
科目名 リハビリテーション研究入門 

科目責任者 吉本 好延 

単位数他 2単位（30時間） 選択  春セメスター    

科目の 

位置付 

リハビリテーション分野の最新の専門知識・技術を習得し、論理的思考力を身に付けて諸課題

の解決に向けて分析することができる． 

科目概要 

研究方法の種類・分類などに関する学修をします。各担当者が自身の代表的な研究及び/また

は各関心領域の優れた研究について紹介致します。 

研究疑問を抱くに至った経緯、研究テーマの決定、目的、方法（対象、データ収集方法、 

データ処理法）、結果、考察、結論、限界、展望などについて分かりやすく解説します。 

また、研究遂行上の問題点、苦労した点、工夫した点、研究から得たもの、失敗などの体験談

も含まれます。 

到達目標 

１． 研究方法の種類・分類について説明出来る 

２． 各担当者から紹介・解説された研究が、研究法の分類上どの方法にあたるかを分析できる 

３．研究テーマに対して適切な研究法を用いることの重要性を理解する 

授業計画 

＜授業内容・テーマ等＞             ＜担当教員名＞ 

 

第 1回： オリエンテーション                  吉本好延 

 

第 2回： 在宅脳卒中患者の転倒予防の最前線           吉本好延 

 

第 3回： リハビリテーション領域における QOL研究の動向      泉 良太  

 

第 4回： リハビリテーション研究の最前線（１）          山内克哉  

 

第 5回： リハビリテーション研究の最前線（２）          山内克哉  

 

第 6回： 近年のメンタルヘルスに関する研究動向とその実際     新宮尚人  

 

第 7回： 運動器障害に対する研究                  根地嶋誠  

 

第 8回： 発達領域における研究                   伊藤信寿  

 

第 9回：認知症の介入療法                   佐藤順子  

 

第 10回：高次脳機能障害のリハビリテーション           片桐伯真  

 

第 11回：実験形態学研究                    顧 寿智 

 

第 12回：高齢者の地域リハビリテーション             片桐伯真  

 

第 13回：透析患者のリハビリテーション            矢部広樹 

 

第 14回： ０～１歳児における補聴器装用の支援と関連要因の検討   大原重洋 

 

第 15回： 随意嚥下時の大脳血流増加部位に関する脳機能画像研究   柴本 勇 

 

 

 

 



学修方法 
研究方法等に関する教員とのディスカッション、 グループディスカッション 
担当者から紹介・解説された論文が、研究法のどの分類にあたるかを分析・理解する． 

評価方法 
授業への出席・ディスカッションへの参加：５０％ 
レポート：５０％（次のいずれか一つ ①この科目から学んだこと、②それぞれの研究の発展
段階から見た分類と方法から見た分類． ４０字 x４０行 ３，４枚程度） 

課題に対す

るフィード

バック 

レポートにコメントをつけて返却する． 

指定図書  

参考書 必要に応じて各担当者が連絡します 

事前・ 

事後学修 
必要に応じて各担当者が連絡します 

オフィス 

アワー 
個別に相談し設定します。メールでの相談は随時受け付けます。 



 

科目名 内部障害リハビリテーション学 

科目責任者 俵 祐一 

単位数他 2単位（30時間）選択 春 

科目の 

位置付 

(3)自らの研究分野以外の幅広い視野を持ち、俯瞰的なものの見方と専門応用力を駆使して、新

たな知を創ることができる。 

科目概要 

様々な疾患における健康に関連する physical fitness の臨床的研究について検討する．

physical fitnessが障害される発生機序，病態・障害像，治療に関する病理学的思考プロセ

スについて考察し，リハビリテーション実践の根幹を探求する． 

到達目標 

1． 様々な疾患のphysical fitnessの障害を理解する． 

2． それぞれの病態に応じた，リハビリテーションアプローチを理解する．  

授業計画 

＜担当教員名＞俵祐一，有薗信一，矢倉千昭，根地嶋誠，金原一宏，矢部広樹 

 

  ＜授業内容・テーマ等＞ 

 

