審査意見への対応を記載した書類（３月）
（目次）福岡国際医療福祉大学 医療学部 理学療法学科
【大学等の設置の趣旨・必要性】
１． ＜設置の趣旨、人材像、教育課程が不整合＞
本学が定める３ポリシーや大学の理念と教育研究上の目的について、本学科の設置の趣
旨、人材養成像及び教育課程との整合性が不明確であるため次の点を明確にし、必要が
あれば改めること。
【３学科共通】
（１）大学としての３ポリシーの記載はあるが、与える学位、養成する人材養成像及び
社会的需要が学科ごとに違うため、学科ごとに３ポリシーを作成することが望ましい。
学科ごとに３ポリシーを作成するか、改めて学科ごとの養成する人材像、教育課程、入
学者に求める要件を明確にすること。その際に、ディプロマ・ポリシーとカリキュラム・
ポリシー及びアドミッション・ポリシーとの関係性をカリキュラムツリーやカリキュラ
ムマップを作成するなどして明確に説明すること。
（是正事項）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ1
（２）養成する人材像として、「
「生命の尊厳、生命の平等」の精神を持ち」としている
が、
「倫理学」及び「生命倫理」が選択科目であるため、どの科目で当該能力を身に付け
させるのか不明確である。当該能力を身に付けさせる教育課程となっているか説明し、
必要であれば当該科目を必修科目に改めること。
（是正事項）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ9
（３）
「卒業研究に取り組み、研究手法の基本を学修」することを、教育の特長として掲
げているが、
「卒業研究」が理学療法学科においては一部選択科目、作業療法学科及び視
能訓練学 科においてはすべて選択科目であるため、
「卒業研究」の位置づけを明確にし、
必要であれば「卒業研究」を必修科目に改めること。
（是正事項）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ10
（４）
「チーム医療・チームケア」を教育の特長として掲げ、「関連職種連携教育」を 1
年次から段階的に実施すると説明しているが、
「関連職種連携教育」とはどのような科目
構成、教育体系で実施されるのか具体的な科目を明示し、それぞれにおいてどのような
能力が身につくかを明確にすること。
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（是正事項）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ12
（５）履修モデルが示されているが、本学の定める人材養成像との関係性が不明確であ
るため、どの様な考え方で履修モデルを設定しているのかを人材養成像に照らし合わせ
て説明すること。その際に、選択科目の履修の考え方及び科目ごとの身に付けさせる能
力を明確にして説明すること。
（是正事項）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ15
２． ＜学生確保の見通し、卒業後の進路が不明確＞
学生確保の見通しおよび卒業後の進路（専門職の需要）について地域社会を対象にした
アンケート調査を実施し一定程度の説明はなされているが、地域のみを分析の対象とす
るのではなく、全国的な学生確保や人材需要の分析も行うこと。
【３学科共通】
（改善事項）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ18
【教育課程等】
３． ＜個別科目の内容等の充実＞
「海外研修プログラムを通じた国際的な視野の養成」を教育の特長として掲げており、
海外研修先についてもほとんどがアジアでの研修となっている。大学を設置する理由で
は、
「アジアにも目を向けた医療専門職の養成を行う」とありアジアに目を向けているこ
とがうかがえるが、本学が国際的な視野の養成を行うにあたってアジア諸国で研修を行
う目的と、教育の目標について具体的に説明すること。
その際に、
「学術交流協定提携予定機関一覧」の各機関においてどの機関が海外の医療・
福祉・語学機関にあたるのか明確にすること。
また、本学が「アジアに目を向けた医療専門職の養成を行う」のであれば、アジアにお
ける医療専門職関連の図書が不足しているため充実させること。
【３学科共通】
（改善事項）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ25
４．＜実習体制に関する説明が不十分＞
学内教員が実習施設を必要に応じて訪問するとのことであるが、臨地実習の手引では問
題があった場合のみ訪問するように説明しているため、改めて学内教員の実習施設訪問
について説明すること。その際に、実習指導担当者、実習調整者及び臨地実習指導者そ
れぞれの役割を明確にして説明すること。また、実習が遠隔地であることや教員によっ
て担当科目が多いことから、教員負担が懸念されるため、教員の実習施設訪問スケジュ
ールと多忙な時期の一週間のスケジュールを示すこと。
【３学科共通】
（是正事項）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ28
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５． ＜留学生に関する説明が不十分＞
入学者選抜について、留学生特別選抜入試を若干名行うとしているが、日本語教育等が
設けられていないことなど留学生を受け入れる際にどのような教育体制で留学生に対し
て教育を行うのか、また、どの様な受け入れ方針で受け入れるのかが不明確であるため
説明すること。
併せて、入学者選抜方法の「⑤留学生特別選抜入試」の記載に「社会人特別入試」が抜
けていると考えられるため修正すること。【３学科共通】
（是正事項）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ35
６． ＜教育課程の充実＞
教育の質の向上を図るためには装具加工室が必要と考えられるが、今回専門学校から移
行するにあたって、装具加工室を理学療法学科の使用箇所から除外した理由について説
明すること。
（改善事項）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ39
７． ＜教育課程の充実＞
総合教育科目について、例えば下記の 3 科目のように、内容や名称が適切ではないと見
受けられるものがある。総合教育科目の位置付けも踏まえ、大学教育としての水準を維
持するという観点から、必要に応じて科目名称と内容を整合するよう改めること。
・
「コンピューターの基礎」においては、アプリケーションの使用などコンピュータの基
本的な操作方法を学習する内容となっており、卒業要件単位には含めず リメディアル
教育として実施すべきではないか。
・
「健康科学実践」は実際にスポーツを行う科目であるが、講義内容において科学の実践
に該当する内容が見受けられない。
・
「経済学」については、時事問題について学習するにとどまり、大学教育の水準に達し
ていないのではないかとの懸念がある。
・
「文学（リテラシー入門）」については、授業内容として本来別のものである文学とリ
テラシーを同列に扱っているので、講義名称を改めるべきではないか。
（改善事項）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ40
【教員組織等】
８． ＜教員の業務負担の見直し＞
学科長が受け持つ科目が多く、学科長の職責を果たすうえで業務過多になり適切に学科
を管理できるかについて不明確であるため学科長としての業務内容と受け持つ科目をス
ケジュール等で示すことで説明すること。【３学科共通】
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（改善事項）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ42
９． ＜設置計画の一層の充実＞
教員の年齢構成が比較的高齢に偏っていることから、教育研究の継続性を踏まえ、今後
の採用計画など教員組織編制の将来構想の明確化が望まれるので、対応方針について回
答すること。
（改善事項）
）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ43
【名称、その他】
１０． ＜標記等の形式的な修正・見直し＞
学則には学部長・学科長会議と記載があり、設置の趣旨を記載した書類には学科長会議
と記載があるため、それぞれの会議の位置づけについて説明すること。記載の不備であ
れば修正すること。
【３学科共通】
（改善事項）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ44
１１． ＜ＦＤ委員会の定義や説明内容が不明確＞
ＦＤ委員会の構成員やどのような位置づけなのかが不明確であるため委員会の規約など
で説明すること。
【３学科共通】
（改善事項）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ45

目次（理学療法）―４

審査意見への対応を記載した書類（３月）
（目次）福岡国際医療福祉大学 医療学部 作業療法学科
【大学等の設置の趣旨・必要性】
１． ＜設置の趣旨、人材像、教育課程が不整合＞
本学が定める３ポリシーや大学の理念と教育研究上の目的について、本学科の設置の趣
旨、人材養成像及び教育課程との整合性が不明確であるため次の点を明確にし、必要が
あれば改めること。
【３学科共通】
（１）大学としての３ポリシーの記載はあるが、与える学位、養成する人材養成像及び
社会的需要が学科ごとに違うため、学科ごとに３ポリシーを作成することが望ましい。
学科ごとに３ポリシーを作成するか、改めて学科ごとの養成する人材像、教育課程、入
学者に求める要件を明確にすること。その際に、ディプロマ・ポリシーとカリキュラム・
ポリシー及びアドミッション・ポリシーとの関係性をカリキュラムツリーやカリキュラ
ムマップを作成するなどして明確に説明すること。
（是正事項）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ1
（２）養成する人材像として、「
「生命の尊厳、生命の平等」の精神を持ち」としている
が、
「倫理学」及び「生命倫理」が選択科目であるため、どの科目で当該能力を身に付け
させるのか不明確である。当該能力を身に付けさせる教育課程となっているか説明し、
必要であれば当該科目を必修科目に改めること。
（是正事項）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ9
（３）
「卒業研究に取り組み、研究手法の基本を学修」することを、教育の特長として掲
げているが、
「卒業研究」が理学療法学科においては一部選択科目、作業療法学科及び視
能訓練学 科においてはすべて選択科目であるため、
「卒業研究」の位置づけを明確にし、
必要であれば「卒業研究」を必修科目に改めること。
（是正事項）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ10
（４）
「チーム医療・チームケア」を教育の特長として掲げ、「関連職種連携教育」を 1
年次から段階的に実施すると説明しているが、
「関連職種連携教育」とはどのような科目
構成、教育体系で実施されるのか具体的な科目を明示し、それぞれにおいてどのような
能力が身につくかを明確にすること。
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（是正事項）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ13
（５）履修モデルが示されているが、本学の定める人材養成像との関係性が不明確であ
るため、どの様な考え方で履修モデルを設定しているのかを人材養成像に照らし合わせ
て説明すること。その際に、選択科目の履修の考え方及び科目ごとの身に付けさせる能
力を明確にして説明すること。
（是正事項）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ16
２． ＜学生確保の見通し、卒業後の進路が不明確＞
学生確保の見通しおよび卒業後の進路（専門職の需要）について地域社会を対象にした
アンケート調査を実施し一定程度の説明はなされているが、地域のみを分析の対象とす
るのではなく、全国的な学生確保や人材需要の分析も行うこと。
【３学科共通】
（改善事項）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ19
【教育課程等】
３． ＜個別科目の内容等の充実＞
「海外研修プログラムを通じた国際的な視野の養成」を教育の特長として掲げており、
海外研修先についてもほとんどがアジアでの研修となっている。大学を設置する理由で
は、
「アジアにも目を向けた医療専門職の養成を行う」とありアジアに目を向けているこ
とがうかがえるが、本学が国際的な視野の養成を行うにあたってアジア諸国で研修を行
う目的と、教育の目標について具体的に説明すること。
その際に、
「学術交流協定提携予定機関一覧」の各機関においてどの機関が海外の医療・
福祉・語学機関にあたるのか明確にすること。
また、本学が「アジアに目を向けた医療専門職の養成を行う」のであれば、アジアにお
ける医療専門職関連の図書が不足しているため充実させること。
【３学科共通】
（改善事項 3）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ26
４．＜実習体制に関する説明が不十分＞
学内教員が実習施設を必要に応じて訪問するとのことであるが、臨地実習の手引では問
題があった場合のみ訪問するように説明しているため、改めて学内教員の実習施設訪問
について説明すること。その際に、実習指導担当者、実習調整者及び臨地実習指導者そ
れぞれの役割を明確にして説明すること。また、実習が遠隔地であることや教員によっ
て担当科目が多いことから、教員負担が懸念されるため、教員の実習施設訪問スケジュ
ールと多忙な時期の一週間のスケジュールを示すこと。
【３学科共通】
（是正事項）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ29

目次（作業療法）―２

５． ＜留学生に関する説明が不十分＞
入学者選抜について、留学生特別選抜入試を若干名行うとしているが、日本語教育等が
設けられていないことなど留学生を受け入れる際にどのような教育体制で留学生に対し
て教育を行うのか、また、どの様な受け入れ方針で受け入れるのかが不明確であるため
説明すること。
併せて、入学者選抜方法の「⑤留学生特別選抜入試」の記載に「社会人特別入試」が抜
けていると考えられるため修正すること。【３学科共通】
（是正事項）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ36
６． ＜教育課程の充実＞
総合教育科目について、例えば下記の 3 科目のように、内容や名称が適切ではないと見
受けられるものがある。総合教育科目の位置付けも踏まえ、大学教育としての水準を維
持するという観点から、必要に応じて科目名称と内容を整合するよう改めること。
・
「コンピューターの基礎」においては、アプリケーションの使用などコンピュータの基
本的な操作方法を学習する内容となっており、卒業要件単位には含めず リメディアル
教育として実施すべきではないか。
・
「健康科学実践」は実際にスポーツを行う科目であるが、講義内容において科学の実践
に該当する内容が見受けられないのではないか。
・
「経済学」については、時事問題について学習するにとどまり、大学教育の水準に達し
ていないのではないかとの懸念がある。
・
「文学（リテラシー入門）」については、授業内容として本来別のものである文学とリ
テラシーを同列に扱っているので、講義名称を改めるべきではないか。
（改善事項）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ40
【教員組織等】
７． ＜教員の業務負担の見直し＞
学科長が受け持つ科目が多く、学科長の職責を果たすうえで業務過多になり適切に学科
を管理できるかについて不明確であるため学科長としての業務内容と受け持つ科目をス
ケジュール等で示すことで説明すること。【３学科共通】
（改善事項）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ42
８． ＜設置計画の一層の充実＞
教員の年齢構成が比較的高齢に偏っていることから、教育研究の継続性を踏まえ、今後
の採用計画など教員組織編制の将来構想の明確化が望まれるので、対応方針について回
答すること。
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（改善事項）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ43
【名称、その他】
９． ＜標記等の形式的な修正・見直し＞
学則には学部長・学科長会議と記載があり、設置の趣旨を記載した書類には学科長会議
と記載があるため、それぞれの会議の位置づけについて説明すること。記載の不備であ
れば修正すること。
【３学科共通】
（改善事項）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ44
１０． ＜ＦＤ委員会の定義や説明内容が不明確＞
ＦＤ委員会の構成員やどのような位置づけなのかが不明確であるため委員会の規約など
で説明すること。
【３学科共通】
（改善事項）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ45
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審査意見への対応を記載した書類（３月）
（目次）福岡国際医療福祉大学 医療学部 視能訓練学科
【大学等の設置の趣旨・必要性】
１． ＜設置の趣旨、人材像、教育課程が不整合＞
本学が定める３ポリシーや大学の理念と教育研究上の目的について、本学科の設置の趣
旨、人材養成像及び教育課程との整合性が不明確であるため次の点を明確にし、必要が
あれば改めること。
【３学科共通】
（１）大学としての３ポリシーの記載はあるが、与える学位、養成する人材養成像及び
社会的需要が学科ごとに違うため、学科ごとに３ポリシーを作成することが望ましい。
学科ごとに３ポリシーを作成するか、改めて学科ごとの養成する人材像、教育課程、入
学者に求める要件を明確にすること。その際に、ディプロマ・ポリシーとカリキュラム・
ポリシー及びアドミッション・ポリシーとの関係性をカリキュラムツリーやカリキュラ
ムマップを作成するなどして明確に説明すること。
（是正事項）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ1
（２）養成する人材像として、「
「生命の尊厳、生命の平等」の精神を持ち」としている
が、
「倫理学」及び「生命倫理」が選択科目であるため、どの科目で当該能力を身に付け
させるのか不明確である。当該能力を身に付けさせる教育課程となっているか説明し、
必要であれば当該科目を必修科目に改めること。
（是正事項）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ9
（３）
「卒業研究に取り組み、研究手法の基本を学修」することを、教育の特長として掲
げているが、
「卒業研究」が理学療法学科においては一部選択科目、作業療法学科及び視
能訓練学 科においてはすべて選択科目であるため、
「卒業研究」の位置づけを明確にし、
必要であれば「卒業研究」を必修科目に改めること。
（是正事項）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ10
（４）
「チーム医療・チームケア」を教育の特長として掲げ、「関連職種連携教育」を 1
年次から段階的に実施すると説明しているが、
「関連職種連携教育」とはどのような科目
構成、教育体系で実施されるのか具体的な科目を明示し、それぞれにおいてどのような
能力が身につくかを明確にすること。
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（是正事項）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ13
（５）履修モデルが示されているが、本学の定める人材養成像との関係性が不明確であ
るため、どの様な考え方で履修モデルを設定しているのかを人材養成像に照らし合わせ
て説明すること。その際に、選択科目の履修の考え方及び科目ごとの身に付けさせる能
力を明確にして説明すること。
（是正事項）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ16
２．＜人材像、履修モデルが不明確＞
履修モデル上において、
「臨床的学習コース」と「学際的学習コース」が示されているが、
コースごとの定義が示されていない。コースワークを行うのであれば、コース選択の時期
やそれぞれのコースの目的等を養成する人材像に照らし合わせて示すこと。コースワーク
を行わないのであれば、それぞれのコースごとの選択科目の履修の考え方について養成す
る人材像に照らし合わせて説明すること。
（是正事項）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ20
３． ＜学生確保の見通し、卒業後の進路が不明確＞
学生確保の見通しおよび卒業後の進路（専門職の需要）について地域社会を対象にした
アンケート調査を実施し一定程度の説明はなされているが、地域のみを分析の対象とす
るのではなく、全国的な学生確保や人材需要の分析も行うこと。
【３学科共通】
（改善事項）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ21
４．＜学生確保に関する説明が不十分＞
進学希望者の需要が専門学校ではなく 4 年制大学にあることを設置の趣旨として説明し
ているが、同一法人内の専門学校の入学者数を示すこと。
（改善事項）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ28
【教育課程等】
４． ＜個別科目の内容等の充実＞
「海外研修プログラムを通じた国際的な視野の養成」を教育の特長として掲げており、
海外研修先についてもほとんどがアジアでの研修となっている。大学を設置する理由で
は、
「アジアにも目を向けた医療専門職の養成を行う」とありアジアに目を向けているこ
とがうかがえるが、本学が国際的な視野の養成を行うにあたってアジア諸国で研修を行
う目的と、教育の目標について具体的に説明すること。
その際に、
「学術交流協定提携予定機関一覧」の各機関においてどの機関が海外の医療・
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福祉・語学機関にあたるのか明確にすること。
また、本学が「アジアに目を向けた医療専門職の養成を行う」のであれば、アジアにお
ける医療専門職関連の図書が不足しているため充実させること。
【３学科共通】
（改善事項）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ29
５．＜実習体制に関する説明が不十分＞
学内教員が実習施設を必要に応じて訪問するとのことであるが、臨地実習の手引では問
題があった場合のみ訪問するように説明しているため、改めて学内教員の実習施設訪問
について説明すること。その際に、実習指導担当者、実習調整者及び臨地実習指導者そ
れぞれの役割を明確にして説明すること。また、実習が遠隔地であることや教員によっ
て担当科目が多いことから、教員負担が懸念されるため、教員の実習施設訪問スケジュ
ールと多忙な時期の一週間のスケジュールを示すこと。
【３学科共通】
（是正事項）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ32
６． ＜留学生に関する説明が不十分＞
入学者選抜について、留学生特別選抜入試を若干名行うとしているが、日本語教育等が
設けられていないことなど留学生を受け入れる際にどのような教育体制で留学生に対し
て教育を行うのか、また、どの様な受け入れ方針で受け入れるのかが不明確であるため
説明すること。
併せて、入学者選抜方法の「⑤留学生特別選抜入試」の記載に「社会人特別入試」が抜
けていると考えられるため修正すること。【３学科共通】
（是正事項）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ39
７． ＜教育課程の充実＞
総合教育科目について、例えば下記の 3 科目のように、内容や名称が適切ではないと見
受けられるものがある。総合教育科目の位置付けも踏まえ、大学教育としての水準を維
持するという観点から、必要に応じて科目名称と内容を整合するよう改めること。
・
「コンピューターの基礎」においては、アプリケーションの使用などコンピュータの基
本的な操作方法を学習する内容となっており、卒業要件単位には含めず リメディアル
教育として実施すべきではないか。
・
「健康科学実践」は実際にスポーツを行う科目であるが、講義内容において科学の実践
に該当する内容が見受けられないのではないか。
・
「経済学」については、時事問題について学習するにとどまり、大学教育の水準に達し
ていないのではないかとの懸念がある。
・
「文学（リテラシー入門）」については、授業内容として本来別のものである文学とリ
テラシーを同列に扱っているので、講義名称を改めるべきではないか。
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（改善事項）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ43
【教員組織等】
８． ＜教員の業務負担の見直し＞
学科長が受け持つ科目が多く、学科長の職責を果たすうえで業務過多になり適切に学科
を管理できるかについて不明確であるため学科長としての業務内容と受け持つ科目をス
ケジュール等で示すことで説明すること。【３学科共通】
（改善事項）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ45
９． ＜設置計画の一層の充実＞
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教員の年齢構成が高齢に偏っていることから、教育研究の継続性を踏まえ、若手教員の
採用計画など教員組織の将来構想を明確にすること。
（改善事項）
）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ46
【名称、その他】
１０． ＜標記等の形式的な修正・見直し＞
学則には学部長・学科長会議と記載があり、設置の趣旨を記載した書類には学科長会議
と記載があるため、それぞれの会議の位置づけについて説明すること。記載の不備であ
れば修正すること。
【３学科共通】
（改善事項）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ47
１１． ＜ＦＤ委員会の定義や説明内容が不明確＞
ＦＤ委員会の構成員やどのような位置づけなのかが不明確であるため委員会の規約など
で説明すること。
【３学科共通】
（改善事項）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ48
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（是正事項）福岡国際医療福祉大学 医療学部 理学療法学科
１． ＜設置の趣旨、人材像、教育課程が不整合＞
本学が定める３ポリシーや大学の理念と教育研究上の目的について、本学科の設置の趣旨、人材養成
像及び教育課程との整合性が不明確であるため次の点を明確にし、必要があれば改めること。【３学科
共通】
（１）大学としての３ポリシーの記載はあるが、与える学位、養成する人材養成像および社会的需要が学
科ごとに違うため、学科ごとに３ポリシーを作成することが望ましい。学科ごとに３ポリシーを作成す
るか、改めて学科ごとの養成する人材像、教育課程、入学者に求める要件を明確にすること。その際に、
ディプロマ・ポリシーとカリキュラム・ポリシーおよびアドミッション・ポリシーとの関係性をカリキ
ュラムツリーやカリキュラムマップを作成するなどして明確に説明すること。

（対応）
本学の各学科ごとの養成する人材像を見直した上、３つのポリシーは、学位プログラムごと（学科ごと）
に作成しました。
なお、大学の理念と教育研究上の目的、学科設置の趣旨、人材養成像を踏まえ、各学科の教育課程編成
の考え方を整理し、加筆いたしました。
また、ディプロマ・ポリシーとカリキュラム・ポリシーとの関係性を履修体系図（カリキュラムマップ）
で示します。履修体系図（カリキュラムマップ）では、科目区分、分野別の科目構成（教育内容）
、各授
業科目、履修順序を表し、カリキュラムとディプロマ・ポリシー達成の関係を明示しました。
さらに、アドミッション・ポリシーとディプロマ・ポリシーと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資料で示しました。
【資料 29：カリキュラムマップ】
【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】
（説明）
本学の教育課程は、①総合教育科目②専門基礎科目③専門科目から構成されます。
総合教育科目は、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として開設します。
専門基礎科目は、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科目として開設します。
専門科目は、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として開設します。
資料 29 カリキュラムマップにおいては、総合教育科目、専門基礎科目、専門科目を分野別の科目群に
分類し、それぞれの分野の科目群ごとにカリキュラム・ポリシーとディプロマ・ポリシーとの関係につ
いて、◎、○印を用いて、それぞれ強く関連する分野、関連する分野を表しました。
また、資料 42 においては、アドミッション・ポリシーとディプロマ・ポリシーの関係性を表にして示
し、アドミッション・ポリシーと入学者選抜方法の関係を、○印を用いて示しました。アドミッション・
ポリシーのうち、基礎学力に関しては、一般常識試験や学科試験等によって、測るものとします。目的
意識や自主性、倫理観、海外への興味については、面接や小論文等を用いて測ることとします。
（新旧対照表）設置の趣旨等を記載した書類
新

旧

(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。
＜右記を以下に変更＞

(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。
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1

①「生命の尊厳、生命の平等」の精神を持ち、他
・患者や利用者に共感しながらチーム医療・チー
者を尊敬する豊かな人間性と高い倫理性を兼ね
ムケアが実践できる理学療法士
備えることができる理学療法士
・最先端の知識や技術を取り入れ、科学的根拠に
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
基づいた臨床推論のもと、成果を実証できる理
学療法士
学療法士
・生涯学習を実践し、先輩を敬い同僚と切磋琢磨
③患者や利用者に共感しながらチーム医療・チー
し、後輩を教育指導できる理学療法士
ムケアが実践できる理学療法士
・国際化に対応した幅広い知識・技術を修得し、
④生涯学習を実践し、先輩を敬い同僚と切磋琢磨
国際的視点に立って活躍できる理学療法士
し、後輩を教育指導できる理学療法士
・理学療法の本質を捉え「臨床現場に役立つ研究」
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
を実践できる創造性と広い視野を備えた理学療
療法士
法士
・「生命の尊厳、生命の平等」の精神を持ち、他
⑥国際化に対応した幅広い知識・技術を修得し、
者を尊敬する豊かな人間性と高い倫理性を兼
国際的視点に立って活躍できる理学療法士
ね備えることができる理学療法士
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５．学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー）
＜右記を以下に変更＞
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。
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。

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業人を養成することで、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。
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
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
を尊び、一人の人間として豊かな心を身につけ、
る。
時代のニーズや地域で起こっている事象への関
②専門領域へつながる基礎的な学力を養い、保健、
心を深め、社会へ貢献するために専門職として
医療、福祉の分野において指導者となり得る素
必要な高い専門的能力や技術力、実践力を身に
地を身につける。
つける。
③他職種を理解し、専門領域を超えて問題を探求
する姿勢を身につける。
②他職種を理解し、職種を超えて問題を探求する
④国際社会で活躍するにあたって必要な能力を育
姿勢を身につけ、基礎的および専門的な学力を
むため、基本的な知識と技能、語学力を身につ
養い、保健、医療、福祉の分野において指導者・
ける。
研究者となり得る基本的能力を身につける。
⑤時代のニーズや地域で起こっている事象への関
③国際社会で活躍するにあたって必要な能力を育
心を深め、社会へ貢献するために専門職として
むため、知識と技能、語学力を身につける。
必要な高い専門的能力や技術力、実践力を身に
つける。
（12 ページ）

＜以下を追加＞
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
2

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。
（19 ページ）

（21 ページ）

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。
＜右記を以下に変更＞
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。

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。

②専門基礎科目：人体の構造や、疾病に関わる基

②専門基礎科目：「チーム医療・チームケア」に

礎的な知識を学修し、「チーム医療・チームケ

欠かせないコミュニケーション能力、関連職種

ア」に欠かせないコミュニケーション能力、関

に関する知識と連携能力および課題解決能力を

連職種に関する知識と連携能力および課題解決

身につけた専門職業人を養成する

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

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

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

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

け、専門職業人として社会に貢献できる人材を

する。

養成する

(1)総合教育科目：幅広い教養や視野、国際的なセ (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
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
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・
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
情報系、保健体育系、総合系、外国語系に区分さ
れる。
れる。
総合教育科目の特色は、
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
○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
○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
○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。
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
につけた専門職業人を養成する。

(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

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
3

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。

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。

(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、専門職業人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

２．教育課程編成の基本的な考え方

（22 ページ）

（20 ページ）

(1) 理学療法学科のカリキュラム・ポリシー
＜以下を追加＞
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。

(1) 理学療法学科

（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。
）
＜右記を以下に変更＞
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。
＜以下を追加＞
○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
4

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 14 単位、選択科目 7 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 65 単位、専門
教育科目から選択科目 5 単位以上、併せて 124 単位
以上となる。履修の年次ごとの順序は下記のとおり
である。

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。
（23 ページ）

（20 ページ）

＜右記を以下に変更＞
1 年次： 総合教育科目の大半と専門基礎科目の中 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 の解剖学、生理学、運動学、運動生理学など専門科
的位置付け科目を学修する。
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
5

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
6

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。

専門基礎科目の医科系科目では、神経学、整形外
科学、内科学などの臨床医学を学修するとともに、
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。さらに、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」
「医用
画像診断学」
「クリニカルリーズニング」
「理学療法
技術学」などの科目を通して最先端の理論や技術を
学修する。
「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
身に着ける。さらに、医療機関や福祉施設での「検

