
（ 50 ％） （ ％） （ ％） （ ％）

（ ％） （ 50 ％） （ ）

授業形態学科

科目名

担当教員の実務経験

授　業　概　要

選択・必修 必修

30 講義・演習

科学的思考の基盤・人間と生活

前期 単位数 2 時数

基礎分野 教育内容

9

到　達　目　標

授　業　計　画

　維持期病院・学校勤務の間に言語聴覚療法・摂食嚥下療法・医学教育に関する学会発表、学会
誌への論文掲載多数。その際に統計学的手法に関する知識を蓄積したため、学生に対して実際の
研究に直結する統計学の基礎的知識を伝授することができる。

・統計学の基礎的な知識を学ぶ。
・統計学を用いてデータを処理する演習を行う。

・統計学の基礎的な知識について説明できる。
・統計学を用いたデータの処理を実践できる。
・統計学を用いた初歩的な医学研究が実践できる。

回

8

7

6

5

4

3

2

1

テーマ　　　 授　業　内　容

医学研究法概要

心理測定法概要

医学研究における統計学の意義

　医学研究に用いられる手法とそれぞれの特徴について学習する。
　小演習多数あり。

　心理測定法の2大手法である精神物理学的測定法と尺度構成法についてそれぞ
れに属する測定法の特徴について学習する。測定法の簡単な演習を行う。

　医学研究における統計学の意義を学習する。
　実際に統計学的手法を用いてデータを処理する演習を行う。

成　績　評　価

統計学の基礎知識

データの種類と尺度水準

データの集計と統計グラフ

データの要約と正規分布
　データの要約と正規分布の意味について学習する。
　データの要約と正規性の確認法の演習を行う。

　統計学の最低限知っておきたい知識を学習する。
　基礎知識を用いたデータの処理演習を行う。

　データの種類と尺度水準について学習する。
　種類や尺度水準の違うデータを処理する演習を行う。

　データの集計と統計グラフの種類とその作成法を学習する。
　実際にデータを集計しグラフを作成する演習を行う。

15

14

13

12

11

10

コースパケットを1時間目に配布するので毎回の講義の前にその内容について読み、講義で何が行われるかを
把握しておくこと。

リハビリテーション統計学　中山書店

医療統計学の基礎知識②

医療統計学の基礎知識③

なし

統計学の基礎的事項、統計学の分類、母集団と標本の関係、データの尺度や特性
値を学ぶ。

中央値や平均値、標準偏差などの特性値を例題を基に算出し理解する。

例題のデータからヒストグラムを作成し、さらに正規分布の特性を理解する。

仮説検定の概念を理解し、例題において帰無仮説・対立仮説を理解する。

名義尺度におけるχ二乗独立性の検定の概要を学ぶ。

医療の分野で多用するt検定の概要を理解する。記述統計・推測統計④

期末試験

記述統計・推測統計①

記述統計・推測統計②

記述統計・推測統計③

医療の分野における統計学の重要性を過去の歴史から学び、現在リハビリテー
ションの分野でどのように活用されているか学ぶ。

医療統計学の基礎知識①

　過重な課題は与えないのでその分講義中には積極的に真剣に参加すること。医学の研究は研究者だけが行
うものではなく、全ての医療人には自分の経験を人に伝える義務がある。統計学はそれにエビデンスを与え
る大きな武器の一つであり、学生にとっても最低限身につける必要のある科目であることを自覚してほし
い。

区分

担当教員医療統計学
緒方　茂
山口　信

理学療法学科 年次 3 開講期

準備学習（予習復習）
の

具体的な内容

教　科　書

参　考　書

授業の留意点・備考

実技試験 小テスト レポート定期試験

課題 発表 その他



（ 80 ％） （ ％） （ 10 ％） （ 10 ％）

（ ％） （ ％） （ ）

科目名 社会福祉学 担当教員 紫藤　千子

学科 理学療法学科 年次 2 開講期 前期

必修

単位数 2 時数 30 授業形態 講義

区分 基礎分野 教育内容 科学的思考の基盤・人間と生活 選択・必修

担当教員の実務経験
社会福祉士、精神保健福祉士、介護福祉士として、長年にわたる福祉の現場での実践経験を踏
まえて、より具体的な講義、ＧＷなどの演習を行うことができる。

授　業　概　要

私たちの生活を考察し、ライフスタイル、社会の変化について理解を深め、社会保障制度等の
仕組みについて学ぶ。介護保険、障害者総合支援法、その他諸制度について学び理解を深め
る。また、制度改正に関しても情報提供を受け、時代の動きを理解する。クライエントをサ
ポートするために必要な、医療・保健・福祉の連携について理解する。

到　達　目　標

クライエントを、生活する人としてとらえ、その暮らしに関わっていくことを理解する。様々
な社会福祉の基礎知識を得て、社会福祉制度に関して理解を深め、今、社会福祉がどのような
現状にあり、課題を抱えているのか知り、考察する。

授　業　計　画

回 テーマ　　　 授　業　内　容

1 福祉とは
授業のオリエンテーション。「福祉とは」考えてみる。

2 社会と生活のしくみ
「生活」について、家族、地域、社会の視点で学ぶ。地域共生社会について学
ぶ。

3 日本の社会保障制度① 社会保障の基本的な考え方を学ぶ。日本の社会保障制度の歴史を学ぶ。

4
日本の社会保障制度②
現代社会と社会保障制度

日本の社会保障制度の歴史を知る。現代社会の特徴を学び、今後の社会保障の
有馬田について考える。

5 高齢者保健福祉 高齢者福祉の歴史を学び、これからの高齢社会を考える。

6 介護保険法① 高齢者福祉に関する法体系を学ぶ。介護保険制度の背景と目的を学ぶ。

7 介護保険法②
介護保険制度のしくみを理解する。専門職の役割。介護サービスについて学
ぶ。

8
介護保険制度③
障がい者保健福祉①

介護保険制度の今後の動向について学ぶ。
障碍者福祉の現状について学ぶ。

9 障がい者保健福祉② 障がい者福祉の動向。障がい者福祉に関する法体系について学ぶ。

10 障がい者総合支援制度 障害者総合支援法のしくみを学ぶ。

11 個人の権利を守る制度① 権利擁護について学ぶ。虐待防止法の考え方、法制度について学ぶ。

12 個人の権利を守る制度② 判断能力の低下した人の支援について学ぶ。

13 貧困対策・生活困窮者支援制度 生活保護法、生活困窮者自立支援法のしくみを知る。

14 認知症の理解 認知症について学び、認知症の理解を深める。

15 認知症ケアについて 認知症の人への接し方を学び、考える。

参　考　書

授業の留意点・備考
・グループワークを行う際は、積極的に参加すること。
・授業中の私語はしないこと。

準備学習（予習復習）
の

具体的な内容
教科書を読んでくる。

成　績　評　価

教　科　書 最新　介護福祉士養成講座２　社会の理解(中央法規)

実技試験 小テスト レポート定期試験

課題 発表 その他



（ 80 ％） （ ％） （ 20 ％） （ ％）

（ ％） （ ％） （ ）

参　考　書 特になし

授業の留意点・備考 特になし

準備学習（予習復習）の
具体的な内容

指定教科書の該当箇所について、事前に目を通しておく

成　績　評　価

教　科　書 標準理学療法学・作業療法額　専門基礎分野　解剖学　第５版：医学書院

14 末梢神経について④ 自律神経について学習する

15 定期試験

12 末梢神経について② 神経叢について学習する

13 末梢神経について③ 脳神経について学習する

10 伝導路について② 上行性伝導路について学習する

11 末梢神経について① 脊髄神経について学習する

8 終脳について② 大脳基底核や大脳辺縁系について学習する

9 伝導路について① 下降性伝導路について学習する

6 間脳について 視床、視床下部について学習する

7 終脳について① 大脳皮質や灰白質について学習する

4 脳幹について 中脳・橋・延髄について学習する

5 小脳について 小脳中部・小脳半球について学習する

2 神経系の循環について 脳血管系と脳室について学習する

3 脊髄について 脊椎や脊髄神経について学習する

授　業　計　画

回 テーマ　　　 授　業　内　容

1 神経系総論について 神経系の概要について学習する

担当教員の実務経験
回復期リハビリテーション病院で勤務した経験を活かし、神経系の解剖について講義することが
できる。

授　業　概　要
人体を構成している神経系の成り立ちを理解する。療法士に必要不可欠な神経系について系統的
に学習していく。神経疾患はリハビリで扱う代表な部分である、疾患理解のために、 各部位の
位置関係、働きも学習していく。

到　達　目　標
神経系の構造、位置関係を認識する。神経系の働きを理解する。疾患や検査、治療のために神経
系の学習が必要であることを知る。

区分 専門基礎分野 教育内容 人体の構造と機能及び心身の発達 選択・必修 必修

単位数 1 時数 30 授業形態 講義

科目名 解剖学Ⅲ 担当教員 田中裕己

学科 理学療法学科 年次 2 開講期 後期

実技試験 小テスト レポート定期試験

課題 発表 その他



（ 100 ％） （ ％） （ ％） （ ％）

（ ％） （ ％） （ ）

授業の留意点・備考 予習・復習は必ず行うこと。模型などを活用して立体的に理解すること。

準備学習（予習復習）の
具体的な内容

生理学Ⅰ・Ⅱ、解剖学Ⅰ・Ⅱの復習をしておくこと。

成　績　評　価

教　科　書
・標準理学療法学作業療法学：専門基礎分野　解剖学（医学書院）
・系統看護学講座：専門基礎分野　解剖生理学（医学書院）

15 本試験

参　考　書
・全部分かる人体解剖図　・解剖生理学をおもしろく学ぶ　・看護につなげる形態機能学
・ネッター解剖生理学アトラス　・得意になる解剖整理

13 発生・分化・組織① 器官・組織・細胞について理解する。発生について学ぶ。

14 後半まとめ 泌尿器系・生殖器系・内分泌系の知識を整理し、理解を深める。

11 内分泌系① 内分泌器官の種類とホルモンの分類、働きを学ぶ。

12 内分泌系② 各々の器官の構造とそこで分泌されるホルモンの種類、働きを学ぶ。

9 泌尿器系② 尿の生成、排泄について学ぶ。

10 生殖器系
生殖器の基本構造を学ぶ。精子発生と形成、勃起の概要を学ぶ。卵子が成熟する
概要を学ぶ。胎盤の基本的構造を学ぶ。

7 前半まとめ 循環器系・消化器系・呼吸器系の知識を整理し、理解を深める。

8 泌尿器系① 老廃物の排泄を行う腎臓、尿管、膀胱、尿道の基本構造を学ぶ。

5 呼吸器系① 呼吸経路の構造について学ぶ。

6 呼吸器系② 肺の構造について学ぶ。

3 消化器系① 消化管の基本構造、各器官の特徴を学ぶ。

4 消化器系② 消化液の分泌経路を学ぶ。動脈系と門脈系について学ぶ。腹膜後器官を学ぶ。

1
オリエンテーション
循環器系①

心臓、動脈、静脈の基本構造を学ぶ。

2 循環器系② 血液の組成と血球成分を学ぶ。リンパ系器官の構造について学ぶ。

到　達　目　標
循環器、消化器、呼吸器、泌尿器、組織の構造と機能について説明できる。各種疾患の発生機序
を解剖生理の知識を用いて説明できる。自己学習の方法が分かり、ノートをまとめることができ
る。解剖生理に関する国家試験問題を解き80㌫以上正答することができる。