1. 呼吸循環機能障害のphysical fitnessの特徴と課題（1）俵祐一 

2. 呼吸循環機能障害のphysical fitnessの特徴と課題（2）俵祐一 

3. 呼吸循環機能障害のphysical fitnessの特徴と課題（3）有薗信一 

4. 呼吸循環機能障害のphysical fitnessの特徴と課題（4）有薗信一 

5. 生活習慣病のphysical fitnessの特徴と課題（1）矢倉千昭 

6. 生活習慣病のphysical fitnessの特徴と課題（2）矢倉千昭 

7. 運動器障害のphysical fitnessの特徴と課題（1）根地嶋誠 

8. 運動器障害のphysical fitnessの特徴と課題（2）根地嶋誠 

9. 疼痛患者のphysical fitnessの特徴と課題（1）金原一宏 

10. 疼痛患者のphysical fitnessの特徴と課題（2）金原一宏 

11. 腎機能障害のphysical fitnessの特徴と課題（1）矢部広樹 

12. 腎機能障害のphysical fitnessの特徴と課題（2）矢部広樹 

13. がん領域のphysical fitnessの特徴と課題（1）俵祐一 

14. がん領域のphysical fitnessの特徴と課題（2）俵祐一 

15. 海外のphysical fitnessの最新トピックス（1）俵祐一 

 

 



学修方法 
・各セッションの課題をグループワークで解決・発表する 
・授業の配布資料は、自分たちのグループで事前に作成した資料とする 
・授業時間中に適宜、学生間で教えあう時間を確保し、全学生の理解を促す 

評価方法 課題の取り組み（50％），プレゼンテーション（50％） 

課題に対す

るフィード

バック 

・発表会の途中で教員が随時補足していく 
・教員フィードバックを通じて補足した点を、確認・フィードバックを行う 

指定図書 なし 

参考書 なし 

事前・ 

事後学修 

講義は英語と日本語で行います． 
本科目は遠隔での受講は可能です． 
授業課題，研究課題に関係する論文などを探索し，理学療法に関する研究領域を学び，修士

研究のテーマ，研究方法を検討する． 

オフィス 

アワー 

所属学部：リハビリテーション科学研究科 

研究室：3507研究室 

時間については，初回授業時に提示します． 

上記以外でもメール（yuichi-t@seirei.ac.jp）でアポイントを取ってください． 

 



 

科目名 生活環境リハビリテーション学 

科目責任者 泉 良太 

単位数他 2単位（30時間） 選択 春セメスター 

科目の 

位置付 

2．リハビリテーション科学について最新の専門知識・技能を習得し，問題解決に向け科学的で

論理的な活動が企画できる． 

3．幅広い知識と視野を持ち，専門応用力を通じて，現在の学術及び臨床課題を抽出し解決する

方法を提案できる． 

科目概要 

 生活環境の概念および生活環境と作業との関連，生活環境が人や作業に及ぼす影響について

学修する．また，様々な領域における生活環境との関係を学び，実際の臨床および研究動向を

調査する． 

到達目標 

1. 生活環境の概念について説明できる． 

2. 生活環境が人や作業に及ぼす影響について説明できる． 

3. 様々な領域における生活環境との関係および最近の動向を説明できる． 

授業計画 

担当教員：泉 良太，新宮尚人，伊藤信寿，中島ともみ，冨澤涼子，藤田さより 

 

  ＜授業内容・テーマ等＞                ＜担当教員名＞ 

第 1回：人‐作業‐環境モデル（国内）                        新宮尚人 

第 2回：人‐作業‐環境モデル（国外）                        冨澤涼子 

第 3回：生活環境と量的研究                   泉 良太 

第 4回：生活環境とメンタルヘルス                藤田さより 

第 5回：生活環境と発達支援                   伊藤信寿 

第 6回：生活環境と質的研究                   冨澤涼子 

第 7回：生活環境と質的研究                   冨澤涼子 

第 8回：作業環境と認知のリハビリテーション           中島ともみ 

第 9回：作業環境と認知のリハビリテーション           中島ともみ 

 

第 10回～14回：                         全教員 

 指定された，学会，研究会，研修会等に参加し，レポートを作成する．レポート内容は，新

しい生活環境研究の動向や気づきおよび演題発表については生活環境がテーマのセッションを

聴講し，その研究方法についてまとめる．並行して 15コマ目の発表準備を行う． 

 

