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病院を母体とする本学院は、
多くの病院・福祉施設と協力関係で結ばれ、
そのネットワークは日々の人材育成に生きています。

グループ病院
■一般社団法人　巨樹の会
　【千葉県】
　八千代リハビリテーション病院（八千代市）
　千葉みなとリハビリテーション病院（千葉市）
　松戸リハビリテーション病院（松戸市）
　【東京都】
　原宿リハビリテーション病院（渋谷区）
　五反田リハビリテーション病院（品川区）
　赤羽リハビリテーション病院（北区）
　蒲田リハビリテーション病院（大田区）
　小金井リハビリテーション病院（小金井市）
　江東リハビリテーション病院（江東区）
　【埼玉県】
　明生リハビリテーション病院（所沢市）
　所沢明生病院（所沢市）
　【栃木県】
　宇都宮リハビリテーション病院（宇都宮市）
　新上三川病院（河内郡上三川町）
　【山口県】
　下関リハビリテーション病院（下関市）
　【佐賀県】
　新武雄病院（武雄市）

■医療法人社団　埼玉巨樹の会
　【埼玉県】
　新久喜総合病院（久喜市）

■医療法人社団　緑野会
　【神奈川県】
　みどり野リハビリテーション病院（大和市）
　【東京都】
　東京品川病院（品川区）

■社会医療法人財団　池友会
　【福岡県】
　福岡和白病院（福岡市）
　新行橋病院（行橋市）
　香椎丘リハビリテーション病院（福岡市）
　福岡新水巻病院（遠賀郡水巻町）
　新小文字病院（北九州市）
　福岡和白PET画像診断クリニック（福岡市）

姉妹校
■学校法人 福岡保健学院
　福岡看護専門学校（福岡県）
　小倉リハビリテーション学院（福岡県）
　下関看護リハビリテーション学校（山口県）
　福岡和白リハビリテーション学院（福岡県）
　福岡水巻看護助産学校（福岡県）
　武雄看護リハビリテーション学校（佐賀県）

協力グループ
■株式会社シダー 福岡県北九州市小倉北区大畠1-7-19
                             http://www.cedar-web.com

　あおぞらの里デイサービスセンター
　八千代デイサービスセンター／薬円台デイサービスセンター
　花見川デイサービスセンター／六高台デイサービスセンター
　馬橋デイサービスセンター／新柏デイサービスセンター
　鎌ヶ谷デイサービスセンター／小松川デイサービスセンター
　介護付き有料老人ホーム「ラ・ナシカ」
　ラ・ナシカ　さくら／ラ・ナシカ　こぶけ
　ラ・ナシカ　たかしな／ラ・ナシカ　あすみが丘

GROUP NETWORK
グループネットワーク

グループ病院や協力施設の
全面的バックアップで
充実した実習体験！！

グループ病院・姉妹校・協力グループ

千葉神奈川

東京

埼玉

栃木

厚生労働省指定 理学療法士・作業療法士養成施設

ACCESS MAP

〒276-0031 千葉県八千代市八千代台北11-1-30

FAX：047-481-7321 E-mail：info@yachiyo-reha.jp  http://www.yachiyo-reha.jp/
TEL:047-481-7320

最新情報を公開中！！

公式アカウントから
「@yachiyoreha」で検索

facebook.com/yachiyoreha

twitter.com/yachirehagakuin

instagram.com/
yachiyo_reha_college/

●ユアエルム

●アピア

●不二家

八千代台
小学校
●

●浦部
　歯科医院

至上野 至成田京成本線

西口
ロータリ

東口
ロータリ

八千代台駅

旧 IBM
グラウンド

京成電鉄八千代台駅より
徒歩約10分

JR中央線

JR山手線

京成船橋

船橋 津田沼

京成
津田沼

千葉

成田

八千代台
京成
本線

新宿 東京

上野
日暮里

京成電鉄
日暮里駅より
特急で約40分

※千葉県内の施設のみ



「今」から学ぶ。
「未来」を支える。

これから八千代リハビリテーション学院で学ぶあなたに伝えたいもの。
それはあなたを未来につなげる確かな知識と技術。
そして、医療人としての揺るぎない「想い」です。
その想いはやがて、あなたと患者様の「こころ」をつなぎ、
一人ひとりの希望を支えるチカラとなるはずだから。

未 来 へ つ な げ る 8 つ の 強 み 医療・福祉の未来を見つめる八千代リハビリテーション学院。
即戦力の療法士を輩出する人材育成力には、本学院ならではの8つの強みが生きています。

1  未来へつなげる8つの強み

3  学院長メッセージ
　   作業療法士・理学療法士とは？

5  作業療法学科

7 理学療法学科（昼間コース）

9  理学療法学科（夜間コース）

1 1 充実の臨床実習システム

12 国家試験学習サポート

13 就職サポート

14 学生生活のサポート

15 LIFE STYLE

17 CAMPUS LIFE

19 施設・設備

21 オープンキャンパス

INDEX
01 開校以来11年連続！ 就職率100％！ 医療機関を母体とする本学院の学びは臨床の現場と直結。

その信頼から求人ニーズが高いうえ、教職員一丸のサポート体制で就職を応援します。

02 全国平均をはるかに上回る「国家試験合格率」 最終年次は模擬試験や特別授業をはじめ、徹底した国家試験対策サポートを展開。
毎年、合格率は全国平均を上回っています。

03 学費負担を軽減できる、昼間コース（3年制） 昼間コースは専門知識・技術を集中的に学ぶ3年制カリキュラム。
他校より1年早く就職できるため、学費負担が軽減できます。

04 病院が母体だから臨床実習が充実！ 臨床実習は関連グループ病院が全面協力。教員・学生・臨床実習指導者が三位一体となり、
実践的な医療現場を体感できます。

05 理解力を高め、対人力を養う「グループワーク」 1年次からグループワークを行います。仲間と協力し合うことで
授業の理解力を上げ、さらに人間関係を深めていきます。

