45 36 36

1999年 45 40 40

2000年 45 30 30

2001年 45 43 43

2002年 45 42 30 25 67

2003年 45 38 38 34 72

2004年 39 38 38

2005年 44 40 40

2006年 40 34 34

2007年 44 40 23 21 61

2008年 40 39 14 13 52

2009年 40 35 13 11 46

2010年 41 34 34

2011年 40 40 40

2012年 42 36 36

2013年 40 39 39

2014年 40 40 40

2015年 47 46 29 23 69

2016年 40 35 33 25 60

494人

384人

（出所）大川看護福祉専門学校データ

1,142人合　計

卒業者
各年合計

看護学科(2年課程）

看護学科(3年課程）

介護福祉学科 264人

看護学科 介護福祉学科

878人
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【資料4：福岡国際医療福祉学院　卒業者数】

（単位：人）

（夜間） （夜間）

2002年 ― ― ― ― ― 38 ― ― ― 38

2003年 31 ― 35 ― 32 37 ― ― ― 135

2004年 39 ― 35 ― 21 35 ― 21 ― 151

2005年 32 ― 32 ― 19 37 ― 25 12 157

2006年 32 28 31 29 17 39 ― 21 10 207

2007年 39 33 34 31 27 35 ― 21 17 237

2008年 34 31 35 34 15 35 ― 12 15 211

2009年 29 29 16 28 10 33 ― ― 11 156

2010年 51 15 38 10 13 34 35 ― ― 196

2011年 63 ― 32 ― 21 37 35 ― ― 188

2012年 77 ― 25 ― 28 38 35 ― ― 203

2013年 52 ― 16 ― 19 40 36 ― ― 163

2014年 54 ― 27 ― 23 39 46 ― ― 189

2015年 55 ― 29 ― 29 35 38 ― ― 186

2016年 69 ― 25 ― 25 27 45 ― ― 191

小計 299人 539人 270人 100人 65人

(出所）福岡国際医療福祉学院データ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2443人

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2608人
合　　計

看護学科
医療情報
管理学科

診療情報
管理専攻

科
各年合計

作業療法学科

793人 542人

理学療法学科 視機能療
法学科

言語聴覚
学科
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【資料5：高木学園出身　大学院入学者数】

（単位：人）

福岡国際医療
福祉学院

柳川リハビリ
テーション学院

大川看護福祉
専門学校

看 護 1 0 1

理 学 療 法 9 21 0

作 業 療 法 2 14 0

言 語 聴 覚 1 3 0

視 機 能 療 法 1 0 0

リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン 0 5 0

医 療 経 営 管 理 0 3 0

福 祉 支 援 工 学 1 0 0

ジ ャ ー ナ リ ズ ム 1 0 0

医 療 福 祉 教 育 ・ 管 理
（ 1 年 課 程 ）

1 3 0

小　　　　計 17 49 1

合　　　　計

（出所）高木学園データ

67人
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【資料6：当該施設および当該施設近郊の現況について】

＜シーサイドももち地区の概要＞ ①＜福岡国際医療福祉学院の外観＞

＜シーサイドももち地区の付近図＞
②＜国際医療福祉大学　福岡看護学部＞

③＜国際医療福祉大学　福岡看護学部・
　　　 　大学院＞

⑤＜総合ケアセンターももち＞

＜当該施設の概要について＞

名　  　 称   学校法人高木学園　福岡国際医療福祉学院
所  在  地 　福岡市早良区百道浜3丁目6-40
学     　科   理学療法学科
　　　　　　　　作業療法学科
　　　　　　　　言語聴覚学科
　　　　　　　　視機能療法学科
　　　　　　　　看護学科
構造規模　　教室棟:地上7階、地下1階、塔屋1階、RC造
会議室棟　　地上2階RC造
　　　　　　　　（300人着席4カ国語同時通訳設備国際ホール）
体育館棟　　地上3階、RC造一部S造
延床面積　　13,266.55㎡（駐車場含む場合:15,062.34㎡）
建築面積　　3,830.36㎡

④福岡山王病院

①福岡国際医療福祉学院

⑤総合ケアセンターももち

①

②

③

④

⑤
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【資料 7：国際医療福祉大学・高邦会グループの沿革】 
 