第 15回：発表および討論会                    全教員 



学修方法 
第 1回～9回までは，講義，PBLを中心に実施する．第 10回～14回は各自で主体的に行動し，

レポートを作成する．第 15回は発表および討論会を実施する． 

評価方法 レポート（40%），発表（40%），ディスカッションへの参加状況（20%）により評価する． 

課題に対す

るフィード

バック 

各回の講義の中でディスカッションを実施する． 

指定図書 なし 

参考書 随時提示する． 

事前・ 

事後学修 

事前学修：各回の予習テーマを提示する． 

事後学修：講義で学修したことについてより深く学修する． 

オフィス 

アワー 

所属：リハビリテーション科学研究科 研究室：3414 

時間については，初回授業時に提示します． 

上記以外でもメール（ryota-i@seirei.ac.jp）で遠慮なくアポイントを取ってください． 



 

科目名 嚥下障害リハビリテーション学 

科目責任者 柴本 勇 

単位数他 2単位（30時間） 選択  秋セメスター 

科目の 

位置付 

(2)高度な専門知識・能力を習得し、探求心と論理的思考力を身に付け、問題解決を図ることが

できる。 

科目概要 

正常な摂食嚥下メカニズムを理解し、摂食嚥下障害の症状・病態・原因・支援法を学ぶ。リ

ハビリテーション学を学ぶものとして、学際的なチームアプローチを理解する。神経疾患、発

達障害、器質的病変等で起こる摂食嚥下障害の特徴を理解し、各疾患の特徴に合致したアプロ

ーチ法について学ぶ。本科目では疾患由来に特化せず、発達や加齢に伴う嚥下機構の変化につ

いても学ぶ。ビデオ、スライド等の視覚教材を利用し解説する。また、実際の臨床実践の見学

や症例検討等のディスカッションの見学を通じ、臨床最前線の知識や治療を学ぶ。 

到達目標 

1. 正常嚥下のメカニズムを説明できる 

2. 嚥下障害引き起こす疾患や病態を説明できる 

3. 具体的な評価・治療方法を説明できる 

4. 嚥下造影検査・嚥下内視鏡検査の分析・記録・報告ができる 

5. 嚥下障害者の栄養管理を説明できる 

6. 現状の臨床実践について説明できる 

授業計画 

＜授業内容・テーマ等＞  講義担当者：柴本 勇， 藤島一郎 

 

 

第 1回：正常嚥下のメカニズム 

第 2回：嚥下障害の症状と病態 

第 3回：嚥下障害の原因と分類 (神経疾患・器質性疾患・呼吸器疾患・消化器疾患) 

第 4回：嚥下障害の評価（スクリーニング検査、摂食場面の観察、嚥下機能検査、） 

第 5回：嚥下障害の評価（VF,VE、嚥下圧、筋電図、超音波検査、評価表への記録（演習） 

第 6回：嚥下障害の治療戦略（摂食条件設定、治療目標設定） 

第 7回：嚥下障害の治療・訓練（基礎的嚥下訓練） 

第 8回：嚥下障害の治療・訓練（直接訓練：段階的摂食訓練、観察ポイント） 

第 9回：器質的嚥下障害（病態と嚥下障害の特徴、評価、訓練、補綴的アプローチ） 

第 10回：嚥下障害に対する外科的治療 

第 11回：小児期の嚥下障害(病態・症状・評価・訓練)  

第 12回：嚥下食、栄養管理 

第 13回：口腔ケア、多職種連携アプローチ 

第 14回：嚥下障害の臨床実践 診断から治療への戦略と実行 

第 15回：嚥下障害の臨床実践（総合討論 倫理も含む） 

 

 

 

学修方法 
Webclassを活用し、資料配布・動画分析の自己学習・事前及び事後学修課題を実施する。 
遠隔システムを用いた学修も可能。 

評価方法 講義での課題遂行 60％、事前学習課題遂行 20％、レポート・文献等課題発表 20％ 



課題に対す

るフィード

バック 

Webclassを活用し、フィードバックを行う。 

指定図書 
聖隷嚥下チーム：嚥下障害ポケットマニュアル（医歯薬出版） 

その他 講義資料配布する 

参考書 なし 

事前・ 

事後学修 

各回で出される課題について自己学習し、次回に発表会を行う。嚥下調整食を食べ検討した
り、訓練法をお互いに実施したりするなど、演習も含めて学ぶ。臨床現場での症例や遭遇した
できごとなどの情報を積極的に持ち寄り、受講者で議論しながら解決方法を探っていくことも
行う。 