06 先生との距離が近く、親身にサポート 全学科でクラス担任制を採用。学生一人ひとりを見つめ、
学習面はもちろん、精神面や健康面にも配慮したきめ細やかなサポートを行います。

07 環境に自信！ 「施設・設備・学生寮」

1 208 学びやすい、理学療法学科夜間コース（4年制）

最寄り駅まで徒歩約3分、学院まで徒歩10分のロケーションに、
マンション型の学生寮を完備。通学時間を軽減し学びの時間に有効活用できます。

千葉県内で唯一、夜間の理学療法学科を設置。働きながら無理なく学べます。
また、昼間コースより学費を抑えられます。



ヤチリハであなたが目指す学院長メッセージ
療法士に求められる資質、
それは強さと優しさが調和した心。

八千代リハビリテーション学院
学院長　今井 基次

OCCUPATIONAL
THERAPIST

作業療法士

作業療法士・理学療法士とは？
病気やけがからの回復を目指す人を支援 する専門職です。
いずれも医療や福祉のほか、幅広いフィー ルドでの活躍が期待されますが、
作業療法士と理学療法士の違いが何か、 あなたはご存知ですか？
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OT
在校生インタビュー作業療法士が向き合う人々

人の役に立てる仕事に就きたいと思い、作業
療法士を選びました。学校では身体のケア、心身の
ケアについて沢山のことが学べ、クラスメイトと
課題について考えあったり意見を出し合ったりと
楽しく学べています。将来は興味を持っている精神
科病院かデイサービスの仕事に就きたいです。

八千代リハビリテーション学院は2004年、これ

からの時代の医療サービスを担える作業療法士・

理学療法士の育成を目的に開校しました。超高齢

社会となった日本では、ますます作業療法士・

理学療法士のニーズが高まっています。特に

国の政策である地域包括ケアシステムと連動し、

お年寄りや障がいを持つ方たちの在宅生活や

自立支援をサポートできるセラピストの存在が

重視されています。その一翼を担うのが、医師や

看護師とは異なる“療法士”という医療スペシャ

リストです。患者様に最適なケアを行い、自立を

支援していくには、療法士ならではの専門知識

と医療技術を体得しなければなりません。その

ような療法士に求められる資質とはなんで

しょうか。それはどんな困難にも自分の意思決定

によって立ち向かえる強い心であり、患者様

一人ひとりと真摯に向き合う優しい心です。その

一方で、21世紀の療法士は患者様の人生を最後

まで手助けする覚悟も必要です。誰もができる

仕事ではありません。だからこそ療法士という仕事

には、計り知れない意義があるのだと思います。

作業療法学科

日常生活に必要な動作と精神機能や社会適応能力の回復を促す、
心身リハビリテーションのスペシャリスト。
作業療法とは、病気やけがの回復を目指す人、身体または精神に障がいを持つ人などを対象に、本人が
望む生活ができるように治療や指導を行う専門医療のひとつ。作業療法士は、食事や着替えから仕事や
趣味までさまざまな活動に関わり、日常生活に必要な身体機能の回復を促すとともに、健全な精神機能や
社会適応能力の回復を支援していきます。

●病気・けがを患っている人
●身体に障がいがある人
●心に障がいがある人
●発達面に障がいのある子ども
●高齢者

作業療法士の活躍のフィールド
●病院・クリニック　　   ●リハビリテーション施設　●介護福祉施設
●医療・福祉関連企業　●教育関連

作業療法士の主な仕事
●身体機能の回復サポート
●心の問題への医学的サポート
●日常生活に必要な作業活動の指導
●住まい環境に関する改善アドバイス
●就学・就労に向けた訓練指導

PHYSICAL
THERAPIST

理学療法士PT
在校生インタビュー理学療法士が向き合う人々

小学生の頃にケガをし、その際にリハビリでお世話
になった先生の影響で理学療法学科に進学する
ことを決めました。授業では実際に治療の効果が
理解できた時が一番嬉しいです。将来は病院に
勤務して知識を更に増やし、スポーツに関わる
仕事に就きたいと思っています。

理学療法学科

立つ・歩く・座るなどの基本動作能力の回復を支える、
身体リハビリテーションのスペシャリスト。
理学療法士とは、関節の動きや筋力を改善するための運動療法や、マッサージ等で患部の
痛みを軽減させる物理療法により、立つ・歩く・座るなどの基本動作能力の回復を目指す
専門医療のひとつ。理学療法士は、病気やけが、加齢などによって身体の基本機能が低下した
人に対し、これらの療法を正しく駆使することで、運動機能の回復を促します。

●病気・けがを患っている人
●身体に障がいがある人
●発達面に障がいのある子ども
●高齢者
●スポーツ競技者

理学療法士の活躍のフィールド
●病院・クリニック　 ●リハビリテーション施設　●介護福祉施設
●スポーツ関連　　●医療・福祉関連企業　　   ●教育関連

理学療法士の主な仕事
●筋肉・関節の機能改善
●寝返り・立ち上がり・歩行など
　基本機能の回復サポート
●患部の痛みの緩和治療
●高齢者・障がい児の身体機能の維持・向上
●スポーツ外傷・障がいからの復帰支援

理学療法
学科

（昼間コース）

P.7

作業療法
学科
P.5

理学療法
学科

（夜間コース）

P.9

HISTORY

2004
2006
2007
2009

八千代リハビリテーション学院開校
理学療法学科定員を80名に増員
第一期生が卒業
学院の徒歩圏内に学生寮設置
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理論と実践の両面から、心身に関する医学知識と多様な治療技術を修得。

