
原 賢治 

はら  けんじ 

原 賢治 Kenji Hara         

健康科学部 リハビリテーション学科 理学療法学専攻 准教授 

大学院 保健学研究科 修士課程 保健学専攻 准教授 

学歴・学位 

熊本リハビリテーション学院 理学療法学科 卒業   理学療法士 

放送大学 教養学部 生活と福祉専攻 卒業   学士（教養） 

北九州市立大学大学院 人間文化研究科 人間文化専攻 修士課程 修了   修士（人間関係学） 

福岡大学大学院 人文科学研究科 教育・臨床心理専攻 博士課程後期 単位取得満期退学   博士（教育学） 

主要職歴 

昭和 62年 4月～平成  2年 3月 

平成  2年 4月～平成  8年 1月 

平成  8年 2月～平成  9年 2月 

平成  9年 3月～平成 12年 3月 

 

平成 12年 4月～平成 19年 3月 

 

平成 19年 4月～平成 25年 3月 

 

平成 25年 4月～平成 28年 3月 

 

平成 28年 4月～平成 31年 3月 

 

平成 31年 4月～現在 

医療法人北九州病院 北九州総合病院 理学療法士 

医療法人同仁会 乙金病院 理学療法士 

医療法人八木厚生会 八木病院 理学療法士 

医療法人社団高邦会 専門学校 柳川リハビリテーション学院 理学

療法学科 専任教員 

学校法人山口コア学園 山口コ・メディカル学院 理学療法学科 専

任教員 

学校法人藤川学園 福岡リハビリテーション専門学校 理学療法学科 

専任教員 

学校法人同志舎 リハビリテーションカレッジ島根 理学療法学科 専

任教員 

広島都市学園大学 健康科学部リハビリテーション学科 理学療法学

専攻 講師 

広島都市学園大学 健康科学部リハビリテーション学科 理学療法学

専攻 准教授 

広島都市学園大学大学院 保健学研究科 修士課程 保健学専攻 

准教授 

 

 

専門分野 

理学療法学、理学療法教育学、教育心理学、リハビリテーション心理学、認知心理学、運動学 

主な担当科目 



（学部） 運動学、運動学実習、臨床運動学、体表解剖学、卒業研究 他 

（大学院） 保健学教育論、保健学教育特論、保健学教育演習、保健学教育・組織マネジメント特別研究 

研究テーマ 

・ 理学療法士養成課程における学習支援に関する教育心理学的研究 

・ 理学療法士養成課程及び作業療法士養成課程における初年次教育の学習支援に関する実践研究 

・ 障害受容及び障害に対する不安に関するリハビリテーション心理学研究 

ひとこと 

「焦らず急がず自分らしく！」 

 