オフィス 

アワー 
個別に相談し設定します。メールでの相談は随時受け付けます。  



 

科目名 インストラクショナルデザイン特論 

科目責任者 津森 伸一 

単位数他 2単位（30時間） 選択  秋 

科目の 

位置付 

2．リハビリテーション科学について最新の専門知識・技能を習得し、問題解決に向け科学的で

論理的な活動が企画できる  

3．幅広い知識と視野を持ち、専門応用力を通じて、現在の学術及び臨床課題を抽出し解決する

方法を提案できる 

科目概要 

インストラクショナルデザイン(ID)は，教育や研修等の活動を効果的且つ効率的なものとする

ための技術や方法を対象とした学問分野です．心理学や情報学等の知見に基づき，教授法をシ

ステム的なアプローチを用いて科学的に追究しようとするところに特徴があります．本授業で

は，受講者が IDの基礎的な原理や理論を理解し，有益な研修や教材の設計・開発に適用できる

ようになることを目標とします． 

到達目標 

1. IDの意味や意義が説明できる． 

2. IDの基本的な原理や理論が説明できる． 

3. IDの知見に基づく授業・研修や教材を独自に設計・開発することができる． 

授業計画 

＜授業内容・テーマ等＞ 

 

第 1部  インストラクショナルデザイン(ID)の概要と運動技能の ID 

 第 1回 ガイダンス，IDとは何か 

 第 2回 教育観・学習観の変遷 

 第 3回 IDの概要，ブルームの教育目標分類学 

 第 4回 運動技能の ID 

 第 5回 運動技能 ID演習 

第 2部  認知技能・態度のID 

 第 6回 認知技能の ID 

 第 7回 説明の技術 

 第 8回 認知を変える技術 

 第 9回 認知技能 ID演習 

 第 10回 態度の ID 

第 3部  インストラクションの設計・評価 

 第 11回 コースの設計 (ADDIEモデル)，ニーズ・ゴール設計演習 

 第 12回 リソース・活動・フィードバックの設計 

 第 13回 評価，ARCS動機付けモデル 

 第 14回 最終課題 (資料作成) 

 第 15回 最終課題 (プレゼンテーション) 
 



学修方法 
ショートレクチャー ⇒ ディスカッション ⇒ プレゼンテーション ⇒ まとめを繰り返しなが

ら授業を進め，最後にレポートやリアクションペーパを作成する． 

評価方法 レポート課題 (50%)，プレゼンテーション (50%) により評価する． 

課題に対す

るフィード

バック 

プレゼンテーションについては即時フィードバックを行い，レポート課題やリアクションペー

パは学習管理システムを用いて授受を行う．リアクションペーパに書かれた意見や質問には個

別に対応する． 

指定図書 向後千春『上手な教え方の教科書』，技術評論社 

参考書 
1. 稲垣忠・鈴木克明 編著『授業設計マニュアル (Ver.2)』，北大路書房 
2. R.M.ガニェ，W.W.ウェイジャー，K.C.ゴラス，J.M.ケラー著 

『インストラクショナルデザインの原理』，北大路書房 

事前・ 

事後学修 

事前学修として次回の学習範囲に係るテキストを読んでおくこと．事後学修として授業内容を
復習して理解を深めること．目安時間 40分． 

オフィス 

アワー 

所属：リハビリテーション科学研究科 

研究室：3517研究室 

時間：木曜日 9時～12時 

上記以外でもメール（shinichi-t@seirei.ac.jp）で遠慮なくアポイントを取ってください． 



 