授　業　計　画

回 テーマ　　　 授　業　内　容

必修

担当教員の実務経験
病院・施設で身体機能訓練に従事した経験を活かし、人体構造における内臓器系の構造・機能に
ついて講義することが出来る

授　業　概　要
ヒトの身体の生命現象を理解し、人体の構造と機能について具体的に学ぶ。解剖学Ⅳでは、循環
器系、消化器系、呼吸器系、腎臓・泌尿器系、発生・分化、組織についての解剖を学習する。

区分 専門基礎分野 教育内容 人体の構造と機能及び心身の発達 選択・必修

科目名 解剖学Ⅳ 担当教員 瀧本文博・前野祥子

学科 理学療法学科 年次 2 開講期 前期 単位数 1 時数 30 授業形態 講義

実技試験 小テスト レポート定期試験

課題 発表 その他



科目名 生理学演習 担当教員 羽山　和子

学科 理学療法学科 年次 2 開講期 前期

区分 選択・必修 必修

担当教員の実務経験
大学より理学を専攻し、理学博士を取得。
現在まで多くの学校の非常勤講師として生理学・生理学演習の講義を行ってきた。

専門基礎分野 教育内容 人体の構造と機能及び心身の発達

単位数 2 時数 60 授業形態 講義・演習

1

2

授　業　概　要
1年次で学んだ生理学を基礎とする。主要なテーマについて、検査・測定を行い、結果を分
析・解釈し、レポートを作成する。内容の理解を確認するため演習問題を実施する。卒業研究
の基礎のひとつとなる。臨床実習で求められる技術も含まれる。

到　達　目　標

生理学の主要なテーマについて、実際に検査・測定することで理解を深める。
人の体と心を意識して、被験者の気持ちを理解し、人と接する態度を向上させる。
治療に役立つ生理学的データを得るための、科学的方法の基礎を身につける。
得た知見をレポートとして他の人に伝える能力を養う。

授　業　計　画

回 テーマ　　　 授　業　内　容

オリエンテーション
Ａ．血圧測定Ⅰ

血圧計の原理と取り扱い方

7

8

B．血圧測定Ⅱ 運動負荷前後の血圧の変化

中間講評、5つのテーマを各班順繰りで行う
ローテーション方式の説明と内容の解説（触
圧点・痛点、温点・冷点、スパイロメト
リー）

【Ｆ．触圧点・痛点、G．温点・冷点、Ｈ．スパイロメトリー、Ｉ．心電図の
測定と解析、Ｊ．エルゴメータによる体力測定】

5

6

3

4

C．筋電図測定Ⅰ(駅前校にて実施)
ポリグラフシステムの使い方
筋力と筋電活動振幅との関係、筋疲労

D．筋電図測定Ⅱ(駅前校にて実施)
肘関節屈曲と前腕回外
肢位と共同筋の組み合わせ

13

14

11

12

E-1 運動神経伝導速度Ⅰ (駅前校にて実施)
オシロスコープシステムの使い方
運動神経伝導速度の測定Ⅰ(各班1人)

解説(心電図測定)、ローテーション実習①
【Ｆ．触圧点・痛点、G．温点・冷点、Ｈ．スパイロメトリー、Ｉ．心電図の
測定と解析、Ｊ．エルゴメータによる体力測定】

9

10

15 E-2運動神経伝導速度Ⅱ(駅前校にて実施) 運動神経伝導速度の測定Ⅱ(各班残り)



（ 40 ％） （ ％） （ ％） （ 60 ％）

（ ％） （ ％） （ ）

17

18

授　業　計　画

回 テーマ　　　 授　業　内　容

16 〃 〃

解説（エルゴメータによる体力測定）、ロー
テーション実習②

【Ｆ．触圧点・痛点、G．温点・冷点、Ｈ．スパイロメトリー、Ｉ．心電図の
測定と解析、Ｊ．エルゴメータによる体力測定】

23

24

ローテーション実習⑤
【Ｆ．触圧点・痛点、G．温点・冷点、Ｈ．スパイロメトリー、Ｉ．心電図の
測定と解析、Ｊ．エルゴメータによる体力測定】

K.感覚検査 K.2点識別域とその他の感覚検査

21

22

19

20

ローテーション実習③
【Ｆ．触圧点・痛点、G．温点・冷点、Ｈ．スパイロメトリー、Ｉ．心電図の
測定と解析、Ｊ．エルゴメータによる体力測定】

ローテーション実習④
【Ｆ．触圧点・痛点、G．温点・冷点、Ｈ．スパイロメトリー、Ｉ．心電図の
測定と解析、Ｊ．エルゴメータによる体力測定】

29

30 試験

27

28 L.カエルの解剖、講評 L.カエルの解剖、講評

25

26

参　考　書
フィジカルアセスメントがみえる　　メディックメディア
運動学実習　　医歯薬出版
リハビリテーション運動生理学　　メジカルビュー社

授業の留意点・備考
各テーマにふさわしい服装で参加する。
自分自身で考えて行動する。
グループの一員として他の構成員を気づかい、協力して、グループ全体の働きをより良くする。

準備学習（予習復習）
の

具体的な内容
授業前にテキストを読んで、内容を理解しておく

成　績　評　価

教　科　書 講師が準備する

実技試験 小テスト レポート定期試験

課題 発表 その他



（ 100 ％） （ ％） （ ％） （ ％）

（ ％） （ ％） （ ）

手外筋・手内筋の特徴について手外筋について

演習を多く取り入れることにより楽しく学ぶことができると思うが、私語が増えないように注意する。

区分

担当教員臨床運動学Ⅰ 元田　真一

理学療法学科 年次 2 開講期

準備学習（予習復習）
の

具体的な内容

教　科　書

参　考　書

授業の留意点・備考

毎回小テストを行い、前回の講義で重要だった点を振り返る。「ここは重要ですよ」と言った点をしっか
りと復習しておく。

基礎運動学3版　（医歯薬出版）
臨床運動学6版補訂　（医歯薬出版）
カパンジー機能解剖学　全3巻　原著第7版（医歯薬出版）

手外筋について

手外筋について

・ｷﾈｼｵﾛｼﾞｰ（医歯薬出版）・関節運動器の機能解剖（協同医書出版）

手外筋について（屈筋）

手外筋について（伸筋）

手内筋についての理解

屈曲・伸展のメカニズムについて

手のアーチについて

変形のメカニズムについて変形について

試験

手内筋について

手内筋について

変形について

成　績　評　価

母指の運動

母指の運動

MP関節・IP関節

MP関節・IP関節 ＭＰ関節・ＩＰ関節の構造や運動の理解。

母指の特殊性。

母指球筋の理解。

ＭＰ関節・ＩＰ関節の構造や運動の理解。

15

14

13

12

11

10

授　業　内　容

オリエンテーション

手関節の運動

手関節の運動

上肢と下肢の違い。肩・肘・手のそれぞれの役割について理解する

手関節の運動の理解。

手関節屈筋・手関節伸筋の理解

9

到　達　目　標

授　業　計　画

整形外科の中でも手の外科に勤務していた経験を活かし、学生に手の面白さや作業療法士とし
て臨床上この分野を学んでおくことの必要性を理解してもらいたい。

上肢と下肢の違いから入り、日頃生活の中で使っている手の仕組みについて生活行為を交えな
がら習得してもらう。その都度ビニール紐等を用い演習を交えながら手の細かな筋肉の名称な
ども興味を持って理解してもらう。

人の体を診る上での運動（上肢）に関する基礎知識を身につける。
・上肢を動かす筋の名称が言えるようになる
・上肢筋の動きの特徴が整理できるようになる。
・手内筋手外筋の違いが言えるようになる。

回

8

7

6

5

4

3

2

1

テーマ　　　

授業形態学科

科目名

担当教員の実務経験

授　業　概　要

選択・必修 必修

30 講義

人体の構造と機能及び心身の発達

前期 単位数 1 時数

専門基礎分野 教育内容

実技試験 小テスト レポート定期試験

課題 発表 その他



（ 80 ％） （ ％） （ 20 ％） （ ％）

（ ％） （ ％） （ ）

学習の種類と記憶について学ぶ。学習と記憶

自分の体を使い理解してください。積極的に発言、質問をしてください。

区分

担当教員臨床運動学Ⅱ 宮崎　裕士/橋本　直子

理学療法学科 年次 2 開講期

筆記試験

準備学習（予習復習）
の

具体的な内容

教　科　書

参　考　書

授業の留意点・備考

運動学、解剖学等の基礎知識が必要になります。授業でわからなくなったら立ち返ってみてください。

基礎運動学 (医歯薬出版株式会社)　カパンジー機能解剖学 (医歯薬出版株式会社)

下肢帯と下肢の運動

寝返り～起き上がり

プリント配布

股関節、膝関節、足関節、足部の構造と運動について学ぶ。

寝返り～起き上がりの動作について学ぶ。

立ち上がりの動作について学ぶ。

正常歩行の関節運動について学ぶ。

正常歩行の動作について学ぶ。

異常歩行の原因と種類、観察ポイントについて学ぶ。異常歩行

定期試験

立ち上がり

正常歩行①

正常歩行②

成　績　評　価

姿勢①

姿勢②

姿勢ー演習

まとめ

姿勢の種類と表記について学ぶ。

疾患特有の姿勢について学ぶ。

立位姿勢のアライメントについて考える。

15

14

13

12

11

10

授　業　内　容

動作分析ー基礎①

動作分析ー基礎②

動作分析ー演習

運動分析の基本原則、分析する際の注意事項について学ぶ。

動作分析の原則、方法、姿勢の制御について学ぶ。

演習問題を考えてみる。スクワットの動きについて考える。

9

到　達　目　標

授　業　計　画

理学療法士としての臨床での知識や対象者の動作観察・分析を活かして身体の構造や運動につい
て講義・演習を行うことができる。

運動学における運動の基礎知識を踏まえ、より専門的な人体の構造や機能と身体運動との関係性
について理解する。また、生体力学の視点から人間の動作観察や分析を行う。

正常な人間の動き(関節の動き、筋収縮、運動連鎖等)を臨床的な視点で観察・分析できるようになる。

回

8

7

6

5

4

3

2

1

テーマ　　　

授業形態学科

科目名

担当教員の実務経験

授　業　概　要

選択・必修 必修

30 講義・演習

人体の構造と機能及び心身の発達

後期 単位数 1 時数

専門基礎分野 教育内容

実技試験 小テスト レポート定期試験

課題 発表 その他



（ 90 ％） （ ％） （ ％） （ 10 ％）

（ ％） （ ％） （ ）

授業形態学科

科目名

担当教員の実務経験

授　業　概　要

選択・必修 必修

30 講義

人体の構造と機能及び心身の発達

後期 単位数 1 時数

専門基礎分野 教育内容

9

到　達　目　標

授　業　計　画

管理栄養士として病院や老健で勤務した経験を活かし、リハビリテーションを実施していくうえ
で必要な栄養素等について講義できる。

臨床現場でPT・OT・STによる機能訓練を行う患者の多くが高齢者であり、リハビリを施行する患
者は昨今低栄養素およびその可能性がある。ADL・QOLをUPさせるためには適切な栄養管理が必要
である。
その知識を習得するための学習を行う。