目標、そして夢を持って、背伸びせず地をしっかり踏みしめて学生生活を送ってください！そうすればきっと目標を達成でき、

そして夢に近づく！  Dreams come true！ 

その他（所属学会・団体・資格） 

日本理学療法士協会  広島県理学療法士会  日本理学療法教育学会  日本運動器理学療法学会  日本リメ

ディアル教育学会、日本リハビリテーション教育学会  認定理学療法士（学校教育） 

研究活動 

学術論文 

 １）理学療法士養成課程の初年次におけるキャリア発達支援の重要性 （共）〔原賢治、丹羽敦、角田孝行〕 

日本リハビリテーション教育学会誌  第３巻第５号 pp. 80 ‐89 2020年 12月 

 ２）医療職の養成教育に携わる教員に求められるもの 理学療法士および作業療法士を対象として（共）〔矢野

潔子、原賢治〕静岡大学教育学部研究報告（人文・社会・自然科学篇）第 71 号 pp. 264-275 2020 年 12

月 

 ３）障害受容の「悲哀」に関する文献的研究 ～「悲哀」における「衝動」と「感情」の関係性の理解のために～ 

（共）〔原賢治、老川良輔、原悠平〕広島都市学園大学雑誌 健康科学と人間形成 第５巻第 1号 pp. 67-73 

2019年 5月 

 ４）大学教育における理学療法士養成課程初年次生の入学直後の学習過程の特徴と学習支援 ～初年次生の

「学習動機」，「学習方法」，「メタ認知」，「自己効力感」，「自尊感情」の関連性を通して～（共）〔原賢治、大

川照明、安岡武紀、松本和代〕全国リハビリテーション学校協会リハビリテーション教育研究 第 25号 pp. 326-331 

2019年 3月 

 ５）理学療法学専攻初年次生における学習方法への意識と自己効力感，自尊感情の関連性（第二報）

（共）〔原賢治、石倉英樹、丹羽敦〕全国リハビリテーション学校協会リハビリテーション教育研究 第 25 号 pp. 

86-87 2019年 3月 

 ６）理学療法学専攻初年次生における学習方法への意識と自己効力感，自尊感情の関連性（共）〔原賢治、

石倉英樹、青野健治〕 全国リハビリテーション学校協会リハビリテーション教育研究 第24号 pp. 22-23 2018年 3

月 



 ７）理学療法士養成校における教育心理学的要素を基盤とした学習支援の在り方に関する検討（単）広島都

市学園大学雑誌 健康科学と人間形成 第 3巻第 1号 pp. 25-39 2017年 5月 

 ８）理学療法士養成課程における１年次終了学生の学習姿勢の特徴と学習支援の一考察 ～４年制専門学校

生における学習動機，学習方法，自己効力感の関連性を通して～（単）全国リハビリテーション学校協会リハビリテ

ーション教育研究 第 22号 pp. 254-259 2017年 3月 

 ９）初年次学生における学習動機特性と学習方法の経時的変化（第２報）（単）全国リハビリテーション学校

協会リハビリテーション教育研究 第 21号 pp. 112-113 2016年 3月 

 10）初年次学生における学習動機特性と学習方法の経時的変化（単）全国リハビリテーション学校協会リハビリテ

ーション教育研究 第 20号 pp. 112-113 2015年 3月 

 11）学習動機に関する一考察（第 2 報）－学習動機と自己効力感との関連性－（単）全国リハビリテーション

学校協会リハビリテーション教育研究 第 18号 pp. 171-172 2013年 3月 

 12）理学療法士の学習動機づけに関する研究 2 －学習動機と自己効力感の関連性－（単）福岡大学大学

院論集 第 44巻第 1号 pp. 41-47 2012年 7月 

 13）理学療法士の学習動機づけに関する研究 1 －内容関与的動機と構成 3 志向の経時的変化－（単）福

岡大学大学院論集 第 44巻第 1号 pp. 35-40 2012年 7月 

 14）学習動機に関する一考察 －内容関与的動機と内容分離的動機の関係性－（共）〔原賢治、江口淳子〕 

全国リハビリテーション学校協会リハビリテーション教育研究  第 17号 pp.167-169 2012年 3月 

 15）理学療法士教育の動機づけに関する研究 －内容関与的動機と内容分離的動機の関係性－（単）福岡

大学大学院論集 第 42巻第 2号 pp. 1-7 2010年 12月 

（その他 20編  計 35編） 

                                                                                     

 

その他（学会発表等） 

 １）理学療法学専攻初年次生における学習方法への意識と自己効力感，自尊感情の関連性（第三報）（主

発表）第 32回教育研究大会・教員研修会 2019年 8月 

 ２）膝蓋下脂肪体の動態改善が膝前部痛に有効であった１症例（共同発表）第 53 回日本理学療法学術大

会 第 6回日本運動器理学療法学術大会  2018年 12月 

 ３）理学療法士養成課程における学修支援の問題点（主発表）第 14 回日本リメディアル教育学会全国学会 

医療系部会ラウンドテーブルプレゼンテーション 2018年 8月 

（その他 18回  計 21回） 

                                                                                    

著書 

 １）からだの動きの解剖生理学（共）〔加藤征治、宮原龍司、原賢治 他9名〕 株式会社 金芳堂 2011年2

月 

                                                                                    