科目名 リハビリテーション教育演習 

科目責任者 中島ともみ 

単位数他 2単位（30時間） 選択  通年 

科目の 

位置付 

2．リハビリテーション科学について最新の専門知識・技能を習得し、問題解決に向け科学的で

論理的な活動が企画できる 

3．幅広い知識と視野を持ち、専門応用力を通じて、現在の学術及び臨床課題を抽出し解決する

方法を提案できる 

科目概要 

本科目は、以下の 3 つの点における基礎的知識を、演習を通して学修することを目的としてい

る。 

① 教育・学習プログラムの企画立案・運営、②学生・医療者・教職員を指導し、学習・教

育効果を高める、③学習者・プログラム評価に精通し実行できる、組織内外のコミュニ

ケーションを図り、リーダーシップを発揮する。 

到達目標 

・医学教育に関する原則、理念、理論、エビデンスを理解する。 

・医学教育における基礎的の知識を活用して教育活動を分析し、改善のための計画を立案方法

について理解する。 

・学識ある実践の基本を修得する。 

・コースでの学び、考え方を実践に生かした結果を、その後の「教育実践・振り返り」として

報告できる。 

授業計画 

＜授業内容・テーマ等＞                ＜担当教員名＞ 

第 1-4回：教授法と学習                  中島ともみ・吉本好延 

学習原理、成人教育、専門職教育教授法と学習    

 

第 5-8回：学習者評価                  中島ともみ・吉本好延 

試験、成績評価、学習成果・コンピテンシー測定   

 

第 9回：理学療法士教育における問題            吉本好延 

 

第 10回：作業療法士教育における問題            中島ともみ 

 

第 11回：言語聴覚士教育における問題            柴本 勇 

 

第 12-14回 

：カリキュラム開発・評価                            中島ともみ・吉本好延 

     ニーズ評価,立案（アウトカム,モデル） 

導入・運営,評価 

 

第 15回：まとめ                      中島ともみ・吉本好延 

学修方法 講義と演習、WebClassでの課題提出と討議 

評価方法 提出された課題、討議内容で評価する 

課題に対す

るフィード

バック 

討議中のフィードバックとコメント 

指定図書 なし 

参考書 

アクティブ･ラーニング入門  

https://edupedia.jp/article/5464bd024bad9b19b9a2fcf2 

  

医学教育に携わる人が備えるべき教育能力  

https://www.jstage.jst.go.jp/article/mededjapan/44/2/44_90/_article/-char/ja/ 

  

宇宙飛行士の”教官”の「伝える技術」  美人インストラクターが,ＮＡＳＡに表彰されるまで 

http://toyokeizai.net/articles/-/13480 

https://edupedia.jp/article/5464bd024bad9b19b9a2fcf2
https://www.jstage.jst.go.jp/article/mededjapan/44/2/44_90/_article/-char/ja/
http://toyokeizai.net/articles/-/13480


内科指導医に役立つ教育理論  

https://www.jstage.jst.go.jp/article/naika/100/7/100_1987/_pdf  

 

三保紀裕．本田周二．森朋子．溝上慎一（2016）：反転授業における予習の仕方と 

アクティブラーニングの関連．日本教育工学会論文誌40(Suppl.)．161-164 

 

高校生の心に,“火を灯す”授業  カタリ場   

https://www.katariba.or.jp/activity/project/katariba/?utm_source=google&utm_medium=cpc

&utm_content=kataribaactivity&utm_campaign=GoogleAdGrants&gclid=CjsKDwjw0cXI

BRCxjqnE3K3sHhIkAL1LezTJt37-oBr4ICaVpTFPhpWzxmfapQjgfSTUhRTg7j7PGgJTpf

D_BwE 

 

木村琢磨．松村真司．尾藤誠司．伊藤澄信．青木誠（2002）：レジデントの研修医への教育的な

接し方と．研修医の満足度との関連を検討する試み ．家庭医療９巻１号． 

http://plaza.umin.ac.jp/jafm/journal/pdf/vol9no1/9_1_4kimura.pdf 

  

医学教育における効果的な教授法と意味のある学習方法①  

https://www.jstage.jst.go.jp/article/mededjapan/44/3/44_133/_pdf 

  

医学教育における効果的な教授法と意義ある学習方法②  

https://www.jstage.jst.go.jp/article/mededjapan/44/4/44_243/_pdf 

  

