
【平成３０年度事業概要報告書】

Ⅰ リハビリテーション技術者の養成事業

（定款第４条第１号関係：社会医学技術学院の運営）

医療専門課程 修業年限４年〔夜間部〕理学／作業療法学科(総定員２８０名)

医療専門課程 修業年限３年〔昼間部〕理学療法学科(総定員２１０名)

１．在籍学生数（平成３０年５月１日現在）

（かっこ内は前年度当初との増減）

１年 ２年 ３年 ４年 合計

（夜）理学療法学科 36（+1） 32（-3） 35（+4） 31（-2） 134（0）

（夜）作業療法学科 34(0） 27(+9） 14(-10） 24(-1） 99(-2）

（昼）理学療法学科 74（+3) 67(-4） 72(+8） － 213(+7）

合 計 144(+4） 126(+2） 121（+2） 55（-3） 446(+5）

２．行事等

（１）入学式 平成３０年４月７日（土）

理学療法学科 夜間部（第４６期） ３５名入学

作業療法学科 〃 （第３９期） ３０名入学

理学療法学科 昼間部（第３６期） ７３名入学

（２）学生健康診断 平成３０年 ６月 ５日（火）

（３) 体 育 祭 平成３０年 ６月 ９日（土）

（４) 文 化 祭 平成３０年１１月１１日（日）

（５）学校説明会 平成３０年４月～平成３１年３月（１５回開催 参加者３６３名）

理学療法学科授業見学 昼間部／夜間部（合計８回 参加者１１０名）

理学療法学科体験授業（５回 参加者７６名）

作業療法学科授業見学（６回 参加者３１名）

作業療法学科体験授業（４回 参加者２０名）

作業療法学科お仕事ミニ講座（４回 参加者１５名）

AO・受験支援セミナー（１０回 参加者１４７名）

（６) 平成３１年度学生募集（ 各学科定員 ） 平成３０年６月 ～ 平成３１年３月

入学試験（ＡＯ･社会人･高校推薦･指定校推薦・一般・特別）

理学療法学科 夜間部 応募者合計 ５１名 入学決定者３５名

作業療法学科 〃 〃 ４２名 〃 ３０名

理学療法学科 昼間部 〃 １１５名 〃 ７２名



(７) 理学療法士・作業療法士 国家試験 平成３１年２月２４日

理学療法学科 夜間部 ２５名受験 ２２名合格 (合格率８８,０％)

作業療法学科 〃 ２４名 〃 １５名 〃 ( 〃 ６２,５％)

理学療法学科 昼間部 ６７名受験 ５３名合格 (合格率 ７９,１％)

全国平均合格率 ： 理学療法士 ８５,８％、作業療法士 ７１,３％

（うち新卒者 理学療法士 ９２,８％、作業療法士 ８０,０％）

（８) 卒業式 平成３１年３月１６日（土）

理学療法学科 夜間部 卒業生（第４３期） ２６名

作業療法学科 〃 卒業生（第３６期） ２４名

理学療法学科 昼間部 卒業生（第３４期） ６８名

合 計 １１８名

３．累計卒業者数（平成３１年３月３１日現在）

理学療法学科 夜間部 １，２９０名

作業療法学科 〃 ９７６名

理学療法学科 昼間部 １，２４０名

合 計 ３，５０６名

Ⅱ 教育力グレードアップ講座事業（定款第４条第２号関係）

教育力グレードアップ講座 第１回 平成３０年 ５月２０日 受講者数 １１名

第２回 〃 ６月１７日 〃 １２名

第３回 〃 ７月２９日 〃 １３名

第４回 〃 ９月 ２日 〃 １２名

第５回 〃 １０月１４日 〃 １３名

第６回 〃 １１月 ４日 〃 １３名

教育力グレードアップ講座アドヴァンスコース

平成３０年６月９～１０日 受講者数 ８名

臨床実習教育のための教育力グレードアップ講座

平成３１年３月２４日 受講者数 ３０名

Ⅲ 研究助成事業（定款第４条第３号関係）

６名から研究課題の提出を受け、選考委員会による審査の結果、６名全員に合計

２,３１９,８００円の助成金を交付した。



Ⅳ リハビリテーション技術の普及啓発及び広報誌の発行事業（定款第４条第４号関係）

関係学会や研究会等に教員を派遣し、新技術知識の収集を行うとともに、定期刊行物

（リハビリテーションひろば）を発行。

リハビリテーションひろば 第６３号 平成３０年１０月発刊

特集「日本リハビリテーション振興会の今日と明日」

Ⅴ 講師派遣（定款第４条第５号関係）

地方自治体の保健医療行政への協力やリハビリテーション技術･知識の普及啓発活動の

一環として、関係諸団体への講師派遣など、合計２４件の職員派遣を実施。

Ⅵ 小金井市委託事業（定款第４条第６号関係）

小金井市より地域リハビリテーション活動支援事業を受託し、介護予防体操会場へのリ

ハビリテーション専門職の派遣や、介護予防体操普及啓発のためのイベントなどを、小金

井リハビリテーション連絡会と連携して実施した。

Ⅶ 理事会関係

１．第１１０回理事会 平成３０年５月３１日

議案審議事項

第１号 平成２９年度事業概要報告及び平成２９年度決算報告書について

第２号 公益目的支出計画実施報告書について

第３号 監事監査報告

第４号 臨床実習施設の変更について

第５号 評議員会の招集について

以上１号から５号まで承認された。

２．第１１１回理事会 平成３０年６月２７日 （決議の省略による）

決議事項 中村伴子理事を業務執行理事に選定し、専務理事とする

３．第１１２回理事会 平成３０年１２月２８日（決議の省略による）

決議事項 第１号 公益目的事業の終了に伴う公益目的支出計画変更認可申請について

第２号 本会の社会医学技術学院事業等の全部譲渡について

第３号 定款の変更について



４．第１１３回理事会 平成３１年３月７日（決議の省略による）

決議事項 第１号 平成３１年度事業計画案及び予算案について

第２号 第３９回臨時評議委員会の議題の変更について

Ⅷ 評議員会関係

１．第３７回評議員会 平成３０年６月１５日

議案審議事項

第１号 平成２９年度事業概要報告及び平成２９年度決算報告書について

第２号 公益目的事業支出について

第３号 監事監査報告について

第４号 臨床実習施設の変更について

第５号 評議員の任期満了に伴う退任について

第６号 理事の辞任に伴う後任者の選任について

以上１号から６号まで承認された。

２．第３８回評議員会 平成３１年１月１８日（決議の省略による）

決議事項 第１号 公益目的事業の終了に伴う公益目的支出計画変更認可申請について

第２号 本会の社会医学技術学院事業等の全部譲渡について

第３号 定款の変更について

３．第３９回評議員会 平成３１年３月１９日（決議の省略による）

決議事項 平成３１年度事業計画案及び予算案について

令和元年５月１日

一般財団法人 日本リハビリテーション振興会