栄養素の基礎、三大・五大栄養素について学ぶことにより病気の発症・治療・食事の関係につい
て理解できる。又、自分の食生活について振り返り、自己管理できるよう学ぶことが出来る。

回

8

7

6

5

4

3

2

1

テーマ　　　 授　業　内　容

今何故栄養学なのか

病気と栄養について

主な疾患の栄養療法について

栄養学の基礎と三大栄養素について学ぶ

病気の発症や治療と食事の関係について考える

各疾患の栄養管理について学ぶ

成　績　評　価

栄養関連事項～嗜好品の考え方～

まとめ

試験

今後生活していく上での自己管理と嗜好品についての考え方を学ぶ

15

14

13

12

11

10

講義資料を復習する

講師の先生が資料を用意

リハビリテーションに役立つ栄養学の基礎(医歯薬出版)
よくわかる栄養学の基本としくみ(秀和システム)

わからないことを積極的に質問してほしい。
とろみ剤や流動食の試飲等予定しています。積極的に参加してください。

区分

担当教員栄養・薬理 冨永　志保

理学療法学科 年次 2 開講期

準備学習（予習復習）
の

具体的な内容

教　科　書

参　考　書

授業の留意点・備考

実技試験 小テスト レポート定期試験

課題 発表 その他



（ 100 ％） （ ％） （ ％） （ ％）

（ ％） （ ％） （ ）

授業形態学科

科目名

担当教員の実務経験

授　業　概　要

選択・必修 必修

30 講義

人体の構造と機能及び心身の発達

後期 単位数 1 時数

専門基礎分野 教育内容

9

到　達　目　標

授　業　計　画

大学卒業後は薬の研究し38才から薬剤師としての業務を始めた。
現在は、地域包括ケア構築に向けて熊本県・熊本市の会議に参加し、他職種との連携を図ってい
る。
もちろん、熊本市主催のリハビリテーション協議会にも参加している。
現状何が必要か今後何を実施すべきかの講義をすることもできる。

患者がどういう薬を服用しているかということは、理学療法・作業療法・言語聴覚療法士にとっ
ても大切なことから、いろいろな疾患の病態生理ならびに代表的な治療薬について学ぶ。

各疾患の病態生理を説明できる。
代表的な治療薬の名前を説明できる。漢方薬について学び、
どの病態に効くか説明できる。緩和医療について説明できる。
対象患者は高齢者が多いことから、
お薬の注意事項を説明できる

回

8

7

6

5

4

3

2

1

テーマ　　　 授　業　内　容

認知症 漢方薬等について

循環器・血液系等について

代謝系・骨粗鬆症について

今後増えるであろう認知症について学び、代表的な治療薬について学習する。
生薬について学び、漢方薬について適切な使い方について学習する。

心臓、血管、血液について学び,それらに対する治療薬について学習する。

糖尿病、甲状腺疾患について学び、それに対する治療薬について学習する。

成　績　評　価

緩和医療・高齢者への投薬について
緩和医療について学ぶ。それに対する薬について学習する。
高齢者は臓器が弱っているため、副作用が出やすいため、注意事項について学習す
る。

15

14

13

12

11

10

講義ノート（パワーポイント）を復習する

講師の先生が資料を用意

区分

担当教員栄養・薬理 中村　繁良

理学療法学科 年次 2 開講期

準備学習（予習復習）
の

具体的な内容

教　科　書

参　考　書

授業の留意点・備考

実技試験 小テスト レポート定期試験

課題 発表 その他



（ 100 ％） （ ％） （ ％） （ ％）

（ ％） （ ％） （ ）

毎回の小テストは必ず復習しておくこと

区分

担当教員栄養・薬理 中村　優希

理学療法学科 年次 2 開講期

準備学習（予習復習）
の

具体的な内容

教　科　書

参　考　書

授業の留意点・備考

生化学的な知識、人体の働きについて教科書で学習しておく

講師の先生が資料を用意

わかりやすい薬理学　第3版　編集　安原　一

成　績　評　価

薬理
・抗生剤、抗アレルギー薬

薬理
・ヘルペス、AD/MD、COPD、禁煙、嫌酒薬

抗生剤・抗菌薬の基礎、抗アレルギー薬の世代別の特徴について学ぶ

生活習慣が密接に関わる薬について学習する。社会問題的な薬剤について触れ
る

15

14

13

12

11

10

授　業　内　容

薬理
・中枢神経など

薬理
・消化器系、消毒液

薬理
・剤型、受容体、動態学

中枢系に作用する薬剤について学ぶ

胃腸に作用する薬剤、消毒液の違いについて学ぶ

特徴的な剤型、基本的な受容体、血中濃度などの動態学の基礎を学ぶ

9

到　達　目　標

授　業　計　画

薬局薬剤師としての経験を活かし、他のコメディカルが実務で活用しやすい実用的な知識について
講義出来る

生理学的な基礎知識を基盤に薬の特徴・臨床上の注意点について学習する

生理学的な基礎的な事項を理解した上で薬学的な知識、薬の特徴・注意点を説明できる

回

8

7

6

5

4

3

2

1

テーマ　　　

授業形態学科

科目名

担当教員の実務経験

授　業　概　要

選択・必修 必修

30 講義

人体の構造と機能及び心身の発達

後期 単位数 1 時数

専門基礎分野 教育内容

実技試験 小テスト レポート定期試験

課題 発表 その他



（ 100 ％） （ ％） （ ％） （ ％）

（ ％） （ ％） （ ）

参　考　書 宇治原寛・杉原保史共編『臨床心理学入門　理解と関わりを深める』（1998）培風館

授業の留意点・備考 この教科の配布資料は、他の教科のものとは別に、単独のファイルにすること。

準備学習（予習復習）
の

具体的な内容

シラバスや配布された資料をよく読み、なじみのない言葉や言葉づかいは、辞書で調べておき、はっき
りしない場合は質問すること。

成　績　評　価

教　科　書 講師の先生が資料を準備

14 事例から学ぶ（2）（3）
他者の言動の理不尽さに巻き込まれた事例と自らの言動の理不尽さに気づい
た事例の紹介。

15 試験

12 自己理解と他者理解 思春期・青年期の友だち関係などから自・他の理解が広がることを学ぶ。

13 事例から学ぶ（1） 日常の対人関係でも出会う、了解できにくい言動について考える。

10 性格と無意識の行動 本人の行動パターンには自覚できる部分と無自覚の部分があることを知る。

11 性格とストレス耐性 本人の認知や行動のパターンとストレスへの強さ弱さについて考える。

8 心の健康 日頃からとりくむ心の健康への留意点を紹介する。

9 心理テストの種類 心理テストから理解される個人差（個性）について考える。

6 心の病のいろいろ 体質的問題の大きいものや、生育上の環境に関連するもの等の紹介をする。

7 文化や文明とストレス ハイテクの生活環境と心身の自然について考える。

4 家族療法とその他の心理療法
子どもの問題では、家族間コミュニケーションの調整が有効であることを学
ぶ。

5 ストレスと心理的反応
多忙やコミュニケーション不全等の様々のストレスと心身の不調について考
える。

2 心理査定と心理療法 心理的支援の前に来談者の状況や問題点等をとらえることの重要さを示す。

3 個人療法と集団療法
来談者とセラピストの1対1関係だけでなく、グループを用いる治療について
も学ぶ。

授　業　計　画

回 テーマ　　　 授　業　内　容

1 オリエンテーション「自我の強さと悩む力」 自我の強さは年令によって、経験によって、育つものであることを学ぶ。

担当教員の実務経験
臨床心理士（カウンセラー）としての経験から、来談者の力を引き出し支援する様々のとり
くみを紹介し、リハビリテーション実践に活かせる視点を提供したい。

授　業　概　要
臨床心理学の中心的な課題を、実際的な観点から深め、人間理解と臨床のセンスの基礎を身
につけられるようにする。

到　達　目　標
臨床心理学の基礎を学び、対人関係を有効に用いた支援から、リハビリテーション実践に役
立つ観点を身につける。

区分 専門基礎分野 教育内容 疾病と障害の成り立ち及び回復過程の促進 選択・必修 必修

単位数 1 時数 30 授業形態 講義

科目名 臨床心理学 担当教員 井田　博子

学科 理学療法学科 年次 2 開講期 前期

実技試験 小テスト レポート定期試験

課題 発表 その他



（ 90 ％） （ ％） （ ％） （ ％）

（ 10 ％） （ ％） （ ）

科目名 老年学 担当教員 前野　祥子

学科 理学療法学科 年次 2 開講期 前期 単位数 1 時数 30 授業形態 講義

必修

担当教員の実務経験
精神科病院での臨床経験を活かし、認知症をはじめとした高齢患者の特徴、障害像、治療的関わ
りについて講義･演習を行うことができる

授　業　概　要
加齢現象、高齢者の身体的・精神的特徴、かかりやすい疾患などの知識を深める。高齢者医療に
おけるリハビリテーションの役割について学ぶ。

区分 専門基礎分野 教育内容 疾病と障害の成り立ち及び回復過程の促進 選択・必修

到　達　目　標

高齢者の持つ身体的・精神的特徴を挙げることができる。老年症候群について説明することがで
きる。超高齢社会について説明し、リハビリテーションやセラピストの役割について説明するこ
とができる。

授　業　計　画

回 テーマ　　　 授　業　内　容

1
オリエンテーション
超高齢社会と老年医学

日本における高齢者の現状、超高齢社会の現状について学ぶ

2 加齢と老化 加齢や老化のしくみについて学ぶ。老年症候群について学ぶ。

3 加齢に伴う変化① 生理機能・運動機能の変化について学ぶ

4 加齢に伴う変化② 精神心理面の変化について学ぶ

5 高齢者に特徴的な疾患①循環器疾患
基礎医学の知識を元にグループごとに高齢者がかかりやすい疾患をまとめ発表
し、理解を深める。

6 高齢者に特徴的な疾患②呼吸器疾患
基礎医学の知識を元にグループごとに高齢者がかかりやすい疾患をまとめ発表
し、理解を深める。

7 高齢者に特徴的な疾患③骨・運動器疾患
基礎医学の知識を元にグループごとに高齢者がかかりやすい疾患をまとめ発表
し、理解を深める。

8 高齢者に特徴的な疾患④神経・精神疾患
基礎医学の知識を元にグループごとに高齢者がかかりやすい疾患をまとめ発表
し、理解を深める。

9 高齢者の生活・取り巻く環境①
「身近な高齢者」をテーマに自分の身近にいる高齢者にインタビューし、ポス
ター発表を行う。高齢者の生活や人生に具体的なイメージを持つ。