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。

査測定実習」「評価実習」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）
】
（54 ページ）

（39 ページ）

２．入学者に求める要件（アドミッション・ポリ ２．入学者に求める要件（アドミッションポリシ
シー）
ー）
本学は、日々進化する保健、医療、福祉の分野に
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 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、 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 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。
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
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 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、 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 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
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。
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
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 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 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。
実現に尽くすものである。
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＜右記を以下に変更＞
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
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
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】
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【求める学生像】
○医療・福祉・保健の分野で活躍したいという目
的意識が明確である者
・本学の基本理念および教育目標を十分に理解
している者
・知識と技術を修得するための努力を継続でき
る者
・失敗を恐れず挑戦し、その経験から学び、自
らを成長させようと努める者
○豊かな人間性と高い倫理観をもち、何事にも柔
軟に取り組むことができる者
・相手の立場に立って物事を考えることができ、
他者の苦痛や悩みを理解しようと努める者
・人の嫌がることでも率先して行動し、リーダ
ーシップとチームワークを発揮することがで
きる者
・他者の意見を傾聴し、自己の意見を発信でき
るコミュニケーション能力を有する者
○保健医療学を学び応用するために必要な基礎学
力と幅広い教養を身につけている者
・本学の修学のために必要な基礎学力を身につ
けている者
・科学的に物事を思考できる基礎学力を身につ
けている者
○海外で活躍できる資質を持つ者
・海外で活躍したいという思いを持ち、努力を
継続できる者
・語学力に長けている者
・海外の文化に興味を持ち、深く理解しようと
努めると同時に、多様性を受け入れられる者
○加えて、各学科において、以下の資質を持つ者
を求める
理学療法学科：臨床のみでなく、教育・研究
に対しても興味を持ち、学問に取り組む者
作業療法学科：その人らしい生き方を論理的に
思考して、科学的に探求する姿勢をもつ者
視能訓練学科：視覚に興味を持ち、多様な視点
からこの分野の探求を志す者

（是正事項）福岡国際医療福祉大学 医療学部 理学療法学科
１． ＜設置の趣旨、人材像、教育課程が不整合＞
本学が定める３ポリシーや大学の理念と教育研究上の目的について、本学科の設置の趣旨、人材養成
像および教育課程との整合性が不明確であるため次の点を明確にし、必要があれば改めること。【３学
科共通】
（２）養成する人材像として、「
「生命の尊厳、生命の平等」の精神を持ち」としているが、「倫理学」お
よび「生命倫理」が選択科目であるため、どの科目で当該能力を身に付けさせるのか不明確である。当該
能力を身に付けさせる教育課程となっているか説明し、必要であれば当該科目を必修科目に改めること。

（対応）
「生命の尊厳、生命の平等」の精神を持つ人材を養成する科目として、「生命倫理」を必修科目とし、
配当年次を改め教育課程を編成します。
「倫理学」に関しては、広く一般的な倫理に関して学修する科目
として開設するため、選択科目として開設します。
（説明）
本学は、
「生命の尊厳、生命の平等」を建学の精神としており、各学科のディプロマ・ポリシーにも「生
命の尊厳、生命の平等」という基本的倫理を理解することを第１の項目に掲げています。
このようなことから、授業科目「生命倫理」は教育上重要な科目であり、履修モデルに示す等の方法で
学生の履修を促す方向でした。しかしながら、ご指摘のとおり、本学の教育目標に沿うコア的な科目は必
修科目にすべきであると考え、教育課程を改めるものとしました。
この科目では、現代の科学技術や医療技術の進歩と人間の生存に関する倫理的問題を主なテーマとして
おり、これを履修することにより、医療従事者として身につけてほしい「生命の尊厳、生命の平等」とい
う基本的倫理の理解が達成できるものと考えています。
一方、
「倫理学」はあくまで一般教養としてのものであり、種々のテーマを扱いますが、「生命の尊厳、
生命の平等」という医療従事者に必要な基本的倫理観と直接に結びつくものではないことから、選択科目
とすることとしました。
（新旧対照表）教育課程の概要
新

旧
（教育課程の概要）

（教育課程の概要）

単位数
科目
区分

授業科目の名称

配当年次

単位数
科目
区分

必 選 自

授業科目の名称

配当年次

修 択 由
総
合
教
育
科
目

自
然
･
生命倫理
情
報
系

1後

必 選 自
修 択 由

総
合
教
育
科
目

2
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自
然
･
生命倫理
情
報
系

1,2,3,4後

2

（是正事項）福岡国際医療福祉大学 医療学部 理学療法学科
１． ＜設置の趣旨、人材像、教育課程が不整合＞
本学が定める３ポリシーや大学の理念と教育研究上の目的について、本学科の設置の趣旨、人材養成
像および教育課程との整合性が不明確であるため次の点を明確にし、必要があれば改めること。【３学
科共通】
（３）
「卒業研究に取り組み、研究手法の基本を学修」することを、教育の特長として掲げているが、
「卒
業研究」が理学療法学科においては一部選択科目、作業療法学科および視能訓練学科においてはすべて
選択科目であるため、「卒業研究」の位置づけを明確にし、必要であれば「卒業研究」を必修科目に改
めること。

（対応）
教育の特長として掲げる「卒業研究に取り組み、研究手法の基本を学修」することを実践していくため、
「卒業研究Ⅰ」
「卒業研究Ⅱ」については、３学科統一して必修科目とすることとして対応いたします。
理学療法学科は、
「卒業研究Ⅰ」
（研究計画の立案）については必修科目であったため変更はありません。
「卒業研究Ⅱ（研究の実践）
」を選択科目から必修科目として改めます。
作業療法学科においては、
「研究法概論」および「研究法演習」の内容を「卒業研究Ⅰ」「卒業研究Ⅱ」
に取り込む形で再編の上、
「卒業研究Ⅰ」および「卒業研究Ⅱ」を選択科目から必修科目として改めます。
視能訓練学科においては、
「視能矯正学研究法」の内容を「卒業研究Ⅰ」に取り込み、
「卒業研究Ⅰ」の
内容の一部を「卒業研究Ⅱ」に移動する形で再編の上、「卒業研究Ⅰ」および「卒業研究Ⅱ」を選択科目
から必修科目として改めます。
したがって、作業療法学科における「研究法概論」
「研究法演習」、視能訓練学科における「視能矯正学
研究法」については、卒業研究に授業内容を包括し、教育課程を再編することとしました。
（説明）
理学療法学科は、選択科目としていた「卒業研究Ⅱ（研究の実践）」を必修科目として改めます。
作業療法学科では、
「研究法概論」について、研究に親近感を持ってもらうこと、作業療法研究の方法
としてどのようなものがありうるかを知ってもらうこと、研究発表の最低必要条件を知ってもらうことを
目的として科目を開設し、
「研究法演習」については、研究法概論を基に実際の研究がどのように計画さ
れ実行されていくかの研究の基本的な流れについて文献購読を中心に学ぶ科目として開設することとし
ていました。
しかし、これらの内容を包含して「卒業研究Ⅰ」および「卒業研究Ⅱ」を必修科目として改めるため、
「研究法概論」
「研究法演習」については、教育課程を再編することとしました。具体的には、
「卒業研究
Ⅰ」において、研究を生み出す探求心と研究への親近感、研究方法と研究発表の最低必要条件など研究に
関する基本を理解した上、作業療法における研究の流れ（学内で学んだ知識や疑問から、学生自らが研究
課題の探求、研究テーマの設定、関連文献検索等を行い、研究計画書の作成に至るもの）を学ぶものとし
ました。
「卒業研究Ⅱ」においては、実際の研究がどのように計画され実行されていくのかを文献講読で
学ぶとともに、作業療法における研究の実際的流れ（ある種の問題解決のために系統的になされる探索で
一定の手順に従って行うもの）を学び、さらに、資料やデータ等を基に、具体的な実験計画にする一連の
考察と図・表や参考文献等の取り扱い方法を修得し、研究報告、研究のまとめを行うものとしました。
また、視能訓練学科では、
「視能矯正学研究法」について、将来の研究活動に役立つ知識を身に付ける
ために、データの収集と処理の方法を学ぶとともに、研究発表会で自分の考えを論理的にプレゼンテーシ
ョンする力を身に付けることを目的として科目を開設することとしていました。
しかし、これらの内容を包含して「卒業研究Ⅰ」および「卒業研究Ⅱ」を必修科目として改めるため、
「視能矯正学研究法」については、教育課程を再編することとしました。具体的には、「卒業研究Ⅰ」に
おいて、データの収集と処理の方法を学ぶとともに、研究発表会で自分の考えを論理的にプレゼンテーシ
ョンする力を身に付けること、さらに、分析力、創造力、応用力などの能力を養い、研究テーマを決定し
た後、指導教員の指導のもとに自主的に継続して研究を進め、研究の面白さやプロセスを学ぶものとしま
した。「卒業研究Ⅱ」においては、１つのテーマについて、指導教員の指導のもとに自主的に継続して研
究を進め、研究の面白さやプロセスを学ぶことにより、卒業後の研究活動や大学院進学につなげるととも
に、研究活動における倫理と不正行為に関する基本的考え方を学ぶものとしました。
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（新旧対照表）教育課程の概要
新

旧

理学療法学科

理学療法学科

（教育課程の概要）

（教育課程の概要）
単位数

単位数
科目
区分

授業科目の名称

科目
区分

配当年次 必 選 自

授業科目の名称

配当年次 必 選 自

修 択 由
専
門
教
育
科
目

専
門
卒業研究Ⅱ(研究の実践)
科
目

4後

修 択 由
専
門
教
育
科
目

2

11

専
門
卒業研究Ⅱ(研究の実践)
科
目

4後

2

（是正事項）福岡国際医療福祉大学 医療学部 理学療法学科
１． ＜設置の趣旨、人材像、教育課程が不整合＞
本学が定める３ポリシーや大学の理念と教育研究上の目的について、本学科の設置の趣旨、人材養成
像および教育課程との整合性が不明確であるため次の点を明確にし、必要があれば改めること。【３学
科共通】
（４）
「チーム医療・チームケア」を教育の特長として掲げ、
「関連職種連携教育」を 1 年次から段階的に
実施すると説明しているが、「関連職種連携教育」とはどのような科目構成、教育体系で実施されるのか
具体的な科目を明示し、それぞれにおいてどのような能力が身につくかを明確にすること。

（対応）
関連職種連携教育を実施する科目構成を、年次毎に示し、それぞれの科目がどういった能力を身につけ
ることを目的としているかについて追加記載します。
（説明）
本学の教育の特色として掲げる「関連職種連携教育」は、まず自職種を理解することから始まるものと
考えています。そのことを踏まえ、１年次では各職種ごとの「概論」や「基礎実習」等で自職種の理解を
図り、段階的に他職種理解や関連職種連携の理解に深化していきます。その流れを年次ごと・科目ごとに
（順次性と体系性の観点から）明らかにして説明いたします。
（新旧対照表）設置の趣旨等を記載した書類
新

旧

（30 ページ）

＜以下を追加＞
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
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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。
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。
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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：「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。
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（是正事項）福岡国際医療福祉大学 医療学部 理学療法学科
１． ＜設置の趣旨、人材像、教育課程が不整合＞
本学が定める３ポリシーや大学の理念と教育研究上の目的について、本学科の設置の趣旨、人材養成
像及び教育課程との整合性が不明確であるため次の点を明確にし、必要があれば改めること。【３学科
共通】
（５）履修モデルが示されているが、本学の定める人材養成像との関係性が不明確であるため、どの様な
考え方で履修モデルを設定しているのかを人材養成像に照らし合わせて説明すること。その際に、選択科
目の履修の考え方および科目ごとの身に付けさせる能力を明確にして説明すること。

（対応）
学科ごとにディプロマ・ポリシーを策定し、養成する人材像との関係を明確にした履修モデルへと改め
ました。
（説明）
履修モデルの作成に際しては、各学科のディプロマ・ポリシーに則り、養成する人材像を、①臨床の現
場で活躍できる人材、②教育・研究の分野で活躍できる人材、③国際貢献の場で活躍できる人材と考え、
それぞれ３類型（臨床系、教育研究系、国際貢献系）としました。
また、各履修モデルについて、選択科目の履修の考え方および科目ごとの身につけさせる能力を整理し
ましたので加筆して説明します。
（新旧対照表）設置の趣旨等を記載した書類
新
（39 ページ）

旧
（26 ページ）

３．各学科の卒業要件、考え方および履修モデル
３．各学科の卒業要件、考え方および履修モデル
＜右記を以下に変更＞
(1) 理学療法学科
(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
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 要」でも記載したが、総合教育科目から必修 14 単
位、選択科目 5 単位（外国語系の選択必修科目 2 単 位、選択科目 7 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 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 目必修 65 単位、専門教育科目から選択科目 5 単位
以上、併せて 124 単位以上で卒業となる。
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
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Ⅰ（講義）
（1 単位）」、
「海
」、
「海 位）」、
（2 単位）
」
、
「社会保障制
外保健福祉事情Ⅱ（実習）
（2 単位）
」
、
「社会保障制 外保健福祉事情Ⅱ（実習）
、
「統計学（2 単位）」、
「医療と ICT（2
度論(2 単位)」
、
「統計学（2 単位）
」
、
「医療と ICT（2 度論(2 単位)」
、「大学入門講座Ⅰ（1 単位）」
、「医学英語Ⅰ
単位）
」
、
「生命倫理（2 単位）
」
、
「大学入門講座Ⅰ（1 単位）」
（1 単位）」
、
「医学英語Ⅱ（1 単位）」の計 14 単位で
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。
ある。
さらに、選択科目として人間系、社会系、自然・
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 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 から 7 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 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 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 と ICT（2 単位）
」、
「大学入門講座Ⅰ（1 単位）
」、
「医
、「医学英語Ⅱ（1 単位）」
、「韓
講座Ⅰ（1 単位）」
、
「医学英語Ⅰ（1 単位）
」
、
「医学 学英語Ⅰ（1 単位）」
」、
「中国語（2 単位）
英語Ⅱ（1 単位）」、
「韓国語（2 単位）
」
、
「中国語（2 国語（2 単位）
」である。また、
単位）
」である。また、
「韓国語（2 単位）
」もしくは 「韓国語（2 単位）
」もしくは「中国語（2 単位）
」
「中国語（2 単位）
」のどちらかを選択必修としてい のどちらかを選択必修としている。その他、
「海外
る。その他、
「海外保健福祉事情Ⅰ（講義）
（1 単位）
」 保健福祉事情Ⅰ（講義）
（1 単位）
」および「海外保
および「海外保健福祉事情Ⅱ（実習）
（2 単位）」以 健福祉事情Ⅱ（実習）
（2 単位）
」以外の科目は全て
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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。

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。

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。

（39 ページ）

＜以下を追加＞
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。
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。
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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）
】

【資料 32：履修モデル（理学療法学科）
】
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（改善事項）福岡国際医療福祉大学 医療学部 理学療法学科
２． ＜学生確保の見通し、卒業後の進路が不明確＞
学生確保の見通しおよび卒業後の進路（専門職の需要）について地域社会を対象にしたアンケート調査
を実施し一定程度の説明はなされているが、地域のみを分析の対象とするのではなく、全国的な学生確保
や人材需要の分析も行うこと。
【３学科共通】
（対応）
改めて、全国を対象とした【資料 2：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
資料】を詳しく分析することとし、視能訓練士については、全国の視能訓練士養成大学(9 校)の 5 年間の
平均定員充足率を示した資料を加え学生確保の見通しを説明しました。
人材需要については以下の資料を添付し、内容を補足しました。
【資料 19：リハビリテ-ション医療の推移】
【資料 20：就職先の状況】
【資料 21：医療機関における就業者数の推移】
【資料 22： アジア諸国の高齢化の進展】
【資料 23：福岡市の要介護高齢者と認知症高齢者の推移】
【資料 24：福岡市の高齢者単独世帯の推移】
（新旧対照表）学生確保の見通し等を記載した書類
新

旧

（1 ページ）
＜右記を以下に変更＞
１ 学生の確保の見通し
福岡国際医療福祉大学（以下、
「本学」という。）医
療学部の理学療法学科入学定員 40 人、作業療法学科同
40 人、視能訓練学科同 40 人については、下記(1)～(7)
により入学定員を十分に確保できると考えている。

（１ページ）

（1）定員充足の見込み
①入学定員設定の考え方
＜略＞

（1）定員充足の見込み
①入学定員設定の考え方
＜略＞

１ 学生の確保の見通し
福岡国際医療福祉大学（以下、
「本学」という。
）
医療学部の理学療法学科入学定員 40 人、作業療法
学科同 40 人、視能訓練学科同 40 人については、
下記(1)～(4)により入学定員を十分に確保できる
と考えている。

② 全国の進学希望者の進学動向について
② 進学希望者の進学需要の変化について
理学療法士および作業療法士については、2017 年 6
2017 年 6 月 26 日に行われた「理学療法士・作
月 26 日に行われた「理学療法士・作業療法士学校養成 業療法士学校養成施設カリキュラム等改善検討
施設カリキュラム等改善検討会」の全国の理学療法 会」の資料によると、理学療法士の養成校の定員
士・作業療法士の定員充足率を示した資料によると、 充足率は、3 年制の専門学校で 93.2％、大学で
理学療法士の養成校の定員充足率は、3 年制の専門学 112.8％。作業療法士の養成校では、3 年制の専門
校(昼間)で 93.2％、4 年制の専門学校(昼間)で 88.1%、 学校で 83.1％、大学で 105.9％となっている。こ
短期大学(昼間)で 91.7%となっており大学以外の養成 れは進学希望者の需要が 4 年制大学にあることを
校の平均定員充足率は全て 100%を割込んでおり、大学 示している。
のみが 112.8%と 100%を超えている。
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作業療法士の養成校でみても、3 年制の専門学校(昼
間)で 83.1％、4 年制の専門学校(昼間)で 70.7%、短期
大学(昼間)で 85.2%となっており大学以外の養成校の
平均定員充足率は全て 100%を割込んでおり、大学のみ
が 105.9%と 100%を超えている。
視能訓練学科については、全国に 9 校ある養成大学
のうち情報開示をしている 6 校の過去 5 年間の平均定
員充足率は 100%を超えており、しかも 4 校が最近定員
増を行っていることから、視能訓練士養成大学につい
ては、他大学の実績からも学生確保はできるものと考
えている。
（削除）

本学が医療学部 3 学科の設置を計画している福
岡県においても、大学進学率は増加しているもの
の、専門学校の進学率は減少してきている。具体
的な数値で見ると、2016 年度の専門学校への進学
率は、2006 年度対比で、全国ではマイナス 1.8％、
福岡県ではマイナス 2.9％と、全国平均を上回るペ
ースで減少傾向にある。その一方、2016 年度の福
岡県の大学進学率は 47.2％となっており、九州地
区で最も高い値を示している。

【資料 2：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資料】
【資料 3：全国の視能訓練士養成大学(9 校）の 5 年
間の平均志願倍率・定員充足率】
【資料 4：大学・専門学校への進学率の推移】

【資料 2：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資料】

(2)客観的データによる検証
①高校生アンケート結果
高校生アンケートについては、福岡県、大分県
熊本県、宮崎県の 4 県 115 校に配布 104 校から回
収。回答者は 15,829 人(九州内対象人口の 12.5%)
に及んでいる。
この結果において、本学を志望する学生数は、理
学療法学科においては 803 人(第 1 希望 647 人)、
作業療法学科は 618 人(第 1 希望 162 人)、視能訓
練学科は 445 人(第 1 希望 103 人)が受験見込数と
なっており、いずれの学科も第 1 希望のみで定員
の 40 人を超えている。
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【資料 3：大学・専門学校への進学率の推移】

②福岡県におけるリハビリテーション大学の充足
率について
現在福岡県内には医療専門職の養成校が 15 校あ
り、内訳は 4 年制大学が 3 校、4 年制専門学校が 4
校、3 年制専門学校が 8 校となっている。全国リハビ
リテーション学校協会加盟の養成校で見ると、東京
都 23 校（うち大学 8 校)、大阪府 20 校（うち大学 10
校)、愛知県 19 校（うち大学 9 校)に次いで福岡県は
4 番目に多い数の養成校を擁しているが、養成校全体
に占める専門学校の割合は 8 割にも達しており、養
成校数が多い上位他県と比較しても専門学校の割合
が高いことがわかる。しかも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（人口約 250 万人）から、公共交通機関を利用
した場合 2 時間から 3 時間程度を要する位置にあり、
リハビリテーション医療技術系分野の大学へ進学を
希望する福岡都市圏の高校生にとって大きな障壁と
なっているため、本学が福岡市内で既設の専門学校
を廃止し、新たに医療技術系の大学を開設すること
は、医療技術系 4 年制大学への進学を希望する高校
生等の選択肢を広げることになる。
福岡県内のリハビリテーション系専門職を養成す
る 3 大学(帝京大学、九州栄養福祉大学、国際医療福
祉大学)の理学療法学科、作業療法学科を擁する学部
については、志願倍率については 2.5 倍から 3.5 倍
となっており、過去 5 年間の平均定員充足率につい
ても、100%を超えている。
視能訓練士については、九州・山口地域で最大の
人口を有する福岡市および福岡県内には視能訓練士
の養成大学は 1 校もなく、また前述の全国の視能訓
練士養成大学 9 校の 4 年間の平均志願倍率・定員充
足率からみても、本学の立地条件等からみても、学
生確保は十分に可能と見ている。
＜以下を追加＞
(3)設置する大学の条件
下記のとおり、250 万人を超える全国でも屈指の
都市圏人口を有する福岡市にあって、福岡市でも最
も恵まれた環境の中にあり、また福岡市で初めての
リハビリテーション専門職養成大学であることか
ら、高い入試倍率を維持できるものと考えられる。
①立地
1)福岡市について
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、増加人数において 20 政令指定
都市中第 1 位となっている。また、福岡都市圏の人
口は福岡県の人口の約半数、254 万人に及んでおり
アジアの玄関口、アジアに開かれた都市として発展
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③ 福岡県の現状について
現在福岡県内には医療専門職の養成校が 15 校
あり、内訳は 4 年制大学が 3 校、4 年制専門学校
が 4 校、3 年制専門学校が 8 校となっている。全
国リハビリテーション学校協会加盟の養成校で
見ると、東京都 23 校（うち大学 8 校)、大阪府
20 校（うち大学 10 校)、愛知県 19 校（うち大学
9 校)に次いで福岡県は 4 番目に多い数の養成校
を擁しているが、養成校全体に占める専門学校
の割合は 8 割にも達しており、養成校数が多い
上位他県と比較しても専門学校の割合が高いこ
とがわかる。しかも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 時間程度を要する位置にあり、リハビ
リテーション医療技術系分野の大学へ進学を希
望する福岡都市圏の高校生にとって大きな障壁
となっているため、本学が福岡市内で既設の専
門学校を廃止し、新たに医療技術系の大学を開
設することは、医療技術系 4 年制大学への進学
を希望する高校生等の選択肢を広げることにな
る。
また、福岡県内にある医療専門職養成校の 4
年制大学 3 校に目を向けると、過去 5 ヶ年にお
ける定員充足率の平均は 109.2％となっており、
入学者に対する平均受験倍率は 3.1 倍と、需要
の規模は安定している。

を続けている。
加えて福岡市の若者人口比率(10 歳～29 歳人口比
率)は 20 政令指定都市中第１位(人数は 5 位)にラン
ク付けされており、学生数では東京都区部、京都市、
名古屋市に次いで第 4 位、学生人口比率は京都市、
東京都区部に次いで 3 位となっており、若者や学生
の割合が非常に高い都市である。
また、全国の 18 歳人口は、2017 年の 1,180 千人
から、10 年後の 2027 年には 1,036 千人まで減少
（2017 年比 12.2％減）する見通しである一方で、
福岡市の 18 歳人口は、
2017 年の 13,978 人から 2027
年には 13,912 人と、ほぼ横ばいに推移する見通し
である。
2)本学を設置する「シーサイドももち地区」につい
て
本学が設置を計画する「シーサイドももち地区」
は福岡市の副都心である西新地区に隣接し、近隣に
は、福岡ソフトバンクホークスのホームグラウンド
である福岡ヤフオクドームや市内有数の観光スポッ
トである福岡タワー、県内屈指の進学校福岡県立修
猷館高等学校、西南学院大学、高級住宅街などがあ
り、福岡市でも若者を中心に特に人気が高いエリア
である。
②福岡市で初めてのリハビリテーション専門職養
成大学
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。実際に、高校生アンケートに示さ
れるように、希望する分野で医療技術系を希望した
高校生うち「4 年制大学進学」を希望する生徒は
90.6%に及んでいる。
また、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、本校は福岡市で初めてのリハビリ
テーション専門職養成大学となり(視能訓練士の養
成大学は西日本に 3 校、九州地方は宮崎県に 1 校し
かない)、新たな需要の掘り起こしが可能であると
考えている。

【資料 5：全国のリハビリテーション系養成校の現状
について】
【資料 6 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 7：福岡県内医療専門職養成大学 入学定員充
足率】
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【資料 4：全国のリハビリテーション系養成校の現
状について】
【資料 5：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 6：福岡県内医療専門職養成大学 入学定
員充足率】

（3 ページ）

(2) 定員充足の根拠となる客観的なデータの
概要

＜内容が重複するため右記を削除＞

＜右記を以下に変更＞
（3 ページ）

(4)社会的な背景
② 大学進学率と学生数の推移
・
・
・
このように、九州圏では出身高等学校の所在する
県内の大学へ進学するか、または福岡県に所在する
大学へ進学するかという、二択で進学先を決めると
いう現象が起きており、福岡県内の大学へ進学を希
望する高校生が多いことがわかる。
また、資料 11 によると、九州地区のほとんどの県
と政令指定都市の大学学部学生数は減少傾向にある
にも関わらず、福岡市内では 2016 年度に 63,718 人
（2012 年度比 1.0％増）と増加傾向にあり、全国平
均（2012 年度比 0.2％増）も上回る。
地元大学への進学意識が高い中、福岡市内におい
て、さらに大学入学者数は増加していく潜在的な需
要があると考えている。

(5) アンケート調査の結果

② 大学進学率と学生数の推移
・
・
・
このように、九州圏では出身高等学校の所在
する県内の大学へ進学するか、または福岡県に
所在する大学へ進学するかという、二択で進学
先を決めるという現象が起きており、福岡県内
の大学へ進学を希望する高校生が多いことがわ
かる。
また、本学は福岡市早良区百道浜地区に設置
する計画である。近隣には、福岡ソフトバンク
ホークスのホームグラウンドである福岡ヤフオ
クドームや市内有数の観光スポットである福岡
タワー、県内屈指の進学校福岡県立修猷館高等
学校、西南学院大学、高級住宅街などがあり、
若者を中心に非常に人気の高いエリアである。
資料 11 によると、九州地区のほとんどの県と政
令指定都市の大学学部学生数は減少傾向にある
にも関わらず、福岡市内では 2016 年度に 63,718
人（2012 年度比 1.0％増）と増加傾向にあり、
全国平均（2012 年度比 0.2％増）も上回る。
地元大学への進学意識が高い中、福岡市内に
おいて、さらに大学入学者数は増加していく潜
在的な需要があると考えている。

(3) アンケート調査の結果

(本文変更なし)

(6)アンケート結果に基づく受験等進学意向者の入
学見込み

(4) アンケート結果に基づく受験等進学意向
者の入学見込み

(本文変更なし)

(7) 学生納付金の設定の考え方

(5) 学生納付金の設定の考え方

(本文変更なし)
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（11 ページ）

（10 ページ）

２ 上記１が社会的､地域的な人材需要の動向等を踏
まえたものであることの客観的な根拠

２ 上記１が社会的､地域的な人材需要の動向
等を踏まえたものであることの客観的な根拠

＜右記を以下に変更＞
(1) 社会的・地域的人材需要の動向
①社会的な人材需要の動向
日本は、本格的な超高齢社会を迎え、2035 年には
人口に占める 65 歳以上の高齢者の割合が 33％程に
なると言われている。
このような中で、厚生労働省は地域医療構想にお
いて、10 年後(2025 年)には、介護施設や高齢者住宅
を含めた在宅医療等で追加的に対応する患者数は約
30 万人という推計を行っている。
中央社会保険医療協議会総会(2015 年第 316 回)に
提出された資料によれば、リハビリテーションに関連
する診療報酬の総額は、近年、診療報酬全体の伸びを
大きく上回り、回復期リハビリテーション病棟の届出
病床数は直近の 10 年間で 2.2 倍の 8 万床に増加して
おり、リハビリーテーション関連職種の需要の拡大が
うかがえる。
また、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）に理学療法士協会が
提出した 2015 年の就職希望者に対する就職者実数は
99.2%であり、就職を希望する学生は、ほとんど就職
が可能であるとの報告が行われており、同分科会の資
料においても、理学療法士、作業療法士、視能訓練士
の 80%以上が病院に就職し、その増加率はここ 5 年間
で理学療法士は 130.6%、作業療法士は 123.3%、視能
訓練士は 116.3%の増加となっている。
栃木・千葉・小田原・東京・大川・福岡にキャンパ
スを持つ国際医療福祉大学においても 2015 年度は
1,206 人の就職希望者全員が就職しており、永年にわ
たり就職率は 100%を堅持している。
②アジアの動向
経済産業省の「アジアで進展する少子高齢化」と題
した資料によれば、我が国を含むアジア各国は 1970
年代以降、持続的な経済成長を実現してきた。しかし、
出生率の低下等によりアジアの生産年齢人口比率は
2015 年、生産年齢人口は 2035 年をピークに減少に転
じ、高齢者の急速な増加が見込まれているとしてい
る。
これを受け、アジア全体の高齢者比率は 2010 年に
高齢化社会(65 歳以上の高齢者比率が 7%に達した社
会)となり、2035 年には高齢社会(同比率が 14%に達
した社会)を迎えることが予想されている。
このような中、日本は世界でもいち早く少子高齢化
を迎え、その経験をもとに、高齢者を支えるリハビリ
テーション専門職のレベルも高度化している。今後、
高齢化社会を迎えていくアジア諸国において、日本の
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(1)