［取得資格］
■ 作業療法士
　 国家試験受験資格
■ 専門士（医療専門課程）
WFOT認定校※

3年制の魅力
■ 効率的に構成された
　 カリキュラム。
■ 卒業までの学費負担
　 を軽減。
■ 4年制大学よりも
　 1年早く臨床の現場で
　 キャリアを積める。

心身の機能回復をサポートする作業療法を修得するため、基礎医学から心理学、多様な人の生活行動である作業まで
実践的に学びます。地域リハビリテーションのあり方など、社会的活動も具体的に学んでいきます。

1年次 教養を備え
基礎力を養成

医療の現場と連携した
質の高い実践教育。1

グループ病院と連携し、1年次から実習を
展開。見学体験実習や臨床実習など質の
高い実践教育を行います。

少人数制ならではの
きめ細かな指導体制。2

少人数・担任制のきめ細かな学びの環境で、
補習や個別相談など個々の学生に合わせた
指導を行います。

徹底した試験対策で、
高い国家試験合格率。3

3年次は特別講義や定期模試などの国家
試験対策を実施。全国平均を超える合格
率を維持しています。

3年課程 定員40名

2017年度
国家資格
合格率

87.5%

生活環境学

作業療法治療学

階段、トイレ、浴室など、障がいを持つ方
にとって安全・快適な生活環境のあり方
を学びます。また、住宅改修や福祉用具
の利用等を含めた幅広い視点を身に
つけます。

骨折や麻痺などの作業療法に使用す
る装具と治療方法を学び、生活上の
応用まで理解を深めます。スプリント
と呼ばれる補装具の作成・加工テク
ニックも身につけます。

日常生活
活動学演習
更衣、調理、入浴など、暮らしの中の
さまざまな生活行為について理解
を深め、疾患・障がいに合わせた動
作方法や、適切な指導方法を学び
ます。

その人にとって大事な作業を理解し
て、身体機能、精神機能、生活的側面
を把握して治療計画を考えます。作業
を回復させる効果的な治療方法が
学べます。

学
び
の
概
要

カ
リ
キ
ュ
ラ
ム・
実
習

国
家
試
験
受
験
・
卒
業

リハビリテーションに必要な教養を身に
つけると共に、作業療法士に必要な
医学的知識、基礎力を高めます。

【基礎分野】
心理学、基礎教養、対人関係演習Ⅰ・Ⅱ、
情報処理、物理学

【専門基礎分野】
解剖学Ⅰ・Ⅱ、生理学Ⅰ・Ⅱ、運動機能学Ⅰ・Ⅱ、
運動機能学演習Ⅰ・Ⅱ、医学概論、病理学概論、
臨床心理学、精神医学、
リハビリテーションと作業療法

【専門分野】
基礎作業学Ⅰ・Ⅱ、評価学演習Ⅰ・Ⅱ、
日常生活活動学演習Ⅰ、義肢学

【実習】
見学体験実習、脳解剖見学実習

2年次 専門知識と
技術を修得

心身の発達、病気や障がいに関する
知識と作業療法の実践を学びます。

【基礎分野】
統計学

【専門基礎分野】
人間発達学、整形外科学、内科学、神経内科学

【専門分野】
基礎作業学Ⅲ、生活機能演習、評価学演習Ⅲ・
Ⅳ、日常生活活動学演習Ⅱ、装具学、中枢神経
障害の作業療法学Ⅰ・Ⅱ、運動器系障害の作業
療法学、発達系障害の作業療法学、内部系
障害の作業療法学Ⅰ・Ⅱ、精神障害の作業療法学
Ⅰ・Ⅱ、高次脳機能障害の作業療法学、作業
療法学技術演習Ⅰ・Ⅱ、生活環境学、地域作業
療法学演習

【実習】
解剖見学実習

3年次 臨床実習と
国家試験学習

グループ病院での臨床実習で確か
な臨床力を身につけ、国家試験に向
けた強化学習を行います。

【専門分野】
作業療法学総合学習

【実習】
臨床実習
（4週×1、8週×2）

作
業
療
法
士

作業療法学科
OCCUPATIONAL THERAPIST

基礎から応用へと
段階的に学べるうえ、
個々の疑問点にも先生が
親身になって指導します。

装具学

病院と同じリハビリ環境を活かし、幅広い作業療法を実践的に体得していきます。

授業ピックアップ > > L e s s o n  P i c k u p

基礎を固め、臨床力を磨く実践教育で、即戦力となる作業療法士を育成します。

学びのポイント > > P o i n t s  o f  l e a r n i n g

基礎から専門領域、臨床実習へと進む段階的な教育で、実践的な作業療法を修得します。

学びのフロー > > L e a r n i n g  f  l o w

OT

※WFOT（世界作業療法士連盟）とは／作業療法
の普及発展・教育研究の水準維持と改善・国際
協力の推進を目的とする唯一の国際的な作業
療法士の職能団体および学術団体。
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正しい医学知識に基づいた、幅広い運動療法と物理療法を修得。

［取得資格］
■ 理学療法士
　 国家試験受験資格
■ 専門士（医療専門課程）

3年制の魅力
■ 効果的に構成された
　 カリキュラム。
■ 卒業までの学費負担
　 を軽減。
■ 4年制大学よりも
　 1年早く臨床の現場で
　 キャリアを積める。

※昼間・夜間コースを合わせた合格率。

人体の構造や疾病の成り立ちと回復過程など、幅広い医学知識を修得。その科学的な視点に基づき、筋力増強などの
運動療法と温熱効果をはじめとする物理療法を実践的に身につけます。