10 高齢者の生活・取り巻く環境②
「身近な高齢者」をテーマに自分の身近にいる高齢者にインタビューし、ポス
ター発表を行う。高齢者の生活や人生に具体的なイメージを持つ。

11 高齢者へのアプローチ 高齢者医療の考え方、フレイル、介護予防について学ぶ。

12 高齢者の介護・福祉・保健① 介護保険、その他高齢者の福祉・法制度について学ぶ。

13 高齢者の介護・福祉・保健②
地域包括ケアシステムを知り、リハビリテーションやセラピストの役割について
学ぶ。

14 まとめ
高齢者の現状、取り巻く環境を理解し、一人のセラピストとしてできること、ま
た社会的な役割についても考える。

15 本試験

参　考　書 なし

授業の留意点・備考 グループ課題を予定しています。

準備学習（予習復習）の
具体的な内容

高齢者の機能変化で、基礎医学（解剖運動生理）の知識が必要ですので、しっかり復習しておくこと。

成　績　評　価

教　科　書 標準理学療法学・作業療法学　老年学（医学書院）

実技試験 小テスト レポート定期試験

課題 発表 その他



（ 50 ％） （ 50 ％） （ ％） （ ％）

（ ％） （ ％） （ ）

科目名 一般臨床医学 担当教員
日赤救急指導員(※1)

楠本敏文／瀧本文博(※2)

学科 理学療法学科 年次 2 開講期 後期 単位数 1 時数 30 授業形態 講義・演習

必修

担当教員の実務経験
※１　日本赤十字社　救急救命指導員（救急救命士）
※２　病院、老人施設において身体機能の訓練に従事した経験を活かし講義・演習ができる。

授　業　概　要
医療従事者として救急救命への意識のみでなく、実際の根拠に基づく技能を学習する。前半は日
赤救急法基礎、救急員養成講習を受講する。後半は、足関節のテーピングおよび三角巾の使用法
について学習する。

区分 専門基礎分野 教育内容 疾病と障害の成り立ち及び回復過程の促進 選択・必修

到　達　目　標
心臓マッサージを用いたＢＬＳ(一次救命処置）が実践できる。ＡＥＤを用いた除細動によるＢ
ＬＳが実践できる。三角巾を用いた止血法、包帯法、固定法が実践できる。足関節のテーピング
を学び、実践できる。

授　業　計　画

回 テーマ　　　 授　業　内　容

1
オリエンテーション
救急法基礎講習①

救急の概念を理解し、救急法の必要性を学ぶ。

2 救急法基礎講習② 循環の生理や心臓マッサージの種類、人工呼吸などを学ぶ。

3 救急法基礎講習③
ＡＥＤを用いた除細動と心配蘇生法について理解を深める。
筆記試験

4 救急員養成講習① 救急法講習テキスト１～７章により、救急員養成の意義や必要性を学ぶ。

5 救急員養成講習② 傷の種類やその危険性について理解し、止血の仕方や出血の手当てを学ぶ。

6 救急員養成講習③ 保護ガーゼ（傷の覆い）や三角巾による包帯方法を学ぶ。

7 救急員養成講習④ 骨折の分類、その観察や手当、固定法を学ぶ。

8 救急員養成講習⑤ 搬送におけるその方法や一般的注意事項について学ぶ。

9 救急員養成講習⑥ 止血法・包帯法・固定法の学科、実技試験と解説を受ける。

10 テーピング① テーピングの基本について理解する。

11 テーピング② 足関節内反ねんざに対するテーピング。

12 テーピング③ 足関節内反ねんざに対するテーピング。

13 三角巾の使用① 止血法について学び、実技を習得する。（三角巾を準備すること）

14 三角巾の使用② 包帯法について学び、実技を習得する。（三角巾を準備すること）

15 三角巾の使用③ 固定法について学び、実技を習得する。（三角巾を準備すること）

参　考　書 適宜資料配布

授業の留意点・備考 複雑な技法もあるため、技術習得のために集中して取り組むこと。

準備学習（予習復習）の
具体的な内容

講義前に必ず救急法講習教本を一読しておくこと。講義以外で実技の復習をすること。

成　績　評　価

教　科　書
赤十字社救急法基礎講習教本　日本赤十字社編集　株式会社　日赤会館発行所
赤十字社救急法講習教本　日本赤十字社編集　株式会社　日赤会館発行所

実技試験 小テスト レポート定期試験

課題 発表 その他



（ 100 ％） （ ％） （ ％） （ ％）

（ ％） （ ％） （ ）

科目名 内科学 担当教員 担当教員

学科 理学療法学科 年次 2 開講期 後期 単位数 1 時数 30 授業形態 講義

必修

担当教員の実務経験

授　業　概　要
各種疾患の病態や症状、検査、治療について学修し、リハビリ対象者の身体状況がアセスメント
でき、安全に治療を行うための知識を修得する。

区分 専門基礎分野 教育内容 疾病と障害の成り立ち及び回復過程の促進 選択・必修

到　達　目　標

系統別・臓器別の疾患について、解剖生理の視点を用いて説明できる。系統別・臓器別の疾患に
必要な
検査の異常所見と機序について説明できる。系統別・臓器別の疾患の特徴的な治療について、リ
ハビリテーションへの影響を説明できる。

授　業　計　画

回 テーマ　　　 授　業　内　容

1
オリエンテーション
症候学

主要症候の症状（発熱、浮腫、意識障害など）とその病態生理について学ぶ。

2 循環器疾患① 循環器疾患の主な症候について学ぶ。

3 循環器疾患② 循環器疾患について学ぶ。心電図の基礎を学ぶ。

4 呼吸器疾患① 呼吸器疾患の主な症候について学ぶ。

5 呼吸器疾患② 呼吸器疾患について学ぶ。

6 消化管疾患 消化管疾患の主な症候について学ぶ。

7 肝胆膵疾患 消火管疾患について学ぶ。

8 血液・造血器疾患 血液の成分と生理、細胞異常について学ぶ。血液疾患について学ぶ。

9 代謝性疾患 代謝調節の仕組みについて学ぶ。各疾患について学ぶ。

10 内分泌疾患 内分泌とホルモンについて学ぶ。各疾患について学ぶ。

11 腎・泌尿器疾患
腎・泌尿器の解剖生理、腎・泌尿器疾患の症候と病態生理、検査について学ぶ。
各疾患について学ぶ。

12 アレルギー疾患 アレルギーの種類と機序に付いて学ぶ。各疾患について学ぶ。

13 感染症 感染症の種類と治療法を学ぶ。

14 まとめ 各疾患の知識の整理をし、国試問題を解いてみる。

15 本試験

参　考　書 「病気が見える」シリーズ

授業の留意点・備考 予習・復習は必ず行うこと。

準備学習（予習復習）の
具体的な内容

生理学Ⅰ・Ⅱ、解剖学Ⅰ～Ⅲの復習をしておくこと。

成　績　評　価

教　科　書 標準理学療法学・作業療法 内科学

実技試験 小テスト レポート定期試験

課題 発表 その他



（ 80 ％） （ ％） （ ％） （ 20 ％）

（ ％） （ ％） （ ）

脊椎疾患の種類、病態、診断、治療法について講義する。脊椎の疾患①

・授業を欠席しない。
・積極的な授業態度を望む。
・わからないことはそのまま済ませず、積極的に質問する。

区分

担当教員整形外科学A 岩北　耕三

理学療法学科 年次 2 開講期

準備学習（予習復習）
の

具体的な内容

教　科　書

参　考　書

授業の留意点・備考

授業ごとの復習を行い、内容の理解を深めること

病気がみえる vol.11 運動器・整形外科　第1版　メディックメディア

脊椎の疾患②

脊椎の疾患③

標準整形外科学　第13版
標準理学療法学・作業療法学　専門基礎分野　整形外科学　第4版

脊椎疾患の種類、病態、診断、治療法について講義する。

脊椎疾患の種類、病態、診断、治療法について講義する。

スポーツ障害、スポーツ外傷の種類、病態、診断、治療法について講義する。

スポーツ障害、スポーツ外傷の種類、病態、診断、治療法について講義する。

神経筋疾患・循環障害・切断の種類、病態、診断、治療法について講義する。

これまでの講義のまとめを行う。まとめ

試験

スポーツ傷害①

スポーツ傷害②

神経筋疾患・循環障害・切断

成　績　評　価

先天性骨・関節疾患

進行性疾患①

進行性疾患②

進行性疾患③ 進行性疾患の種類、病態、診断、治療法について講義する。

先天性骨・関節疾患の種類、病態、診断、治療法について講義する。

進行性疾患の種類、病態、診断、治療法について講義する。

進行性疾患の種類、病態、診断、治療法について講義する。

15

14

13

12

11

10

授　業　内　容

オリエンテーション・総論

整形外科基礎知識

代謝・内分泌性障害

整形外科の定義や領域を総合的に講義する。

整形外科で必要な骨・軟骨・関節について講義する。

代謝・内分泌性障害の種類、病態、診断、治療法について講義する。

9

到　達　目　標

授　業　計　画

整形外科領域の実務に携わった経験を活かし、整形外科領域の主な疾患における症状や検査、治
療法について講義を行う。

理学・作業療法士として整形外科疾患を理解することは臨床において重要である。本授業におい
ては、講義を中心に整形外科学の基礎から各疾患に及ぶ幅広い知識を教授し、習得していく。

運動器疾患を体系的に学び、その臨床症状や障害像を理解する。
代表的な整形外科疾患の病態生理、症状、経過、治療法、用語を理解する。

回

8

7

6

5

4

3

2

1

テーマ　　　

授業形態学科

科目名

担当教員の実務経験

授　業　概　要

選択・必修 必修

30 講義

疾病と障害の成り立ち及び回復過程の促進

前期 単位数 1 時数

専門基礎分野 教育内容

実技試験 小テスト レポート定期試験

課題 発表 その他



（ 60 ％） （ ％） （ 40 ％） （ ％）

（ ％） （ ％） （ ）

授業形態学科

科目名

担当教員の実務経験

授　業　概　要

選択・必修 必修

30 講義

疾病と障害の成り立ち及び回復過程の促進

前期 単位数 1 時数

専門基礎分野 教育内容

9

到　達　目　標

授　業　計　画

病院勤務で運動器疾患に即したリハビリテーションを実施した経験を生かし、運動器疾患の概要
ついて講義、演習を行うことができる。

療法士として整形外科疾患を理解することは臨床において重要である。本授業においては、講義
を中心に整形外科学の基礎から各疾患に及ぶ幅広い知識を教授し、習得していく。