社会的・地域的人材需要の動向

日本は、本格的な超高齢社会を迎え、2035 年
には人口に占める 65 歳以上の高齢者の割合が
33％程になると言われている。
福岡市における高齢化がもたらす課題として
は、高齢者の増加により，介護を必要とする人が
増えていくことであり、現状のまま推移すると，
現在の要介護認定者数約 5 万 7 千人が，2025 年
には約 10 万人（1.8 倍）に，2040 年には約 14 万
4 千人（2.5 倍）になると予測されている。また，
認知症高齢者の数も、現在の約 2 万 9 千人が，
2025 年には約 5 万 5 千人に（1.9 倍）に，2040
年には約 8 万 3 千人（2.9 倍）に増加すると予
測されている。福岡市では，単身高齢者世帯が大
幅に増加していくため，在宅で生活する単身高齢
者や認知症高齢者を支援する方策の構築を急ぐ
ことが示されている。地域包括ケアシステム構築
の上で認知症、在宅リハビリ、予防事業等におけ
る理学療法士、作業療法士、視能訓練士の役割が
ますます増加していくことを見込んでいる。
福岡国際医療福祉学院における就職状況に関
しては、過去 5 ヶ年における求人数の平均は、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
にのぼり、十分な求人数が確保されている。
全国的な社会の高齢化が進む中、九州地区なら
びに福岡県内におけるリハビリテーション職員
増加と、福岡市においては高齢者を支援する方策
の構築が急がれており、さらに新大学においては
現在の福岡国際医療福祉学院に毎年寄せられる
就職希望者を大きく上回る求人数や、 療施設に
おける、理学療法士・作業療法士・視能訓練士の
従事者が増加していることからも、社会的、地域
的な人材需要は今後も継続すると考えられる。

経験、知識、技術が必要とされるようになるものと思
われ、リハビリテーション専門職に対する需要はアジ
ア諸国においても拡大していくものと考えられる。
【資料 18：今後の全国高齢者人口の推移】
【資料 19：リハビリテ-ション医療の推移】
【資料 20：就職先の状況】
【資料 21：医療機関における就業者数の推移】
【資料 22： アジア諸国の高齢化の進展】
【資料 23：福岡市の要介護高齢者と認知症高齢者の
推移】
【資料 24：福岡市の高齢者単独世帯の推移】
【資料 25：福岡国際医療福祉学院 既設の学科に対
する求人状況】
【資料 26： 大学設置計画に係る 事業所アンケート
調査結果
【資料 27： 事業所アンケート 配布資料（回答用
紙・別紙開設計画）
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【資料 17：今後の全国高齢者人口の推移】

【資料 18：福岡市の要介護高齢者と認知症高
齢者の推移】
【資料 19：福岡市の高齢者単独世帯の推移】
【資料 20：福岡国際医療福祉学院 既設の学科
に対する求人状況】

（改善事項）福岡国際医療福祉大学 医療学部 理学療法学科
３． ＜個別科目の内容等の充実＞
「海外研修プログラムを通じた国際的な視野の養成」を教育の特長として掲げており、海外研修先につ
いてもほとんどがアジアでの研修となっている。大学を設置する理由では、「アジアにも目を向けた医療
専門職の養成を行う」とありアジアに目を向けていることがうかがえるが、本学が国際的な視野の養成を
行うにあたってアジア諸国で研修を行う目的と、教育の目標について具体的に説明すること。
その際に、
「学術交流協定提携予定機関一覧」の各機関においてどの機関が海外の医療・福祉・語学機
関にあたるのか明確にすること。
また、本学が「アジアに目を向けた医療専門職の養成を行う」のであれば、アジアにおける医療専門職
関連の図書が不足しているため充実させること。
【３学科共通】

（対応）
アジア諸国に目を向けて海外研修を行う目的と教育の目標について追加説明します。
なお、
「学術交流協定提携予定機関一覧」のどの機関が、海外の医療・福祉・語学機関にあたるのか、
各機関を分類する資料を作成しました。
また、アジアにおける医療専門職関連の図書の充実を図りました。
（説明）
アジア諸国においても高齢化が進みリハビリテーション専門職の需要が急拡大すること、また、本学の
立地条件も考え、中国、韓国を中心としたアジア諸国で研修を行う目的と教育目標を追記しました。
なお、「学術交流協定提携予定機関一覧」の各機関において、どの機関が海外の医療・福祉・語学機関
にあたるかを確認し、追加資料を作成しました。この過程で、オーストラリアの「テイフ クイーンズラ
ンド」では教育目標が達成できないことが判明したため、これを削除しました。
（資料 52「学術交流協定
提携予定機関一覧」
）
また、アジアにおける医療専門職関連の図書については 193 冊の増冊を図り、新規購入予定図書のリス
ト（資料 39 図書等一覧表(新規購入・整備予定）)に追加するとともに、図書冊数を訂正しました。
（新旧対照表）設置の趣旨等を記載した書類
新

旧

（81 ページ）

１．海外研修の具体的計画
＜右記を以下に変更＞
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。

（62 ページ）

１．海外研修の具体的計画

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。

＜以下を追加＞
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
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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育成を重視してき
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
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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

【資料 52：学術交流協定提携予定機関一覧】

【資料 47：学術交流協定提携予定機関一覧】

＜右記を以下に変更＞
（37 ページ）

（52 ページ）

新規購入予定図書は一般図書 644 冊、専門図書
新規購入予定図書は一般図書 451 冊、専門図書
4,558 冊の合計 5,202 (うち外国書 507 冊)であり、 4,558 冊の合計 5,009 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 大学設置に伴い専門基礎分野および専門分野の図
情報・語学・会話関係図書などを増やすとともに、 書を大幅に拡充させることとした。
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
一般図書

2,881
冊

(うち外

(2 冊)

国書)
専門図書

7,986
冊

(うち外

(99 冊)

国書)
図書合計

10,867
冊

(うち外国
書)
学術雑誌

(うち雑誌)

(101
冊)
104 種
類
(11 種
類)

電子ジャー
ナル
視聴覚資料

3社
8,350 誌
1,010
点

新規購入
図書等

図書等合計

3,525 冊

(0 冊)

(2 冊)

4,558 冊

12,544 冊

(507 冊)

(606 冊)

5,202 冊

16,069 冊

(507 冊)

(608 冊)

0 種類

104 種類

(0 種類)

(11 種類)

0社

3社

135 点

等

(完成年次)

644 冊

0誌

既存図書

一般
図書
(うち
外国書)
専門
図書
(うち
外国書)
図書合計
(うち外
国書)
学術雑誌
(うち雑
誌)
電子ジャ
ーナル
視聴覚資

8,350 誌

料

新規購入
図書等

図書等合計
(完成年次)

2,881 冊

451 冊

3,332 冊

(2 冊)

(0 冊)

(2 冊)

7,986 冊

4,558 冊

12,544 冊

(99 冊)

(507 冊)

(606 冊)

10,867 冊

5,009 冊

15,876 冊

(101 冊)

(507 冊)

(608 冊)

104 種類

0 種類

104 種類

(11 種類)

(0 種類)

(11 種類)

3社

0社

3社

8,350 誌
1,010 点

0誌
135 点

8,350 誌
1,145 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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【資料 38：図書等一覧表（新規購入・整備予定）
】

（是正事項）福岡国際医療福祉大学 医療学部 理学療法学科
４． ＜実習体制に関する説明が不十分＞
学内教員が実習施設を必要に応じて訪問するとのことであるが、臨地実習の手引では問題があった場合
のみ訪問するように説明しているため、改めて学内教員の実習施設訪問について説明すること。その際に、
実習指導担当者、実習調整者および臨地実習指導者それぞれの役割を明確にして説明すること。また、実
習が遠隔地であることや教員によって担当科目が多いことから、教員負担が懸念されるため、教員の実習
施設訪問スケジュールと多忙な時期の一週間のスケジュールを示すこと。
【３学科共通】

（対応）
実習期間中の訪問指導について、実習施設との連携体制を含めて改めて説明します。
実習指導担当者、実習調整者および臨地実習指導者については、役割に応じて「実習指導担当教員」
、
「臨
床教育者」のいずれかの名称へと記載を改め、それぞれの役割を明確にして説明するとともに、実習施設
訪問スケジュールと多忙な時期の一週間のスケジュールを資料として示します。
（説明）
本学の特色の一つは、近隣地域にグループ内の大規模な医療施設を少なからず有していることにありま
す。これらの施設を中核施設と位置付け、大部分の実習はここで行います。その場合、グループ施設の臨
床教育者の中から、知識・経験の豊富な者を責任者として配置し、緊密な連携を図りながら実習を進めま
す。一方、グループ以外の実習施設（一般実習施設）であっても、中核施設に準じた体制で実習を遂行し
ます。
なお、本学における、実習の担当である教員を「実習指導担当教員」、実習施設の実習指導者を「臨床
教育者」と定義を整理し、その役割を明確にしました。
実習期間中の実習施設訪問等（実習指導担当教員が実習期間中に最低１回は実習を訪問すること、週に
最低１回は臨床教育者に連絡すること）についても明記しました。
実習期間中の事故発生時の連絡体制や事故対応方法についても、加筆しています。グループ外の施設で
あっても、遠隔地の施設であっても速やかな対応を図ることとしています。
実習は、基本的には、通常授業期間外に行うことを原則としますが、授業期間の多忙な時期であっても
教員が実習施設を訪問するスケジュールを示しました。
（新旧対照表）設置の趣旨等を記載した書類
新
（60 ページ）

第１０

実習の具体的計画

旧
（44 ページ）

第１０

実習の具体的計画

＜右記を以下に変更＞
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
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 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 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 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、 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・ 「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」 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
の精神を学ぶ独自の教育環境を整えている。
ある。
隣接する「福岡山王病院」は、199 床ではあるも
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 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 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 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 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
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。
果たしている。
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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。

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実施する。

２.実習体制
(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、実習施設の臨床
教育者（実習施設における実習指導者）が実習を担
当し、本学と密接に連携して実習指導を行っていく
ものとする。また、グループ施設の臨床教育者のう
ち、実習指導に関する知識・経験が豊富な者を、責
任者として配置し、実習期間においては実習指導の
管理を専任として行うものとする。なお、これらの
グループの臨床教育者には、2 日前後の研修を実施
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。

なお、これらのグループ関連施設では、各施設に
実習指導担当者を配置する。実習指導担当者には、
2 日前後の研修を実施し、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。

【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。一般実
習施設においては、一般実習施設の臨床教育者が実
習指導を担当するものとする。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教育者とも、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。
(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 回は教員が訪問指導し、
週に 1 回は実習施設の臨床教育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、臨床教育者から直ちに本
学の実習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
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を協議するものとする。また、実習施設においても、
直ちに臨床教育者、実習責任者、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、速やかな事故対応が行われる。
一般施設にあっても、臨床教育者との緊密な連絡
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、臨床教育者と協働して事故対応に当たらせる。
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】
（62 ページ）

(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、臨床教育者と密に連携し、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

（44 ページ）

本学では、臨床実習の進捗管理等を行う者（実習
調整者）を配置し、臨床実習全体の計画の作成、実
習施設との調整などを担当する。臨床実習・臨地実
習においては臨床教育者（臨地実習指導者含む）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
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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。実習評価は実習指導担当教員
と臨床教育者が総合的に評価することを基本とし、
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。

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。実習評価は教員
と臨床教育者が総合的に評価することを基本とし、
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。
【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】

（62 ページ）

（44 ページ）

＜右記を以下に変更＞
３．理学療法学科

１．理学療法学科

（65 ページ）

（47ページ）

(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。

(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

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中核実習施設の
臨床教育者による会議（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 中核実習施設は、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、理
学療法士が勤務する福岡県福岡市および近隣
市町村の施設等とし、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、本学の
関連病院・関連施設においては、本学が行う臨
床教育に関する研修を修了した臨床教育者が
指導を行う。その他の実習施設においては実習
先の臨床教育者が指導するが、その臨床教育者
には本学が行う研修への参加を依頼する。
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、臨床教育者の助言・指導のもと

②

③

④
⑤

⑥
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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。
本学科の臨床教育（実習）の運営にあたって
は、本学科の教職員と中核実習施設の臨床教育
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。
中核実習施設は、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、理
学療法士が勤務する福岡県福岡市および近隣
市町村の施設等とし、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。
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。
臨床教育（実習）における学生指導は、本学の
関連病院・関連施設においては実習指導担当者
を配置し指導を行う。その他の実習施設におい
ては実習先の担当者が指導するが、その担当者
には本学が行う臨床教育者対象の研修への参
加を依頼する。
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、臨床教育者の助言・指導のもと

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・臨床教育者間
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 1～2 回
の会議を設ける。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教育者に対して十分に説明
し理解を得る。このように、学生、臨床教育者、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。

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、
本学科担当教員と実習施設責任者・臨床教育者間で
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 1～2 回の
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教育者に対して十分に説明
し理解を得る。このように、学生、臨床教育者、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。

（66 ページ）

（48 ページ）

(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 臨床教育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）

(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
関わる担当教員の間で連携を図る。
○事前学修（実習前の指導）
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 臨床教育者と担当教員の役割
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、実習先の臨床教育者の指導を受ける。
また、実習指導担当教員が必要に応じて実習先を定
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

○実習中の指導
実習中は、実習先の臨床教育者の指導を受ける。
また、担当教員が必要に応じて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
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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 実習指導担当教員および臨床教育者の点検指
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。

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 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 担当教員および臨床教育者の点検指導を随時
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。

（67 ページ）

（49ページ）

(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、臨床教育者との連携によ
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。
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とし、実習期間中には、グル
ープ施設の臨床教育者、もしくは本学の実習指導
担当教員がグループ関連施設に常駐し、実習指導
を行う予定である。
「評価実習」
「地域理学療法学
実習」
「臨床実習Ⅰ・Ⅱ」については、グループ
施設以外での実習となった場合には、訪問指導を
実施することとし、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。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。

(9) 教員の配置ならびに巡回指導計画

「評価実習」「地域理学療法学実習」
「臨床実習
Ⅰ・Ⅱ」については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。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。

【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 人の臨床教育者が 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 人の臨床教育者が 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

(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人の臨床教育者が2名の学生を指導でき
るように配置する。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人の臨床教育者が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
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る。

築する。

（68ページ）

（50ページ）

(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（臨床教育者・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、臨床教育者が評価を行う。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

(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（臨床教育者・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、臨床教育者が評価を行う。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）
、および臨床教育者による各実習施設におけ
る出席状況と臨床実習評価表の各項目の到達度に
より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

②単位認定の方法
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）
、
および臨床教育者による各実習施設における出席
状況と臨床実習評価表の各項目の到達度により総
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。

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。
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（是正事項）福岡国際医療福祉大学 医療学部 理学療法学科
５． ＜留学生に関する説明が不十分＞
入学者選抜について、留学生特別選抜入試を若干名行うとしているが、日本語教育等が設けられてい
ないことなど留学生を受け入れる際にどのような教育体制で留学生に対して教育を行うのか、また、どの
様な受け入れ方針で受け入れるのかが不明確であるため説明すること。
併せて、入学者選抜方法の「⑤留学生特別選抜入試」の記載に「社会人特別入試」が抜けていると考え
られるため修正すること。
【３学科共通】

（対応）
留学生受け入れの方針、留学生に対する教育および生活等支援体制を追加しました。留学生に対して、
正課内に行う「日本語教育」についてはカリキュラムに追加し、資料 49：教育課程と指定規則との対比表
に記載します。
また、社会人特別選抜入試と留学生特別選抜入試は、区別して記載しました。
（説明）
留学生受け入れの方針、留学生に対する教育および生活等支援体制等は以下によります。これを本文に
追記しました。
①留学生の受け入れ方針
本学は、「国際性を目指した大学」を特色の一つ（当グループの理念、３頁に記載）としており、
留学生の受入れは、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
ととなり、大学に多くの多様性をもたらすことが期待される。そのような考えの下、留学生の受入れ
を進める。
②留学生の日本語レベル
入学する留学生の日本語レベルは、日本留学試験の「日本語」
（読解、聴解、聴読解および記述を
合せ 450 点満点）において 220 点を基準とする。
③留学生の履修の考え方
ア 外国人留学生の総合教育科目の履修は、日本語教育を優先するものとし、「日本語Ⅰ～Ⅳ」を必
修科目として開設する。正課教育以外に、個々の留学生の日本語能力に応じて入学後の早い段階か
ら「日本語補講」を実施する。
ただし、日本留学試験の「日本語」の成績が 300 点以上のものについては、入学前の履修に基づ
く単位として認め、
「日本語Ⅰ～Ⅱ」の単位として認定するものとする。
イ 日本語教育を重視する観点から、韓国語および中国語の履修は求めない。（日本人学生に対して
は、韓国語又は中国語を選択必修としている。）ただし、選択科目としての履修を妨げるものでは
ない。
ウ 「医学英語Ⅰ～Ⅱ」は、医療分野の専門用語を理解するとともに、専門教育科目の円滑な履修を
図ることおよび英語の聴く力と話す力を修得するため、日本人学生と同様に必修科目とする。
その他の英語科目については、日本語教育を重視する観点から必修とはしない。
エ その他の総合教育科目の履修は、日本人学生の履修方法に準ずる。
オ 専門教育科目の履修についても、日本人学生の履修方法に準ずる。（留学生にあっても、本学の
ＤＰ達成に必要なため）
カ 以上の履修方法は、
「留学生用履修モデル」を示し、円滑な履修を促す。
④留学生への支援体制
留学生への修学支援および生活支援のため、担任制およびアドバイザー制（８頁に記載）に加え、
個々の留学生に留学生アドバイザーを配置する。留学生アドバイザーは、海外経験があり学生指導に
経験豊富な教員を中心に選考する。留学生アドバイザーは、必要に応じて、担任教員やアドバイザー
教員と連携を図り、卒業までの充実した支援を図るものとする。
また、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、これを積極的に活用することと
する。
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（新旧対照表）設置の趣旨等を記載した書類
新

旧

第８ 入学者選抜の概要
３．入学者選抜方法の概要
(1) 入学者選抜方法
（57 ページ）

＜右記を以下に変更＞
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。

第８ 入学者選抜の概要
３．入学者選抜方法の概要
(1) 入学者選抜方法
（41 ページ）

⑤ 留学生特別選抜入試
留学生特別選抜入試および社会人特別選抜入試
は、書類審査、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。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。何れの入試も多様な価値観を持っ
た学生を受け入れることを主目的とした入試であ
る。
以上の選抜方法により、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選抜
する。また、この以上の選抜方法により、大学に多
くの多様性をもたらすことができる。

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。
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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】
（58 ページ）

（42 ページ）

＜右記を以下に変更＞
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）

５．社会人の定義
社会人とは、次のいずれかの条件を満たすもの
とする。
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
もの
2）大学入学資格を有し、入学年の 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）を有するもの
②大学卒業（見込み）者
4 年制大学卒業者または入学年度の前年度卒業
見込みのもの、およびそれと同等の資格を有する
もの
③国家試験保持者
大学入学資格を有し、次のいずれかの国家資
格を有するもの
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
優れたもので、大学入学資格を有するもの（社
会人）
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（以下を追加）

（授業科目の概要）
科目
区分

総
合
教
育
科
目

総
合
教
育
科
目

総
合
教
育
科
目

総
合
教
育
科
目

授業科目の名称
日本語Ⅰ

大学での修学に必要な日本語能力を身に
つけることを目標とし、併せて日本の文
化について学ぶこととする。本科目で
は、大学で学ぶための「日本語を聴く
力」と「日本語を話す力」に重点を置
く。そのため、視聴覚教材（NHKニュース
等）を聴き、その後、質疑応用を行いな
がら授業を進める。教材を通して日本の
文化についても学ぶ。

日本語Ⅱ

「日本語Ⅰ」を履修した者に対して、大
学で学ぶための「日本語を書く力」に重
点を置いて授業を進める。視聴覚教材
（NHKニュース等）を聴き、要点をまとめ
る練習を行い、2000字程度のレポートが
書けるようになることを目指す。教材を
通じて、日本の歴史や文化をさらに深く
学ぶこととする。

日本語Ⅲ

本科目では、日本語の文章の読解力と表
現力を学ぶ。医療に関するテーマでさま
ざまな資料を読み進め、理解を深め、事
実や意見を論理的に考える力を身につけ
る。教材には、「安楽死と尊厳死」「脳
死と臓器移植」などのテーマを取り上
げ、現代医療が抱える課題についても学
ぶこととする。

日本語Ⅳ

本科目では、日本語の「読む」「聴く」
「書く」「話す」力を総合的に高めるこ
とを目標とする。併せて、現代の大学生
として相応しい高い教養の修得も目指
す。教材として、「ハーバードの人生を
変える授業」及び「13歳からのいのちの
授業」を使用する。毎回、これらの文献
（日本語）を読んだ後、テーマを設定し
て討論を行う。その後、グループごとに
文章としてまとめ、総合的な日本語力を
高める。

外
国
語
系

外
国
語
系

外
国
語
系

外
国
語
系

講義等の内容
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（改善事項）福岡国際医療福祉大学 医療学部 理学療法学科
６． ＜教育課程の充実＞
教育の質の向上を図るためには装具加工室が必要と考えられるが、今回専門学校から移行するにあたっ
て、装具加工室を理学療法学科の使用箇所から除外した理由について説明すること。

（対応）
装具加工室は理学療法学科と作業療法学科の共用といたします。これに伴い、表【校舎棟】4 階、資
料 35-1 校舎の棟別・使用目的別の面積一覧表および資料 35-2 図面を修正します。
（新旧対照表）設置の趣旨等を記載した書類
新

旧
（33 ページ 表【校舎棟】4 階）

（48 ページ 表【校舎棟】4 階）

＜右記を以下に変更＞
動作解析室(PT)、機能訓練室(PT)、治療室(PT)、水 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 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 (OT)、備品庫(PT・OT 各 1)、50 人教室×2 ほか
【資料 26：大学と専門学校の校舎年次計画について】

【資料 26：大学と専門学校の校舎年次計画について】

校舎棟４階 Ｈ３２（2020）年度 （大学のみ）

校舎棟４階 Ｈ３２（2020）年度 （大学のみ）

【資料 36：校舎の棟別・使用目的別の面積一覧表】

【資料 35：校舎の棟別・使用目的別の面積一覧表】

36-1

35-1

校舎棟４階

校舎棟４階

36-2

金工・木工

OT

装具加工室

PT・OT

P5 ４階平面図

187.13

35-2
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P5 ４階平面図

（改善事項）福岡国際医療福祉大学 医療学部 理学療法学科
７． ＜教育課程の充実＞
総合教育科目について、例えば下記の 3 科目のように、内容や名称が適切ではないと見受けられるもの
がある。総合教育科目の位置付けも踏まえ、大学教育としての水準を維持するという観点から、必要に応
じて科目名称と内容を整合するよう改めること。
・
「コンピューターの基礎」においては、アプリケーションの使用などコンピュータの基本的な操作方法
を学習する内容となっており、卒業要件単位には含めず リメディアル教育として実施すべきではないか。
・
「健康科学実践」は実際にスポーツを行う科目であるが、講義内容において科学の実践に該当する内容
が見受けられない。
・
「経済学」については、時事問題について学習するにとどまり、大学教育の水準に達していないのでは
ないかとの懸念がある。
・
「文学（リテラシー入門）
」については、授業内容として本来別のものである文学とリテラシーを同列に
扱っているので、講義名称を改めるべきではないか。

（対応）
１ 「コンピューターの基礎」については、コンピューターの基本的な操作方法を学習する内容であるた
め、卒業要件単位には含めない、リメディアル教育として実施することとして改めます。
（新たに入学する者にとっては必要な知識であり、リメディアル教育として実施することが適切である
と考えられるため）
２ 「健康科学実践」については、実際にはスポーツを行う科目であるため、講義内容を適切に表す科目
名称である「健康スポーツ実践」に変更します。
３ 「経済学」については、時事問題の学習にとどまることなく、経済学についての基本知識を学修する
ため、講義等の内容を反映した授業科目の概要へと記載を改めます。
４ 「文学（リテラシー入門）」については、講義内容を適切に表す科目名称である「文学」に変更し、
授業概要を改めます。
（新旧対照表）教育課程の概要、授業科目の概要
新

旧

＜右記を以下に変更＞
（教育課程の概要）

（教育課程の概要）
単位数
科目
区分

（削除）

総
合
教
育
科
目

（教育課程の概要）

授業科目の名称

自
然
･
コンピューターの基礎
情
報
系

配当年次

総
合
教
育
科
目

授業科目の名称

保
健
体 健康スポーツ実践
育
系

選

自

修

択

由

1,2,3,4前

2

（教育課程の概要）
単位数

単位数
科目
区分

必

配当年次

1,2,3,4後

必

選

自

修

択

由

科目
区分
総
合
教
育
科
目

1
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授業科目の名称

保
健
体 健康科学実践
育
系

配当年次

1,2,3,4後

必

選

自

修

択

由

1

（授業科目の概要）
科目
区分

授業科目の名称
経済学

総
合
教
育
科
目

（授業科目の概要）
講義等の内容

科目
区分

備考

経済問題を理解するうえで必要と
なるミクロ経済学やマクロ経済学
の基礎的な知識の習得を目指す。
身近な出来事や、最近の政治・経
済の動きをもとに経済の現状につ
いて理解し、経済の仕組みを学ぶ
ことができるよう授業を進める。
特に、現在起こっている様々な経
済問題や環境問題などについて授
業で取り上げ、自ら考察し、理解
するための機会とし、経済的な視
点から分析することで、新たな方
策を考えられるようにすることを
講義の目的とする。

社
会
科
学
系

授業科目の名称
経済学

総
合
教
育
科
目

（教育課程の概要）

講義等の内容
新聞やニュースで取り上げられて
いる国内外の経済に関する諸問題
が、私たちの日常生活と密接に関
係していることを理解する。
特に、現在起こっている様々な経
済問題や環境問題などについて授
業で取り上げ、自ら考察し、理解
するための機会とすることを講義
の目的とする。

社
会
科
学
系

（教育課程の概要）
単位数

単位数
科目
区分

授業科目の名称

総
合
人
教
間 文学
育
系
科
目

配当年次

1,2,3,4前

必

選

自

修

択

由

授業科目の名称

文学

総
合
教
育
科
目

人
文
科
学
系

科目
区分

授業科目の名称

総
合
人
教
間 文学(リテラシー入門）
育
系
科
目

1

（授業科目の概要）
科目
区分

備考

配当年次

1,2,3,4前

必

選

自

修

択

由

1

（授業科目の概要）
科目
区分

講義等の内容

文学作品の読解、鑑賞を通して、人
間、社会、文化に対する理解を深
め、思考力、想像力を伸ばすととも
に感性や情緒を育み、教養ある社会
人として文化の継承と創造および社
会の発展に寄与しようとする態度を
養う。また、文学についての基礎的
な知識を身につけ、作品の背景や問
題にしている事柄について思考し、
論述する力を育成することにより、
自分自身や他者の問題を深く理解し
追求しようとする力の伸長を図る。

授業科目の名称

文学（リテラ
シー入門）
総
合
教
育
科
目
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人
文
科
学
系

講義等の内容

文学作品の読解、鑑賞を通して、人
間、社会、文化に対する理解を深
め、思考力、想像力、表現力を伸ば
すとともに感性や情緒を育み、教養
ある社会人として文化の継承と創造
及び社会の発展に寄与しようとする
態度を養う。また、読む・書く・話
す・聞くの言語活動能力をバランス
よく育成することにより、国際社会
で活躍する医療人に求められる思考
力、コミュニケーション力、表現意
欲などの諸能力の伸長を図る。