3年課程 定員80名

2017年度
国家資格
合格率

88.5%

理学療法学科
昼間コース

1年次 教養を備え
基礎力を養成

医療現場と連携した
質の高い実践教育。1

グループ病院の協力で、1年次から実習を
展開。見学体験実習や臨床実習など
多様な臨床教育を行います。

最先端設備を使った
少人数制の教育指導。2

最先端の機器を使った授業で生きた知識
を身につけ、少人数制の実技指導で治療
技術を磨いていきます。

徹底した試験対策で、
高い国家試験合格率。3

3年次は特別講義や定期模試などの国家
試験対策を実施。全国平均を超える合格
率を維持しています。

運動器系障害の
理学療法学

日常生活
活動学演習

関節、腱、筋肉の構造と機能を理解し
たうえで、関節障がいをサポートする
テーピング技術などを修得。学生
同士で体験し合うことで、治療のコツ
を体験的に学んでいきます。

身体機能の回復・維持をサポートす
るために、ストレッチをはじめとする
運動療法を学びます。状態に応じて
治療方法も異なるため、幅広い技術
を身につけていきます。

義肢学・装具学

義肢や装具についての基礎知識と、
正しいフィッティング方法を、体験用
義肢を使って学びます。また、実習室
ではスプリントと呼ばれる補装具の
作成・加工も学びます。

さまざまなリハビリテーション設備が
ある機能訓練室で行う実技実習。階
段の昇降をはじめとする日常生活活
動のポイントや、状況に応じた動作方
法を学びます。

学
び
の
概
要

カ
リ
キ
ュ
ラ
ム・
実
習

国
家
試
験
受
験
・
卒
業

リハビリテーションに必要な教養を身
につけると共に、理学療法士に必要な
医学的知識、基礎力を高めます。

【基礎分野】
心理学、基礎教養、対人関係演習Ⅰ・Ⅱ、
情報処理、物理学

【専門基礎分野】
解剖学Ⅰ・Ⅱ、生理学Ⅰ・Ⅱ、運動機能学Ⅰ・Ⅱ、
運動機能学演習Ⅰ・Ⅱ、医学概論、
病理学概論、臨床心理学、精神医学、
リハビリテーションと理学療法

【専門分野】
基礎理学療法Ⅰ・Ⅱ、臨床運動学演習Ⅰ、
評価学演習Ⅰ・Ⅱ、運動療法学演習、
物理療法学

【実習】
見学体験実習、脳解剖学見学実習

2年次 専門知識と
技術を修得

人体の構造や病気・障がいに関する
専門知識を身につけ、疾患に応じた
理学療法を学びます。

【基礎分野】
統計学

【専門基礎分野】
人間発達学、整形外科学、内科学、神経内科学

【専門分野】
生活機能演習、臨床運動学演習Ⅱ、評価学
演習Ⅲ、日常生活活動学演習Ⅰ・Ⅱ、義肢学、
装具学、中枢神経系障害の理学療法学Ⅰ・Ⅱ、
運動器系障害の理学療法学Ⅰ・Ⅱ、内部系障害
の理学療法学Ⅰ・Ⅱ、発達系障害の理学療法学、
理学療法学技術演習Ⅰ・Ⅱ、生活環境学、地域
理学療法学演習

【実習】
解剖見学実習

3年次 臨床実習と
国家試験対策

グループ病院での臨床実習で医療
の現場を体験。さらに国家試験に向
けた強化学習を行います。

【専門分野】
理学療法学総合学習

【実習】
臨床実習
（4週×1、8週×2）

理
学
療
法
士

PHYSICAL THERAPIST [Daytime course]

講義と実技実習の
バランスが良いので、

それぞれの学びを体系づけて
自分のものにしていけます。

運動療法学演習

病院と同じ訓練設備・用具を用いて、幅広い理学療法を実践的に体得していきます。

授業ピックアップ > > L e s s o n  P i c k u p

確かな基礎力と臨床力を養い、即戦力となる理学療法士を育成します。

学びのポイント > > P o i n t s  o f  l e a r n i n g

基礎から専門領域、臨床実習へと進む段階的な教育で、実践的な理学療法を修得します。

学びのフロー > > L e a r n i n g  f  l o w

PT
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着実に学ぶ。働きながら学び、国家試験合格を目指す。

［取得資格］
■ 理学療法士
　 国家試験受験資格
■ 専門士（医療専門課程）

夜間コースの魅力
■ 県内で唯一、夜間に
　 学べる理学療法学科。
■ 仕事と両立できる
　 1日2時限の授業。
■ 年代や経験を越えて
　 学び合える環境。

※昼間・夜間コースを合わせた合格率。

本学科は千葉県で唯一、夜間に学べる理学療法学科。1日2時限の授業で昼間コース（3年制）と同じカリキュラムを
4年間で履修するので、働きながらでも無理なく学べます。