１９１０年 大川市に「高木眼科医院」を開設 
 

１９６２年 大川市に「高木外科医院」を開設 
 

１９６８年 大川市（現在地）に「高木病院」を開設 
 

１９６９年 救急指定を受ける 
 

１９７２年 大川市に「大川家具工業団地診療所」を開設 
 

１９７５年 基準看護特 II 類が承認される 
 

１９７６年 リハビリテーション科を標榜 
 

１９８１年 「恵愛クリニック」を福岡市に開設 
 

１９８５年 久留米大学、佐賀医科大学の教育関連病院となる 
 

１９８６年 医療法人社団高邦会を設立 
 

１９９０年 「柳川リハビリテーション病院」「専門学校柳川リハビリテーション学院」を 

柳川市に、「大川看護学院」を大川市に同時開設  
 

１９９３年 病理解剖を開始する 

「介護老人保健施設水郷苑」を柳川市に開設 
 

１９９５年 「国際医療福祉大学」（本校）を栃木県大田原市に開学 
 

１９９６年 「大川厚生病院」を大川市に、「医療法人財団順和会山王病院」を東京都港区に開設 

      政府管掌保険生活習慣病予防健診実施機関に承認される 
 

１９９８年 「柳川療育センター」を開設 「国際医療福祉病院」を栃木県西那須野市に開設 
 

１９９９年 学校法人高木学園を設立、伴い、大川看護専門学校を高木学園へ移行 

      「国際医療福祉大学大学院」を東京都港区青山に開設 
 

２０００年 大川厚生病院を「みずま高邦会病院」として三瀦郡大木町へ新築移転 

「高邦会有明総合ケアセンター」を柳川市に開設 

「大川家具工業団地診療所」を廃止 
 

２００１年 「福岡国際医療福祉学院」「国際医療福祉学院クリニック」 

「ゴールデンイーグル国際外語学院」を福岡市に開設 

「ケアサポートハウス大川」「有明クリニック」を開設 

「大川看護専門学校」に介護福祉学科を増設、伴い「大川看護福祉専門学校」に 

学校名を変更 
 

２００２年 「国際医療福祉大学附属熱海病院」を静岡県熱海市に開設 

「恵愛クリニック」を廃止 
 

２００３年 「福岡中央病院」を福岡市に開設 

軽費老人ホーム「おおかわケアハウス」を大川市に開設 

「福岡国際医療福祉学院博多キャンパス」を開設 

「（ゴールデンイーグル国際外語学院」を博多キャンパスヘ移転） 

管理型臨床研修指定病院に承認される 

（高木病院臨床研修病院群を形成して平成１６年度より稼動） 
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２００４年 電子カルテシステムの稼動 