（改善事項）福岡国際医療福祉大学 医療学部 理学療法学科
８． ＜教員の業務負担の見直し＞
学科長が受け持つ科目が多く、学科長の職責を果たすうえで業務過多になり適切に学科を管理できるか
について不明確であるため学科長としての業務内容と受け持つ科目をスケジュール等で示すことで説明
すること。
【３学科共通】
（対応）
学科長としての業務内容と受け持つ科目をスケジュール等で示し、追加資料を提出します。
（説明）
学科長の業務内容は、通常期間の講義に加えて、学科の校務の掌理および実習期間の訪問指導を予定し
ています。また、管理運営委員会、教授会、学部長、学科会などの委員会や会議へ参加し、教学面の管理
運営にも携わることを予定しています。
最も多忙な時期は、実習期間の訪問指導がある時期ですが、学科長の訪問する施設については、隣接す
る山王病院を予定しており、移動による負担を軽減するよう考慮しました。
提出するスケジュール予定については、実習施設への訪問指導が行われる週であり、最も多忙な時期の
週間スケジュールとなりますが、講義とその予習、定例会議、学科の掌理業務、実習施設の訪問指導も含
め、充分に遂行できるスケジュールであると考えております。
（新旧対照表）審査意見への対応を記載した書類（3 月）
新

審査意見への対応を記載した書類（3 月）
＜以下を追加＞

資料
旧

資料

【資料 学科長の業務と週間スケジュール予定】
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（改善事項）福岡国際医療福祉大学 医療学部 理学療法学科
９． ＜設置計画の一層の充実＞
教員の年齢構成が比較的高齢に偏っていることから、教育研究の継続性を踏まえ、今後の採用計画など
教員組織編制の将来構想の明確化が望まれるので、対応方針について回答すること。

（対応）
本学の教員組織編成の考え方（今後の教員編成の構想）と対応方針を追記しました。開学年次において
は、本学定年年齢である 65 歳以上の教員が 8 名となっていますが、その後任者の採用は、教育・研究上
の質を維持しつつ、公募を原則として若返りを図ることとします。
（説明）
比較的高齢の教員の後任者の採用方針は、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
バランスを配慮することとしています。後任者の選考は、公募 9 を原則とし、可能な限り下位の職種を採
用し若返りを図ることとします。
（新旧対照表）設置の趣旨等を記載した書類
新

旧

（36 ページ）

＜以下を追加＞
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。
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（改善事項）福岡国際医療福祉大学 医療学部 理学療法学科
１０． ＜標記等の形式的な修正・見直し＞
学則には学部長・学科長会議と記載があり、設置の趣旨を記載した書類には学科長会議と記載があるた
め、それぞれの会議の位置づけについて説明すること。記載の不備であれば修正すること。
【３学科共通】
（対応）
記載の不備につき、修正しました。
（新旧対照表）設置の趣旨等を記載した書類
新
（85 ページ）

旧
（65 ページ）

＜右記を以下に変更＞
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。

４．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。
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（改善事項）福岡国際医療福祉大学 医療学部 理学療法学科
１１． ＜ＦＤ委員会の定義や説明内容が不明確＞
ＦＤ委員会の構成員やどのような位置づけなのかが不明確であるため委員会の規約などで説明するこ
【３学科共通】
と。
（対応）
ＦＤ委員会は、学則の規定により学長の下に置かれる委員会であり、その委員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充てることになって
います。
なお、規約として、ＦＤ委員会規程(案)を添付しております。
（新旧対照表）設置の趣旨等を記載した書類
新

旧

（88 ページ）

（68 ページ）

＜右記を以下に変更＞
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。

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。

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

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）
】
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（是正事項）福岡国際医療福祉大学 医療学部 作業療法学科
１． ＜設置の趣旨、人材像、教育課程が不整合＞
本学が定める３ポリシーや大学の理念と教育研究上の目的について、本学科の設置の趣旨、人材養成
像及び教育課程との整合性が不明確であるため次の点を明確にし、必要があれば改めること。【３学科
共通】
（１）大学としての３ポリシーの記載はあるが、与える学位、養成する人材養成像および社会的需要が学
科ごとに違うため、学科ごとに３ポリシーを作成することが望ましい。学科ごとに３ポリシーを作成す
るか、改めて学科ごとの養成する人材像、教育課程、入学者に求める要件を明確にすること。その際に、
ディプロマ・ポリシーとカリキュラム・ポリシーおよびアドミッション・ポリシーとの関係性をカリキ
ュラムツリーやカリキュラムマップを作成するなどして明確に説明すること。

（対応）
本学の各学科ごとの養成する人材像を見直した上、３つのポリシーは、学位プログラムごと（学科ごと）
に作成しました。
なお、大学の理念と教育研究上の目的、学科設置の趣旨、人材養成像を踏まえ、各学科の教育課程編成
の考え方を整理し、加筆いたしました。
また、ディプロマ・ポリシーとカリキュラム・ポリシーとの関係性を履修体系図（カリキュラムマップ）
で示します。履修体系図（カリキュラムマップ）では、科目区分、分野別の科目構成（教育内容）
、各授
業科目、履修順序を表し、カリキュラムとディプロマ・ポリシー達成の関係を明示しました。
さらに、アドミッション・ポリシーとディプロマ・ポリシーと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資料で示しました。
【資料 29：カリキュラムマップ】
【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】
（説明）
本学の教育課程は、①総合教育科目②専門基礎科目③専門科目から構成されます。
総合教育科目は、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として開設します。
専門基礎科目は、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科目として開設します。
専門科目は、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として開設します。
資料 29 カリキュラムマップにおいては、総合教育科目、専門基礎科目、専門科目を分野別の科目群に
分類し、それぞれの分野の科目群ごとにカリキュラム・ポリシーと ﾃﾞｨﾌﾟﾛﾏ・ポリシーとの関係につい
て、◎、○印を用いて、それぞれ強く関連する分野、関連する分野を表しました。
また、資料 42 においては、アドミッション・ポリシーとディプロマ・ポリシーの関係性を表にして示
し、アドミッション・ポリシーと入学者選抜方法の関係を、○印を用いて示しました。アドミッション・
ポリシーのうち、基礎学力に関しては、一般常識試験や学科試験等によって、測るものとします。目的
意識や自主性、倫理観、海外への興味については、面接や小論文等を用いて測ることとします。
（新旧対照表）設置の趣旨等を記載した書類
新

旧

（11 ページ）

（10 ページ）

(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。
＜右記を以下に変更＞

(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

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

・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」を身に付けることができる作業療法士
・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
・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
・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
・「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

（11 ページ）

（11 ページ）

５．学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー）
＜右記を以下に変更＞
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。
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。

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業人を養成することで、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。
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
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
を尊び、一人の人間として豊かな心を身につけ、
る。
時代のニーズや地域で起こっている事象への関
②専門領域へつながる基礎的な学力を養い、保健、
心を深め、社会へ貢献するために専門職として
医療、福祉の分野において指導者となり得る素
必要な高い専門的能力や技術力、実践力を身に
地を身につける。
つける。
③他職種を理解し、専門領域を超えて問題を探求
する姿勢を身につける。
②他職種を理解し、職種を超えて問題を探求する
④国際社会で活躍するにあたって必要な能力を育
姿勢を身につけ、基礎的および専門的な学力を
むため、基本的な知識と技能、語学力を身につ
養い、保健、医療、福祉の分野において指導者・
ける。
研究者となり得る基本的能力を身につける。
⑤時代のニーズや地域で起こっている事象への関
③国際社会で活躍するにあたって必要な能力を育
心を深め、社会へ貢献するために専門職として
むため、知識と技能、語学力を身につける。
必要な高い専門的能力や技術力、実践力を身に
つける。
（12 ページ）

＜以下を追加＞
(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、
2

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。
（19 ページ）

（21 ページ）

＜右記を以下に変更＞
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。
＜右記を以下に変更＞
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

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

②専門基礎科目：「チーム医療・チームケア」に

礎的な知識を学修し、「チーム医療・チームケ

欠かせないコミュニケーション能力、関連職種

ア」に欠かせないコミュニケーション能力、関

に関する知識と連携能力および課題解決能力を

連職種に関する知識と連携能力および課題解決

身につけた専門職業人を養成する
③専門科目：保健、医療、福祉のプロフェッショ

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

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を

け、専門職として社会に貢献できる人材を養成

養成する

する
(1)総合教育科目：幅広い教養や視野、国際的なセ (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
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
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・
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
情報系、保健体育系、総合系、外国語系に区分さ
れる。
れる。
総合教育科目の特色は、
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
○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
○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
○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。
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 (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
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
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を養成する。
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

専門科目（高度な専門的知識・技術）を学ぶための
3

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

前提となる知識、技術を学ぶとともに、医療関連専

則として全学科共通の開講科目である。

門職として共通して修得すべき科目であり、原則と

(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。

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、専門職業人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

２．教育課程編成の基本的な考え方

（25 ページ）

（21 ページ）

（2）作業療法学科のカリキュラム・ポリシー
＜以下を追加＞
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。

（2）作業療法学科

（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。
）
＜右記を以下に変更＞
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。
＜以下を追加＞
○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
4

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 14 単位、選択科目 7 単
位（外国語系の選択必修科目 2 単位含む）以上、お
よび専門教育科目から必修 99 単位（専門基礎 36 単
位、専門 63 単位）、選択科目 4 単位以上、併せて 124
単位以上となる。履修の年次ごとの順序は下記のと
おりである。

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。
（26 ページ）

（21 ページ）

＜右記を以下に変更＞
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。
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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。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。

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
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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。また、作業分析学では作業が心身
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。なお、海外保健福祉事
情では、講義と実習を通して海外の保険医療福祉事
情について学修する。

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、
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
識を身に着ける。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。装具・副子
適用論では、装具の適用・適合の知識や副子の製作
技術などを学修する。なお、関連職種連携ワークで
は、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について学修する。
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着け

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。

る。また、卒業研究では、学生がこれまでの臨床実
習等で感じた研究的疑問や関心の高いテーマにつ
いて自ら取り組み、研究のプロセス等について学修
する。作業療法総括論では、これまでに学修してき
た科目の内容などを再度確認し、国家試験に備え
る。
なお、臨床実習科目は段階的に構成され、各学年
で履修する。

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（作業療法学科）
】
（
（54 ページ）

（39 ページ）

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。
＜右記を以下に変更＞
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
(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
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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。

【求める学生像】
○医療・福祉・保健の分野で活躍したいという目
的意識が明確である者
・本学の基本理念および教育目標を十分に理解
している者
・知識と技術を修得するための努力を継続でき
る者
・失敗を恐れず挑戦し、その経験から学び、自
らを成長させようと努める者
○豊かな人間性と高い倫理観をもち、何事にも柔
軟に取り組むことができる者
・相手の立場に立って物事を考えることができ、
他者の苦痛や悩みを理解しようと努める者
・人の嫌がることでも率先して行動し、リーダ
ーシップとチームワークを発揮することがで

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

きる者
・他者の意見を傾聴し、自己の意見を発信でき
るコミュニケーション能力を有する者
○保健医療学を学び応用するために必要な基礎学
力と幅広い教養を身につけている者
・本学の修学のために必要な基礎学力を身につ
けている者
・科学的に物事を思考できる基礎学力を身につ
けている者
○海外で活躍できる資質を持つ者
・海外で活躍したいという思いを持ち、努力を
継続できる者
・語学力に長けている者
・海外の文化に興味を持ち、深く理解しようと
努めると同時に、多様性を受け入れられる者
○加えて、各学科において、以下の資質を持つ者
を求める
理学療法学科：臨床のみでなく、教育・研究
に対しても興味を持ち、学問に取り組む者
作業療法学科：その人らしい生き方を論理的に
思考して、科学的に探求する姿勢をもつ者
視能訓練学科：視覚に興味を持ち、多様な視点
からこの分野の探求を志す者

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】
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（是正事項）福岡国際医療福祉大学 医療学部 作業療法学科
１． ＜設置の趣旨、人材像、教育課程が不整合＞
本学が定める３ポリシーや大学の理念と教育研究上の目的について、本学科の設置の趣旨、人材養成
像および教育課程との整合性が不明確であるため次の点を明確にし、必要があれば改めること。【３学
科共通】
（２）養成する人材像として、「
「生命の尊厳、生命の平等」の精神を持ち」としているが、「倫理学」お
よび「生命倫理」が選択科目であるため、どの科目で当該能力を身に付けさせるのか不明確である。当該
能力を身に付けさせる教育課程となっているか説明し、必要であれば当該科目を必修科目に改めること。

（対応）
「生命の尊厳、生命の平等」の精神を持つ人材を養成する科目として、「生命倫理」を必修科目とし、
配当年次を改め教育課程を編成します。
「倫理学」に関しては、広く一般的な倫理に関して学修する科目
として開設するため、選択科目として開設します。
（説明）
本学は、
「生命の尊厳、生命の平等」を建学の精神としており、各学科のディプロマ・ポリシーにも「生
命の尊厳、生命の平等」という基本的倫理を理解することを第１の項目に掲げています。
このようなことから、授業科目「生命倫理」は教育上重要な科目であり、履修モデルに示す等の方法で
学生の履修を促す方向でした。しかしながら、ご指摘のとおり、本学の教育目標に沿うコア的な科目は必
修科目にすべきであると考え、教育課程を改めるものとしました。
この科目では、現代の科学技術や医療技術の進歩と人間の生存に関する倫理的問題を主なテーマとして
おり、これを履修することにより、医療従事者として身につけてほしい「生命の尊厳、生命の平等」とい
う基本的倫理の理解が達成できるものと考えています。
一方、
「倫理学」はあくまで一般教養としてのものであり、種々のテーマを扱いますが、「生命の尊厳、
生命の平等」という医療従事者に必要な基本的倫理観と直接に結びつくものではないことから、選択科目
とすることとしました。
（新旧対照表）教育課程の概要
新

旧
（教育課程の概要）

（教育課程の概要）

単位数
科目
区分

授業科目の名称

配当年次

単位数
科目
区分

必 選 自

授業科目の名称

配当年次

修 択 由
総
合
教
育
科
目

自
然
･
生命倫理
情
報
系

1後

必 選 自
修 択 由

総
合
教
育
科
目

2
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自
然
･
生命倫理
情
報
系

1,2,3,4後

2

（是正事項）福岡国際医療福祉大学 医療学部 作業療法学科
１． ＜設置の趣旨、人材像、教育課程が不整合＞
本学が定める３ポリシーや大学の理念と教育研究上の目的について、本学科の設置の趣旨、人材養成
像および教育課程との整合性が不明確であるため次の点を明確にし、必要があれば改めること。【３学
科共通】
（３）
「卒業研究に取り組み、研究手法の基本を学修」することを、教育の特長として掲げているが、
「卒
業研究」が理学療法学科においては一部選択科目、作業療法学科および視能訓練学科においてはすべて
選択科目であるため、「卒業研究」の位置づけを明確にし、必要であれば「卒業研究」を必修科目に改
めること。

（対応）
教育の特長として掲げる「卒業研究に取り組み、研究手法の基本を学修」することを実践していくため、
「卒業研究Ⅰ」
「卒業研究Ⅱ」については、３学科統一して必修科目とすることとして対応いたします。
理学療法学科は、
「卒業研究Ⅰ」
（研究計画の立案）については必修科目であったため変更はありません。
「卒業研究Ⅱ（研究の実践）
」を選択科目から必修科目として改めます。
作業療法学科においては、
「研究法概論」および「研究法演習」の内容を「卒業研究Ⅰ」「卒業研究Ⅱ」
に取り込む形で再編の上、
「卒業研究Ⅰ」および「卒業研究Ⅱ」を選択科目から必修科目として改めます。
視能訓練学科においては、
「視能矯正学研究法」の内容を「卒業研究Ⅰ」に取り込み、
「卒業研究Ⅰ」の
内容の一部を「卒業研究Ⅱ」に移動する形で再編の上、「卒業研究Ⅰ」および「卒業研究Ⅱ」を選択科目
から必修科目として改めます。
したがって、作業療法学科における「研究法概論」
「研究法演習」、視能訓練学科における「視能矯正学
研究法」については、卒業研究に授業内容を包括し、教育課程を再編することとしました。
（説明）
理学療法学科は、選択科目としていた「卒業研究Ⅱ（研究の実践）」を必修科目として改めます。
作業療法学科では、
「研究法概論」について、研究に親近感を持ってもらうこと、作業療法研究の方法
としてどのようなものがありうるかを知ってもらうこと、研究発表の最低必要条件を知ってもらうことを
目的として科目を開設し、
「研究法演習」については、研究法概論を基に実際の研究がどのように計画さ
れ実行されていくかの研究の基本的な流れについて文献購読を中心に学ぶ科目として開設することとし
ていました。
しかし、これらの内容を包含して「卒業研究Ⅰ」および「卒業研究Ⅱ」を必修科目として改めるため、
「研究法概論」
「研究法演習」については、教育課程を再編することとしました。具体的には、
「卒業研究
Ⅰ」において、研究を生み出す探求心と研究への親近感、研究方法と研究発表の最低必要条件など研究に
関する基本を理解した上、作業療法における研究の流れ（学内で学んだ知識や疑問から、学生自らが研究
課題の探求、研究テーマの設定、関連文献検索等を行い、研究計画書の作成に至るもの）を学ぶものとし
ました。
「卒業研究Ⅱ」においては、実際の研究がどのように計画され実行されていくのかを文献講読で
学ぶとともに、作業療法における研究の実際的流れ（ある種の問題解決のために系統的になされる探索で
一定の手順に従って行うもの）を学び、さらに、資料やデータ等を基に、具体的な実験計画にする一連の
考察と図・表や参考文献等の取り扱い方法を修得し、研究報告、研究のまとめを行うものとしました。
また、視能訓練学科では、
「視能矯正学研究法」について、将来の研究活動に役立つ知識を身に付ける
ために、データの収集と処理の方法を学ぶとともに、研究発表会で自分の考えを論理的にプレゼンテーシ
ョンする力を身に付けることを目的として科目を開設することとしていました。
しかし、これらの内容を包含して「卒業研究Ⅰ」および「卒業研究Ⅱ」を必修科目として改めるため、
「視能矯正学研究法」については、教育課程を再編することとしました。具体的には、「卒業研究Ⅰ」に
おいて、データの収集と処理の方法を学ぶとともに、研究発表会で自分の考えを論理的にプレゼンテーシ
ョンする力を身に付けること、さらに、分析力、創造力、応用力などの能力を養い、研究テーマを決定し
た後、指導教員の指導のもとに自主的に継続して研究を進め、研究の面白さやプロセスを学ぶものとしま
した。「卒業研究Ⅱ」においては、１つのテーマについて、指導教員の指導のもとに自主的に継続して研
究を進め、研究の面白さやプロセスを学ぶことにより、卒業後の研究活動や大学院進学につなげるととも
に、研究活動における倫理と不正行為に関する基本的考え方を学ぶものとしました。
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（新旧対照表）教育課程の概要、授業科目の概要
新

旧

作業療法学科

作業療法学科

（教育課程の概要）

（教育課程の概要）
単位数

単位数
科目
区分

授業科目の名称

科目
区分

配当年次 必 選 自

授業科目の名称

配当年次 必 選 自

修 択 由
専
門
教
育
科
目

専
門
科
目

卒業研究Ⅰ

3後

2

卒業研究Ⅱ

4後

2

修 択 由
専
門
教
育
科
目

専
門
科
目

卒業研究Ⅰ

3後

2

卒業研究Ⅱ

4後

2

（削除）

単位数
科目
区分

授業科目の名称

配当年次 必 選 自
修 択 由

専
門
教
育
科
目

（授業科目の概要）
科目
区分

授業科目の名称

卒業研究Ⅰ

専
門
教
育
科
目

専
門
科
目

科目
区分

授業科目の名称

卒業研究Ⅱ

専
門
教
育
科
目

専
門
科
目

専
門
科
目

研究法概論

3前

1

研究法演習

3後

1

（授業科目の概要）
科目
区分

講義等の内容

本科目は、研究に関する基本（研究を生
み出す探求心と研究への親近感、研究方
法と研究発表の最低必要条件）を理解し
た上で、作業療法における研究の流れの
基本を学修することを目的とする。すな
わち、学内で学んだ知識や疑問から、学
生自らが、研究課題の探求、研究テーマ
の設定及び関連文献検索等を行い、研究
計画書の作成に至る一連の流れを、一つ
の研究テーマを題材に実践する過程を通
じて学ぶ。

授業科目の名称

卒業研究Ⅰ

専
門
教
育
科
目

専
門
科
目

科目
区分

講義等の内容

本科目は、実際の研究がどのように計画
され実行されていくのかを文献講読で学
ぶとともに、作業療法における研究の実
際的流れ（ある種の問題解決のために系
統的になされる探索で一定の手順に従っ
て行うもの）を学ぶ。さらに、総合実習
を通して収集した資料やデータ等、ある
いは文献検索結果を基に、具体的な実験
計画にする一連の考察、図・表や参考文
献等の取り扱い方法について学び、研究
報告、研究のまとめを行う。

授業科目の名称

卒業研究Ⅱ

専
門
教
育
科
目

（削除）
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専
門
科
目

講義等の内容

本科目は、作業療法における研究の流れ
（ある種の問題解決のために系統的にな
される探索で、一定の手順に従って行う
もの）について学修することを目的とし
ている。学内で学んだ知識や問いから、
学生自らが研究疑問の設定、研究テーマ
の発見、研究テーマの絞り込み、文献検
索、文献レビュー、研究計画書の作成、
研究計画書の目的、研究計画書の是非、
研究計画書の作成などを行い一つの研究
テーマを題材に実践する課程を学ぶ。

講義等の内容

本科目においては、作業療法における研
究の流れ（ある種の問題解決のために系
統的になされる探索で、一定の手順に
従って行うもの）について学修すること
を目的としている。総合実習を通して収
集した資料や測定・実験などの研究結果
あるいは、学内で提示された内容につい
て文献検索・整理したものを基に、具体
的な実験計画を明確にする一連の考察、
図・表や参考文献などの取り扱い方法に
ついて学び、研究報告、研究のまとめを
行う。

科目
区分

（削除）

授業科目の名称

研究法概論

専
門
教
育
科
目

専
門
科
目

科目
区分

（削除）

授業科目の名称

研究法演習
専
門
教
育
科
目

12

専
門
科
目

講義等の内容

研究を生み出す力は探求心である。しか
し始めるにあたってはある程度の基礎知
識を備えていた方がよい。現代の私たち
は研究の方法や手順や発表の方法につい
てある程度の知識を共有することができ
る。
この講義では、１）研究に親近感を持っ
てもらう、２）作業療法研究の方法とし
てどんなものがありうるかを知ってもら
う、３）研究発表の最低必要条件を知っ
てもらうことをめざす。

講義等の内容

研究法概論を基に実際の研究がどのよう
に計画され実行されていくかの研究の基
本的な流れについて文献購読を中心に教
授する。

（是正事項）福岡国際医療福祉大学 医療学部 作業療法学科
１． ＜設置の趣旨、人材像、教育課程が不整合＞
本学が定める３ポリシーや大学の理念と教育研究上の目的について、本学科の設置の趣旨、人材養成
像および教育課程との整合性が不明確であるため次の点を明確にし、必要があれば改めること。【３学
科共通】
（４）
「チーム医療・チームケア」を教育の特長として掲げ、
「関連職種連携教育」を 1 年次から段階的に
実施すると説明しているが、「関連職種連携教育」とはどのような科目構成、教育体系で実施されるのか
具体的な科目を明示し、それぞれにおいてどのような能力が身につくかを明確にすること。

（対応）
関連職種連携教育を実施する科目構成を、年次毎に示し、それぞれの科目がどういった能力を身につけ
ることを目的としているかについて追加記載します。
（説明）
本学の教育の特色として掲げる「関連職種連携教育」は、まず自職種を理解することから始まるものと
考えています。そのことを踏まえ、１年次では各職種ごとの「概論」や「基礎実習」等で自職種の理解を
図り、段階的に他職種理解や関連職種連携の理解に深化していきます。その流れを年次ごと・科目ごとに
（順次性と体系性の観点から）明らかにして説明いたします。
（新旧対照表）設置の趣旨等を記載した書類
新

旧

（30 ページ）

＜以下を追加＞
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。
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（32 ページ）

(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
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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：
「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。
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（是正事項）福岡国際医療福祉大学 医療学部 作業療法学科
１． ＜設置の趣旨、人材像、教育課程が不整合＞
本学が定める３ポリシーや大学の理念と教育研究上の目的について、本学科の設置の趣旨、人材養成
像および教育課程との整合性が不明確であるため次の点を明確にし、必要があれば改めること。【３学
科共通】
（５）履修モデルが示されているが、本学の定める人材養成像との関係性が不明確であるため、どの様な
考え方で履修モデルを設定しているのかを人材養成像に照らし合わせて説明すること。その際に、選択科
目の履修の考え方および科目ごとの身に付けさせる能力を明確にして説明すること。

（対応）
学科ごとにディプロマ・ポリシーを策定し、養成する人材像との関係を明確にした履修モデルへと改め
ました。
（説明）
履修モデルの作成に際しては、各学科のディプロマ・ポリシーに則り、養成する人材像を、①臨床の現
場で活躍できる人材、②教育・研究の分野で活躍できる人材、③国際貢献の場で活躍できる人材と考え、
それぞれ３類型（臨床系、教育研究系、国際貢献系）としました。
また、各履修モデルについて、選択科目の履修の考え方および科目ごとの身につけさせる能力を整理し
ましたので加筆して説明します。
（新旧対照表）設置の趣旨等を記載した書類
新
（39 ページ）

３．各学科の卒業要件、考え方および履修モデル
（40 ページ）

旧
（26 ページ）

３．各学科の卒業要件、考え方および履修モデル
（27 ページ）

＜右記を以下に変更＞
(2) 作業療法学科
(2) 作業療法学科
＜右記を以下に変更＞
本学作業療法学科において取得を目指す資格は、
本学作業療法学科の卒業要件は、「教育課程の概
作業療法士国家試験受験資格である。作業療法士に 要」でも記載したが、
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、 総合教育科目必修 14 単位、選択 7 単位（外国語系
選択 5 単位（外国語系の選択必修科目 2 単位含む） の選択必修科目 2 単位含む）以上、専門基礎科目必
以上、専門基礎科目必修 36 単位、専門科目必修 65 修 36 単位、専門科目必修 63 単位、専門教育科目（専
単位、専門教育科目（専門基礎、専門）選択 2 単位 門基礎、専門）選択 4 単位以上、併せて必修 113 単
以上、併せて必修 117 単位、選択 7 単位以上、計 124 位、選択 11 単位以上、計 124 単位以上で卒業とな
単位以上で卒業となる。
る。
総合教育科目のうち必修科目は、
「心理学（2 単
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Ⅰ（講義）
（1 単位）
」、
「海
」、
「海 位）」、
（2 単位）
」
、
「社会保障制
外保健福祉事情Ⅱ（実習）
（2 単位）
」
、
「社会保障制 外保健福祉事情Ⅱ（実習）
、
「統計学（2 単位）」、
「医療と ICT（2
度論(2 単位)」
、
「統計学（2 単位）
」
、
「医療と ICT（2 度論(2 単位)」
、「大学入門講座Ⅰ（1 単位）」
、「医学英語Ⅰ
単位）
」
、
「生命倫理（2 単位）
」
、
「大学入門講座Ⅰ（1 単位）」
（1 単位）」
、
「医学英語Ⅱ（1 単位）」の計 14 単位で
単位）
」
、
「医学英語Ⅰ（1 単位）
」
、
「医学英語Ⅱ（1
ある。
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・
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 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、 から 7 単位以上を履修する。これら総合教育科目の
1 年次配当の科目は、
「心理学（2 単位）
」
、「社会保 うち、1 年次配当の科目は、
「心理学（2 単位）
」、
「社
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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。

会保障制度論(2 単位)」
、
「統計学（2 単位）」、
「医療
と ICT（2 単位）
」、
「大学入門講座Ⅰ（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」を必修とした。

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。

専門教育科目のうち専門科目では、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。

（41 ページ）

＜以下を追加＞
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＞
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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）
】

【資料 32：履修モデル（作業療法学科）
】
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（改善事項）福岡国際医療福祉大学 医療学部 作業療法学科
２． ＜学生確保の見通し、卒業後の進路が不明確＞
学生確保の見通しおよび卒業後の進路（専門職の需要）について地域社会を対象にしたアンケート調査
を実施し一定程度の説明はなされているが、地域のみを分析の対象とするのではなく、全国的な学生確保
や人材需要の分析も行うこと。
【３学科共通】
（対応）
改めて、全国を対象とした【資料 2：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
資料】を詳しく分析することとし、視能訓練士については、全国の視能訓練士養成大学(9 校)の 5 年間の
平均定員充足率を示した資料を加え学生確保の見通しを説明しました。
人材需要については以下の資料を添付し、内容を補足しました。
【資料 19：リハビリテ-ション医療の推移】
【資料 20：就職先の状況】
【資料 21：医療機関における就業者数の推移】
【資料 22： アジア諸国の高齢化の進展】
【資料 23：福岡市の要介護高齢者と認知症高齢者の推移】
【資料 24：福岡市の高齢者単独世帯の推移】
（新旧対照表）学生確保の見通し等を記載した書類
新