4年課程 定員40名

2017年度
国家資格
合格率

88.5%

理学療法学科
夜間コースPHYSICAL THERAPIST [Evening course]PT

1年次 教養を備え
基礎力を養成

社会人や大学生が
無理なく学べる授業編成。1

1日2時限（90分×2コマ）の4年制カリ
キュラムで、社会人や大学生でも無理なく
両立できます。

医療の現場と連携した
質の高い実践教育。2

グループ病院の協力で、1年次から実習を
展開。4年次の臨床実習まで幅広い実践
教育が受けられます。

学習意欲の高い仲間と、
国家試験を目指せる環境。3

同じ目標を共有する幅広い世代の仲間た
ちと、お互いを高め合いながら国家試験合
格を目指せます。

学
び
の
概
要

カ
リ
キ
ュ
ラ
ム・
実
習

国
家
試
験
受
験
・
卒
業

リハビリテーションに必要な教養を
身につけると共に、理学療法士に必要
な医学的知識、基礎力を高めます。

【基礎分野】
基礎教養、対人関係演習Ⅰ・Ⅱ、
情報処理

【専門基礎分野】
解剖学Ⅰ・Ⅱ、生理学Ⅰ・Ⅱ、運動機能学
Ⅰ・Ⅱ、運動機能学演習Ⅰ・Ⅱ、医学概論、
リハビリテーションと理学療法

【専門分野】
基礎理学療法学、評価学演習Ⅰ・Ⅱ

【実習】
見学体験実習、脳解剖見学実習

2年次 専門領域
を学ぶ

病気や障がい、理学療法の
基礎知識を深め、専門分野
の学びを強化します。

【基礎分野】
心理学

【専門基礎分野】
人間発達学、病理学概論、整形
外科学、内科学、神経内科学、臨床
心理学、精神医学

【専門分野】
臨床運動学演習Ⅰ、評価学演習Ⅲ、
運動療法学演習※、物理療法学、
日常生活活動学演習Ⅰ・Ⅱ※、中枢
神経障害の理学療法学Ⅰ、発達系
障害の理学療法学

【実習】
解剖見学実習

3年次 実践力を
磨く

障がいや疾患に応じた理学
療法を学び、治療計画の
立案に取り組みます。

【基礎分野】
統計学

【実習】
生活機能演習、臨床運動学演習Ⅱ、
義肢学、装具学※、中枢神経系障害
の理学療法学Ⅱ、運動器系障害の
理学療法学Ⅰ・Ⅱ※、内部系障害の
理学療法学Ⅰ・Ⅱ、理学療法学技術
演習Ⅰ・Ⅱ、生活環境学、地域理学
療法学演習

4年次 臨床実習と
国試対策

グループ病院での臨床実習
の後、国家試験に向けた強化
学習を行います。

【基礎分野】
理学療法学総合学習

【実習】
臨床実習（4週×1、8週×2）

理
学
療
法
士

臨床実習は
関連グループ病院で
実際の治療や

さまざまな業務を体験し、
臨床経験を

積むことができます。

働きながら学べる、目的意識の高さが成長を支えています。

在学生データ > > S t u d e n t  d a t a

夜の時間帯に効率的に学び、即戦力となる理学療法士を育成します。

学びのポイント > > P o i n t s  o f  l e a r n i n g

理学療法の基礎・専門領域を、効率的なカリキュラムで段階的に学んでいきます。

学びのフロー > > L e a r n i n g  f  l o w

※の授業は、P8の昼間コースで授業を紹介しています。

［入学時の年齢］ ［現在の職業］

年代の幅広さは夜間コース
の特色のひとつ。年代の異
なる仲間同士が刺激し合
い、高い意識で学び合う雰
囲気を生み出しています。

Point
医療・介護系の仕事をして
いる人は全体の3割強。半数
以上の人が、異なる分野か
ら理学療法士を目指して入
学しています。

Point

医療・介護系
32%

その他の仕事
53%

学業に専念
15%

［入学前の職業］

夜間コース入学者は、6割以
上が会社員・大学生。一日2
時限の授業編成なので、仕
事や学業と両立しやすく、無
理なく学んでいけます。

Point

高校生
25%

10代
30%

20代
43%

30代
24%

40代
3%

大学生
10%

会社員
53%

アルバイト
12%
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充実の臨床実習システム
病院を母体とする本学院は、関連病院と連携した先進的な臨床実習システムを確立しています。
臨床現場に立ち、実際のリハビリテーションを体験・実施することで実践力を養っていきます。

最終年次に3回（4週間×1回、8週間×2回）にわたって実施する臨床実習は、
実際の病院で、教員と病院の臨床実習指導者が一体となって学生を指導します。
緊張しがちな環境でも、実習病院での教員のサポートや細かな支援により、安心
して臨床経験を積むことができます。

学生、教員、実習指導者が
三位一体となった実践教育 学生

教員 臨床実習
指導者

臨床実習病院はすべて千葉・東京・神奈川・埼玉・栃木に展開する本学院の15の関連
病院です。各病院の全面協力で実際の臨床技術を習得するだけでなく、医師はじめ、
多くの医療系多職種との連携やチーム医療ほか、さまざまな病院業務を間近に体験する
ことができます。また希望者は、優先的に関連病院就職試験を受けることができます。

本学院の関連病院が
全面的にバックアップ

臨床実習には、本学院が作り上げたオリジナルの臨床実習書式を採用しています。
実習課題や指導方法が統一されているため、施設や臨床実習指導者の違いによる
ズレがありません。実習で到達すべき目標もはっきりしているため、どの施設でも
同じ内容・水準の臨床教育が受けられます。

全員が同じ学びを得られる
オリジナル実習書式を採用

本学院の臨床教育は1年次から開始します。病院・施設で行う実習や東京歯科
大学で行われる人体解剖見学実習、脳解剖見学実習など、年次ごとの多彩な
実習を通じて着実に臨床力を高めていきます。

1年次から医療・福祉の現場で
多彩な実習を体験

国家試験に向けて、教員を交えたグ
ループ学習を行います。国家試験の
過去の問題を、教員のサポートのも
と、グループ単位で分析・解説するこ
とで理解度を深めるなど、重点ポイン
トの学び直しに大きな効果を発揮して
います。

教員を交えてのグループ学習

対策 1

長時間にわたる国家試験の本番でも
集中し、実力を発揮できるよう、模擬
試験を定期的に実施しています。試験
結果は一人ひとりの学習対策に反映。
弱点の把握・強化とともに次回の模試
に向けてのモチベーションアップに結
び付けていきます。

定期的な模擬試験で、実践的に試験対策

対策 2

国家試験合格のカギは、苦手分野を
残さないこと。そこで専門講師による
特別授業を実施するとともに、学生一
人ひとりに合わせた学習で弱点を克
服。すべての教員が連携した指導によ
り、全教科にわたって実力アップを
図っていきます。