運動器疾患を体系的に学び、その臨床症状や障害像を理解する。

回

8

7

6

5

4

3

2

1

テーマ　　　 授　業　内　容

オリエンテーション
炎症性疾患・RA①

炎症性疾患・RA②

骨・軟部腫瘍

・授業の流れと概要説明　　・炎症の概要

炎症性疾患と、RAの概要

骨腫瘍に関する概要

成　績　評　価

骨折①

骨折②

骨折③

脊髄損傷① 中枢神経、末梢神経、脊髄に関する復習

骨折の概要

上肢骨折の種類と概要

下肢骨折の種類と概要

15

14

13

12

11

10

小テストを適宜実施するため、内容の確認と事後学習に取り組む。

病気がみえる　Vol.11　運動器・整形外科：メディックメディア

関節における外傷性疾患

腱・靭帯における外傷性疾患

基礎運動学　第6版（医歯薬出版）

関節脱臼などの外傷性疾患の概要

腱板断裂などの外傷性疾患の概要

末梢神経に関する解剖、生理学の復習

末梢神経の種類と概要

熱傷の概要

各疾患についてのまとめまとめ

定期試験

末梢神経損傷①

末梢神経損傷②

熱傷

脊髄損傷に関する概要脊髄損傷②

定期試験、小テスト、レポートを総合的に判定する。不明な点は担当教員に確認すること

区分

担当教員整形外科学B 遠山　健一

理学療法学科 年次 2 開講期

運動器疾患の各論についての試験

準備学習（予習復習）
の

具体的な内容

教　科　書

参　考　書

授業の留意点・備考

実技試験 小テスト レポート定期試験

課題 発表 その他



（ 100 ％） （ ％） （ ％） （ ％）

（ ％） （ ％） （ ）

失行，記憶障害高次脳機能障害②

スライド映写（主要なスライドは配布資料を作成する）と教科書を主体に講義形式での授業を進める。

区分

担当教員神経内科学
阪本　徹郎・倉富　晶
中原　圭一・中瀨　卓

理学療法学科 年次 2 開講期

準備学習（予習復習）
の

具体的な内容

教　科　書

参　考　書

授業の留意点・備考

授業前にあらかじめ、講義内容を教科書で予習することが望まれる。

標準理学療法学・作業療法学　専門基礎分野　神経内科学　第5版(医学書院)

高次脳機能障害③

脳神経外科領域／脳血管障害①

病気がみえるvol.7脳・神経　第2版(メディックメディア)

注意障害，遂行機能障害，構音障害，嚥下障害

頭蓋内圧亢進，脳浮腫，脳ヘルニア，髄膜刺激症状／頭蓋内出血

脳梗塞，一過性脳虚血発作

脳血管障害の診断と治療

認知症の症状と病因，診断と治療

脳腫瘍の診断と分類／外傷性脳損傷の診断と治療脳腫瘍／外傷性脳損傷

定期試験

脳血管障害②

脳血管障害③

認知症

成　績　評　価

意識障害、脳死、植物状態／
頭痛、めまい、失神

運動麻痺、錐体路徴候、筋萎縮／
錐体外路徴候、不随意運動

運動失調／感覚障害

高次脳機能障害① 総論，失語症，失認

意識障害の原因，脳死，植物状態／頭痛の分類，めまい，失神

運動麻痺の分類・原因・評価，筋萎縮の分類・評価／
錐体外路の解剖・機能とその障害

運動失調の原因・評価／感覚障害の分布と特徴

15

14

13

12

11

10

授　業　内　容

中枢神経系の解剖と機能

神経学的診断と評価

神経学的検査法

神経系の構成，中枢神経の構造・機能，末梢神経

診察手順，障害の評価

画像診断，神経生理学的検査，自律神経機能検査，腰椎穿刺

9

到　達　目　標

授　業　計　画

阪本　徹郎：2001年～現在　医師　　　　　倉富　晶：2011年～現在　医師
中原　圭一：2003年～現在　医師　　　　　中瀨　卓：2015年～現在　医師

神経内科学的疾患（特に脳梗塞や神経変性疾患など、成人の運動機能障害を生じる疾患を中心
に）の概説を行う。

代表的な神経疾患の病態と診断、治療について総合的に理解する。具体的には、神経系の構成を
理解し、機能障害が発生した場合にどのような症状が現れるか理解する。その障害に対し有効な
治療（根治的／対症療法的／予防的、リハビリテーション／薬剤／その他）について、総合的に
理解する。それを基礎に、神経疾患治療におけるリハビリテーションの目標・役割について理解
する。

回

8

7

6

5

4

3

2

1

テーマ　　　

授業形態学科

科目名

担当教員の実務経験

授　業　概　要

選択・必修 必修

30 講義

疾病と障害の成り立ち及び回復過程の促進

前期 単位数 1 時数

専門基礎分野 教育内容

実技試験 小テスト レポート定期試験

課題 発表 その他



（ 100 ％） （ ％） （ ％） （ ％）

（ ％） （ ％） （ ）

科目名 神経内科学 担当教員
阪本　徹郎・倉富　晶
中原　圭一・中瀨　卓

学科 理学療法学科 年次 2 開講期 後期

必修

単位数 1 時数 30 授業形態 講義

区分 専門基礎分野 教育内容 疾病と障害の成り立ち及び回復過程の促進 選択・必修

担当教員の実務経験
阪本　徹郎：2001年～現在　医師　　　　　倉富　晶：2011年～現在　医師
中原　圭一：2003年～現在　医師　　　　　中瀨　卓：2015年～現在　医師

授　業　概　要
神経内科学的疾患（特に脳梗塞や神経変性疾患など、成人の運動機能障害を生じる疾患を中心
に）の概説を行う。

到　達　目　標

代表的な神経疾患の病態と診断、治療について総合的に理解する。具体的には、神経系の構成を
理解し、機能障害が発生した場合にどのような症状が現れるか理解する。その障害に対し有効な
治療（根治的／対症療法的／予防的、リハビリテーション／薬剤／その他）について、総合的に
理解する。それを基礎に、神経疾患治療におけるリハビリテーションの目標・役割について理解
する。

授　業　計　画

回 テーマ　　　 授　業　内　容

1 脊髄疾患① 脊髄損傷

2 脊髄疾患② 脊髄腫瘍

3 変性疾患、脱髄疾患① 脊髄小脳変性症，運動ニューロン疾患

4 変性疾患、脱髄疾患② 脱髄疾患

5 錐体外路の変性疾患① パーキンソン病

6 錐体外路の変性疾患② パーキンソン症候群，不随意運動を主症状とする疾患

7 末梢神経障害 末梢神経損傷，末梢性ニューロパチー

8 てんかん てんかんの診断と治療

9 筋疾患① 進行性筋ジストロフィー，ミトコンドリア病，先天性ミオパチー

10 筋疾患② 多発性筋炎，周期性四肢麻痺，内分泌代謝性筋疾患，筋無力症

11 感染性疾患 髄膜炎，脳炎・脳症，脳膿瘍，神経梅毒，クロイツフェルト・ヤコブ病，他

12 中毒性疾患、栄養欠乏による神経疾患 水銀中毒，有機リン系農薬中毒，一酸化炭素中毒，ボツリヌス中毒，他

13
小児神経疾患／
廃用症候群と誤用症候群、合併症

脳性麻痺，二分脊椎，他／廃用症候群，誤用症候群，合併症

14 排尿障害／性機能障害 排尿のメカニズム，神経因性膀胱／性機能障害

15 定期試験

参　考　書 病気がみえるvol.7脳・神経　第2版(メディックメディア)

授業の留意点・備考 スライド映写（主要なスライドは配布資料を作成する）と教科書を主体に講義形式での授業を進める。

準備学習（予習復習）
の

具体的な内容
授業前にあらかじめ、講義内容を教科書で予習することが望まれる。

成　績　評　価

教　科　書 標準理学療法学・作業療法学　専門基礎分野　神経内科学　第5版(医学書院)

実技試験 小テスト レポート定期試験

課題 発表 その他



（ 100 ％） （ ％） （ ％） （ ％）

（ ％） （ ％） （ ）

授業形態学科

科目名

担当教員の実務経験

授　業　概　要

選択・必修 必修

30 講義

疾病と障害の成り立ち及び回復過程の促進

後期 単位数 1 時数

専門基礎分野 教育内容

9

到　達　目　標

授　業　計　画

脳神経外科医の臨床経験を活かし、神経系の解剖と機能・脳神経外科疾患について講義を行う。
専門分野としては脳神経外科一般(特に脳動脈瘤・脳腫瘍)
現済生会みすみ病院名誉院長兼脳神経外科部長