      国際医療福祉大学大学院公開講座・乃木坂スクールを開設 
 

２００５年 「国際医療福祉大学附属三田病院」を東京都港区に、 

「財団法人化学療法研究会化学療法研究所附属病院」を千葉県市川市に、 

「国際医療福祉大学リハビリテーション学部」を大川市に開設 

「大川看護福祉専門学校」の看護学科を昼間２年課程（昼間定時制）から 

３年課程（全日制）に変更 

看護生涯学習センターを国際医福祉大学大学院東京青山キャンパス内に設立 
 

２００６年 「国際医療福祉大学小田原保健医療学部」を静岡県小田原市に開設 

「ゴールデンイーグル国際外語学院」を廃校 

福岡県早良区百道浜に学校、病院、福祉施設の建築着工 
 

２００７年 高木病院がんセンターの竣工 

（ＰＥＴ-ＣＴセンターの開設、化学療法室の稼動、放射線治療装置リニアックの治療開始） 

「国際医療福祉大学福岡リハビリテーション学部」に言語聴覚学科を増設 

「柳川療育センター」を改修 

「専門学校柳川リハビリテーション学院」を学校法人高木学園へ移行 

「国際医療福祉病院」が学校法人化に伴い「国際医療福祉大学病院」に名称変更 
 

２００８年 福岡国際医療福祉学院を百道浜に新築移転。同時に看護学科を増設 

「総合ケアセンターももち」を福岡市早良区百道浜に開設 

大学院 文部科学省「がんプロフェッショナル養成プラン」に基づく３コース開設 
 

２００９年 高邦会が創立１００周年を迎える 

「国際医療福祉大学福岡看護学部」を福岡市中央区に開設 

「国際医療福祉大学塩谷病院（看護専門学校併設）」を栃木県塩谷市に開設 

「福岡中央病院」を福岡市早良区百道浜に新築移転「福岡山王病院」として開設 
 

２０１１年 「シーサイドホテルツインズももち（ホテル事業）」を福岡市早良区百道浜に開設 
 

２０１２年 「国際医療福祉大学三田病院」の新病院が完成及び診療開始 

大学院 文部科学省「がんプロフェッショナル養成プラン」に基づく３コース開設 

国際医療福祉大学放射線防災研究センター開設 
 

２０１３年 「国際医療福祉大学リハビリテーション学部」に医学検査学科を増設、それに伴い 

「福岡保健医療学部」に名称変更 

「福岡看護学部」を福岡市早良区百道浜に移転 

「国際医療福祉大学大学院」に「助産学分野修士課程」を増設 

大学院 文部科学省の「がんプロフェッショナル養成基盤推進プラン」に基づく 

「がん先端医療に対する多職種連携重点コース（看護師、診療放射線技師、薬剤師）」開設 
 

２０１４年 「大川リバーサイドホテル（ホテル事業）」を大川市に開設 

「大川看護福祉専門学校」に介護福祉学科を増設 急性期棟の竣工 
 

２０１５年 「おおかわ交流プラザ」を大川市に開設 

「アジア国際外語学院」を福岡市に開設 
 

２０１６年 「柳川療育センター」を柳川市三橋町に新築移転 

「らいふサポートセンター柳川」を柳川市に開設 

「大川エネルギーステーション」を大川市に開設 
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【資料8：国際医療福祉大学・高邦会グループの医療・福祉施設】

名　　称 法 人 名 所 在 地

国際医療福祉大学病院 学校法人　国際医療福祉大学 栃木県那須塩原市

国際医療福祉大学塩谷病院 学校法人　国際医療福祉大学 栃木県矢板市

国際医療福祉大学クリニック 学校法人　国際医療福祉大学 栃木県大田原市

国際医療福祉大学三田病院 学校法人　国際医療福祉大学 東京都港区三田

山王病院 医療法人財団　順和会 東京都港区赤坂

山王バースセンター 医療法人財団　順和会 東京都港区赤坂

山王メディカルセンター 医療法人財団　順和会 東京都港区赤坂

国際医療福祉大学熱海病院 学校法人　国際医療福祉大学 静岡県熱海市東海岸町

国際医療福祉大学市川病院 学校法人　国際医療福祉大学 千葉県市川市

高木病院 506床 医療法人社団　高邦会 福岡県大川市

柳川リハビリテ－ション病院 240床 医療法人社団　高邦会 福岡県柳川市

みずま高邦会病院 120床 医療法人社団　高邦会 福岡県三潴郡大木町

福岡山王病院 199床 医療法人社団　高邦会 福岡県福岡市早良区

国際医療福祉リハビリテ－ションセンター 社会福祉法人　邦友会 栃木県大田原市

特別養護老人ホーム　おおたわら風花苑 社会福祉法人　邦友会 栃木県大田原市

おおたわら総合在宅ケアセンター 社会福祉法人　邦友会 栃木県大田原市

児童心理治療施設　那須こどもの家 社会福祉法人　邦友会 栃木県大田原市

幼保連携型認定こども園国際医療福祉大学
金丸こども園

社会福祉法人　邦友会 栃木県大田原市

介護老人保健施設　マロニエ苑 学校法人　国際医療福祉大学 栃木県那須塩原市

にしなすの総合在宅ケアセンター 学校法人　国際医療福祉大学 栃木県那須塩原市

特別養護老人ホーム　栃の実荘 社会福祉法人　邦友会 栃木県那須塩原市

しおや総合在宅ケアセンター 学校法人　国際医療福祉大学 栃木県矢板市

グループホーム青山 医療法人財団　順和会 東京都港区南青山

特別養護老人ホーム・障害者支援施設・
認知症対応型通所介護　新宿けやき園

社会福祉法人　邦友会 東京都新宿区

介護老人保健施設　水郷苑 入所100名 医療法人社団　高邦会 福岡県柳川市

有明総合ケアセンター 医療法人社団　高邦会 福岡県柳川市

らいふサポートセンター柳川 社会福祉法人　高邦福祉会 福岡県柳川市

柳川療育センター 社会福祉法人　高邦福祉会 福岡県柳川市

ケアサポートハウス大川 医療法人社団　高邦会 福岡県大川市

軽費老人ホーム　おおかわケアハウス 社会福祉法人　高邦福祉会 福岡県大川市

総合ケアセンター ももち 医療法人社団　高邦会 福岡県福岡市早良区

(出所）国際医療福祉大学・高邦会グループデータ

合　　　　　計 ３　１　　　施　　設

医
　
療
　
部
　
門

医
　
療
　
福
　
祉
　
施
　
設

　医　　療　　部　　門　　　　計 １　３　　　施　　設

１　８　　　施　　設医　療　福　祉　施　設　　　計
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