専門講師による特別授業・補習

対策 3

国家試験合格は、療法士になるための
必須条件。学生にとっては大きな目標
であると同時に、大変なプレッシャーに
もなります。本学院ではいつでも柔軟
に個別相談に応じることで、学生のさま
ざまな悩みを解消。合格までこまやか
にサポートしていきます。

日々の個別相談で悩みや不安を解消

対策 4

開校以来、全国平均を上回る合格実績！

■作業療法学科

■
■理学療法学科

87.5%
(全国平均76.2%)

88.5%
(全国平均81.4%)

2017年度 2016年度 2015年度

100%
(全国平均83.7%)

96.2%
(全国平均90.3%)

100%
(全国平均87.6%)

78.6%
(全国平均74.1%)

模試などで点数が伸び悩んでいた時期がありましたが、グループ学習で自分が苦手なところを班員に聞き、他の人に再度説明
することでしっかりと理解するまで繰り返し勉強し苦手克服をしました。国家試験合格に向けて、班員全員で取り組むグループ
学習は私には合っていて良かったです。授業で使用するプリントも見やすく話もわかりやすく、みんなの理解に合わせ進めて
くれるので、わからないところは確認しながらできました。プリントは今でも見返しています。

お互いに得意な内容を教え合い、班の平均点アップを目指す。
連帯感を活かした学習方法で、一人ひとりが苦手分野を克服。
五反田リハビリテーション病院勤務／2017年 理学療法学科卒業

充実の
ポイント

1
充実の
ポイント

2

充実の
ポイント

3

充実の
ポイント

4

担当教員からの
メッセージ
理学療法学科 専任教員

実習は担当教員が定期的に訪問して
学生を支援しています。実習体制も施設
と綿密に連携していますから、充実した
現場での学びができます。

在校生からの
メッセージ
作業療法学科 昼間コース

患者様の担当者会議に参加させていただき、様々な
医療従事者の方からの情報収集や生活向上の為の
考え方を学ぶことができました。また、患者様への接し
方や疾患について学べたので今後に活かしたいです。

1
Support 国家試験学習サポート

毎年、全学科にわたって全国平均を上回る国家試験合格率。
その高い実績を支えているのは、最終年次に行う効果的な試験対策の数々です。2

Support

Interview 卒業生インタビュー

関連グループ病院
協力グループは

裏表紙へ

千葉神奈川

東京

埼玉

栃木

実習先には
私たちも同行し、
しっかりと

サポートします。
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■作業療法学科
求人数：
3,916人
求人件数：
1,044件

求人数：
4,119人
求人件数：
1,050件

■■理学療法学科

卒業後の進路 総合病院、大学病院、リハビリテーションセンター、老人保健施設、特別養護老人ホーム、身体障害者更生援護施設、児童福祉施設
（肢体不自由児施設等）、行政・研究機関・スポーツ施設、リハビリ関連企業、社会福祉協議会、特別支援学校…など 他多数

就職活動に必要な心構えや
知識を計3回の

オリエンテーションで
着実に高めていくことができます。

多くの病院・施設・企業が
参加する

就職説明会を年2回開催。
（平成29年度は延べ304施設参加）

学生寮少人数制・担任制だから、
個別相談にも柔軟に対応。

担任や就職担当教員はもちろん、
全教職員がバックアップします。

全国に展開する
グループ病院の就職説明会や
就職試験を優先的に実施。

臨床現場へ飛び立つチャンスを広げます。

本学院に寄せられる
求人募集は毎年約3,000件。
これらの最新求人情報を

専用パソコンや掲示板で閲覧できます。

『就職活動』『施設見学』『面接』
など多彩なセミナーを開催。

接遇セミナーでは、専門講師が
就職活動のポイントを実践的に指導します。

本学院1期生から蓄積された
採用試験資料を公開。
病院・施設の採用ポイントを
しっかりと分析できます。

求人倍率

122.4倍
求人倍率

42.9倍

本学院では、全学科においてクラス担任制度を
取り入れています。担任は学生一人ひとりと定期
的に個人面談を行うことで、カリキュラムの履修
や修学はもちろん、学生生活のさまざまな相談にも
対応。学生との信頼関係、気軽に相談できる雰囲気
づくりに配慮し、健全で豊かな学生生活を送れる
ようにサポートします。

クラス担任制度
プライバシーを守り、学生との個別
面談に応じられるよう、3室の相談室
を用意。落ち着いた空間で、心おき
なく対話ができます。

相談室完備

学生の健康管理を目的に年1回、健康診断を行います。また、体調不良時は保健室を
利用できるので安心です。

保健室・健康診断

毎月2回、臨床心理士によるカウンセリング「学生相談室」を実施。的確なケアで学生
の悩みを解消します。

月2回の「学生相談室」

本学院まで徒歩約10分の近さ。通学時間が短縮でき、
その分を勉強にあてられます。

学生寮はマンション形式でオートロック付きなので、プライバ
シーがしっかりしていて安心です。間取りもゆったりで生活家電
や机、ベッドがついていて１から生活の準備をしなくてよいのが
嬉しかったです。学院まで徒歩10分ほどなので通学時間を勉強
にあてられます。駅からも近く、周りにコンビニや買い物が
できるスーパーが多いので生活するのにとても便利です。

理学療法学科 昼間コース

学生の声

所在地 本学院まで徒歩約10分
京成八千代台駅まで徒歩約3分

家　賃 2人部屋：1人約20,000円
1人で入居した場合、月額40,000円 ※敷金・礼金不要

設　備
机、椅子、テレビ、冷蔵庫、バス・トイレ、冷暖エアコン、
洗濯機、電磁調理器、二段ベッド、インターネット回線
（プロバイダとの契約は個別です）
※一部内容が異なる場合があります。