国家試験の過去問題を中心に脳神経外科疾患について幅広い知識を習得する

脳神経外科学の基本的概念や代表的疾患の病態生理、症候学、治療法など基礎的知識を習得し、
リハビリテーションの臨床現場で十分に活用できるように備える。

回

8

7

6

5

4

3

2

1

テーマ　　　 授　業　内　容

神経系の解剖１

神経系の解剖２

脳血管障害１

中枢神経、末梢神経、脳血管、脳脊髄液、等

錘体路、錐体外路、知覚伝導路、等

脳出血、くも膜下出血、等

成　績　評　価

脳血管障害２

頭部外傷

脳腫瘍

脊髄・脊椎疾患 脊髄空洞症、脊髄腫瘍、脊髄半切症候群、等

脳梗塞、一過性脳虚血発作、等

急性王幕外血腫、急性硬膜下血腫、脳挫傷、等

脳実質内腫瘍、脳実質外腫瘍、神経皮膚症候群、等

15

14

13

12

11

10

特になし

ニュースタンダード脳神経外科第4版

先天異常

中枢神経系の感染症

病気がみえる　vol.7　脳・神経 2版

二分頭蓋、二分脊椎、等

髄膜炎、脳炎、脳膿瘍、等

錘体路障害、錐体外路障害、等

頭蓋内圧亢進、脳ヘルニア、等

意識障害、高次脳機能障害、等

問題を解説しながら疾患の理解を深めるまとめ

定期試験

障害部位と神経症状１

障害部位と神経症状２

障害部位と神経症状３

片側顔面けいれん、三叉神経痛、不随意運動、等機能的脳神経外科

特になし

区分

担当教員脳神経外科学 藤岡　正導

理学療法学科 年次 2 開講期

準備学習（予習復習）
の

具体的な内容

教　科　書

参　考　書

授業の留意点・備考

実技試験 小テスト レポート定期試験

課題 発表 その他



（ 100 ％） （ ％） （ ％） （ ％）

（ ％） （ ％） （ ）

授業の留意点・備考 1年次の人間発達学や概論で学んだライフサイクルなど応用すべき内容はポイントを抑えておくこと。

準備学習（予習復習）の
具体的な内容

受講前にはテキストの講義予定範囲を必ず読んでおくこと。

成　績　評　価

教　科　書 標準理学・作業療法学　小児科学　第5版　医学書院

15 試験と解説 定期試験を受験し、問題の解説による振り返りを通して学習する。

参　考　書 特になし

13 習癖・睡眠関連疾患・心身医学疾患
小児の習癖、睡眠障害について理解する。発達障害、神経性障害などについて精
神医学の知識を基に整理、理解する。

14 児童虐待 児童虐待など小児における環境・社会問題について理解する。

11 内分泌・代謝疾患
各種ホルモンの働きについて、生理学の知識を基に、各疾患の症状・病態を理解
する。

12 消化器・泌尿器疾患
消化器・泌尿器・生殖器の働きについて生理学の知識を基に、各疾患の症状・病
態を理解する。

9 循環器疾患 循環器の働きについて生理学の知識を基に、各疾患の症状・病態を理解する。

10 呼吸器疾患 呼吸器の働きについて生理学の知識を基に、各疾患の症状・病態を理解する。

7 神経・筋・骨格の疾患② てんかん、発達遅滞を伴う疾患、筋、骨・関節疾患について学ぶ。

8 小児のガン 小児の悪性腫瘍とその治療や予後について学ぶ。

5 先天異常と遺伝病 先天異常の発生要因と遺伝病と遺伝の法則を学ぶ。

6 神経・筋・骨格の疾患① 中枢神経疾患（急性疾患・先天性疾患・その他）、脳血管障害、について学ぶ。

3 診断と治療 診断と検査の意義と過程を知り、治療・訓練への情報を掴む方法を学ぶ。

4 新生児と未熟児 新生児と未熟児の評価と代表的な障害を学ぶ。

1 小児科学とは 小児の疾病学と発達の深い関連性を理解する。

2 成長と発達
小児の体、脳をはじめとした各臓器の発育について理解し、発達の法則性、反射
および正常発達の評価ポイントを学ぶ。

到　達　目　標
子どもの成長と発達について各期の特徴を述べることができる。小児期の育児環境が及ぼす将来
への影響を説明できる。小児期に特徴的な身体と精神の疾患について説明できる。育児に対する
社会福祉対性を述べることができる。

授　業　計　画

回 テーマ　　　 授　業　内　容

必修

担当教員の実務経験
※１　小児科医として多くの診療に携わった経験を基に小児科領域の講義することができる。
※２　病院において身体・精神機能の訓練に従事した経験を活かし講義ができる。

授　業　概　要
子どもの出生から思春期にいたるまでの健康と発達を理解し、将来の社会人として最大限の能力
を発揮できるように支援することを学ぶ。子どもの身体の成長と機能の発達を学び、その正常な
成長と発達の障害の原因を理解する。

区分 専門基礎分野 教育内容 疾病と障害の成り立ち及び回復過程の促進 選択・必修

科目名 小児科学 担当教員
田中　明(※1)

山下　俊／前野祥子(※2)

学科 理学療法学科 年次 2 開講期 後期 単位数 1 時数 30 授業形態 講義・演習

実技試験 小テスト レポート定期試験

課題 発表 その他



（ ％） （ ％） （ ％） （ 100 ％）

（ ％） （ ％） （ ）

授業形態学科

科目名

担当教員の実務経験

授　業　概　要

選択・必修 必修

30 講義・演習

疾病と障害の成り立ち及び回復過程の促進

前期 単位数 1 時数

専門基礎分野 教育内容

9

到　達　目　標

授　業　計　画

【上村】熊本中央病院で急性期の運動器疾患を担当した経験を生かし画像診断について講義・演
習を行うことが出来る【荒川】心臓リハビリテーションの立ち上げ、心臓リハビリテーション医
指導士の取得。10年以上にわたり心臓リハに関わり、必要な検査所見等について講義できる

【上村】単純X線・MRI・CTなどの画像から損傷部位を読みとり、どのような
　　　　評価や治療を行う必要があるのかを学ぶ
【荒川】心エコーについての正常と異常・心エコーレポートを使用しての演習
　　　　心電図の見方心拍数の計算・不整脈について講義及び演習する

【上村】画像を見て損傷部位が読み取れるようになる・損傷部位から必要な評価がわかる
　　　　国家試験の問題が解けるようになる
【荒川】資料を見ながら心エコーレポートが見れる・心拍数の計算が出来る
　　　　資料を見ながら心電計の装着・不整脈の説明ができる

回

8

7

6

5

4

3

2

1

テーマ　　　 授　業　内　容

【上村】脊柱の画像の読み方

【上村】上肢・下肢の画像の読み方

【上村】整形外科疾患の画像の読み方

ヘルニアや脊柱管狭窄症などの画像読影をする

代表的な上下肢の疾患の画像読影をする

RAや小児などの上記以外の整形外科疾患の画像読影をする

成　績　評　価

【上村】国試に出た画像の読み方

【上村】レポート試験

【荒川】心エコー

【荒川】心電図 心電図の見方・心電図の装着

国家試験の問題を解き解説をする

正常値について・心エコーからわかること

15

14

13

12

11

10

「PT・OT基礎から学ぶ画像の読み方」を読んでおく
心臓の解剖・生理を理解する

・PT・OT基礎から学ぶ画像の読み方－国家試験問題攻略-第3版(医歯薬出版)
・標準整形外科学第13版(医学書院)

【荒川】不整脈

【荒川】レポート試験

・病気がみえる<vol.2>　第4版　循環器(メディックメディア)

不整脈の見方・波形について

心拍数の計算・心電図からわかること【荒川】心電図

【上村】授業で学んだ疾患について標準整形外科学で復習すると深く理解が出来る
【荒川】質問に対して反応する。演習では積極的に参加する。ディスカッションを行う。

区分

担当教員画像診断学
荒川　香穂里
上村　恭生

理学療法学科 年次 3 開講期

準備学習（予習復習）
の

具体的な内容

教　科　書

参　考　書

授業の留意点・備考

実技試験 小テスト レポート定期試験

課題 発表 その他



（ 100 ％） （ ％） （ ％） （ ％）

（ ％） （ ％） （ ）

14

回

7

6

5

10

4

3

2

1

試験

成　績　評　価

15 前期末定期試験

準備学習（予習復習）
の

具体的な内容

教　科　書

13

授業の留意点・備考

9

参　考　書

12

ＰＴ・ＯＴ基礎から学ぶ画像の読み方 国試画像問題攻略　第3版　医歯薬出版株式会社

画像診断は病態を知る上で一つの手がかりになるため、臨床では症状と擦りあわせを行う上で参考となる。
ここでは正常画像と重要な部位の理解を深め、損傷部位を読影できるようになってもらいたい。事前学習で
は正常画像をよく見ておくことが重要である。

11

8

画像診断について

画像の種類について

読影演習

画像診断の定義とその意味について理解する。

ＣＴ画像とＭＲＩ画像のそれぞれの特性・読み方について理解する。

ＣＴ・ＭＲＩ画像の読影（正常・異常）について理解する。

学科

正常画像と異常画像 ＣＴ・ＭＲＩ画像における正常画像と異常画像について理解する。

講義

疾病と障害の成り立ち及び回復過程の促進

前期 単位数 1 時数

到　達　目　標

授　業　計　画

　言語聴覚士として実務経験５年以上（介護老人保健施設・成人期の病院）の臨床経験を活か
し、また医学系大学院で研鑽を積んだ脳機能病態学をもとに、画像診断学に関する講義・演習を
行うことができる。

・画像診断の定義について学ぶ。
・ＣＴ画像・ＭＲＩ画像の特性について学ぶ。
・正常なＣＴ画像・ＭＲＩ画像と重要な部位について学ぶ。
・異常が認められるＣＴ画像・ＭＲＩ画像とその病巣について学ぶ。

・画像診断の定義について説明できる。
・ＣＴ画像・ＭＲＩ画像の特性について説明できる。
・正常なＣＴ画像・ＭＲＩ画像と重要な部位について説明できる。
・異常が認められるＣＴ画像・ＭＲＩ画像とその病巣について説明できる。

テーマ　　　

科目名

担当教員の実務経験

授　業　概　要

選択・必修専門基礎分野 教育内容

担当教員画像診断学 林　　　学

理学療法学科 年次 3

授　業　内　容

開講期 授業形態

必修

30

区分

実技試験 小テスト レポート定期試験

課題 発表 その他



（ 60 ％） （ ％） （ 20 ％） （ ％）

（ ％） （ 20 ％） （ ）

授業形態学科

科目名

担当教員の実務経験

授　業　概　要

選択・必修 必修

30 講義・演習

保健医療福祉とリハビリテーションの理念

後期 単位数 1 時数

専門基礎分野 教育内容

9

到　達　目　標

授　業　計　画

病院勤務で急性期から生活期リハビリテーションを実施した経験を生かし、リハビリテーション
の概要、考え方について講義、演習を行うことができる。

・リハビリテーションに関する歴史、現状、今後について考え方を学ぶ。
・リハビリテーションに関する疾患の考え方を学ぶ。

・リハビリテーション医療の対象となる疾患の病態と診断、治療について知識を深めさらに個々
の
　障害に対する評価法と基本的なリハビリテーション治療を理解する。
・最新の医療の考え方を取り入れる。

回

8

7

6

5

4

3

2

1

テーマ　　　 授　業　内　容

オリエンテーション
リハビリテーション医療の現状

リハビリテーション医療の今後

回復期リハビリテーション

・授業の流れと概要説明
・リハビリテーションの現状

チーム医療と地域包括ケアシステムの概要

回復期リハビリテーションの概要

成　績　評　価

予防医療について①

予防医療について②

予防医療について③

予防医療について④ 予防医療について発表

予防医療の考え方と現状

フレイルとサルコペニアの概要

予防医療についての内容検討（発表準備）

15

14

13

12

11

10

小テストを実施するため、授業内容の確認と事後学習に取り組む。

資料を適宜配布

神経、筋疾患リハビリテーション②

呼吸器のリハビリテーション①

病気がみえる　vol.2循環器　vol.4呼吸器　vol.7脳・神経

パーキンソン病のリハビリテーションの概要

呼吸器の解剖学と生理学の復習

呼吸器リハビリテーションの概要

循環器の解剖学と生理学の復習

循環器リハビリテーションの概要

各疾患に対するリハビリテーションについてのまとめまとめ

定期試験

呼吸器のリハビリテーション②

心臓のリハビリテーション①

心臓のリハビリテーション②

神経、筋疾患の解剖学と生理学の復習神経、筋疾患リハビリテーション①

定期試験、小テスト及び発表をふまえ総合的に評価するため、偏りなく取り組むこと。

区分

担当教員リハビリテーション医学 遠山　健一

理学療法学科 年次 2 開講期

各疾患に対するリハビリテーションの確認試験

準備学習（予習復習）
の

具体的な内容

教　科　書

参　考　書

授業の留意点・備考

実技試験 小テスト レポート定期試験

課題 発表 その他



（ 80 ％） （ ％） （ ％） （ 20 ％）

（ ％） （ ％） （ ）

授業形態学科

科目名

担当教員の実務経験

授　業　概　要

選択・必修 必修

30 講義

基礎理学療法学

後期 単位数 1 時数

専門基礎分野 教育内容

9

到　達　目　標

授　業　計　画

理学療法士として10年以上の臨床経験の中で様々な疾患・障害を担当してきた。

日常生活活動低下の原因となっている機能障害について科学的に講義し、患者ごとに異なる病態
の理解と必要な治療法を教授することで問題解決能力を養う。

身体器官における機能的諸問題について病態や発生メカニズムを含めて理解する。
身体器官の構造的特徴と生理的機能が理解できる。
身体器官における病態及び発生メカニズムについての基本的概要を説明することができる。