旧

（1 ページ）
＜右記を以下に変更＞
１ 学生の確保の見通し
福岡国際医療福祉大学（以下、
「本学」という。）医
療学部の理学療法学科入学定員 40 人、作業療法学科同
40 人、視能訓練学科同 40 人については、下記(1)～(7)
により入学定員を十分に確保できると考えている。

（１ページ）

（1）定員充足の見込み
①入学定員設定の考え方
＜略＞

（1）定員充足の見込み
①入学定員設定の考え方

１ 学生の確保の見通し
福岡国際医療福祉大学（以下、
「本学」という。
）
医療学部の理学療法学科入学定員 40 人、作業療法
学科同 40 人、視能訓練学科同 40 人については、
下記(1)～(4)により入学定員を十分に確保できる
と考えている。

② 全国の進学希望者の進学動向について
② 進学希望者の進学需要の変化について
理学療法士および作業療法士については、2017 年 6
2017 年 6 月 26 日に行われた「理学療法士・作
月 26 日に行われた「理学療法士・作業療法士学校養成 業療法士学校養成施設カリキュラム等改善検討
施設カリキュラム等改善検討会」の全国の理学療法 会」の資料によると、理学療法士の養成校の定員
士・作業療法士の定員充足率を示した資料によると、 充足率は、3 年制の専門学校で 93.2％、大学で
理学療法士の養成校の定員充足率は、3 年制の専門学 112.8％。作業療法士の養成校では、3 年制の専門
校(昼間)で 93.2％、4 年制の専門学校(昼間)で 88.1%、 学校で 83.1％、大学で 105.9％となっている。こ
短期大学(昼間)で 91.7%となっており大学以外の養成 れは進学希望者の需要が 4 年制大学にあることを
校の平均定員充足率は全て 100%を割込んでおり、大学 示している。
のみが 112.8%と 100%を超えている。
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作業療法士の養成校でみても、3 年制の専門学校(昼
間)で 83.1％、4 年制の専門学校(昼間)で 70.7%、短期
大学(昼間)で 85.2%となっており大学以外の養成校の
平均定員充足率は全て 100%を割込んでおり、大学のみ
が 105.9%と 100%を超えている。
視能訓練学科については、全国に 9 校ある養成大学
のうち情報開示をしている 6 校の過去 5 年間の平均定
員充足率は 100%を超えており、しかも 4 校が最近定員
増を行っていることから、視能訓練士養成大学につい
ては、他大学の実績からも学生確保はできるものと考
えている。
（削除）

本学が医療学部 3 学科の設置を計画している福
岡県においても、大学進学率は増加しているもの
の、専門学校の進学率は減少してきている。具体
的な数値で見ると、2016 年度の専門学校への進学
率は、2006 年度対比で、全国ではマイナス 1.8％、
福岡県ではマイナス 2.9％と、全国平均を上回るペ
ースで減少傾向にある。その一方、2016 年度の福
岡県の大学進学率は 47.2％となっており、九州地
区で最も高い値を示している。

【資料 2：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資料】
【資料 3：全国の視能訓練士養成大学(9 校）の 5 年
間の平均志願倍率・定員充足率】
【資料 4：大学・専門学校への進学率の推移】

【資料 2：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資料】

(2)客観的データによる検証
①高校生アンケート結果
高校生アンケートについては、福岡県、大分県
熊本県、宮崎県の 4 県 115 校に配布 104 校から回
収。回答者は 15,829 人(九州内対象人口の 12.5%)
に及んでいる。
この結果において、本学を志望する学生数は、理
学療法学科においては 803 人(第 1 希望 647 人)、
作業療法学科は 618 人(第 1 希望 162 人)、視能訓
練学科は 445 人(第 1 希望 103 人)が受験見込数と
なっており、いずれの学科も第 1 希望のみで定員
の 40 人を超えている。
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【資料 3：大学・専門学校への進学率の推移】

②福岡県におけるリハビリテーション大学の充足
率について
現在福岡県内には医療専門職の養成校が 15 校あ
り、内訳は 4 年制大学が 3 校、4 年制専門学校が 4
校、3 年制専門学校が 8 校となっている。全国リハビ
リテーション学校協会加盟の養成校で見ると、東京
都 23 校（うち大学 8 校)、大阪府 20 校（うち大学 10
校)、愛知県 19 校（うち大学 9 校)に次いで福岡県は
4 番目に多い数の養成校を擁しているが、養成校全体
に占める専門学校の割合は 8 割にも達しており、養
成校数が多い上位他県と比較しても専門学校の割合
が高いことがわかる。しかも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（人口約 250 万人）から、公共交通機関を利用
した場合 2 時間から 3 時間程度を要する位置にあり、
リハビリテーション医療技術系分野の大学へ進学を
希望する福岡都市圏の高校生にとって大きな障壁と
なっているため、本学が福岡市内で既設の専門学校
を廃止し、新たに医療技術系の大学を開設すること
は、医療技術系 4 年制大学への進学を希望する高校
生等の選択肢を広げることになる。
福岡県内のリハビリテーション系専門職を養成す
る 3 大学(帝京大学、九州栄養福祉大学、国際医療福
祉大学)の理学療法学科、作業療法学科を擁する学部
については、志願倍率については 2.5 倍から 3.5 倍
となっており、過去 5 年間の平均定員充足率につい
ても 100%を超えている。
視能訓練学科については、全国に 9 校ある養成大学
のうち情報開示をしている 6 校の過去 5 年間の平均定
員充足率は 100%を超えており、しかも 4 校が最近定員
増を行っていることから、視能訓練士養成大学につい
ては、他大学の実績からも学生確保はできるものと考
えている。
＜以下を追加＞
(3)設置する大学の条件
下記のとおり、250 万人を超える全国でも屈指の
都市圏人口を有する福岡市にあって、福岡市でも最
も恵まれた環境の中にあり、また福岡市で初めての
リハビリテーション専門職養成大学であることか
ら、高い入試倍率を維持できるものと考えられる。
①立地
1)福岡市について
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、増加人数において 20 政令指定
都市中第 1 位となっている。また、福岡都市圏の人
口は福岡県の人口の約半数、254 万人に及んでおり
アジアの玄関口、アジアに開かれた都市として発展
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③ 福岡県の現状について
現在福岡県内には医療専門職の養成校が 15
校あり、内訳は 4 年制大学が 3 校、4 年制専門学
校が 4 校、3 年制専門学校が 8 校となっている。
全国リハビリテーション学校協会加盟の養成校
で見ると、東京都 23 校（うち大学 8 校)、大阪
府 20 校（うち大学 10 校)、愛知県 19 校（うち
大学 9 校)に次いで福岡県は 4 番目に多い数の養
成校を擁しているが、養成校全体に占める専門
学校の割合は 8 割にも達しており、養成校数が
多い上位他県と比較しても専門学校の割合が高
いことがわかる。しかも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 時間程度を要する位置にあり、リハ
ビリテーション医療技術系分野の大学へ進学を
希望する福岡都市圏の高校生にとって大きな障
壁となっているため、本学が福岡市内で既設の
専門学校を廃止し、新たに医療技術系の大学を
開設することは、医療技術系 4 年制大学への進
学を希望する高校生等の選択肢を広げることに
なる。
また、福岡県内にある医療専門職養成校の 4
年制大学 3 校に目を向けると、過去 5 ヶ年にお
ける定員充足率の平均は 109.2％となっており、
入学者に対する平均受験倍率は 3.1 倍と、需要
の規模は安定している。

を続けている。
加えて福岡市の若者人口比率(10 歳～29 歳人口比
率)は 20 政令指定都市中第１位(人数は 5 位)にラン
ク付けされており、学生数では東京都区部、京都市、
名古屋市に次いで第 4 位、学生人口比率は京都市、
東京都区部に次いで 3 位となっており、若者や学生
の割合が非常に高い都市である。
また、全国の 18 歳人口は、2017 年の 1,180 千人か
ら、10 年後の 2027 年には 1,036 千人まで減少（2017
年比 12.2％減）する見通しである一方で、福岡市
の 18 歳人口は、2017 年の 13,978 人から 2027 年に
は 13,912 人と、ほぼ横ばいに推移する見通しであ
る。
2)本学を設置する「シーサイドももち地区」につい
て
本学が設置を計画する「シーサイドももち地区」
は福岡市の副都心である西新地区に隣接し、近隣に
は、福岡ソフトバンクホークスのホームグラウンド
である福岡ヤフオクドームや市内有数の観光スポッ
トである福岡タワー、県内屈指の進学校福岡県立修
猷館高等学校、西南学院大学、高級住宅街などがあ
り、福岡市でも若者を中心に特に人気が高いエリア
である。
②福岡市で初めてのリハビリテーション専門職養
成大学
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。実際に、高校生アンケートに示さ
れるように、希望する分野で医療技術系を希望した
高校生うち「4 年制大学進学」を希望する生徒は
90.6%に及んでいる。
また、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、本校は福岡市で初めてのリハビリ
テーション専門職養成大学となり(視能訓練士の養
成大学は西日本に 3 校、九州地方は宮崎県に 1 校し
かない)、新たな需要の掘り起こしが可能であると
考えている。
【資料 5：全国のリハビリテーション系養成校の現状
について】
【資料 6 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 7：福岡県内医療専門職養成大学 入学定員充
足率】
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【資料 4：全国のリハビリテーション系養成校の現
状について】
【資料 5：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 6：福岡県内医療専門職養成大学 入学定
員充足率】

（3 ページ）

(2) 定員充足の根拠となる客観的なデータの
概要

＜内容が重複するため右記を削除＞

＜右記を以下に変更＞
（3 ページ）

(4)社会的な背景
② 大学進学率と学生数の推移
・
・
・
このように、九州圏では出身高等学校の所在する
県内の大学へ進学するか、または福岡県に所在する
大学へ進学するかという、二択で進学先を決めると
いう現象が起きており、福岡県内の大学へ進学を希
望する高校生が多いことがわかる。
また、資料 11 によると、九州地区のほとんどの県
と政令指定都市の大学学部学生数は減少傾向にある
にも関わらず、福岡市内では 2016 年度に 63,718 人
（2012 年度比 1.0％増）と増加傾向にあり、全国平
均（2012 年度比 0.2％増）も上回る。
地元大学への進学意識が高い中、福岡市内におい
て、さらに大学入学者数は増加していく潜在的な需
要があると考えている。

(5) アンケート調査の結果

② 大学進学率と学生数の推移
・
・
・
このように、九州圏では出身高等学校の所在
する県内の大学へ進学するか、または福岡県に
所在する大学へ進学するかという、二択で進学
先を決めるという現象が起きており、福岡県内
の大学へ進学を希望する高校生が多いことがわ
かる。
また、本学は福岡市早良区百道浜地区に設置
する計画である。近隣には、福岡ソフトバンク
ホークスのホームグラウンドである福岡ヤフオ
クドームや市内有数の観光スポットである福岡
タワー、県内屈指の進学校福岡県立修猷館高等
学校、西南学院大学、高級住宅街などがあり、
若者を中心に非常に人気の高いエリアである。
資料 11 によると、九州地区のほとんどの県と政
令指定都市の大学学部学生数は減少傾向にある
にも関わらず、福岡市内では 2016 年度に 63,718
人（2012 年度比 1.0％増）と増加傾向にあり、
全国平均（2012 年度比 0.2％増）も上回る。
地元大学への進学意識が高い中、福岡市内に
おいて、さらに大学入学者数は増加していく潜
在的な需要があると考えている。

(3) アンケート調査の結果

(本文変更なし)

(6)アンケート結果に基づく受験等進学意向者の入
学見込み

(4) アンケート結果に基づく受験等進学意向
者の入学見込み

(本文変更なし)

(7) 学生納付金の設定の考え方

(5) 学生納付金の設定の考え方

(本文変更なし)
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（11 ページ）

（10 ページ）

２ 上記１が社会的､地域的な人材需要の動向等を踏
まえたものであることの客観的な根拠

２ 上記１が社会的､地域的な人材需要の動向
等を踏まえたものであることの客観的な根拠

＜右記を以下に変更＞
(1) 社会的・地域的人材需要の動向
①社会的な人材需要の動向
日本は、本格的な超高齢社会を迎え、2035 年には
人口に占める 65 歳以上の高齢者の割合が 33％程に
なると言われている。
このような中で、厚生労働省は地域医療構想にお
いて、10 年後(2025 年)には、介護施設や高齢者住宅
を含めた在宅医療等で追加的に対応する患者数は約
30 万人という推計を行っている。
中央社会保険医療協議会総会(2015 年第 316 回)に
提出された資料によれば、リハビリテーションに関連
する診療報酬の総額は、近年、診療報酬全体の伸びを
大きく上回り、回復期リハビリテーション病棟の届出
病床数は直近の 10 年間で 2.2 倍の 8 万床に増加して
おり、リハビリーテーション関連職種の需要の拡大が
うかがえる。
また、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）に理学療法士協会が
提出した 2015 年の就職希望者に対する就職者実数は
99.2%であり、就職を希望する学生は、ほとんど就職
が可能であるとの報告が行われており、同分科会の資
料においても、理学療法士、作業療法士、視能訓練士
の 80%以上が病院に就職し、その増加率はここ 5 年間
で理学療法士は 130.6%、作業療法士は 123.3%、視能
訓練士は 116.3%の増加となっている。
栃木・千葉・小田原・東京・大川・福岡にキャンパ
スを持つ国際医療福祉大学においても 2015 年度は
1,206 人の就職希望者全員が就職しており、永年にわ
たり就職率は 100%を堅持している。
②アジアの動向
経済産業省の「アジアで進展する少子高齢化」と題
した資料によれば、我が国を含むアジア各国は 1970
年代以降、持続的な経済成長を実現してきた。しかし、
出生率の低下等によりアジアの生産年齢人口比率は
2015 年、生産年齢人口は 2035 年をピークに減少に転
じ、高齢者の急速な増加が見込まれているとしてい
る。
これを受け、アジア全体の高齢者比率は 2010 年に
高齢化社会(65 歳以上の高齢者比率が 7%に達した社
会)となり、2035 年には高齢社会(同比率が 14%に達（
した社会)を迎えることが予想されている。
このような中、日本は世界でもいち早く少子高齢化
を迎え、その経験をもとに、高齢者を支えるリハビリ
テーション専門職のレベルも高度化している。今後、
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(1)

社会的・地域的人材需要の動向

日本は、本格的な超高齢社会を迎え、2035 年
には人口に占める 65 歳以上の高齢者の割合が
33％程になると言われている。
福岡市における高齢化がもたらす課題として
は、高齢者の増加により，介護を必要とする人
が増えていくことであり、現状のまま推移する
と，現在の要介護認定者数約 5 万 7 千人が，
2025
年には約 10 万人（1.8 倍）に，2040 年には約
14 万 4 千人（2.5 倍）になると予測されている。
また，認知症高齢者の数も、現在の約 2 万 9 千
人が，2025 年には約 5 万 5 千人に（1.9 倍）に，
2040 年には約 8 万 3 千人（2.9 倍）に増加する
と予測されている。福岡市では，単身高齢者世
帯が大幅に増加していくため，在宅で生活する
単身高齢者や認知症高齢者を支援する方策の構
築を急ぐことが示されている。地域包括ケアシ
ステム構築の上で認知症、在宅リハビリ、予防
事業等における理学療法士、作業療法士、視能
訓練士の役割がますます増加していくことを見
込んでいる。
福岡国際医療福祉学院における就職状況に関
しては、過去 5 ヶ年における求人数の平均は、
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
倍にのぼり、十分な求人数が確保されている。
全国的な社会の高齢化が進む中、九州地区な
らびに福岡県内におけるリハビリテーション職
員増加と、福岡市においては高齢者を支援する
方策の構築が急がれており、さらに新大学にお
いては現在の福岡国際医療福祉学院に毎年寄せ
られる就職希望者を大きく上回る求人数や、
療施設における、理学療法士・作業療法士・視
能訓練士の従事者が増加していることからも、
社会的、地域的な人材需要は今後も継続すると
考えられる。

高齢化社会を迎えていくアジア諸国において、日本の
経験、知識、技術が必要とされるようになるものと思
われ、リハビリテーション専門職に対する需要はアジ
ア諸国においても拡大していくものと考えられる。
【資料 18：今後の全国高齢者人口の推移】
【資料 19：リハビリテ-ション医療の推移】
【資料 20：就職先の状況】
【資料 21：医療機関における就業者数の推移】
【資料 22： アジア諸国の高齢化の進展】
【資料 23：福岡市の要介護高齢者と認知症高齢者の
推移】
【資料 24：福岡市の高齢者単独世帯の推移】
【資料 25：福岡国際医療福祉学院 既設の学科に対
する求人状況】
【資料 26： 大学設置計画に係る 事業所アンケート
調査結果
【資料 27： 事業所アンケート 配布資料（回答用
紙・別紙開設計画）
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【資料 17：今後の全国高齢者人口の推移】

【資料 18：福岡市の要介護高齢者と認知症高
齢者の推移】
【資料 19：福岡市の高齢者単独世帯の推移】
【資料 20：福岡国際医療福祉学院 既設の学科
に対する求人状況】

（改善事項）福岡国際医療福祉大学 医療学部 作業療法学科
３． ＜個別科目の内容等の充実＞
「海外研修プログラムを通じた国際的な視野の養成」を教育の特長として掲げており、海外研修先につ
いてもほとんどがアジアでの研修となっている。大学を設置する理由では、「アジアにも目を向けた医療
専門職の養成を行う」とありアジアに目を向けていることがうかがえるが、本学が国際的な視野の養成を
行うにあたってアジア諸国で研修を行う目的と、教育の目標について具体的に説明すること。
その際に、
「学術交流協定提携予定機関一覧」の各機関においてどの機関が海外の医療・福祉・語学機
関にあたるのか明確にすること。
また、本学が「アジアに目を向けた医療専門職の養成を行う」のであれば、アジアにおける医療専門職
関連の図書が不足しているため充実させること。
【３学科共通】

（対応）
アジア諸国に目を向けて海外研修を行う目的と教育の目標について追加説明します。
なお、
「学術交流協定提携予定機関一覧」のどの機関が、海外の医療・福祉・語学機関にあたるのか、
各機関を分類する資料を作成しました。
また、アジアにおける医療専門職関連の図書の充実を図りました。
（説明）
アジア諸国においても高齢化が進みリハビリテーション専門職の需要が急拡大すること、また、本学の
立地条件も考え、中国、韓国を中心としたアジア諸国で研修を行う目的と教育目標を追記しました。
なお、「学術交流協定提携予定機関一覧」の各機関において、どの機関が海外の医療・福祉・語学機関
にあたるかを確認し、追加資料を作成しました。この過程で、オーストラリアの「テイフ クイーンズラ
ンド」では教育目標が達成できないことが判明したため、これを削除しました。
（資料 52「学術交流協定
提携予定機関一覧」
）
また、アジアにおける医療専門職関連の図書については 193 冊の増冊を図り、新規購入予定図書のリス
ト（資料 39 図書等一覧表(新規購入・整備予定）)に追加するとともに、図書冊数を訂正しました。
（新旧対照表）設置の趣旨等を記載した書類
新

旧

（81 ページ）

１．海外研修の具体的計画
＜右記を以下に変更＞
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。

（62 ページ）

１．海外研修の具体的計画

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。

＜以下を追加＞
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
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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養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育成を重視してき
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
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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

【資料 52：学術交流協定提携予定機関一覧】

【資料 47：学術交流協定提携予定機関一覧】

＜右記を以下に変更＞
（37 ページ）

（52 ページ）

新規購入予定図書は一般図書 644 冊、専門図書
新規購入予定図書は一般図書 451 冊、専門図書
4,558 冊の合計 5,202 (うち外国書 507 冊)であり、 4,558 冊の合計 5,009 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 大学設置に伴い専門基礎分野および専門分野の図
情報・語学・会話関係図書などを増やすとともに、 書を大幅に拡充させることとした。
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
一般図書

2,881
冊

(うち外

(2 冊)

国書)
専門図書

7,986
冊

(うち外

(99 冊)

国書)
図書合計

10,867
冊

(うち外国
書)
学術雑誌

(うち雑誌)

(101
冊)
104 種
類
(11 種
類)

電子ジャー
ナル
視聴覚資料

3社
8,350 誌
1,010
点

新規購入
図書等

図書等合計
(完成年次)

644 冊

3,525 冊

(0 冊)

(2 冊)

4,558 冊

12,544 冊

(507 冊)

(606 冊)

5,202 冊

16,069 冊

(507 冊)

104 種類

(0 種類)

(11 種類)

0社

3社

135 点

一般
図書
(うち
外国書)
専門
図書
(うち
外国書)
図書合計
(うち外
国書)

(608 冊)

0 種類

0誌

既存図書
等

学術雑誌
(うち雑
誌)
電子ジャ
ーナル
視聴覚資

8,350 誌

料

新規購入
図書等

図書等合計
(完成年次)

2,881 冊

451 冊

3,332 冊

(2 冊)

(0 冊)

(2 冊)

7,986 冊

4,558 冊

12,544 冊

(99 冊)

(507 冊)

(606 冊)

10,867 冊

5,009 冊

15,876 冊

(101 冊)

(507 冊)

(608 冊)

104 種類

0 種類

104 種類

(11 種類)

(0 種類)

(11 種類)

3社
8,350 誌
1,010 点

0社
0誌
135 点

3社
8,350 誌
1,145 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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【資料 38：図書等一覧表（新規購入・整備予定）
】

（是正事項）福岡国際医療福祉大学 医療学部 作業療法学科
４． ＜実習体制に関する説明が不十分＞
学内教員が実習施設を必要に応じて訪問するとのことであるが、臨地実習の手引では問題があった場合
のみ訪問するように説明しているため、改めて学内教員の実習施設訪問について説明すること。その際に、
実習指導担当者、実習調整者および臨地実習指導者それぞれの役割を明確にして説明すること。また、実
習が遠隔地であることや教員によって担当科目が多いことから、教員負担が懸念されるため、教員の実習
施設訪問スケジュールと多忙な時期の一週間のスケジュールを示すこと。
【３学科共通】

（対応）
実習期間中の訪問指導について、実習施設との連携体制を含めて改めて説明します。
実習指導担当者、実習調整者および臨地実習指導者については、役割に応じて「実習指導担当教員」
、
「臨
床教育者」のいずれかの名称へと記載を改め、それぞれの役割を明確にして説明するとともに、実習施設
訪問スケジュールと多忙な時期の一週間のスケジュールを資料として示します。
（説明）
本学の特色の一つは、近隣地域にグループ内の大規模な医療施設を少なからず有していることにありま
す。これらの施設を中核施設と位置付け、大部分の実習はここで行います。その場合、グループ施設の臨
床教育者の中から、知識・経験の豊富な者を責任者として配置し、緊密な連携を図りながら実習を進めま
す。一方、グループ以外の実習施設（一般実習施設）であっても、中核施設に準じた体制で実習を遂行し
ます。
なお、本学における、実習の担当である教員を「実習指導担当教員」、実習施設の実習指導者を「臨床
教育者」と定義を整理し、その役割を明確にしました。
実習期間中の実習施設訪問等（実習指導担当教員が実習期間中に最低１回は実習を訪問すること、週に
最低１回は臨床教育者に連絡すること）についても明記しました。
実習期間中の事故発生時の連絡体制や事故対応方法についても、加筆しています。グループ外の施設で
あっても、遠隔地の施設であっても速やかな対応を図ることとしています。
実習は、基本的には、通常授業期間外に行うことを原則としますが、授業期間の多忙な時期であっても
教員が実習施設を訪問するスケジュールを示しました。
（新旧対照表）設置の趣旨等を記載した書類
新
（60 ページ）

第１０

実習の具体的計画

旧
（44 ページ）

第１０

実習の具体的計画

＜右記を以下に変更＞
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
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 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 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 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、 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・ 「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」 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
の精神を学ぶ独自の教育環境を整えている。
ある。
隣接する「福岡山王病院」は、199 床ではあるも
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 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 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 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 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
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。
果たしている。
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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。

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実施する。

２.実習体制
(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、実習施設の臨床
教育者（実習施設における実習指導者）が実習を担
当し、本学と密接に連携して実習指導を行っていく
ものとする。また、グループ施設の臨床教育者のう
ち、実習指導に関する知識・経験が豊富な者を、責
任者として配置し、実習期間においては実習指導の
管理を専任として行うものとする。なお、これらの
グループの臨床教育者には、2 日前後の研修を実施
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。
【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】

なお、これらのグループ関連施設では、各施設に
実習指導担当者を配置する。実習指導担当者には、
2 日前後の研修を実施し、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。

(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。一般実
習施設においては、一般実習施設の臨床教育者が実
習指導を担当するものとする。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教育者とも、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。
(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 回は教員が訪問指導し、
週に 1 回は実習施設の臨床教育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、臨床教育者から直ちに本
学の実習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、
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直ちに臨床教育者、実習責任者、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、速やかな事故対応が行われる。
一般施設にあっても、臨床教育者との緊密な連絡
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、臨床教育者と協働して事故対応に当たらせる。
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、臨床教育者と密に連携し、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

本学では、臨床実習の進捗管理等を行う者（実習
調整者）を配置し、臨床実習全体の計画の作成、実
習施設との調整などを担当する。臨床実習・臨地実
習においては臨床教育者（臨地実習指導者含む）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
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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。実習評価は実習指導担当教員
と臨床教育者が総合的に評価することを基本とし、
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。

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。実習評価は教員
と臨床教育者が総合的に評価することを基本とし、
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。
【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】
（51 ページ）

（68 ページ）

＜右記を以下に変更＞
４．作業療法学科

２．作業療法学科

（72ページ）

（54ページ）

(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、
本学科の教職員と中核実習施設の臨床教育者
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 中核実習施設は、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とし、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、本学の
関連病院・関連施設においては、本学が行う臨
床教育に関する研修を修了した臨床教育者が
指導を行う。その他の実習施設においては実習
先の臨床教育者が指導するが、その臨床教育者
には本学が行う研修への参加を依頼する。
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。

(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、
本学科の教職員と中核実習施設の臨床教育者に
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 中核実習施設は、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
市町村の施設とし、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、本学の
関連病院・関連施設においては、実習指導担当者
を配置し指導を行う。その他の実習施設において
は、実習先の担当者が指導するが、その担当者に
は本学が行う臨床教育者対象の研修への参加を
依頼する。
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
上記の中核実習施設の臨床教育者と本学の実習

(6) 実習先との連携体制について
上記の中核実習施設の臨床教育者と本学科教職
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指導担当教員から構成される臨床教育運営会議を
年 1～2 回程度開催し、臨床教育（実習）の具体的
内容と方法、臨床教育者と教員の役割分担、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教
育者に対して十分に説明し理解を得る。このよう
に、学生、臨床教育者 (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。

員から構成される臨床教育運営会議を年 1～2 回程
度開催し、臨床教育（実習）の具体的内容と方法、
臨床教育者と教員の役割分担、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教
育者に対して十分に説明し理解を得る。このよう
に、学生、臨床教育者 (臨床実習施設)、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。

（73 ページ）

（55 ページ）

(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。

(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 臨床教育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）

○事前学修（実習前の指導）
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 臨床教育者と担当教員の役割
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
○実習中の指導
実習中は、実習先の臨床教育者の指導を受ける。
実習中は、実習先の臨床教育者の指導を受ける。
また、実習指導担当教員が必要に応じて実習先を定 また、担当教員が必要に応じて実習先を定期的に訪
期的に訪問し以下の点について指導に当たる。
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
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
② 実習計画・実習課題への取り組みに関する状
状況の確認
況の確認
③ 記録・日誌の点検
③ 記録・日誌の点検
④ その他
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

○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
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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。

告し合い、意見交換をする。
② 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 実習指導担当教員および臨床教育者の点検指
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。

○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 担当教員および臨床教育者の点検指導を随時
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。

（74 ページ）

（56 ページ）

(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、臨床教育者との連携によ
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。
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を予定しており、
「検査・測
定実習」
「地域作業療法実習」
「評価実習」
、
「総合
実習Ⅰ」
、
「総合実習Ⅱ」については、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、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。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。

(9) 教員の配置ならびに巡回指導計画
「検査・測定実習」
「地域作業療法実習」
「評価実
習」、
「総合実習Ⅰ」、
「総合実習Ⅱ」については教員
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。

【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 人の臨床教育者が 1
～2 名の学生を指導できるよう配置する。

(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 人の臨床教育者が 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
(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臨床実習評価について
1）目的
1）目的
他者（臨床教育者・実習指導担当教員）から多面
他者（臨床教育者・担当教員）から多面的に評価
的に評価されることにより、実習内容を振り返り、 されることにより、実習内容を振り返り、実習体験
実習体験の意味付けに役立てるとともに、次の段階 の意味付けに役立てるとともに、次の段階に向けて
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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 班」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、臨床教育者が
評価を行う。