生活費の内訳（1ヶ月）

光熱費：約2,500円 生活費：約50,000円以内

学生
サポート

学生
サポート就職サポート

本学院が誇る100%の就職率は、単なる就業実績ではありません。3
Support 学生生活のサポート

クラス担任制度により、学生一人ひとりを見つめたライフサポートを重視。
学習面はもちろん、精神面や健康面にも心を配り、充実した学生生活を応援します。4

Support

ホームルームの取り組み「振り返りテスト」作業療法学科

Interview 在校生インタビュー

求人
データ
（平成29年度）

グループ病院
との連携は本校の
強みです！

ホームルームでは、グループ
発表として国家試験問題の
解答を解説し合うなど、幅広い
取り組みをしています。

就職率
100%
開校以来の実績

11年連続！！

間取り図

家賃：40,000円

私のクラスでは月に一度、「振り返りテスト」というものを実施しています。グループに担当科目が割り
当てられ、2週間分の授業内容から自分達で問題を10問作り、先生が問題を集約して冊子にした物です。
2週間に1回授業内容を振り返る事によって復習になりますし、グループで話し合いながら問題を作る
ことで自分が間違えて覚えていた内容などにも気付き、学習するペースを周りと合わせることができる
ので、授業に取り残されることもありません。

ベッド

関
玄

冷蔵庫

トイレ

洗面

浴室

洗濯機

テレビ

机

キッチン靴入れ クローゼット



STUDENT

No.01
作業療法学科 2年

WEEKDAY HOLIDAY

STUDENT

No.02
理学療法学科（昼間コース） 1年

WEEKDAY HOLIDAY

STUDENT

No.03 WEEKDAY HOLIDAY

授業で分からないところは、すぐに先生に聞いています。

日常動作訓練室での授業。

休み時間はみんなとリラックスできる楽しいひと時。

実際に患者さんの気持ちになって。

友達と授業内容について真剣に話せるのが嬉しいです。

友達とイルミネーションを見に行きました。

可愛いブランコ発見！ちょっと乗ってみようかな…

旅行に行った時の1コマ。綺麗な海に癒されました。

ちょっと奮発して美味しいものを食べに行ってきました！

いつも一緒にいる仲間です。自分にとって大切な宝物です！

先生は専門知識を分かりやすく教えてくれるんです。

機能訓練室での実習。みんな真剣に取り組みます。

学生サロンでの自習。学院でよく見られる光景です。

分からない部分をクラスメイトみんなで教えあえるのが嬉しいです。

毎日一緒にいるけれど、みんな笑顔が絶えないんです。

友達とサイクリング！どこまで行けるか！？

誕生日おめでとうっ！！

オシャレして夜景の見えるステキなレストランで。

これ、私が作ったんですよっ！

この間お肉食べに行ったんです。美味しかった♪

国家試験合格に向けて猛勉強中。みんな真剣です！

面白い先生のおかげで、楽しく学べる授業もあるんです。

勉強を教えあえる友達がいるって素晴らしいですよね。

知識も技術も得るために、毎日頑張ってます！

友達とのおしゃべりの時間が大切だったりするんです。

ケーキ食べ放題に行ってきました！甘いもの大好き♪

仲良しの後輩ともつ鍋を食べに！

久しぶりに親戚のお家へ。

北海道旅行へ。イチョウ並木が綺麗でした！

友達が誕生日をお祝いしてくれました！ありがとうっ！！15 16

八千代リハビリテーション学院の生徒の1日！
学院の生徒って、授業のある日や休みの日はどんな生活を送っているの？
夢にあふれる生徒たちの日常をほんの少し紹介します！LIFE STYLE

理学療法学科（夜間コース） 3年
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CAMPUS LIFE

EVENT SCHEDULE

四季折々に開催される、多彩な行事や院外活動の数々。
その一つひとつが、あなたの学生生活をより豊かなものにします。

年間イベントスケジュール

カンボジア
「アンコール小児病院」

入学式・健康診断
新入生オリエンテーション

新入生歓迎会

バーベキュー大会
宿泊研修

夏まつり（八千代台商店街）
定期試験

定期試験学院祭 国家試験 卒業式
カンボジア研修旅行

研修旅行

1年次の3月、海外研修としてカンボジアの「アンコール
小児病院」を視察訪問します。ほとんどの学生にとって
カンボジアは初めての地。日本とは気候風土も文化、
習慣も異なる地域の病院視察は、海外医療の実情を学び、
国際感覚を身につける絶好の機会となります。

ボランティア活動を通して、ふれあいと
地域貢献を実践。

地域への貢献活動

地域のマラソン大会や障がい者スポーツ大会に学生自ら役割
分担し、ボランティア活動にあたっています。学内では味わえない
様々な人とのふれあいや支援活動を通して、医療者になるための
心構えや行動を経験しています。身近な地域に貢献できる活動で、
やりがいや達成感も味わえる行事です。