回

8

7

6

5

4

3

2

1

テーマ　　　 授　業　内　容

総論・オリエンテーション

炎症・創傷

 急性痛 と 慢性痛 ～

本授業の内容や進行をオリエンテーションし、機能障害についての総論を講義す
る。

炎症の定義、基礎、関節炎のメカニズムについて講義する。

急性痛と慢性痛の定義、基礎、発生メカニズムについて講義する。

成　績　評　価

骨折

関節可動域制限

靭帯損傷

筋損傷 筋損傷の定義、機能解剖、治癒過程とイベントについて講義する。

骨折の定義、基礎、治癒過程とイベントについて講義する。

関節可動域制限の定義、責任病巣、発生メカニズムについて講義する。

靭帯損傷の定義、機能解剖、治癒過程とイベントについて講義する。

15

14

13

12

11

10

授業ごとの復習を行い、内容の理解を深めること

病気がみえる vol.11 運動器・整形外科　第1版　メディックメディア

末梢神経損傷

筋萎縮

標準整形外科学　第13版
標準理学療法学・作業療法学　専門基礎分野　整形外科学　第4版

抹消神経損傷の定義、機能解剖、分類、機能障害の特徴、治癒過程とイベントに
ついて講義する。

筋萎縮の定義、疾患にともなう筋萎縮と筋力低下の特徴、廃用性筋萎縮、サルコ
ペニア、筋肥大について講義する。

筋トーヌス異常の定義、制御機構、評価、発生メカニズムについて講義する。

協調運動障害の定義、神経機構、特徴、鑑別方法、発生メカニズム

これまでの講義のまとめを行う。

これまでの講義のまとめを行う。講義まとめ

定期試験

筋トーヌス異常

協調運動障害

講義まとめ

腱損傷の定義、機能解剖、治癒過程とイベントについて講義する。腱損傷

・授業を欠席しない。
・積極的な授業態度を望む。
・わからないことはそのまま済ませず、積極的に質問する。

区分

担当教員機能障害学 岩北　耕三

理学療法学科 年次 2 開講期

定期試験

準備学習（予習復習）
の

具体的な内容

教　科　書

参　考　書

授業の留意点・備考

実技試験 小テスト レポート定期試験

課題 発表 その他



（ 80 ％） （ ％） （ ％） （ ％）

（ 20 ％） （ ％） （ ）

授業形態学科

科目名

担当教員の実務経験

授　業　概　要

選択・必修 必修

30 講義

基礎理学療法学

前期 単位数 1 時数

専門分野 教育内容

9

到　達　目　標

授　業　計　画

介護老人保健施設職員にバイオメカニクスに基づく腰痛予防のための動作および効率的な介助動
作を指導していた経験を活かし講義・演習を行う。

解剖学、運動学、運動科学を踏まえ、人の動作と力学とのつながりに着目する。主に重心、床反
力、関節の動き、立ち上がり、歩行について力学的視点での捉え方を学習する。

身体の関節の動きを理解し、各関節のみならず全身の動きの中で理解することができる。身体の
動きを力学的視点で捉えることができる。

回

8

7

6

5

4

3

2

1

テーマ　　　 授　業　内　容

バイオメカニクス総論

力の合成と分解

生体におけるテコ

バイオメカニクスの考えに必要な基礎知識を学習する。

力の合成と分解の考え方が説明できる。合成・分解の方法が説明できる。

テコが理解できる。テコの考え方を生体に応用できる。

成　績　評　価

重心の求め方

重心の速度・加速度

床反力と重心加速度

床反力作用点(COP)とは何か COPの意味が説明できる。COPと基底面および重心位置の関係が説明できる。

テコの説明、重心の考え方、求め方が説明できる。重心が姿勢によって変化する
ことがわかる。

重心の速度・加速度が説明できる。立ち上がり、座り込み時の重心の速度および
加速度のグラフが描ける。

力と重心の加速度の関係が説明できる。身体に加わる床反力が説明できる。スク
ワットのときの床反力と重心の動きの関係が説明できる。

15

14

13

12

11

10

当授業では数学や物理学の基礎的な考え方が必要とされます。授業の中で必要な知識を都度、紹介していき
ますが、わからなくなったら1年次の運動科学のテキストを見直すようにしてください。

基礎バイオメカニクス第2版　医歯薬出版株式会社

関節モーメントのパワー

立ち上がりのバイオメカニクス

基礎運動学 医歯薬出版株式会社　カパンジー機能解剖学 医歯薬出版株式会社　　プリント配布

関節モーメントの意味、力学的仕事、筋のなす仕事、筋が発生するパワーが説明
できる。

立ち上がりの際の重心の動き、体幹が前傾する意味、基底面の変化と床反力作用
点、床反力の変化、筋の働きが説明できる。

直立時の重心とCOPの位置関係、歩き始めのCOPの矢状面、前額面の動きが説明で
きる。COPの動きと関節モーメントの関係が説明できる。

歩行中の重心および関節モーメントとCOPの関係が説明できる。重心の動きと床
反力の関係が説明できる。

歩行中の重心の動きを滑らかにする機能が説明できる。歩行時の衝撃吸収が説明
できる。ロッカー機能と重心の滑らかな動きの関係が説明できる。

OGIGの歩行用語が説明できる。3つのロッカー機能が説明できる。歩行（歩行の観察 OGIGの方法）

定期試験

歩きはじめのバイオメカニクス

歩行（重心と床反力作用点）

歩行（重心の動きを滑らかにする機能）

関節モーメントとは何か、どのように計算されるかが説明できる。関節モーメン
トと床反力の関係が説明できる。

関節モーメントと筋活動

積極的に発言、質問をしてください。自分の体を使い理解することを心がけてください。

区分

担当教員バイオメカニクス 宮崎　裕士

理学療法学科 年次 2 開講期

準備学習（予習復習）
の

具体的な内容

教　科　書

参　考　書

授業の留意点・備考

実技試験 小テスト レポート定期試験

課題 発表 その他



15 理学療法症例研究 OSCE課題である（中枢神経分野）および（整形外科分野）の症例研究

13 理学療法症例研究 OSCE課題である（中枢神経分野）および（整形外科分野）の症例研究

14 理学療法症例研究 OSCE課題である（中枢神経分野）および（整形外科分野）の症例研究

11 理学療法症例研究 OSCE課題である（中枢神経分野）および（整形外科分野）の症例研究

12 理学療法症例研究 OSCE課題である（中枢神経分野）および（整形外科分野）の症例研究

9 理学療法症例研究 OSCE課題である（中枢神経分野）および（整形外科分野）の症例研究

10 理学療法症例研究 OSCE課題である（中枢神経分野）および（整形外科分野）の症例研究

7 理学療法症例研究 OSCE課題である（中枢神経分野）および（整形外科分野）の症例研究

8 理学療法症例研究 OSCE課題である（中枢神経分野）および（整形外科分野）の症例研究

5 理学療法症例研究 OSCE課題である（中枢神経分野）および（整形外科分野）の症例研究

6 理学療法症例研究 OSCE課題である（中枢神経分野）および（整形外科分野）の症例研究

3 理学療法症例研究 OSCE課題である（中枢神経分野）および（整形外科分野）の症例研究

4 理学療法症例研究 OSCE課題である（中枢神経分野）および（整形外科分野）の症例研究

1 理学療法症例研究 OSCE課題である（中枢神経分野）および（整形外科分野）の症例研究

2 理学療法症例研究 OSCE課題である（中枢神経分野）および（整形外科分野）の症例研究

授　業　概　要
実習前OSCEとして症例を通して、疾患の病態を把握、症状を予測、必要な評価項目の検討、得ら
れたデータの分析、原因の追及、問題点の抽出、理学療法プログラム、ゴール設定において深く
追求し、医学的根拠に基づき、治療を実施し、得られた効果を検証する。

到　達　目　標
必要な情報を収集する事ができる。広い視野で症例を把握することができる。自分の意見を明確
に説明できる。考えられる可能性を考えることができる。中枢神経分野および整形外科分野の一
連の理学療法業務を遂行できる。

授　業　計　画

回 テーマ　　　 授　業　内　容

区分 選択・必修 必修

担当教員の実務経験
教員および理学療法士が試験者となり、学生に模擬患者への評価から治療の経験をさせ理学療法
士の業務と必要な知識を教授することができる。

専門分野 教育内容 基礎理学療法学

単位数 2 時数 60 授業形態 演習

科目名 症例研究Ⅰ 担当教員 理学療法学科教員

学科 理学療法学科 年次 4 開講期 前期



（ ％） （ ％） （ ％） （ ％）

（ 100 ％） （ ％） （ ）

参　考　書 特に指定なし。

授業の留意点・備考
OSCE試験の際は与えられた持ち時間でペース配分を考えながら必要最低限かつ必要十分な実演を行うように
してください。

準備学習（予習復習）
の

具体的な内容

事前に提示された症例について深く考え、疑問点を解決した上で試験を受けるようにしてください。また、
試験終了後は教員によるフィードバックで間違っていたところ、不十分だった点、改善すべき点を認識する
こと。