自己の課題を明確にし、向上させることにある。

②単位認定の方法
実習指導担当教員が事前指導、臨床実習評価（臨
床教育者・実習指導担当教員による）
、事後指導に
おける評価等により総合的に判断し、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

②単位認定の方法
担当教員が事前指導、臨床実習評価（臨床教育
者・担当教員による）、事後指導における評価等に
より総合的に判断し、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。

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。

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 班」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、臨床教育者が
評価を行う。
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（是正事項）福岡国際医療福祉大学 医療学部 作業療法学科
５． ＜留学生に関する説明が不十分＞
入学者選抜について、留学生特別選抜入試を若干名行うとしているが、日本語教育等が設けられてい
ないことなど留学生を受け入れる際にどのような教育体制で留学生に対して教育を行うのか、また、どの
様な受け入れ方針で受け入れるのかが不明確であるため説明すること。
併せて、入学者選抜方法の「⑤留学生特別選抜入試」の記載に「社会人特別入試」が抜けていると考え
られるため修正すること。
【３学科共通】

（対応）
留学生受け入れの方針、留学生に対する教育および生活等支援体制を追加しました。留学生に対して、
正課内に行う「日本語教育」についてはカリキュラムに追加し、資料 49：教育課程と指定規則との対比表
に記載します。
また、社会人特別選抜入試と留学生特別選抜入試は、区別して記載しました。
（説明）
留学生受け入れの方針、留学生に対する教育および生活等支援体制等は以下によります。これを本文に
追記しました。
①留学生の受け入れ方針
本学は、「国際性を目指した大学」を特色の一つ（当グループの理念、３頁に記載）としており、
留学生の受入れは、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
ととなり、大学に多くの多様性をもたらすことが期待される。そのような考えの下、留学生の受入れ
を進める。
②留学生の日本語レベル
入学する留学生の日本語レベルは、日本留学試験の「日本語」
（読解、聴解、聴読解および記述を
合せ 450 点満点）において 220 点を基準とする。
③留学生の履修の考え方
ア 外国人留学生の総合教育科目の履修は、日本語教育を優先するものとし、「日本語Ⅰ～Ⅳ」を必
修科目として開設する。正課教育以外に、個々の留学生の日本語能力に応じて入学後の早い段階か
ら「日本語補講」を実施する。
ただし、日本留学試験の「日本語」の成績が 300 点以上のものについては、入学前の履修に基づ
く単位として認め、
「日本語Ⅰ～Ⅱ」の単位として認定するものとする。
イ 日本語教育を重視する観点から、韓国語および中国語の履修は求めない。（日本人学生に対して
は、韓国語又は中国語を選択必修としている。）ただし、選択科目としての履修を妨げるものでは
ない。
ウ 「医学英語Ⅰ～Ⅱ」は、医療分野の専門用語を理解するとともに、専門教育科目の円滑な履修を
図ることおよび英語の聴く力と話す力を修得するため、日本人学生と同様に必修科目とする。
その他の英語科目については、日本語教育を重視する観点から必修とはしない。
エ その他の総合教育科目の履修は、日本人学生の履修方法に準ずる。
オ 専門教育科目の履修についても、日本人学生の履修方法に準ずる。（留学生にあっても、本学の
ＤＰ達成に必要なため）
カ 以上の履修方法は、
「留学生用履修モデル」を示し、円滑な履修を促す。
④留学生への支援体制
留学生への修学支援および生活支援のため、担任制およびアドバイザー制（８頁に記載）に加え、
個々の留学生に留学生アドバイザーを配置する。留学生アドバイザーは、海外経験があり学生指導に
経験豊富な教員を中心に選考する。留学生アドバイザーは、必要に応じて、担任教員やアドバイザー
教員と連携を図り、卒業までの充実した支援を図るものとする。
また、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、これを積極的に活用することと
する。
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（新旧対照表）設置の趣旨等を記載した書類
新

旧

第８ 入学者選抜の概要
３．入学者選抜方法の概要
(1) 入学者選抜方法
（57 ページ）

＜右記を以下に変更＞
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。

第８ 入学者選抜の概要
３．入学者選抜方法の概要
(1) 入学者選抜方法
（41 ページ）

⑤ 留学生特別選抜入試
留学生特別選抜入試および社会人特別選抜入試
は、書類審査、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。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。何れの入試も多様な価値観を持っ
た学生を受け入れることを主目的とした入試であ
る。
以上の選抜方法により、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選抜
する。また、この以上の選抜方法により、大学に多
くの多様性をもたらすことができる。

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。
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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】
（58 ページ）

（42 ページ）

＜右記を以下に変更＞
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）

５．社会人の定義
社会人とは、次のいずれかの条件を満たすもの
とする。
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
もの
2）大学入学資格を有し、入学年の 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）を有するもの
②大学卒業（見込み）者
4 年制大学卒業者または入学年度の前年度卒業
見込みのもの、およびそれと同等の資格を有する
もの
③国家試験保持者
大学入学資格を有し、次のいずれかの国家資
格を有するもの
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
優れたもので、大学入学資格を有するもの（社
会人）

（以下を追加）
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（授業科目の概要）
科目
区分

総
合
教
育
科
目

総
合
教
育
科
目

総
合
教
育
科
目

総
合
教
育
科
目

授業科目の名称
日本語Ⅰ

大学での修学に必要な日本語能力を身に
つけることを目標とし、併せて日本の文
化について学ぶこととする。本科目で
は、大学で学ぶための「日本語を聴く
力」と「日本語を話す力」に重点を置
く。そのため、視聴覚教材（NHKニュース
等）を聴き、その後、質疑応用を行いな
がら授業を進める。教材を通して日本の
文化についても学ぶ。

日本語Ⅱ

「日本語Ⅰ」を履修した者に対して、大
学で学ぶための「日本語を書く力」に重
点を置いて授業を進める。視聴覚教材
（NHKニュース等）を聴き、要点をまとめ
る練習を行い、2000字程度のレポートが
書けるようになることを目指す。教材を
通じて、日本の歴史や文化をさらに深く
学ぶこととする。

日本語Ⅲ

本科目では、日本語の文章の読解力と表
現力を学ぶ。医療に関するテーマでさま
ざまな資料を読み進め、理解を深め、事
実や意見を論理的に考える力を身につけ
る。教材には、「安楽死と尊厳死」「脳
死と臓器移植」などのテーマを取り上
げ、現代医療が抱える課題についても学
ぶこととする。

日本語Ⅳ

本科目では、日本語の「読む」「聴く」
「書く」「話す」力を総合的に高めるこ
とを目標とする。併せて、現代の大学生
として相応しい高い教養の修得も目指
す。教材として、「ハーバードの人生を
変える授業」及び「13歳からのいのちの
授業」を使用する。毎回、これらの文献
（日本語）を読んだ後、テーマを設定し
て討論を行う。その後、グループごとに
文章としてまとめ、総合的な日本語力を
高める。

外
国
語
系

外
国
語
系

外
国
語
系

外
国
語
系

講義等の内容
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（改善事項）福岡国際医療福祉大学 医療学部 作業療法学科
６． ＜教育課程の充実＞
総合教育科目について、例えば下記の 3 科目のように、内容や名称が適切ではないと見受けられるもの
がある。総合教育科目の位置付けも踏まえ、大学教育としての水準を維持するという観点から、必要に応
じて科目名称と内容を整合するよう改めること。
・
「コンピューターの基礎」においては、アプリケーションの使用などコンピュータの基本的な操作方法
を学習する内容となっており、卒業要件単位には含めず リメディアル教育として実施すべきではないか。
・
「健康科学実践」は実際にスポーツを行う科目であるが、講義内容において科学の実践に該当する内容
が見受けられないのではないか。
・
「経済学」については、時事問題について学習するにとどまり、大学教育の水準に達していないのでは
ないかとの懸念がある。
・
「文学（リテラシー入門）
」については、授業内容として本来別のものである文学とリテラシーを同列に
扱っているので、講義名称を改めるべきではないか。

（対応）
１ 「コンピューターの基礎」については、コンピューターの基本的な操作方法を学習する内容であるた
め、卒業要件単位には含めない、リメディアル教育として実施することとして改めます。
（新たに入学する者にとっては必要な知識であり、リメディアル教育として実施することが適切である
と考えられるため）
２ 「健康科学実践」については、実際にはスポーツを行う科目であるため、講義内容を適切に表す科目
名称である「健康スポーツ実践」に変更します。
３ 「経済学」については、時事問題の学習にとどまることなく、経済学についての基本知識を学修する
ため、講義等の内容を反映した授業科目の概要へと記載を改めます。
４ 「文学（リテラシー入門）」については、講義内容を適切に表す科目名称である「文学」に変更し、
授業概要を改めます。
（新旧対照表）教育課程の概要、授業科目の概要
新

旧

＜右記を以下に変更＞
（教育課程の概要）

（教育課程の概要）
単位数
科目
区分

（削除）

総
合
教
育
科
目

（教育課程の概要）

授業科目の名称

自
然
･
コンピューターの基礎
情
報
系

配当年次

総
合
教
育
科
目

授業科目の名称

保
健
体 健康スポーツ実践
育
系

選

自

修

択

由

1,2,3,4前

2

（教育課程の概要）
単位数

単位数
科目
区分

必

配当年次

1,2,3,4後

必

選

自

修

択

由

科目
区分
総
合
教
育
科
目

1
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授業科目の名称

保
健
体 健康科学実践
育
系

配当年次

1,2,3,4後

必

選

自

修

択

由

1

（授業科目の概要）
科目
区分

授業科目の名称
経済学

総
合
教
育
科
目

（授業科目の概要）
講義等の内容

科目
区分

備考

経済問題を理解するうえで必要と
なるミクロ経済学やマクロ経済学
の基礎的な知識の習得を目指す。
身近な出来事や、最近の政治・経
済の動きをもとに経済の現状につ
いて理解し、経済の仕組みを学ぶ
ことができるよう授業を進める。
特に、現在起こっている様々な経
済問題や環境問題などについて授
業で取り上げ、自ら考察し、理解
するための機会とし、経済的な視
点から分析することで、新たな方
策を考えられるようにすることを
講義の目的とする。

社
会
科
学
系

授業科目の名称
経済学

総
合
教
育
科
目

（教育課程の概要）

講義等の内容
新聞やニュースで取り上げられて
いる国内外の経済に関する諸問題
が、私たちの日常生活と密接に関
係していることを理解する。
特に、現在起こっている様々な経
済問題や環境問題などについて授
業で取り上げ、自ら考察し、理解
するための機会とすることを講義
の目的とする。

社
会
科
学
系

（教育課程の概要）
単位数

単位数
科目
区分

授業科目の名称

総
合
人
教
間 文学
育
系
科
目

配当年次

1,2,3,4前

必

選

自

修

択

由

授業科目の名称

文学

総
合
教
育
科
目

人
文
科
学
系

科目
区分

授業科目の名称

総
合
人
教
間 文学(リテラシー入門）
育
系
科
目

1

（授業科目の概要）
科目
区分

備考

配当年次

1,2,3,4前

必

選

自

修

択

由

1

（授業科目の概要）
科目
区分

講義等の内容

文学作品の読解、鑑賞を通して、人
間、社会、文化に対する理解を深
め、思考力、想像力を伸ばすととも
に感性や情緒を育み、教養ある社会
人として文化の継承と創造および社
会の発展に寄与しようとする態度を
養う。また、文学についての基礎的
な知識を身につけ、作品の背景や問
題にしている事柄について思考し、
論述する力を育成することにより、
自分自身や他者の問題を深く理解し
追求しようとする力の伸長を図る。

授業科目の名称

文学（リテラ
シー入門）
総
合
教
育
科
目
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人
文
科
学
系

講義等の内容

文学作品の読解、鑑賞を通して、人
間、社会、文化に対する理解を深
め、思考力、想像力、表現力を伸ば
すとともに感性や情緒を育み、教養
ある社会人として文化の継承と創造
及び社会の発展に寄与しようとする
態度を養う。また、読む・書く・話
す・聞くの言語活動能力をバランス
よく育成することにより、国際社会
で活躍する医療人に求められる思考
力、コミュニケーション力、表現意
欲などの諸能力の伸長を図る。

（改善事項）福岡国際医療福祉大学 医療学部 作業療法学科
７． ＜教員の業務負担の見直し＞
学科長が受け持つ科目が多く、学科長の職責を果たすうえで業務過多になり適切に学科を管理できるか
について不明確であるため学科長としての業務内容と受け持つ科目をスケジュール等で示すことで説明
すること。
【３学科共通】
（対応）
学科長としての業務内容と受け持つ科目をスケジュール等で示し、追加資料を提出します。
（説明）
学科長の業務内容は、通常期間の講義に加えて、学科の校務の掌理および実習期間の訪問指導を予定し
ています。また、管理運営委員会、教授会、学部長、学科会などの委員会や会議へ参加し、教学面の管理
運営にも携わることを予定しています。
最も多忙な時期は、実習期間の訪問指導がある時期ですが、学科長の訪問する施設については、隣接す
る山王病院を予定しており、移動による負担を軽減するよう考慮しました。
提出するスケジュール予定については、実習施設への訪問指導が行われる週であり、最も多忙な時期の
週間スケジュールとなりますが、講義とその予習、定例会議、学科の掌理業務、実習施設の訪問指導も含
め、充分に遂行できるスケジュールであると考えております。
（新旧対照表）審査意見への対応を記載した書類（3 月） 資料
新

審査意見への対応を記載した書類（3 月）
＜以下を追加＞

旧

資料

【資料 学科長の業務と週間スケジュール予定】
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（改善事項）福岡国際医療福祉大学 医療学部 作業療法学科
８． ＜設置計画の一層の充実＞
教員の年齢構成が比較的高齢に偏っていることから、教育研究の継続性を踏まえ、今後の採用計画など
教員組織編制の将来構想の明確化が望まれるので、対応方針について回答すること。

（対応）
本学の教員組織編成の考え方（今後の教員編成の構想）と対応方針を追記しました。開学年次において
は、本学定年年齢である 65 歳以上の教員が 8 名となっていますが、その後任者の採用は、教育・研究上
の質を維持しつつ、公募を原則として若返りを図ることとします。
（説明）
比較的高齢の教員の後任者の採用方針は、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
バランスを配慮することとしています。後任者の選考は、公募を原則とし、可能な限り下位の職種を採用
し若返りを図ることとします。
（新旧対照表）設置の趣旨等を記載した書類
新

旧

（36 ページ）

＜以下を追加＞
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。

43

（改善事項）福岡国際医療福祉大学 医療学部 作業療法学科
９． ＜標記等の形式的な修正・見直し＞
学則には学部長・学科長会議と記載があり、設置の趣旨を記載した書類には学科長会議と記載があるた
め、それぞれの会議の位置づけについて説明すること。記載の不備であれば修正すること。
【３学科共通】
（対応）
記載の不備につき、修正しました。
（新旧対照表）設置の趣旨等を記載した書類
新
（85 ページ）

旧
（65 ページ）

＜右記を以下に変更＞
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。

４．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。
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（改善事項）福岡国際医療福祉大学 医療学部 作業療法学科
１０． ＜ＦＤ委員会の定義や説明内容が不明確＞
ＦＤ委員会の構成員やどのような位置づけなのかが不明確であるため委員会の規約などで説明するこ
【３学科共通】
と。
（対応）
ＦＤ委員会は、学則の規定により学長の下に置かれる委員会であり、その委員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充てることになって
います。
なお、規約として、ＦＤ委員会規程(案)を添付しております。
（新旧対照表）設置の趣旨等を記載した書類
新

旧

（88 ページ）

（68 ページ）

＜右記を以下に変更＞
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。

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。

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

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）
】
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（是正事項）福岡国際医療福祉大学 医療学部 視能訓練学科
１． ＜設置の趣旨、人材像、教育課程が不整合＞
本学が定める３ポリシーや大学の理念と教育研究上の目的について、本学科の設置の趣旨、人材養成
像及び教育課程との整合性が不明確であるため次の点を明確にし、必要があれば改めること。【３学科
共通】
（１）大学としての３ポリシーの記載はあるが、与える学位、養成する人材養成像および社会的需要が学
科ごとに違うため、学科ごとに３ポリシーを作成することが望ましい。学科ごとに３ポリシーを作成す
るか、改めて学科ごとの養成する人材像、教育課程、入学者に求める要件を明確にすること。その際に、
ディプロマ・ポリシーとカリキュラム・ポリシーおよびアドミッション・ポリシーとの関係性をカリキ
ュラムツリーやカリキュラムマップを作成するなどして明確に説明すること。

（対応）
本学の各学科ごとの養成する人材像を見直した上、３つのポリシーは、学位プログラムごと（学科ごと）
に作成しました。
なお、大学の理念と教育研究上の目的、学科設置の趣旨、人材養成像を踏まえ、各学科の教育課程編成
の考え方を整理し、加筆いたしました。
また、ディプロマ・ポリシーとカリキュラム・ポリシーとの関係性を履修体系図（カリキュラムマップ）
で示します。履修体系図（カリキュラムマップ）では、科目区分、分野別の科目構成（教育内容）
、各授
業科目、履修順序を表し、カリキュラムとディプロマ・ポリシー達成の関係を明示しました。
さらに、アドミッション・ポリシーとディプロマ・ポリシーと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資料で示しました。
【資料 29：カリキュラムマップ】
【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】
（説明）
本学の教育課程は、①総合教育科目②専門基礎科目③専門科目から構成されます。
総合教育科目は、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として開設します。
専門基礎科目は、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科目として開設します。
専門科目は、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として開設します。
資料 29 カリキュラムマップにおいては、総合教育科目、専門基礎科目、専門科目を分野別の科目群に
分類し、それぞれの分野の科目群ごとにカリキュラム・ポリシーとディプロマ・ポリシーとの関係につ
いて、◎、○印を用いて、それぞれ強く関連する分野、関連する分野を表しました。
また、資料 42 においては、アドミッション・ポリシーとディプロマ・ポリシーの関係性を表にして示
し、アドミッション・ポリシーと入学者選抜方法の関係を、○印を用いて示しました。アドミッション・
ポリシーのうち、基礎学力に関しては、一般常識試験や学科試験等によって、測るものとします。目的
意識や自主性、倫理観、海外への興味については、面接や小論文等を用いて測ることとします。
（新旧対照表）設置の趣旨等を記載した書類
新

旧

（11 ページ）

（11 ページ）

(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。
＜右記を以下に変更＞

(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

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

・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
・“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
・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
・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
・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
・「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
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５．学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー）
＜右記を以下に変更＞
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。
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。

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業人を養成することで、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。
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
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
を尊び、一人の人間として豊かな心を身につけ、
る。
時代のニーズや地域で起こっている事象への関
②専門領域へつながる基礎的な学力を養い、保健、
心を深め、社会へ貢献するために専門職として
医療、福祉の分野において指導者となり得る素
必要な高い専門的能力や技術力、実践力を身に
地を身につける。
つける。
③他職種を理解し、専門領域を超えて問題を探求
する姿勢を身につける。
②他職種を理解し、職種を超えて問題を探求する
④国際社会で活躍するにあたって必要な能力を育
姿勢を身につけ、基礎的および専門的な学力を
むため、基本的な知識と技能、語学力を身につ
養い、保健、医療、福祉の分野において指導者・
ける。
研究者となり得る基本的能力を身につける。
⑤時代のニーズや地域で起こっている事象への関
③国際社会で活躍するにあたって必要な能力を育
心を深め、社会へ貢献するために専門職として
むため、知識と技能、語学力を身につける。
必要な高い専門的能力や技術力、実践力を身に
つける。
（12 ページ）

＜以下を追加＞
(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、
2

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。
（19 ページ）
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＜右記を以下に変更＞
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。
＜右記を以下に変更＞
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。

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

②専門基礎科目：「チーム医療・チームケア」に

礎的な知識を学修し、「チーム医療・チームケ

欠かせないコミュニケーション能力、関連職種

ア」に欠かせないコミュニケーション能力、関

に関する知識と連携能力および課題解決能力を

連職種に関する知識と連携能力および課題解決

身につけた専門職業人を養成する
③専門科目：保健、医療、福祉のプロフェッショ

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

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を

け、専門職として社会に貢献できる人材を養成

養成する

する。
(1)総合教育科目：幅広い教養や視野、国際的なセ (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
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
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・
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
情報系、保健体育系、総合系、外国語系に区分さ
れる。
れる。
総合教育科目の特色は、
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
○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
○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
○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。
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 (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
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
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を養成する。
につけた専門職を養成する科目である。
3

専門科目（高度な専門的知識・技術）を学ぶため

専門科目（高度な専門的知識・技術）を学ぶための

の前提となる知識、技術を学ぶとともに、医療関

前提となる知識、技術を学ぶとともに、医療関連専

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

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。

(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、専門職業人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

２．教育課程編成の基本的な考え方
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(3) 視能訓練学科のカリキュラム・ポリシー
＜以下を追加＞
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。

(3) 視能訓練学科

（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。
）
＜右記を以下に変更＞
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。

4

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 14 単位、専
門基礎科目から必修 35 単位、専門科目から必修 57
単位、
選択科目として総合教育科目から 7 単位以上、
専門教育科目から選択科目 11 単位以上、併せて 124
単位以上となる。履修の年次ごとの順序は下記のと
おりである。

＜以下を追加＞
○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。
（28 ページ）
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＜右記を以下に変更＞
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
5

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。総合教育科目で幅広い教養を身につけ
るとともに、専門教育科目で人体の構造と機能など
医学全般にわたる基礎知識、および将来、
医療人として働く上で重要な保健医療福祉の概念
を学ぶ。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。

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

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。
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、さらに
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。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
がら理解を深める。

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。

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。
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解およびチーム医療の重要性などを学修する。
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。

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）
】
（39 ページ）

（54 ページ）

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。
＜右記を以下に変更＞
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
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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。

【求める学生像】
○医療・福祉・保健の分野で活躍したいという目
的意識が明確である者
・本学の基本理念および教育目標を十分に理解
している者
・知識と技術を修得するための努力を継続でき
る者
・失敗を恐れず挑戦し、その経験から学び、自
らを成長させようと努める者
○豊かな人間性と高い倫理観をもち、何事にも柔

軟に取り組むことができる者
・相手の立場に立って物事を考えることができ、
他者の苦痛や悩みを理解しようと努める者
・人の嫌がることでも率先して行動し、リーダ
ーシップとチームワークを発揮することがで
きる者
・他者の意見を傾聴し、自己の意見を発信でき
るコミュニケーション能力を有する者
○保健医療学を学び応用するために必要な基礎学
力と幅広い教養を身につけている者
・本学の修学のために必要な基礎学力を身につ
けている者
・科学的に物事を思考できる基礎学力を身につ
けている者
○海外で活躍できる資質を持つ者
・海外で活躍したいという思いを持ち、努力を
継続できる者
・語学力に長けている者
・海外の文化に興味を持ち、深く理解しようと
努めると同時に、多様性を受け入れられる者
○加えて、各学科において、以下の資質を持つ者
を求める
理学療法学科：臨床のみでなく、教育・研究
に対しても興味を持ち、学問に取り組む者
作業療法学科：その人らしい生き方を論理的に
思考して、科学的に探求する姿勢をもつ者
視能訓練学科：視覚に興味を持ち、多様な視点
からこの分野の探求を志す者

（55 ページ）

(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】
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（是正事項）福岡国際医療福祉大学 医療学部 視能訓練学科
１． ＜設置の趣旨、人材像、教育課程が不整合＞
本学が定める３ポリシーや大学の理念と教育研究上の目的について、本学科の設置の趣旨、人材養成
像および教育課程との整合性が不明確であるため次の点を明確にし、必要があれば改めること。【３学
科共通】
（２）養成する人材像として、「
「生命の尊厳、生命の平等」の精神を持ち」としているが、「倫理学」お
よび「生命倫理」が選択科目であるため、どの科目で当該能力を身に付けさせるのか不明確である。当該
能力を身に付けさせる教育課程となっているか説明し、必要であれば当該科目を必修科目に改めること。

（対応）
「生命の尊厳、生命の平等」の精神を持つ人材を養成する科目として、「生命倫理」を必修科目とし、
配当年次を改め教育課程を編成します。
「倫理学」に関しては、広く一般的な倫理に関して学修する科目
として開設するため、選択科目として開設します。
（説明）
本学は、
「生命の尊厳、生命の平等」を建学の精神としており、各学科のディプロマ・ポリシーにも「生
命の尊厳、生命の平等」という基本的倫理を理解することを第１の項目に掲げています。
このようなことから、授業科目「生命倫理」は教育上重要な科目であり、履修モデルに示す等の方法で
学生の履修を促す方向でした。しかしながら、ご指摘のとおり、本学の教育目標に沿うコア的な科目は必
修科目にすべきであると考え、教育課程を改めるものとしました。
この科目では、現代の科学技術や医療技術の進歩と人間の生存に関する倫理的問題を主なテーマとして
おり、これを履修することにより、医療従事者として身につけてほしい「生命の尊厳、生命の平等」とい
う基本的倫理の理解が達成できるものと考えています。
一方、
「倫理学」はあくまで一般教養としてのものであり、種々のテーマを扱いますが、「生命の尊厳、
生命の平等」という医療従事者に必要な基本的倫理観と直接に結びつくものではないことから、選択科目
とすることとしました。
（新旧対照表）教育課程の概要
新

旧
（教育課程の概要）

（教育課程の概要）

単位数
科目
区分

授業科目の名称

配当年次

単位数
科目
区分

必 選 自

授業科目の名称

配当年次

修 択 由
総
合
教
育
科
目

自
然
･
生命倫理
情
報
系

1後

必 選 自
修 択 由

総
合
教
育
科
目

2
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自
然
･
生命倫理
情
報
系

1,2,3,4後
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（是正事項）福岡国際医療福祉大学 医療学部 視能訓練学科
１． ＜設置の趣旨、人材像、教育課程が不整合＞
本学が定める３ポリシーや大学の理念と教育研究上の目的について、本学科の設置の趣旨、人材養成
像および教育課程との整合性が不明確であるため次の点を明確にし、必要があれば改めること。【３学
科共通】
（３）
「卒業研究に取り組み、研究手法の基本を学修」することを、教育の特長として掲げているが、
「卒
業研究」が理学療法学科においては一部選択科目、作業療法学科および視能訓練学科においてはすべて
選択科目であるため、「卒業研究」の位置づけを明確にし、必要であれば「卒業研究」を必修科目に改
めること。

（対応）
教育の特長として掲げる「卒業研究に取り組み、研究手法の基本を学修」することを実践していくため、
「卒業研究Ⅰ」
「卒業研究Ⅱ」については、３学科統一して必修科目とすることとして対応いたします。
理学療法学科は、
「卒業研究Ⅰ」
（研究計画の立案）については必修科目であったため変更はありません。
「卒業研究Ⅱ（研究の実践）
」を選択科目から必修科目として改めます。
作業療法学科においては、
「研究法概論」および「研究法演習」の内容を「卒業研究Ⅰ」「卒業研究Ⅱ」
に取り込む形で再編の上、
「卒業研究Ⅰ」および「卒業研究Ⅱ」を選択科目から必修科目として改めます。
視能訓練学科においては、
「視能矯正学研究法」の内容を「卒業研究Ⅰ」に取り込み、
「卒業研究Ⅰ」の
内容の一部を「卒業研究Ⅱ」に移動する形で再編の上、「卒業研究Ⅰ」および「卒業研究Ⅱ」を選択科目
から必修科目として改めます。
したがって、作業療法学科における「研究法概論」
「研究法演習」、視能訓練学科における「視能矯正学
研究法」については、卒業研究に授業内容を包括し、教育課程を再編することとしました。
（説明）
理学療法学科は、選択科目としていた「卒業研究Ⅱ（研究の実践）」を必修科目として改めます。
作業療法学科では、
「研究法概論」について、研究に親近感を持ってもらうこと、作業療法研究の方法
としてどのようなものがありうるかを知ってもらうこと、研究発表の最低必要条件を知ってもらうことを
目的として科目を開設し、
「研究法演習」については、研究法概論を基に実際の研究がどのように計画さ
れ実行されていくかの研究の基本的な流れについて文献購読を中心に学ぶ科目として開設することとし
ていました。
しかし、これらの内容を包含して「卒業研究Ⅰ」および「卒業研究Ⅱ」を必修科目として改めるため、
「研究法概論」
「研究法演習」については、教育課程を再編することとしました。具体的には、
「卒業研究
Ⅰ」において、研究を生み出す探求心と研究への親近感、研究方法と研究発表の最低必要条件など研究に
関する基本を理解した上、作業療法における研究の流れ（学内で学んだ知識や疑問から、学生自らが研究
課題の探求、研究テーマの設定、関連文献検索等を行い、研究計画書の作成に至るもの）を学ぶものとし
ました。
「卒業研究Ⅱ」においては、実際の研究がどのように計画され実行されていくのかを文献講読で
学ぶとともに、作業療法における研究の実際的流れ（ある種の問題解決のために系統的になされる探索で
一定の手順に従って行うもの）を学び、さらに、資料やデータ等を基に、具体的な実験計画にする一連の
考察と図・表や参考文献等の取り扱い方法を修得し、研究報告、研究のまとめを行うものとしました。
また、視能訓練学科では、
「視能矯正学研究法」について、将来の研究活動に役立つ知識を身に付ける
ために、データの収集と処理の方法を学ぶとともに、研究発表会で自分の考えを論理的にプレゼンテーシ
ョンする力を身に付けることを目的として科目を開設することとしていました。
しかし、これらの内容を包含して「卒業研究Ⅰ」および「卒業研究Ⅱ」を必修科目として改めるため、
「視能矯正学研究法」については、教育課程を再編することとしました。具体的には、「卒業研究Ⅰ」に
おいて、データの収集と処理の方法を学ぶとともに、研究発表会で自分の考えを論理的にプレゼンテーシ
ョンする力を身に付けること、さらに、分析力、創造力、応用力などの能力を養い、研究テーマを決定し
た後、指導教員の指導のもとに自主的に継続して研究を進め、研究の面白さやプロセスを学ぶものとしま
した。「卒業研究Ⅱ」においては、１つのテーマについて、指導教員の指導のもとに自主的に継続して研
究を進め、研究の面白さやプロセスを学ぶことにより、卒業後の研究活動や大学院進学につなげるととも
に、研究活動における倫理と不正行為に関する基本的考え方を学ぶものとしました。
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（新旧対照表）教育課程の概要、授業科目の概要
新