4
April

5
May

6
June

7
July

8
August

9
September

10
October

11
November

12
December

1
January

2
February

3
March

入学式

卒業式

バーベキュー大会

宿泊研修
臨床実習が

充実しているんだ！ 設備が
充実していて、
勉強に集中
できます！

難しい授業も
みんなで協力しあって
学んでいるんだ！

海外研修や
ボランティア活動で、
人間としての幅が

広がります！

楽しいイベントが
盛りだくさん！

みんなで
ステップアップ！

先生と生徒が
とっても仲良し！

試験合格に
向かって

頑張っています！！

毎日が
充実してます！



2F

1F

3F

6つの天井カメラで、
人間の動作を3Dで
解析できるんです！

19 20

施設・設備
理学療法士・作業療法士に必要な正しい知識と治療技術を体得するため、
臨床現場とリンクした環境で、実践的な授業を行っています。

講堂&レクリエーション室
映像・音響設備を備えた多目的ホール。

水治室
幅広い水治療法を学ぶための実習室。

図書室
専門書が充実。自習スペースも併設。

治療室／機能訓練室
治療台と合わせて様々な物理療法機器を備えています。評価法や治療法等を学ぶための実習室です。

学生サロン・テラス
自然光が差し込む明るいサロンは学生のコミュニケーションスポット。学生の笑い声が絶えません。

木工金工陶工室
様々な作業を分析する実習室です。

更衣室・化粧室
清潔感あふれる更衣室・化粧室は常に快適。

コンピューター室
情報処理の授業のほか自由に利用が可能。

評価測定室
三次元動作解析装置をはじめとする最新機器を完備。職員室

教員に質問しやすい開放的な雰囲気。

日常動作訓練室
日常生活動作の獲得に必要な福祉機器や住宅改修等の適合について学ぶための実習室です。

普通教室（2・3F）
明るく開放的な教室です。映像や音響機器も各教室に完備しています。

織物手工芸絵画室
様々な作業を分析する実習室です。

装具加工室
義肢・装具などの使用法やフィッティングを修得。

基礎医学実習室
骨格や筋肉など人体構造の基礎を学習。

Facilities and Equipments

Wi-Fi Wi-Fi

Wi-Fi

Wi-Fi Wi-Fi

Wi-Fi

Wi-Fi

Wi-Fi

Wi-Fi 学内にWi-Fiを完備し、iPadを授業で活用することで、アクティブ・ラーニングと反転授業を導入しています。



入学選考料が
安くなる！

参考問題集 +
オリジナルグッズ
プレゼント！ 交通費補助制度

入試対策はこれ1冊でばっちり！？ 参考入試
問題集に加えて、八千代リハビリテーション
学院オリジナルグッズからいずれかをプレ
ゼントします！

オープンキャンパスにご参加頂いた方は、
通常では25,000円の入学選考料が最大
で20,000円もお得になります！

オープンキャンパス参加+入学確約書提出

入学選考料
25,000円 → 5,000円
オープンキャンパス参加のみ

入学選考料
25,000円 → 15,000円

オープンキャンパス・
ミニオープンキャンパス対象

遠方からオープンキャンパスに参加する
高校生の負担を軽減します！

メリット

1
メリット

2
メリット

3

対　　象
全てのオープンキャンパス・ミニオープンキャンパス

補助条件
●本学院への進学意志が強い方。
●県外在住の高校3年生、または本学院からの距離が
　30㎞以上の高校に通う高校3年生。
●交通費補助額は片道分とし、上限は2万円となります。
●交通費補助額は参加者の現住所から学院までの
　公共交通機関利用での額を適用致します。
●同伴保護者は参加高校生1人につき1人まで交通費補助を、
　上記に準じて適用致します。交通費補助の適用を受ける
　高校生は、当該高校の教諭より事前に申し出があった方、 
　若しくは事前に本人より申し出があり、
　当日生徒手帳の提示があった方に限らせていただきます。
　（申し出は参加するオープンキャンパスの前々日の12:00までとさせて頂きます。）
●同一参加者による本制度のご利用は1回とさせていただきます。

OPEN CAMPUS
「どんなことを学べるの？」「入試について相談したい」「先輩から話を聞きたい」 

オープンキャンパスでは、八千代リハビリテーション学院を体感できる
多彩なコンテンツをご用意しています。

オープンキャンパスに参加した理由は、学
校の雰囲気や授業の様子を見学させていた
だき、学校の特徴を知るためです。私が参加
した夜のオープンキャンパスでは、先生か
ら実際に説明を受けて自助具の種類につい
て知ることが出来たので良かったです。

色々な日程で
開催しているので
参加しやすかったです！

オープンキャンパスに参加して、入学に際して
不安に感じていたことを、直接先生に質問し
答えてもらうことができ、迷いなく受験に
踏み切ることができました。また、充実した
学校内の施設を直接見ることができ、是非この
学校で勉強したいと思えるようになりました。

学校の雰囲気や
施設を詳しく知る機会に
なりました！

オープンキャンパスに参加しよう！

オープンキャンパスに参加する3つのメリット！！

OPEN CAMPUS 2018-2019 SCHEDULE

夏のオープンキャンパス
2018年7月22日（日）／8月26日（日）

2018年5月19日（土）／6月15日（金）［千葉県民の日］

13：00～16：00（受付12：30～） 13：00～16：00（受付12：30～）

春のオープンキャンパス
2019年3月23日（土）

ミニオープンキャンパス ［昼開催］13：00～15：00（受付12：30～）／［夜開催］18：30～20：30（受付18：00～）

2018年

4月16日（月）～20日（金）／5月21日（月）～25日（金）／6月25日（月）～29日（金）
7月23日（月）～27日（金）／8月20日（月）～24日（金）／9月18日（火）～21日（金）
10月22日（月）～26日（金）／11月19日（月）～22日（木）／12月25日（火）～28日（金）
2019年
1月21日（月）～25日（金）／2月12日（火）～15日（金）

社会人向けオープンキャンパス 15：30～16：30、19：30～20：30

昼開催

2018年7月5日（木）／9月26日（水）／10月10日（水）／10月31日（水）／11月20日（火）／12月27日（木）
2019年2月20日（水）夜開催

オープンキャンパス当日の流れ

21 22

STUDENTS’ VOICE 在校生の声 GRADUATES’ VOICE 卒業生の声

服装自由 当日参加
歓迎

学校について、各学科ごとのカリキュラム
や就職について詳しく説明します。

学校説明
実際の授業を体験できます。気になること
は先生に質問してみましょう。

模擬授業
パンフレットなどではわからない学校の
雰囲気や設備をしっかりチェック。

学院内見学ツアー
入学前後のいろいろな疑問・質問に丁寧
に対応します。お得な情報も盛り沢山！

個別相談