「アクティブで深い学びのための仕組み」松下  佳代（京都大学教授）  

https://www.youtube.com/watch?v=1Wnm2ulqGyI 

  

deliberate practice－１万時間の法則に必要なもの－ 

https://www.mon-gaku.com/2018/09/10/deliberate-practice-%EF%BC%91%E4%B8%87%E

6%99%82%E9%96%93%E3%81%AE%E6%B3%95%E5%89%87%E3%81%AB%E5%BF%8

5%E8%A6%81%E3%81%AA%E3%82%82%E3%81%AE/ 

 

医学教育における学習者の評価①  総論  

http://mol.medicalonline.jp/library/journal/download?GoodsID=ed9jmded/2013/004405/013

&name=0345-0357j&UserID=133.66.56.111&base=jamas_pdf 

  

医学教育における学習者の評価②  各論  

http://mol.medicalonline.jp/library/journal/download?GoodsID=ed9jmded/2013/004406/006

&name=0429-0438j&UserID=133.66.56.111&base=jamas_pdf 

 

アクティブ・ラーニングをどう評価すべきか  

http://eduview.jp/?p=1636 

http://eduview.jp/?p=1636&page=2 

http://eduview.jp/?p=1636&page=3 

    

部下への効果的なフィードバック   

http://hrd.php.co.jp/shainkyouiku/cat21/post-577.php 

 

「パフォーマンス評価」によって子どもの中に培われた思考力と表現力が見える  

http://berd.benesse.jp/berd/center/open/syo/view21/2009/01/s02toku_12.html 

 

インストラクショナルデザイン（特に３９P～４１P）  

http://kogolab.chillout.jp/textbook/2012_ID_text.pdf 

 

https://www/
https://www.katariba.or.jp/activity/project/katariba/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_content=kataribaactivity&utm_campaign=GoogleAdGrants&gclid=CjsKDwjw0cXIBRCxjqnE3K3sHhIkAL1LezTJt37-oBr4ICaVpTFPhpWzxmfapQjgfSTUhRTg7j7PGgJTpfD_BwE
https://www.katariba.or.jp/activity/project/katariba/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_content=kataribaactivity&utm_campaign=GoogleAdGrants&gclid=CjsKDwjw0cXIBRCxjqnE3K3sHhIkAL1LezTJt37-oBr4ICaVpTFPhpWzxmfapQjgfSTUhRTg7j7PGgJTpfD_BwE
https://www.katariba.or.jp/activity/project/katariba/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_content=kataribaactivity&utm_campaign=GoogleAdGrants&gclid=CjsKDwjw0cXIBRCxjqnE3K3sHhIkAL1LezTJt37-oBr4ICaVpTFPhpWzxmfapQjgfSTUhRTg7j7PGgJTpfD_BwE
https://www.katariba.or.jp/activity/project/katariba/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_content=kataribaactivity&utm_campaign=GoogleAdGrants&gclid=CjsKDwjw0cXIBRCxjqnE3K3sHhIkAL1LezTJt37-oBr4ICaVpTFPhpWzxmfapQjgfSTUhRTg7j7PGgJTpfD_BwE
http://plaza.umin.ac.jp/jafm/journal/pdf/vol9no1/9_1_4kimura。pdf
https://www.jstage.jst.go.jp/article/mededjapan/44/3/44_133/_pdf
https://www.jstage.jst.go.jp/article/mededjapan/44/4/44_243/_pdf
https://www.youtube.com/watch?v=1Wnm2ulqGyI
https://www.mon-gaku.com/2018/09/10/deliberate-practice-%EF%BC%91%E4%B8%87%E6%99%82%E9%96%93%E3%81%AE%E6%B3%95%E5%89%87%E3%81%AB%E5%BF%85%E8%A6%81%E3%81%AA%E3%82%82%E3%81%AE/
https://www.mon-gaku.com/2018/09/10/deliberate-practice-%EF%BC%91%E4%B8%87%E6%99%82%E9%96%93%E3%81%AE%E6%B3%95%E5%89%87%E3%81%AB%E5%BF%85%E8%A6%81%E3%81%AA%E3%82%82%E3%81%AE/
https://www.mon-gaku.com/2018/09/10/deliberate-practice-%EF%BC%91%E4%B8%87%E6%99%82%E9%96%93%E3%81%AE%E6%B3%95%E5%89%87%E3%81%AB%E5%BF%85%E8%A6%81%E3%81%AA%E3%82%82%E3%81%AE/
http://mol.medicalonline.jp/library/journal/download?GoodsID=ed9jmded/2013/004405/013&name=0345-0357j&UserID=133.66.56.111&base=jamas_pdf
http://mol.medicalonline.jp/library/journal/download?GoodsID=ed9jmded/2013/004405/013&name=0345-0357j&UserID=133.66.56.111&base=jamas_pdf
http://mol.medicalonline.jp/library/journal/download?GoodsID=ed9jmded/2013/004406/006&name=0429-0438j&UserID=133.66.56.111&base=jamas_pdf
http://mol.medicalonline.jp/library/journal/download?GoodsID=ed9jmded/2013/004406/006&name=0429-0438j&UserID=133.66.56.111&base=jamas_pdf
http://eduview.jp/?p=1636
http://eduview.jp/?p=1636&page=2
http://eduview.jp/?p=1636&page=3
http://hrd.php.co.jp/shainkyouiku/cat21/post-577.php
http://berd.benesse.jp/berd/center/open/syo/view21/2009/01/s02toku_12.html
http://kogolab.chillout.jp/textbook/2012_ID_text.pdf