旧

視能訓練学科

視能訓練学科

（教育課程の概要）

（教育課程の概要）
単位数

単位数
科目
区分

授業科目の名称

科目
区分

配当年次 必 選 自

授業科目の名称

配当年次 必 選 自
修 択 由

修 択 由

専
門
教
育
科
目

卒業研究Ⅰ

3前

2

専
門
教
育
科
目

専
門
科
目
卒業研究Ⅱ

4後

2

卒業研究Ⅰ

3前

2

卒業研究Ⅱ

4後

2

専
門
科
目

単位数

（削除）

科目
区分

授業科目の名称

配当年次 必 選 自
修 択 由

専
門
教
育
科
目

（授業科目の概要）
科目
区分

授業科目の名称

卒業研究Ⅰ
専
門
教
育
科
目

専
門
科
目

科目
区分

授業科目の名称

卒業研究Ⅱ
専
門
教
育
科
目

専
門
科
目

専
門
視能矯正学研究法
科
目

3前

1

（授業科目の概要）
科目
区分

講義等の内容

研究活動に役立つ知識を身に付けるため
に、データの収集と処理の方法を修得す
るとともに、研究発表会で自分の考えを
論理的にプレゼンテーションする力を身
に付ける。さらに、研究の進め方を学
び、分析力、創造力、応用力などの能力
を養う。研究テーマを決定した後、指導
教員の指導のもとに自主的に継続して研
究を進め、研究の面白さやプロセスをも
学ぶ。

授業科目の名称

卒業研究Ⅰ
専
門
教
育
科
目

専
門
科
目

科目
区分

講義等の内容

１つのテーマについて、指導教員の指導
のもとに自主的に継続して研究を進め
る。研究の面白さやプロセスを学ぶこと
により、卒業後の研究活動や大学院進学
につなげる。さらに、研究活動における
倫理と不正行為に関する基本的考え方を
学ぶ。研究成果は、卒業研究発表会で発
表する。

授業科目の名称

卒業研究Ⅱ
専
門
教
育
科
目
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専
門
科
目

講義等の内容

研究の進め方を学び、分析力，創造力，
応用力などの能力を養うことを目的とす
る。研究テーマを決定した後，指導教員
の指導のもとに自主的に継続して研究を
進める。研究の面白さやプロセス、研究
活動における倫理と不正行為に関する基
本的考え方を学ぶ。

講義等の内容

1つのテーマについて指導教員の指導のも
とに自主的に継続して研究を進める。研
究成果は卒業研究発表会で発表する。研
究の面白さやプロセスを学ぶことによ
り、卒業後の研究活動や大学院進学につ
なげる。

（削除）

科目
区分

専
門
教
育
科
目

12

授業科目の名称

視能矯正学研究
法
専
門
科
目

講義等の内容

将来の研究活動に役立つ知識を身に付け
るために、データの収集と処理の方法を
修得する。さらに、研究発表会で自分の
考えを論理的にプレゼンテーションする
力を身に付ける。

（是正事項）福岡国際医療福祉大学 医療学部 視能訓練学科
１． ＜設置の趣旨、人材像、教育課程が不整合＞
本学が定める３ポリシーや大学の理念と教育研究上の目的について、本学科の設置の趣旨、人材養成
像および教育課程との整合性が不明確であるため次の点を明確にし、必要があれば改めること。【３学
科共通】
（４）
「チーム医療・チームケア」を教育の特長として掲げ、
「関連職種連携教育」を 1 年次から段階的に
実施すると説明しているが、「関連職種連携教育」とはどのような科目構成、教育体系で実施されるのか
具体的な科目を明示し、それぞれにおいてどのような能力が身につくかを明確にすること。

（対応）
関連職種連携教育を実施する科目構成を、年次毎に示し、それぞれの科目がどういった能力を身につけ
ることを目的としているかについて追加記載します。
（説明）
本学の教育の特色として掲げる「関連職種連携教育」は、まず自職種を理解することから始まるものと
考えています。そのことを踏まえ、１年次では各職種ごとの「概論」や「基礎実習」等で自職種の理解を
図り、段階的に他職種理解や関連職種連携の理解に深化していきます。その流れを年次ごと・科目ごとに
（順次性と体系性の観点から）明らかにして説明いたします。
（新旧対照表）設置の趣旨等を記載した書類
新

旧

（30 ページ）

＜以下を追加＞
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。
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（33 ページ）

(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。
「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
14

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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（是正事項）福岡国際医療福祉大学 医療学部 視能訓練学科
１． ＜設置の趣旨、人材像、教育課程が不整合＞
本学が定める３ポリシーや大学の理念と教育研究上の目的について、本学科の設置の趣旨、人材養成
像および教育課程との整合性が不明確であるため次の点を明確にし、必要があれば改めること。【３学
科共通】
（５）履修モデルが示されているが、本学の定める人材養成像との関係性が不明確であるため、どの様な
考え方で履修モデルを設定しているのかを人材養成像に照らし合わせて説明すること。その際に、選択科
目の履修の考え方および科目ごとの身に付けさせる能力を明確にして説明すること。

（対応）
学科ごとにディプロマ・ポリシーを策定し、養成する人材像との関係を明確にした履修モデルへと改め
ました。
（説明）
履修モデルの作成に際しては、各学科のディプロマ・ポリシーに則り、養成する人材像を、①臨床の現
場で活躍できる人材、②教育・研究の分野で活躍できる人材、③国際貢献の場で活躍できる人材と考え、
それぞれ３類型（臨床系、教育研究系、国際貢献系）としました。
また、各履修モデルについて、選択科目の履修の考え方および科目ごとの身につけさせる能力を整理し
ましたので加筆して説明します。
（新旧対照表）設置の趣旨等を記載した書類
新
（39 ページ）

３．各学科の卒業要件、考え方および履修モデル
（42 ページ）

旧
（26 ページ）

３．各学科の卒業要件、考え方および履修モデル
（28 ページ）

＜右記を以下に変更＞
(3) 視能訓練学科
(3) 視能訓練学科
＜右記を以下に変更＞
本学視能訓練学科の卒業要件は、
「教育課程の概
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 要」でも記載したが、総合教育科目から必修 14 単
位、選択科目 5 単位（外国語系の選択必修科目 2 単 位、選択科目 7 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 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 目必修 57 単位、専門教育科目から選択科目 11 単位
以上、併せて 124 単位以上である。
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
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 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 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 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）」
、「大学入門講座Ⅰ（1 単位）
」
、
「医学英語Ⅰ
（1 単位）」
、
「医学英語Ⅱ（1 単位）」の計 14 単位で
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。
ある。
さらに、選択科目として人間系、社会系、自然・
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、保健体育系の科目の中 情報系、総合系、外国語系、保健体育系の科目の中
から 5 単位以上を履修する。これら総合教育科目の から 7 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 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 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Ⅰ（1 単位）
」、
「医
」
、
「大学入門 と ICT（2 単位）
、「医学英語Ⅱ（1 単位）」
、「韓
講座Ⅰ（1 単位）」
、
「医学英語Ⅰ（1 単位）
」
、
「医学 学英語Ⅰ（1 単位）」
」、
「中国語（2 単位）
英語Ⅱ（1 単位）」、
「韓国語（2 単位）」
、
「中国語（2 国語（2 単位）
」である。また、
単位）
」である。また、
「韓国語（2 単位）
」もしくは 「韓国語（2 単位）
」もしくは「中国語（2 単位）
」
「中国語（2 単位）
」のどちらかを選択必修としてい のどちらかを選択必修としている。その他、
「海外
16

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つ
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。

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、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。これらの科目の履修によ
って、常に探究心をもって学術活動を推進するため
の幅広い知見を身につけ、さらに社会のニーズを各
人が判断し対応できるような科学的思考力を養う
ことで、従来の視能訓練士の業務のみにとらわれな
い、他分野にわたって学際的に活躍できる人材の養
成を目指す。

（43 ページ）

＜以下を追加＞
＜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
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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。
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＜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。

【資料 33：履修モデル（視能訓練学科）
】

【資料 32：履修モデル（視能訓練学科）
】
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（是正事項）福岡国際医療福祉大学 医療学部 視能訓練学科
２． ＜人材像、履修モデルが不明確＞
履修モデル上において、
「臨床的学習コース」と「学際的学習コース」が示されているが、コースごと
の定義が示されていない。コースワークを行うのであれば、コース選択の時期やそれぞれのコースの目
的等を養成する人材像に照らし合わせて示すこと。コースワークを行わないのであれば、それぞれのコ
ースごとの選択科目の履修の考え方について養成する人材像に照らし合わせて説明すること。
（対応）
履修モデル（資料 32）の記載の不備につき、履修モデルの表記を修正しました。
本学では、履修コース制を採っていません。したがって、コースワークもありません。視能訓練学科の
履修モデル上に誤解を招く表記（学習コース）があったため、これを修正します。
なお、新たに作成した視能訓練学科の履修モデルにおいては、他の２つの学科と同様、
「臨床系」
「教育
研究系」
「国際系」という養成する人材像に分けて作成しています。
（新旧対照表）履修モデル（視能訓練学科）
新

旧

＜右記を以下に変更＞
資料 33：履修モデル（視能訓練学科）

資料 32：履修モデル（視能訓練学科）

臨床系
教育研究系
国際系

臨床的学修コース
学際的学修コース

20

（改善事項）福岡国際医療福祉大学 医療学部 視能訓練学科
３． ＜学生確保の見通し、卒業後の進路が不明確＞
学生確保の見通しおよび卒業後の進路（専門職の需要）について地域社会を対象にしたアンケート調査
を実施し一定程度の説明はなされているが、地域のみを分析の対象とするのではなく、全国的な学生確保
や人材需要の分析も行うこと。
【３学科共通】
（対応）
改めて、全国を対象とした【資料 2：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
資料】を詳しく分析することとし、視能訓練士については、全国の視能訓練士養成大学(9 校)の 5 年間の
平均定員充足率を示した資料を加え学生確保の見通しを説明しました。
人材需要については以下の資料を添付し、内容を補足しました。
【資料 19：リハビリテ-ション医療の推移】
【資料 20：就職先の状況】
【資料 21：医療機関における就業者数の推移】
【資料 22： アジア諸国の高齢化の進展】
【資料 23：福岡市の要介護高齢者と認知症高齢者の推移】
【資料 24：福岡市の高齢者単独世帯の推移】
（新旧対照表）学生確保の見通し等を記載した書類
新

旧

（1 ページ）
＜右記を以下に変更＞
１ 学生の確保の見通し
福岡国際医療福祉大学（以下、
「本学」という。）医
療学部の理学療法学科入学定員 40 人、作業療法学科同
40 人、視能訓練学科同 40 人については、下記(1)～(7)
により入学定員を十分に確保できると考えている。

（１ページ）

（1）定員充足の見込み
①入学定員設定の考え方
＜略＞

（1）定員充足の見込み
①入学定員設定の考え方

１ 学生の確保の見通し
福岡国際医療福祉大学（以下、
「本学」という。
）
医療学部の理学療法学科入学定員 40 人、作業療法
学科同 40 人、視能訓練学科同 40 人については、
下記(1)～(4)により入学定員を十分に確保できる
と考えている。

② 全国の進学希望者の進学動向について
② 進学希望者の進学需要の変化について
理学療法士および作業療法士については、2017 年 6
2017 年 6 月 26 日に行われた「理学療法士・作
月 26 日に行われた「理学療法士・作業療法士学校養成 業療法士学校養成施設カリキュラム等改善検討
施設カリキュラム等改善検討会」の全国の理学療法 会」の資料によると、理学療法士の養成校の定員
士・作業療法士の定員充足率を示した資料によると、 充足率は、3 年制の専門学校で 93.2％、大学で
理学療法士の養成校の定員充足率は、3 年制の専門学 112.8％。作業療法士の養成校では、3 年制の専門
校(昼間)で 93.2％、4 年制の専門学校(昼間)で 88.1%、 学校で 83.1％、大学で 105.9％となっている。こ
短期大学(昼間)で 91.7%となっており大学以外の養成 れは進学希望者の需要が 4 年制大学にあることを
校の平均定員充足率は全て 100%を割込んでおり、大学 示している。
のみが 112.8%と 100%を超えている。
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作業療法士の養成校でみても、3 年制の専門学校(昼
間)で 83.1％、4 年制の専門学校(昼間)で 70.7%、短期
大学(昼間)で 85.2%となっており大学以外の養成校の
平均定員充足率は全て 100%を割込んでおり、大学のみ
が 105.9%と 100%を超えている。
視能訓練学科については、全国に 9 校ある養成大学
のうち情報開示をしている 6 校の過去 5 年間の平均定
員充足率は 100%を超えており、しかも 4 校が最近定員
増を行っていることから、視能訓練士養成大学につい
ては、他大学の実績からも学生確保はできるものと考
えている。
（削除）

本学が医療学部 3 学科の設置を計画している福
岡県においても、大学進学率は増加しているもの
の、専門学校の進学率は減少してきている。具体
的な数値で見ると、2016 年度の専門学校への進学
率は、2006 年度対比で、全国ではマイナス 1.8％、
福岡県ではマイナス 2.9％と、全国平均を上回るペ
ースで減少傾向にある。その一方、2016 年度の福
岡県の大学進学率は 47.2％となっており、九州地
区で最も高い値を示している。

【資料 2：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資料】
【資料 3：全国の視能訓練士養成大学(9 校）の 5 年
間の平均志願倍率・定員充足率】
【資料 4：大学・専門学校への進学率の推移】

【資料 2：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資料】

(2)客観的データによる検証
①高校生アンケート結果
高校生アンケートについては、福岡県、大分県
熊本県、宮崎県の 4 県 115 校に配布 104 校から回
収。回答者は 15,829 人(九州内対象人口の 12.5%)
に及んでいる。
この結果において、本学を志望する学生数は、理
学療法学科においては 803 人(第 1 希望 647 人)、
作業療法学科は 618 人(第 1 希望 162 人)、視能訓
練学科は 445 人(第 1 希望 103 人)が受験見込数と
なっており、いずれの学科も第 1 希望のみで定員
の 40 人を超えている。
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【資料 3：大学・専門学校への進学率の推移】

②福岡県におけるリハビリテーション大学の充足
率について
現在福岡県内には医療専門職の養成校が 15 校あ
り、内訳は 4 年制大学が 3 校、4 年制専門学校が 4
校、3 年制専門学校が 8 校となっている。全国リハビ
リテーション学校協会加盟の養成校で見ると、東京
都 23 校（うち大学 8 校)、大阪府 20 校（うち大学 10
校)、愛知県 19 校（うち大学 9 校)に次いで福岡県は
4 番目に多い数の養成校を擁しているが、養成校全体
に占める専門学校の割合は 8 割にも達しており、養
成校数が多い上位他県と比較しても専門学校の割合
が高いことがわかる。しかも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（人口約 250 万人）から、公共交通機関を利用
した場合 2 時間から 3 時間程度を要する位置にあり、
リハビリテーション医療技術系分野の大学へ進学を
希望する福岡都市圏の高校生にとって大きな障壁と
なっているため、本学が福岡市内で既設の専門学校
を廃止し、新たに医療技術系の大学を開設すること
は、医療技術系 4 年制大学への進学を希望する高校
生等の選択肢を広げることになる。
福岡県内のリハビリテーション系専門職を養成す
る 3 大学(帝京大学、九州栄養福祉大学、国際医療福
祉大学)の理学療法学科、作業療法学科を擁する学部
については、志願倍率については 2.5 倍から 3.5 倍
となっており、過去 5 年間の平均定員充足率につい
ても 100%を超えている。
視能訓練士については、九州・山口地域で最大の
人口を有する福岡市および福岡県内には視能訓練士
の養成大学は 1 校もなく、また前述の全国の視能訓
練士養成大学 9 校の 4 年間の平均志願倍率・定員充
足率からみても、本学の立地条件等からみても、学
生確保は十分に可能と見ている。
＜以下を追加＞
(3)設置する大学の条件
下記のとおり、250 万人を超える全国でも屈指の
都市圏人口を有する福岡市にあって、福岡市でも最
も恵まれた環境の中にあり、また福岡市で初めての
リハビリテーション専門職養成大学であることか
ら、高い入試倍率を維持できるものと考えられる。
①立地
1)福岡市について
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、増加人数において 20 政令指定
都市中第 1 位となっている。また、福岡都市圏の人
口は福岡県の人口の約半数、254 万人に及んでおり
アジアの玄関口、アジアに開かれた都市として発展
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③ 福岡県の現状について
現在福岡県内には医療専門職の養成校が 15
校あり、内訳は 4 年制大学が 3 校、4 年制専門学
校が 4 校、3 年制専門学校が 8 校となっている。
全国リハビリテーション学校協会加盟の養成校
で見ると、東京都 23 校（うち大学 8 校)、大阪
府 20 校（うち大学 10 校)、愛知県 19 校（うち
大学 9 校)に次いで福岡県は 4 番目に多い数の養
成校を擁しているが、養成校全体に占める専門
学校の割合は 8 割にも達しており、養成校数が
多い上位他県と比較しても専門学校の割合が高
いことがわかる。しかも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 時間程度を要する位置にあり、リハ
ビリテーション医療技術系分野の大学へ進学を
希望する福岡都市圏の高校生にとって大きな障
壁となっているため、本学が福岡市内で既設の
専門学校を廃止し、新たに医療技術系の大学を
開設することは、医療技術系 4 年制大学への進
学を希望する高校生等の選択肢を広げることに
なる。
また、福岡県内にある医療専門職養成校の 4
年制大学 3 校に目を向けると、過去 5 ヶ年にお
ける定員充足率の平均は 109.2％となっており、
入学者に対する平均受験倍率は 3.1 倍と、需要
の規模は安定している。

を続けている。
加えて福岡市の若者人口比率(10 歳～29 歳人口比
率)は 20 政令指定都市中第１位(人数は 5 位)にラン
ク付けされており、学生数では東京都区部、京都市、
名古屋市に次いで第 4 位、学生人口比率は京都市、
東京都区部に次いで 3 位となっており、若者や学生
の割合が非常に高い都市である。
また、全国の 18 歳人口は、2017 年の 1,180 千人か
ら、10 年後の 2027 年には 1,036 千人まで減少（2017
年比 12.2％減）する見通しである一方で、福岡市
の 18 歳人口は、2017 年の 13,978 人から 2027 年に
は 13,912 人と、ほぼ横ばいに推移する見通しであ
る。
2)本学を設置する「シーサイドももち地区」につい
て
本学が設置を計画する「シーサイドももち地区」
は福岡市の副都心である西新地区に隣接し、近隣に
は、福岡ソフトバンクホークスのホームグラウンド
である福岡ヤフオクドームや市内有数の観光スポッ
トである福岡タワー、県内屈指の進学校福岡県立修
猷館高等学校、西南学院大学、高級住宅街などがあ
り、福岡市でも若者を中心に特に人気が高いエリア
である。
②福岡市で初めてのリハビリテーション専門職養
成大学
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。実際に、高校生アンケートに示さ
れるように、希望する分野で医療技術系を希望した
高校生うち「4 年制大学進学」を希望する生徒は
90.6%に及んでいる。
また、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、本校は福岡市で初めてのリハビリ
テーション専門職養成大学となり(視能訓練士の養
成大学は西日本に 3 校、九州地方は宮崎県に 1 校し
かない)、新たな需要の掘り起こしが可能であると
考えている。

【資料 5：全国のリハビリテーション系養成校の現状
について】
【資料 6 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 7：福岡県内医療専門職養成大学 入学定員充
足率】
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【資料 4：全国のリハビリテーション系養成校の現
状について】
【資料 5：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 6：福岡県内医療専門職養成大学 入学定
員充足率】

（3 ページ）

(2) 定員充足の根拠となる客観的なデータの
概要

＜内容が重複するため右記を削除＞

＜右記を以下に変更＞
（3 ページ）

(4)社会的な背景
② 大学進学率と学生数の推移
・
・
・
このように、九州圏では出身高等学校の所在する
県内の大学へ進学するか、または福岡県に所在する
大学へ進学するかという、二択で進学先を決めると
いう現象が起きており、福岡県内の大学へ進学を希
望する高校生が多いことがわかる。
また、資料 11 によると、九州地区のほとんどの県
と政令指定都市の大学学部学生数は減少傾向にある
にも関わらず、福岡市内では 2016 年度に 63,718 人
（2012 年度比 1.0％増）と増加傾向にあり、全国平
均（2012 年度比 0.2％増）も上回る。
地元大学への進学意識が高い中、福岡市内におい
て、さらに大学入学者数は増加していく潜在的な需
要があると考えている。

(5) アンケート調査の結果

② 大学進学率と学生数の推移
・
・
・
このように、九州圏では出身高等学校の所在
する県内の大学へ進学するか、または福岡県に
所在する大学へ進学するかという、二択で進学
先を決めるという現象が起きており、福岡県内
の大学へ進学を希望する高校生が多いことがわ
かる。
また、本学は福岡市早良区百道浜地区に設置
する計画である。近隣には、福岡ソフトバンク
ホークスのホームグラウンドである福岡ヤフオ
クドームや市内有数の観光スポットである福岡
タワー、県内屈指の進学校福岡県立修猷館高等
学校、西南学院大学、高級住宅街などがあり、
若者を中心に非常に人気の高いエリアである。
資料 11 によると、九州地区のほとんどの県と政
令指定都市の大学学部学生数は減少傾向にある
にも関わらず、福岡市内では 2016 年度に 63,718
人（2012 年度比 1.0％増）と増加傾向にあり、
全国平均（2012 年度比 0.2％増）も上回る。
地元大学への進学意識が高い中、福岡市内に
おいて、さらに大学入学者数は増加していく潜
在的な需要があると考えている。

(3) アンケート調査の結果

(本文変更なし)

(6)アンケート結果に基づく受験等進学意向者の入
学見込み

(4) アンケート結果に基づく受験等進学意向
者の入学見込み

(本文変更なし)

(7) 学生納付金の設定の考え方

(5) 学生納付金の設定の考え方

(本文変更なし)
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（11 ページ）

（10 ページ）

２ 上記１が社会的､地域的な人材需要の動向等を踏
まえたものであることの客観的な根拠

２ 上記１が社会的､地域的な人材需要の動向
等を踏まえたものであることの客観的な根拠

＜右記を以下に変更＞
(1) 社会的・地域的人材需要の動向
①社会的な人材需要の動向
日本は、本格的な超高齢社会を迎え、2035 年には
人口に占める 65 歳以上の高齢者の割合が 33％程に
なると言われている。
このような中で、厚生労働省は地域医療構想にお
いて、10 年後(2025 年)には、介護施設や高齢者住宅
を含めた在宅医療等で追加的に対応する患者数は約
30 万人という推計を行っている。
中央社会保険医療協議会総会(2015 年第 316 回)に
提出された資料によれば、リハビリテーションに関連
する診療報酬の総額は、近年、診療報酬全体の伸びを
大きく上回り、回復期リハビリテーション病棟の届出
病床数は直近の 10 年間で 2.2 倍の 8 万床に増加して
おり、リハビリーテーション関連職種の需要の拡大が
うかがえる。
また、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）に理学療法士協会が
提出した 2015 年の就職希望者に対する就職者実数は
99.2%であり、就職を希望する学生は、ほとんど就職
が可能であるとの報告が行われており、同分科会の資
料においても、理学療法士、作業療法士、視能訓練士
の 80%以上が病院に就職し、その増加率はここ 5 年間
で理学療法士は 130.6%、作業療法士は 123.3%、視能
訓練士は 116.3%の増加となっている。
栃木・千葉・小田原・東京・大川・福岡にキャンパ
スを持つ国際医療福祉大学においても 2015 年度は
1,206 人の就職希望者全員が就職しており、永年にわ
たり就職率は 100%を堅持している。
②アジアの動向
経済産業省の「アジアで進展する少子高齢化」と題
した資料によれば、我が国を含むアジア各国は 1970
年代以降、持続的な経済成長を実現してきた。しかし、
出生率の低下等によりアジアの生産年齢人口比率は
2015 年、生産年齢人口は 2035 年をピークに減少に転
じ、高齢者の急速な増加が見込まれているとしてい
る。
これを受け、アジア全体の高齢者比率は 2010 年に
高齢化社会(65 歳以上の高齢者比率が 7%に達した社
会)となり、2035 年には高齢社会(同比率が 14%に達（
した社会)を迎えることが予想されている。
このような中、日本は世界でもいち早く少子高齢化
を迎え、その経験をもとに、高齢者を支えるリハビリ
テーション専門職のレベルも高度化している。今後、
高齢化社会を迎えていくアジア諸国において、日本の
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(1)

社会的・地域的人材需要の動向

日本は、本格的な超高齢社会を迎え、2035 年
には人口に占める 65 歳以上の高齢者の割合が
33％程になると言われている。
福岡市における高齢化がもたらす課題として
は、高齢者の増加により，介護を必要とする人
が増えていくことであり、現状のまま推移する
と，現在の要介護認定者数約 5 万 7 千人が，
2025
年には約 10 万人（1.8 倍）に，2040 年には約
14 万 4 千人（2.5 倍）になると予測されている。
また，認知症高齢者の数も、現在の約 2 万 9 千
人が，2025 年には約 5 万 5 千人に（1.9 倍）に，
2040 年には約 8 万 3 千人（2.9 倍）に増加する
と予測されている。福岡市では，単身高齢者世
帯が大幅に増加していくため，在宅で生活する
単身高齢者や認知症高齢者を支援する方策の構
築を急ぐことが示されている。地域包括ケアシ
ステム構築の上で認知症、在宅リハビリ、予防
事業等における理学療法士、作業療法士、視能
訓練士の役割がますます増加していくことを見
込んでいる。
福岡国際医療福祉学院における就職状況に関
しては、過去 5 ヶ年における求人数の平均は、
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
倍にのぼり、十分な求人数が確保されている。
全国的な社会の高齢化が進む中、九州地区な
らびに福岡県内におけるリハビリテーション職
員増加と、福岡市においては高齢者を支援する
方策の構築が急がれており、さらに新大学にお
いては現在の福岡国際医療福祉学院に毎年寄せ
られる就職希望者を大きく上回る求人数や、
療施設における、理学療法士・作業療法士・視
能訓練士の従事者が増加していることからも、
社会的、地域的な人材需要は今後も継続すると
考えられる。

経験、知識、技術が必要とされるようになるものと思
われ、リハビリテーション専門職に対する需要はアジ
ア諸国においても拡大していくものと考えられる。
③地域的な人材需要の動向
(本文変更なし)

【資料 18：今後の全国高齢者人口の推移】
【資料 19：リハビリテ-ション医療の推移】
【資料 20：就職先の状況】
【資料 21：医療機関における就業者数の推移】
【資料 22： アジア諸国の高齢化の進展】
【資料 23：福岡市の要介護高齢者と認知症高齢者の
推移】
【資料 24：福岡市の高齢者単独世帯の推移】
【資料 25：福岡国際医療福祉学院 既設の学科に対
する求人状況】
【資料 26： 大学設置計画に係る 事業所アンケート
調査結果
【資料 27： 事業所アンケート 配布資料（回答用
紙・別紙開設計画）
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【資料 17：今後の全国高齢者人口の推移】

【資料 18：福岡市の要介護高齢者と認知症高
齢者の推移】
【資料 19：福岡市の高齢者単独世帯の推移】
【資料 20：福岡国際医療福祉学院 既設の学科
に対する求人状況】

（改善事項）福岡国際医療福祉大学 医療学部 視能訓練学科
４． ＜学生確保に関する説明が不十分＞
進学希望者の需要が専門学校ではなく 4 年制大学にあることを設置の趣旨として説明しているが、同一法人
内の専門学校の入学者数を示すこと。
（対応）
下記(説明)において現福岡国際医療福祉学院（専門学校）の過去 4 年間の平均志願倍率および定員充足
率(入学者)を記載し、
【資料 3：全国の視能訓練士養成大学(９校）の５年間の平均志願倍率・定員充足率】
を追加し、全国の視能訓練士養成大学の志願倍率および定員充足率を示しました。
(説明)
平成 30 年 4 月から募集を停止する福岡国際医療福祉学院の視機能療法学科については 4 年間平均の志
願倍率が 0.79 倍、定員充足率が 71.9%（平均 29 人）となっており、定員が充足していない状況にありま
す。
しかし、視能訓練士については、九州・山口地域で最大の人口を有する福岡市および福岡県内には視能
訓練士の養成大学は 1 校もなく、また前述の全国の視能訓練士養成大学 9 校の 4 年間の平均志願倍率・定
員充足率からみても、本学の立地条件等からみても、学生確保は十分に可能であると考えています。
（新旧対照表）学生確保の見通し等を記載した書類
新

旧

（1 ページ）

（1 ページ）

（追加）
② 進学希望者の進学動向について
・
・
・
・
視能訓練学科については、全国に 9 校ある養成大
学のうち情報開示をしている 7 校の 5 年間平均の志
願倍率 3.14 倍に達しており、平均定員充足率も 7 校
が 110%を超え、しかも 4 校が最近定員増を行ってお
り、視能訓練士養成大学については、他大学の実績
からも学生確保はできるものと考えている。
（2 ページ）

②福岡県におけるリハビリテーション大学の充
足率について
・
・
・
・
視能訓練士については、九州・山口地域で最大の
人口を有する福岡市および福岡県内には視能訓練
士の養成大学は 1 校もなく、また前述の全国の視能
訓練士養成大学 9 校の 4 年間の平均志願倍率・定員
充足率からみても、本学の立地条件等からみても、
学生確保は十分に可能と見ている。
【資料 3：全国の視能訓練士養成大学(9 校）の 5
年間の平均志願倍率・定員充足率】
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（改善事項）福岡国際医療福祉大学 医療学部 視能訓練学科
４． ＜個別科目の内容等の充実＞
「海外研修プログラムを通じた国際的な視野の養成」を教育の特長として掲げており、海外研修先につ
いてもほとんどがアジアでの研修となっている。大学を設置する理由では、「アジアにも目を向けた医療
専門職の養成を行う」とありアジアに目を向けていることがうかがえるが、本学が国際的な視野の養成を
行うにあたってアジア諸国で研修を行う目的と、教育の目標について具体的に説明すること。
その際に、
「学術交流協定提携予定機関一覧」の各機関においてどの機関が海外の医療・福祉・語学機
関にあたるのか明確にすること。
また、本学が「アジアに目を向けた医療専門職の養成を行う」のであれば、アジアにおける医療専門職
関連の図書が不足しているため充実させること。
【３学科共通】

（対応）
アジア諸国に目を向けて海外研修を行う目的と教育の目標について追加説明します。
なお、
「学術交流協定提携予定機関一覧」のどの機関が、海外の医療・福祉・語学機関にあたるのか、
各機関を分類する資料を作成しました。
また、アジアにおける医療専門職関連の図書の充実を図りました。
（説明）
アジア諸国においても高齢化が進みリハビリテーション専門職の需要が急拡大すること、また、本学の
立地条件も考え、中国、韓国を中心としたアジア諸国で研修を行う目的と教育目標を追記しました。
なお、「学術交流協定提携予定機関一覧」の各機関において、どの機関が海外の医療・福祉・語学機関
にあたるかを確認し、追加資料を作成しました。この過程で、オーストラリアの「テイフ クイーンズラ
ンド」では教育目標が達成できないことが判明したため、これを削除しました。
（資料 52「学術交流協定
提携予定機関一覧」
）
また、アジアにおける医療専門職関連の図書については 193 冊の増冊を図り、新規購入予定図書のリス
ト（資料 39 図書等一覧表(新規購入・整備予定）)に追加するとともに、図書冊数を訂正しました。
（新旧対照表）設置の趣旨等を記載した書類
新

旧

（81 ページ）

１．海外研修の具体的計画
＜右記を以下に変更＞
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。

（62 ページ）

１．海外研修の具体的計画

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。

＜以下を追加＞
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
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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 年年間の九州
における外国人入国者数は、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育成を重視してき
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
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2
3
4
5

できる人材としての素地を養成
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
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
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
国際人（グローバル人材）としてのセンスの
素地を養成

【資料 52：学術交流協定提携予定機関一覧】

【資料 47：学術交流協定提携予定機関一覧】

（52 ページ）

（37 ページ）

＜右記を以下に変更＞
新規購入予定図書は一般図書 644 冊、専門図書
新規購入予定図書は一般図書 451 冊、専門図書
4,558 冊の合計 5,202 (うち外国書 507 冊)であり、 4,558 冊の合計 5,009 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 大学設置に伴い専門基礎分野および専門分野の図
情報・語学・会話関係図書などを増やすとともに、 書を大幅に拡充させることとした。
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
一般図書

2,881
冊

(うち外

(2 冊)

国書)
専門図書

7,986
冊

(うち外

(99 冊)

国書)
図書合計

10,867
冊

(うち外国
書)
学術雑誌

(うち雑誌)

(101
冊)
104 種
類
(11 種
類)

電子ジャー
ナル
視聴覚資料

3社
8,350 誌
1,010
点

新規購入
図書等

図書等合計
(完成年次)

644 冊

3,525 冊

(0 冊)

(2 冊)

4,558 冊

12,544 冊

(507 冊)

(606 冊)

5,202 冊

16,069 冊

(507 冊)

104 種類

(0 種類)

(11 種類)

0社

3社

135 点

一般
図書
(うち
外国書)
専門
図書
(うち
外国書)
図書合計
(うち外
国書)

(608 冊)

0 種類

0誌

既存図書
等

学術雑誌
(うち雑
誌)
電子ジャ
ーナル
視聴覚資

8,350 誌

料

新規購入
図書等

図書等合計
(完成年次)

2,881 冊

451 冊

3,332 冊

(2 冊)

(0 冊)

(2 冊)

7,986 冊

4,558 冊

12,544 冊

(99 冊)

(507 冊)

(606 冊)

10,867 冊

5,009 冊

15,876 冊

(101 冊)

(507 冊)

(608 冊)

104 種類

0 種類

104 種類

(11 種類)

(0 種類)

(11 種類)

3社
8,350 誌
1,010 点

0社
0誌
135 点

3社
8,350 誌
1,145 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）】

31

【資料 38：図書等一覧表（新規購入・整備予定）
】

（是正事項）福岡国際医療福祉大学 医療学部 視能訓練学科
５． ＜実習体制に関する説明が不十分＞
学内教員が実習施設を必要に応じて訪問するとのことであるが、臨地実習の手引では問題があった場合
のみ訪問するように説明しているため、改めて学内教員の実習施設訪問について説明すること。その際に、
実習指導担当者、実習調整者および臨地実習指導者それぞれの役割を明確にして説明すること。また、実
習が遠隔地であることや教員によって担当科目が多いことから、教員負担が懸念されるため、教員の実習
施設訪問スケジュールと多忙な時期の一週間のスケジュールを示すこと。
【３学科共通】

（対応）
実習期間中の訪問指導について、実習施設との連携体制を含めて改めて説明します。
実習指導担当者、実習調整者および臨地実習指導者については、役割に応じて「実習指導担当教員」
、
「臨
床教育者」のいずれかの名称へと記載を改め、それぞれの役割を明確にして説明するとともに、実習施設
訪問スケジュールと多忙な時期の一週間のスケジュールを資料として示します。
（説明）
本学の特色の一つは、近隣地域にグループ内の大規模な医療施設を少なからず有していることにありま
す。これらの施設を中核施設と位置付け、大部分の実習はここで行います。その場合、グループ施設の臨
床教育者の中から、知識・経験の豊富な者を責任者として配置し、緊密な連携を図りながら実習を進めま
す。一方、グループ以外の実習施設（一般実習施設）であっても、中核施設に準じた体制で実習を遂行し
ます。
なお、本学における、実習の担当である教員を「実習指導担当教員」、実習施設の実習指導者を「臨床
教育者」と定義を整理し、その役割を明確にしました。
実習期間中の実習施設訪問等（実習指導担当教員が実習期間中に最低１回は実習を訪問すること、週に
最低１回は臨床教育者に連絡すること）についても明記しました。
実習期間中の事故発生時の連絡体制や事故対応方法についても、加筆しています。グループ外の施設で
あっても、遠隔地の施設であっても速やかな対応を図ることとしています。
実習は、基本的には、通常授業期間外に行うことを原則としますが、授業期間の多忙な時期であっても
教員が実習施設を訪問するスケジュールを示しました。
（新旧対照表）設置の趣旨等を記載した書類
新
（60 ページ）

第１０

実習の具体的計画

旧
（44 ページ）

第１０

実習の具体的計画

＜右記を以下に変更＞
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
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 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 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 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、 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・ 「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」 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
の精神を学ぶ独自の教育環境を整えている。
ある。
隣接する「福岡山王病院」は、199 床ではあるも
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 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 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 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 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
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。
果たしている。
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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。

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実施する。

２.実習体制
(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、実習施設の臨床
教育者（実習施設における実習指導者）が実習を担
当し、本学と密接に連携して実習指導を行っていく
ものとする。また、グループ施設の臨床教育者のう
ち、実習指導に関する知識・経験が豊富な者を、責
任者として配置し、実習期間においては実習指導の
管理を専任として行うものとする。なお、これらの
グループの臨床教育者には、2 日前後の研修を実施
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。
【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】

なお、これらのグループ関連施設では、各施設に
実習指導担当者を配置する。実習指導担当者には、
2 日前後の研修を実施し、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。

(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。一般実
習施設においては、一般実習施設の臨床教育者が実
習指導を担当するものとする。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教育者とも、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。
(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 回は教員が訪問指導し、
週に 1 回は実習施設の臨床教育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、臨床教育者から直ちに本
学の実習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、
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直ちに臨床教育者、実習責任者、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、速やかな事故対応が行われる。
一般施設にあっても、臨床教育者との緊密な連絡
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、臨床教育者と協働して事故対応に当たらせる。
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、臨床教育者と密に連携し、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

本学では、臨床実習の進捗管理等を行う者（実習
調整者）を配置し、臨床実習全体の計画の作成、実
習施設との調整などを担当する。臨床実習・臨地実
習においては臨床教育者（臨地実習指導者含む）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
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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。実習評価は実習指導担当教員
と臨床教育者が総合的に評価することを基本とし、
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。

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。実習評価は教員
と臨床教育者が総合的に評価することを基本とし、
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。
【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】

（75 ページ）

（57 ページ）

＜右記を以下に変更＞
５．視能訓練学科

３．視能訓練学科

（77ページ）

（59ページ）

(5) 実習水準の確保の方策
①臨床教育者の人選
実務経験 5 年以上の経験豊富な臨床教育者の指
導の下で実習を行う。
視能訓練士養成所指導要領では、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教育者に対して説明
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。
③臨床教育者会議の開催
上記の中核実習施設臨床教育者と実習指導担当
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者会議を設ける。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
り臨床教育者からの意見・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
実習先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
床教育者とより緊密に連絡を取ることとし、訪問指

(5) 実習水準の確保の方策
①臨床教育者の人選
実務経験 5 年以上の経験豊富な臨床教育者の指
導の下で実習を行う。
視能訓練士養成所指導要領では、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教育者に対して説
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。
③臨床教育者会議の開催
臨床教育者と本学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者
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教育者からの意
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
実習先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
床教育者とより緊密に連絡を取ることとし、必要に
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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。

応じて担当教員が訪問する。

＜右記を削除＞（学科全体の対応として 58 頁に記
載）

なお、実習期間中の事故とは、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
合などをさす。

（78 ページ）

（60 ページ）

＜右記を以下に変更＞
(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。

(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臨床教育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）

○事前学修（実習前の指導）
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臨床教育者と担当教員の役割
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
○実習中の指導
実習中は、実習先の臨床教育者の指導を受ける。
実習中は、実習先の臨床教育者の指導を受ける。
また、教員が実習先を定期的に訪問し以下の点につ また、教員が必要に応じて実習先を定期的に訪問し
いて指導に当たる。
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
①実習計画・実習課題への取り組みに関する状況
状況の確認
の確認
②記録・日誌の点検
②記録・日誌の点検
③実習中の健康状態
③実習中の健康状態
④その他
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。

○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。
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③実習報告書を作成する。

③実習報告書を作成する。
（80 ページ）

（61 ページ）

(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、臨床教育者との連携によ
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。

(9) 教員の配置ならびに巡回指導計画
「臨地実習Ⅰ」
「臨地実習Ⅱ」のいずれも、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。

【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
(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
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 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、臨床教育者 1 人 の実績に応じた受入可能な数とし、臨床教育者 1 人
につき 2 名程度の学生を指導できるよう配置する。 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（臨床教育者・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、臨床教育者が評価を行う。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
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）
、および臨床教育者による各実習施設におけ
る出席状況と臨地実習評価表の各項目の到達度に
より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

(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（臨床教育者・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、臨床教育者が評価を行う。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
②単位認定の方法
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）
、
および臨床教育者による各実習施設における出席
状況と臨地実習評価表の各項目の到達度により総
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
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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。

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。
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（是正事項）福岡国際医療福祉大学 医療学部 視能訓練学科
６． ＜留学生に関する説明が不十分＞
入学者選抜について、留学生特別選抜入試を若干名行うとしているが、日本語教育等が設けられてい
ないことなど留学生を受け入れる際にどのような教育体制で留学生に対して教育を行うのか、また、どの
様な受け入れ方針で受け入れるのかが不明確であるため説明すること。
併せて、入学者選抜方法の「⑤留学生特別選抜入試」の記載に「社会人特別入試」が抜けていると考え
られるため修正すること。
【３学科共通】

（対応）
留学生受け入れの方針、留学生に対する教育および生活等支援体制を追加しました。留学生に対して、
正課内に行う「日本語教育」についてはカリキュラムに追加し、資料 49：教育課程と指定規則との対比表
に記載します。
また、社会人特別選抜入試と留学生特別選抜入試は、区別して記載しました。
（説明）
留学生受け入れの方針、留学生に対する教育および生活等支援体制等は以下によります。これを本文に
追記しました。
①留学生の受け入れ方針
本学は、「国際性を目指した大学」を特色の一つ（当グループの理念、３頁に記載）としており、
留学生の受入れは、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
ととなり、大学に多くの多様性をもたらすことが期待される。そのような考えの下、留学生の受入れ
を進める。
②留学生の日本語レベル
入学する留学生の日本語レベルは、日本留学試験の「日本語」
（読解、聴解、聴読解および記述を
合せ 450 点満点）において 220 点を基準とする。
③留学生の履修の考え方
ア 外国人留学生の総合教育科目の履修は、日本語教育を優先するものとし、「日本語Ⅰ～Ⅳ」を必
修科目として開設する。正課教育以外に、個々の留学生の日本語能力に応じて入学後の早い段階か
ら「日本語補講」を実施する。
ただし、日本留学試験の「日本語」の成績が 300 点以上のものについては、入学前の履修に基づ
く単位として認め、
「日本語Ⅰ～Ⅱ」の単位として認定するものとする。
イ 日本語教育を重視する観点から、韓国語および中国語の履修は求めない。（日本人学生に対して
は、韓国語又は中国語を選択必修としている。）ただし、選択科目としての履修を妨げるものでは
ない。
ウ 「医学英語Ⅰ～Ⅱ」は、医療分野の専門用語を理解するとともに、専門教育科目の円滑な履修を
図ることおよび英語の聴く力と話す力を修得するため、日本人学生と同様に必修科目とする。
その他の英語科目については、日本語教育を重視する観点から必修とはしない。
エ その他の総合教育科目の履修は、日本人学生の履修方法に準ずる。
オ 専門教育科目の履修についても、日本人学生の履修方法に準ずる。（留学生にあっても、本学の
ＤＰ達成に必要なため）
カ 以上の履修方法は、
「留学生用履修モデル」を示し、円滑な履修を促す。
④留学生への支援体制
留学生への修学支援および生活支援のため、担任制およびアドバイザー制（８頁に記載）に加え、
個々の留学生に留学生アドバイザーを配置する。留学生アドバイザーは、海外経験があり学生指導に
経験豊富な教員を中心に選考する。留学生アドバイザーは、必要に応じて、担任教員やアドバイザー
教員と連携を図り、卒業までの充実した支援を図るものとする。
また、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、これを積極的に活用することと
する。
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（新旧対照表）設置の趣旨等を記載した書類
新

旧

第８ 入学者選抜の概要
３．入学者選抜方法の概要
(1) 入学者選抜方法
＜右記を以下に変更＞
（57 ページ）

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。

第８ 入学者選抜の概要
３．入学者選抜方法の概要
(1) 入学者選抜方法
（41 ページ）

⑤ 留学生特別選抜入試
留学生特別選抜入試および社会人特別選抜入試
は、書類審査、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。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。何れの入試も多様な価値観を持っ
た学生を受け入れることを主目的とした入試であ
る。
以上の選抜方法により、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選抜
する。また、この以上の選抜方法により、大学に多
くの多様性をもたらすことができる。

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。
40

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】
（58 ページ）

（42 ページ）

＜右記を以下に変更＞
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）

５．社会人の定義
社会人とは、次のいずれかの条件を満たすもの
とする。
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
もの
2）大学入学資格を有し、入学年の 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）を有するもの
②大学卒業（見込み）者
4 年制大学卒業者または入学年度の前年度卒業
見込みのもの、およびそれと同等の資格を有する
もの
③国家試験保持者
大学入学資格を有し、次のいずれかの国家資
格を有するもの
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
優れたもので、大学入学資格を有するもの（社
会人）
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（以下を追加）

（授業科目の概要）
科目
区分

総
合
教
育
科
目

総
合
教
育
科
目

総
合
教
育
科
目

総
合
教
育
科
目

授業科目の名称
日本語Ⅰ

大学での修学に必要な日本語能力を身に
つけることを目標とし、併せて日本の文
化について学ぶこととする。本科目で
は、大学で学ぶための「日本語を聴く
力」と「日本語を話す力」に重点を置
く。そのため、視聴覚教材（NHKニュース
等）を聴き、その後、質疑応用を行いな
がら授業を進める。教材を通して日本の
文化についても学ぶ。

日本語Ⅱ

「日本語Ⅰ」を履修した者に対して、大
学で学ぶための「日本語を書く力」に重
点を置いて授業を進める。視聴覚教材
（NHKニュース等）を聴き、要点をまとめ
る練習を行い、2000字程度のレポートが
書けるようになることを目指す。教材を
通じて、日本の歴史や文化をさらに深く
学ぶこととする。

日本語Ⅲ

本科目では、日本語の文章の読解力と表
現力を学ぶ。医療に関するテーマでさま
ざまな資料を読み進め、理解を深め、事
実や意見を論理的に考える力を身につけ
る。教材には、「安楽死と尊厳死」「脳
死と臓器移植」などのテーマを取り上
げ、現代医療が抱える課題についても学
ぶこととする。

日本語Ⅳ

本科目では、日本語の「読む」「聴く」
「書く」「話す」力を総合的に高めるこ
とを目標とする。併せて、現代の大学生
として相応しい高い教養の修得も目指
す。教材として、「ハーバードの人生を
変える授業」及び「13歳からのいのちの
授業」を使用する。毎回、これらの文献
（日本語）を読んだ後、テーマを設定し
て討論を行う。その後、グループごとに
文章としてまとめ、総合的な日本語力を
高める。

外
国
語
系

外
国
語
系

外
国
語
系

外
国
語
系

講義等の内容
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（改善事項）福岡国際医療福祉大学 医療学部 視能訓練学科
７． ＜教育課程の充実＞
総合教育科目について、例えば下記の 3 科目のように、内容や名称が適切ではないと見受けられるもの
がある。総合教育科目の位置付けも踏まえ、大学教育としての水準を維持するという観点から、必要に応
じて科目名称と内容を整合するよう改めること。
・
「コンピューターの基礎」においては、アプリケーションの使用などコンピュータの基本的な操作方法
を学習する内容となっており、卒業要件単位には含めず リメディアル教育として実施すべきではないか。
・
「健康科学実践」は実際にスポーツを行う科目であるが、講義内容において科学の実践に該当する内容
が見受けられないのではないか。
・
「経済学」については、時事問題について学習するにとどまり、大学教育の水準に達していないのでは
ないかとの懸念がある。
・
「文学（リテラシー入門）
」については、授業内容として本来別のものである文学とリテラシーを同列に
扱っているので、講義名称を改めるべきではないか。

（対応）
１ 「コンピューターの基礎」については、コンピューターの基本的な操作方法を学習する内容であるた
め、卒業要件単位には含めない、リメディアル教育として実施することとして改めます。
（新たに入学する者にとっては必要な知識であり、リメディアル教育として実施することが適切である
と考えられるため）
２ 「健康科学実践」については、実際にはスポーツを行う科目であるため、講義内容を適切に表す科目
名称である「健康スポーツ実践」に変更します。
３ 「経済学」については、時事問題の学習にとどまることなく、経済学についての基本知識を学修する
ため、講義等の内容を反映した授業科目の概要へと記載を改めます。
４ 「文学（リテラシー入門）」については、講義内容を適切に表す科目名称である「文学」に変更し、
授業概要を改めます。
（新旧対照表）教育課程の概要、授業科目の概要
新

旧

＜右記を以下に変更＞
（教育課程の概要）

（教育課程の概要）
単位数
科目
区分

（削除）

総
合
教
育
科
目

（教育課程の概要）

授業科目の名称

自
然
･
コンピューターの基礎
情
報
系

配当年次

総
合
教
育
科
目

授業科目の名称

保
健
体 健康スポーツ実践
育
系

選

自

修

択

由

1,2,3,4前

2

（教育課程の概要）
単位数

単位数
科目
区分

必

配当年次

1,2,3,4後

必

選

自

修

択

由

科目
区分
総
合
教
育
科
目

1
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授業科目の名称

保
健
体 健康科学実践
育
系

配当年次

1,2,3,4後

必

選

自

修

択

由

1

（授業科目の概要）
科目
区分

授業科目の名称
経済学

総
合
教
育
科
目

（授業科目の概要）
講義等の内容

科目
区分

備考

経済問題を理解するうえで必要と
なるミクロ経済学やマクロ経済学
の基礎的な知識の習得を目指す。
身近な出来事や、最近の政治・経
済の動きをもとに経済の現状につ
いて理解し、経済の仕組みを学ぶ
ことができるよう授業を進める。
特に、現在起こっている様々な経
済問題や環境問題などについて授
業で取り上げ、自ら考察し、理解
するための機会とし、経済的な視
点から分析することで、新たな方
策を考えられるようにすることを
講義の目的とする。

社
会
科
学
系

授業科目の名称
経済学

総
合
教
育
科
目

（教育課程の概要）

講義等の内容
新聞やニュースで取り上げられて
いる国内外の経済に関する諸問題
が、私たちの日常生活と密接に関
係していることを理解する。
特に、現在起こっている様々な経
済問題や環境問題などについて授
業で取り上げ、自ら考察し、理解
するための機会とすることを講義
の目的とする。

社
会
科
学
系

（教育課程の概要）
単位数

単位数
科目
区分

授業科目の名称

総
合
人
教
間 文学
育
系
科
目

配当年次

1,2,3,4前

必

選

自

修

択

由

授業科目の名称

文学

総
合
教
育
科
目

人
文
科
学
系

科目
区分

授業科目の名称

総
合
人
教
間 文学(リテラシー入門）
育
系
科
目

1

（授業科目の概要）
科目
区分

備考

配当年次

1,2,3,4前

必

選

自

修

択

由

1

（授業科目の概要）
科目
区分

講義等の内容

文学作品の読解、鑑賞を通して、人
間、社会、文化に対する理解を深
め、思考力、想像力を伸ばすととも
に感性や情緒を育み、教養ある社会
人として文化の継承と創造および社
会の発展に寄与しようとする態度を
養う。また、文学についての基礎的
な知識を身につけ、作品の背景や問
題にしている事柄について思考し、
論述する力を育成することにより、
自分自身や他者の問題を深く理解し
追求しようとする力の伸長を図る。

授業科目の名称

文学（リテラ
シー入門）
総
合
教
育
科
目

44

人
文
科
学
系

講義等の内容

文学作品の読解、鑑賞を通して、人
間、社会、文化に対する理解を深
め、思考力、想像力、表現力を伸ば
すとともに感性や情緒を育み、教養
ある社会人として文化の継承と創造
及び社会の発展に寄与しようとする
態度を養う。また、読む・書く・話
す・聞くの言語活動能力をバランス
よく育成することにより、国際社会
で活躍する医療人に求められる思考
力、コミュニケーション力、表現意
欲などの諸能力の伸長を図る。

（改善事項）福岡国際医療福祉大学 医療学部 視能訓練学科
８． ＜教員の業務負担の見直し＞
学科長が受け持つ科目が多く、学科長の職責を果たすうえで業務過多になり適切に学科を管理できるか
について不明確であるため学科長としての業務内容と受け持つ科目をスケジュール等で示すことで説明
すること。
【３学科共通】
（対応）
学科長としての業務内容と受け持つ科目をスケジュール等で示し、追加資料を提出します。
（説明）
学科長の業務内容は、通常期間の講義に加えて、学科の校務の掌理および実習期間の訪問指導を予定し
ています。また、管理運営委員会、教授会、学部長、学科会などの委員会や会議へ参加し、教学面の管理
運営にも携わることを予定しています。
最も多忙な時期は、実習期間の訪問指導がある時期ですが、学科長の訪問する施設については、隣接す
る山王病院を予定しており、移動による負担を軽減するよう考慮しました。
提出するスケジュール予定については、実習施設への訪問指導が行われる週であり、最も多忙な時期の
週間スケジュールとなりますが、講義とその予習、定例会議、学科の掌理業務、実習施設の訪問指導も含
め、充分に遂行できるスケジュールであると考えております。
（新旧対照表）審査意見への対応を記載した書類（3 月） 資料
新

旧

審査意見への対応を記載した書類（3 月）資料
＜以下を追加＞

【資料 学科長の業務と週間スケジュール予定】
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（改善事項）福岡国際医療福祉大学 医療学部 視能訓練学科
９． ＜設置計画の一層の充実＞
教員の年齢構成が高齢に偏っていることから、教育研究の継続性を踏まえ、若手教員の採用計画など教
員組織の将来構想を明確にすること。

（対応）
本学の教員組織編成の考え方（今後の教員編成の構想）と対応方針を追記しました。開学年次において
は、本学定年年齢である 65 歳以上の教員が 8 名となっていますが、その後任者の採用は、教育・研究上
の質を維持しつつ、公募を原則として若返りを図ることとします。
（説明）
比較的高齢の教員の後任者の採用方針は、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
バランスを配慮することとしています。後任者の選考は、公募を原則とし、可能な限り下位の職種を採用
し若返りを図ることとします。
（新旧対照表）設置の趣旨等を記載した書類
新
（36 ページ）

旧
（追加）

＜以下を追加＞
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。
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（改善事項）福岡国際医療福祉大学 医療学部 視能訓練学科
１０． ＜標記等の形式的な修正・見直し＞
学則には学部長・学科長会議と記載があり、設置の趣旨を記載した書類には学科長会議と記載があるた
め、それぞれの会議の位置づけについて説明すること。記載の不備であれば修正すること。
【３学科共通】
（対応）
記載の不備につき、修正しました。
（新旧対照表）設置の趣旨等を記載した書類
新
（85 ページ）

旧
（65 ページ）

＜右記を以下に変更＞
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。

４．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。

47

（改善事項）福岡国際医療福祉大学 医療学部 視能訓練学科
１１． ＜ＦＤ委員会の定義や説明内容が不明確＞
ＦＤ委員会の構成員やどのような位置づけなのかが不明確であるため委員会の規約などで説明するこ
【３学科共通】
と。
（対応）
ＦＤ委員会は、学則の規定により学長の下に置かれる委員会であり、その委員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充てることになって
います。
なお、規約として、ＦＤ委員会規程(案)を添付しております。
（新旧対照表）設置の趣旨等を記載した書類
新

旧

（88 ページ）

（68 ページ）

＜右記を以下に変更＞
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。

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。

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

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）
】
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