看護基礎教育と臨床教育との接続性をより良くするために  

http://www.nursing-plaza.com/interview/detail/133 

 

医学教育におけるカリキュラム開発  

http://mol.medicalonline.jp/library/journal/download?GoodsID=ed9jmded/2014/004501/004

&name=0025-0035j&UserID=133.66.56.111&base=jamas_pdf 

 

熟達者と初学者 

http://www2.ipcku.kansai-u.ac.jp/~ttank/gyoseki/chosho/2008expert&novice.pdf 

 

「努力か?  才能か?」エリクソン博士が登壇：スポーツにおける熟達化シンポジウム  

https://sfcclip.net/2014/12/12039/ 

  

ゲームのうまさは才能か,努力か.現役プロ,学者,解説者が語る真実.  

（すべてのページを確認してください） 

https://number.bunshun.jp/articles/-/823732?page=2 

 

なぜ「偏差値 50 未満」でも一流の外科医になれるのか  

https://president.jp/articles/-/14515 

 

成人教育と授業赤経の観点から今後のセミナーを考える（適応的熟達者になるには？） 

https://www.jstage.jst.go.jp/article/arepj1962/40/0/40_45/_pdf/-char/ja 

 

適応的熟達化の理論（適応的熟達者をそだてるには？） 

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjsca/36/3/36_339/_pdf/-char/ja 

 

成功者が共通して持つ「グリット」という能力–才能でも,努力でもない第 3 の要素とは？  

https://www.ted.com/talks/angela_lee_duckworth_grit_the_power_of_passion_and_persever

ance/transcript?language=ja 

 

ティーチングとコーチングの使い分け   

http://www.jahbs.info/journal/pdf/vol29_2/vol29_2_3_2.pdf 

 

優れたコーチの資質や条件 

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jcoaching/29/3/29_115/_pdf 

 

英国におけるメンタリングとコーチング 

https://rku.repo.nii.ac.jp/?action=repository_action_common_download&item_id=3589&item_no

=1&attribute_id=18&file_no=1  

 

内科指導医に役立つ教育理論  

https://www.jstage.jst.go.jp/article/naika/100/7/100_1987/_article/-char/ja/ 

 

医学教育における学習者の評価①  総論  

https://www.jstage.jst.go.jp/article/mededjapan/44/5/44_345/_pdf 

 

医学教育における学習者の評価②  各論  

https://www.jstage.jst.go.jp/article/mededjapan/44/6/44_429/_pdf 

 

診療参加型実習と卒後臨床研修における学習目標達成率の比較：卒前卒後の継続的な臨床教育

について  

https://www.jstage.jst.go.jp/article/mededjapan/40/6/40_6_399/_pdf 

http://www.nursing-plaza.com/interview/detail/133
http://mol.medicalonline.jp/library/journal/download?GoodsID=ed9jmded/2014/004501/004&name=0025-0035j&UserID=133.66.56.111&base=jamas_pdf
http://mol.medicalonline.jp/library/journal/download?GoodsID=ed9jmded/2014/004501/004&name=0025-0035j&UserID=133.66.56.111&base=jamas_pdf
http://www2.ipcku.kansai-u.ac.jp/~ttank/gyoseki/chosho/2008expert&novice.pdf
https://sfcclip.net/2014/12/12039/
https://number.bunshun.jp/articles/-/823732?page=2
https://president.jp/articles/-/14515
https://www.jstage.jst.go.jp/article/arepj1962/40/0/40_45/_pdf/-char/ja
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjsca/36/3/36_339/_pdf/-char/ja
https://www.ted.com/talks/angela_lee_duckworth_grit_the_power_of_passion_and_perseverance/transcript?language=ja
https://www.ted.com/talks/angela_lee_duckworth_grit_the_power_of_passion_and_perseverance/transcript?language=ja
http://www.jahbs.info/journal/pdf/vol29_2/vol29_2_3_2.pdf
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jcoaching/29/3/29_115/_pdf
https://rku.repo.nii.ac.jp/?action=repository_action_common_download&item_id=3589&item_no=1&attribute_id=18&file_no=1
https://rku.repo.nii.ac.jp/?action=repository_action_common_download&item_id=3589&item_no=1&attribute_id=18&file_no=1
https://www.jstage.jst.go.jp/article/naika/100/7/100_1987/_article/-char/ja/
https://www.jstage.jst.go.jp/article/mededjapan/44/5/44_345/_pdf
https://www.jstage.jst.go.jp/article/mededjapan/44/6/44_429/_pdf
https://www.jstage.jst.go.jp/article/mededjapan/40/6/40_6_399/_pdf


中堅者をさらに育てるにはどのような事が必要なのか？ 

我が国の中堅看護師の特性と能力開発手法に関する文献検討  

http://janap.umin.ac.jp/mokuji/J1302/10000009.pdf 

 

生涯教育：わが国の現状  

https://www.jstage.jst.go.jp/article/naika/96/12/96_2744/_pdf 

 

学習の過程を能動的に作り上げ，記録し，後日内省できるようにするには？ 

ポートフォリオおよびショーケースポートフォリオとは  

http://plaza.umin.ac.jp/jafm/journal/pdf/vol15no2/15_2_32.pdf  

 

プロフェッショナリズム教育における評価ツールの活用    

http://www.igaku-shoin.co.jp/paperDetail.do?id=PA03054_03 

 

 

見える｢評価｣で授業が変わる！～ルーブリックで授業作り～  

http://www.justsystems.com/jp/school/academy/hint/rubric/ru01_01.html 

 

研修効果の測定「カークパトリックモデル」  

http://hrd.php.co.jp/shainkyouiku/cat21/post-700.php 

（教育の評価の測定レベルに関する一般的モデルです。）  

 

医学教育におけるカリキュラム／プログラム評価 

https://www.jstage.jst.go.jp/article/mededjapan/45/2/45_79/_pdf/-char/ja 

 

必修：教育実践への情熱を基にした，冷静なリサーチクエスチョンの生成  

https://www.jstage.jst.go.jp/article/mededjapan/45/5/45_331/_article/-char/ja/  

 

先行研究に学び，活用する  

https://www.jstage.jst.go.jp/article/mededjapan/45/5/45_338/_article/-char/ja/  

 

看護研究の論文・抄録の書き方  

http://minkan.jimdo.com/看護研究の論文-抄録の書き方/  

 

なかなか教えてもらえない看護研究発表の「キホン」と「コツ」!（10 回連載）   

https://www.igaku-shoin.co.jp/paperDetail.do?id=PA02999_06  

 

医学教育研究における研究倫理  

https://www.jstage.jst.go.jp/article/mededjapan/45/4/45_249/_article/-char/ja/  

（長い座談会ですが、授業アンケートと教育研究の違いと倫理的問題に関する議論です。実際

にこの通りにはできないのが現実ですが、教育研究を真剣に考えている方は、いつかご一読く

ださい。） 

 

事前・ 

事後学修 
各回のテーマに沿った文献を読む  

オフィス 

アワー 

水曜日 

13:00～14:00 

研究室3516 中島ともみ tomomi-n@seirei.ac.jp にご連絡いただければ，調整可能です． 
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