成　績　評　価

教　科　書 特に指定なし。

29 OSCEフィードバック 教員による学生への個別フィードバック

30 OSCEフィードバック 教員による学生への個別フィードバック

27 OSCEフィードバック 教員による学生への個別フィードバック

28 OSCEフィードバック 教員による学生への個別フィードバック

25 理学療法症例研究発表 OSCE課題（整形外科分野）実施。

26 理学療法症例研究発表 OSCE課題（整形外科分野）実施。

23 理学療法症例研究発表 知識テスト、OSCE課題（中枢神経分野）実施。

24 理学療法症例研究発表 OSCE課題（中枢神経分野）実施。

21 理学療法症例研究 OSCE課題である（中枢神経分野）および（整形外科分野）の症例研究

22 理学療法症例研究 OSCE課題症例に関する質問受付、それに対する返答。

19 理学療法症例研究 OSCE課題である（中枢神経分野）および（整形外科分野）の症例研究

20 理学療法症例研究 OSCE課題である（中枢神経分野）および（整形外科分野）の症例研究

17 理学療法症例研究 OSCE課題である（中枢神経分野）および（整形外科分野）の症例研究

18 理学療法症例研究 OSCE課題である（中枢神経分野）および（整形外科分野）の症例研究

授　業　計　画

回 テーマ　　　 授　業　内　容

16 理学療法症例研究 OSCE課題である（中枢神経分野）および（整形外科分野）の症例研究

実技試験 小テスト レポート定期試験

課題 発表 その他



科目名 症例研究Ⅱ 担当教員 理学療法学科教員

学科 理学療法学科 年次 4 開講期 後期

区分 選択・必修 必修

担当教員の実務経験
教員および理学療法士が試験者となり、学生に模擬患者への評価から治療の経験をさせ理学療法
士の業務と必要な知識を教授することができる。

専門分野 教育内容 基礎理学療法学

単位数 2 時数 60 授業形態 演習

1 理学療法症例研究 OSCE課題である（中枢神経分野）および（整形外科分野）の症例研究

2 理学療法症例研究 OSCE課題である（中枢神経分野）および（整形外科分野）の症例研究

授　業　概　要
実習後OSCEとして症例を通して、疾患の病態を把握、症状を予測、必要な評価項目の検討、得ら
れたデータの分析、原因の追及、問題点の抽出、理学療法プログラム、ゴール設定において深く
追求し、医学的根拠に基づき、治療を実施し、得られた効果を検証する。

到　達　目　標
必要な情報を収集する事ができる。広い視野で症例を把握することができる。自分の意見を明確
に説明できる。考えられる可能性を考えることができる。中枢神経分野および整形外科分野の一
連の理学療法業務を遂行できる。

授　業　計　画

回 テーマ　　　 授　業　内　容

5 理学療法症例研究 OSCE課題である（中枢神経分野）および（整形外科分野）の症例研究

6 理学療法症例研究 OSCE課題である（中枢神経分野）および（整形外科分野）の症例研究

3 理学療法症例研究 OSCE課題である（中枢神経分野）および（整形外科分野）の症例研究

4 理学療法症例研究 OSCE課題である（中枢神経分野）および（整形外科分野）の症例研究

9 理学療法症例研究 OSCE課題である（中枢神経分野）および（整形外科分野）の症例研究

10 理学療法症例研究 OSCE課題である（中枢神経分野）および（整形外科分野）の症例研究

7 理学療法症例研究 OSCE課題である（中枢神経分野）および（整形外科分野）の症例研究

8 理学療法症例研究 OSCE課題である（中枢神経分野）および（整形外科分野）の症例研究

13 理学療法症例研究 OSCE課題である（中枢神経分野）および（整形外科分野）の症例研究

14 理学療法症例研究 OSCE課題である（中枢神経分野）および（整形外科分野）の症例研究

11 理学療法症例研究 OSCE課題である（中枢神経分野）および（整形外科分野）の症例研究

12 理学療法症例研究 OSCE課題である（中枢神経分野）および（整形外科分野）の症例研究

15 理学療法症例研究 OSCE課題である（中枢神経分野）および（整形外科分野）の症例研究



（ ％） （ ％） （ ％） （ ％）

（ 100 ％） （ ％） （ ）

17 理学療法症例研究 OSCE課題である（中枢神経分野）および（整形外科分野）の症例研究

18 理学療法症例研究 OSCE課題である（中枢神経分野）および（整形外科分野）の症例研究

授　業　計　画

回 テーマ　　　 授　業　内　容

16 理学療法症例研究 OSCE課題である（中枢神経分野）および（整形外科分野）の症例研究

21 理学療法症例研究 OSCE課題である（中枢神経分野）および（整形外科分野）の症例研究

22 理学療法症例研究 OSCE課題症例に関する質問受付、それに対する返答。

19 理学療法症例研究 OSCE課題である（中枢神経分野）および（整形外科分野）の症例研究

20 理学療法症例研究 OSCE課題である（中枢神経分野）および（整形外科分野）の症例研究

25 理学療法症例研究発表 OSCE課題（整形外科分野）実施。

26 理学療法症例研究発表 OSCE課題（整形外科分野）実施。

23 理学療法症例研究発表 知識テスト、OSCE課題（中枢神経分野）実施。

24 理学療法症例研究発表 OSCE課題（中枢神経分野）実施。

29 OSCEフィードバック 教員による学生への個別フィードバック

30 OSCEフィードバック 教員による学生への個別フィードバック

27 OSCEフィードバック 教員による学生への個別フィードバック

28 OSCEフィードバック 教員による学生への個別フィードバック

参　考　書 特に指定なし。

授業の留意点・備考
OSCE試験の際は与えられた持ち時間でペース配分を考えながら必要最低限かつ必要十分な実演を行うように
してください。

準備学習（予習復習）
の

具体的な内容

事前に提示された症例について深く考え、疑問点を解決した上で試験を受けるようにしてください。また、
試験終了後は教員によるフィードバックで間違っていたところ、不十分だった点、改善すべき点を認識する
こと。

成　績　評　価

教　科　書 特に指定なし。

実技試験 小テスト レポート定期試験

課題 発表 その他



14 運動機能学⑤ 神経支配について理解する

15 運動機能学⑥ 正常歩行について理解する

12 運動機能学③ 筋（下肢）の構造と機能について理解する

13 運動機能学④ 筋（頸部・体幹）の構造と機能について理解する

10 運動機能学① 骨・関節の構造と機能について理解する

11 運動機能学② 筋（上肢）の構造と機能について理解する

8 解剖生理学⑧ 骨格筋の構造と機能について理解する

9 解剖生理学⑨ 感覚の構造と機能について理解する

6 解剖生理学⑥ 中枢神経の構造と機能について理解する

7 解剖生理学⑦ 末梢神経の構造と機能について理解する

4 解剖生理学④ 呼吸器系の構造と機能について理解する

5 解剖生理学⑤ 代謝,内分泌系の構造と機能について理解する

2 解剖生理学② 消化器系の構造と機能について理解する

3 解剖生理学③ 泌尿器系の構造と機能について理解する

授　業　計　画

回 テーマ　　　 授　業　内　容

1 解剖生理学① 循環器系の構造と機能について理解する

担当教員の実務経験 理学療法業務に携わった経験を持つ教員が、基礎医学及び臨床医学について講義する。

授　業　概　要
理学療法の対象疾患・障害の病態や発生メカニズムを理解する上で不可欠である基礎医学的知識
と、それを基にした主な疾患の病因、病態生理、症候、診断と治療を学習する。

到　達　目　標
専門基礎分野である基礎医学について理解できる。
専門基礎分野である臨床医学について理解できる。

区分 専門分野 教育内容 基礎理学療法学 選択・必修 必修

単位数 2 時数 60 授業形態 講義

科目名 理学療法基礎臨床医学 担当教員 専任教員

学科 理学療法学科 年次 4 開講期 後期



（ ％） （ ％） （ ％） （ ％）

（ 100 ％） （ ％） （ ）

教　科　書

参　考　書
国家試験必修ポイント2021 専門基礎分野：医歯薬出版株式会社
クエスチョン・バンク2021 共通問題：株式会社ﾒﾃﾞｯｸﾒﾃﾞｨｱ

授業の留意点・備考

30 総括

準備学習（予習復習）
の

具体的な内容
講義毎に復習を行い理解度を高めること。

成　績　評　価

28 リハビリテーション医学 廃用症候群について理解する

29 リハビリテーション概論 国際生活機能分類、法規･関連制度について理解する

26 臨床心理学 心理療法の特徴と防衛機制について理解する

27 精神医学 器質性精神疾患について理解する

24 神経内科学② パーキンソン病について理解する

25 神経内科学③ 神経筋疾患について理解する

22 整形外科学③ 熱傷,末梢神経障害について理解する

23 神経内科学① 脳血管障害,高次脳機能障害について理解する

20 整形外科学① 骨関節障害について理解する

21 整形外科学② 脊髄損傷について理解する

18 内科学① 循環器,代謝性疾患について理解する

19 内科学② 呼吸器,消化器疾患について理解する

16 病理学① 各疾患の病理変化と所見について理解する

17 病理学② 各疾患の病因について理解する

授　業　計　画

回 テーマ　　　 授　業　内　容

実技試験 小テスト レポート定期試験

課題 発表 その他



14 補装具療法② 義肢について理解する

15 補装具療法③ 異常歩行について理解する

12 日常生活活動・生活環境論② 住環境整備について理解する

13 補装具療法① 装具について理解する

10 物理療法② 水治療法,寒冷療法について理解する

11 日常生活活動・生活環境論① ADLについて理解する

8 運動療法② 筋力増強運動について理解する

9 物理療法① 温熱療法について理解する

6 理学療法評価学④ その他,運動系評価について理解する

7 運動療法① 持久力増強運動について理解する

4 理学療法評価学② 関節可動域検査について理解する

5 理学療法評価学③ 整形外科テストについて理解する

2 基礎理学療法② 歩行の臨床運動学について理解する

3 理学療法評価学① 徒手筋力テストについて理解する

授　業　計　画

回 テーマ　　　 授　業　内　容

1 基礎理学療法① エビデンスに基づく理学療法について理解する

担当教員の実務経験
理学療法業務に携わった経験を持つ教員が、基礎理学療法学及び障害別理学療法治療学に
ついて講義する。

授　業　概　要
理学療法の基礎および疾患の種類に関係なく共通する理学療法評価・治療の知識・技術を理解
し、各疾患の特性を考慮した個別の理学療法を学ぶ。

到　達　目　標
専門分野である基礎理学療法学について理解できる。
専門分野である障害別理学療法治療学について理解できる。

区分 専門分野 教育内容 基礎理学療法学 選択・必修 必修

単位数 2 時数 60 授業形態 講義

科目名 理学療法専門臨床医学演習 担当教員 専任教員

学科 理学療法学科 年次 4 開講期 後期



（ ％） （ ％） （ ％） （ ％）

（ 100 ％） （ ％） （ ）

教　科　書

参　考　書
国家試験必修ポイント2021 専門分野：医歯薬出版株式会社
クエスチョン・バンク2021 専門問題：株式会社ﾒﾃﾞｯｸﾒﾃﾞｨｱ

授業の留意点・備考

30 総括

準備学習（予習復習）
の

具体的な内容
講義毎に復習を行い理解度を高めること。

成　績　評　価

28 運動発達障害領域 脳性麻痺の理学療法治療介入について理解する

29 その他の障害 悪性腫瘍等の理学療法治療介入について理解する

26 内部障害領域① 循環器障害の理学療法治療介入について理解する

27 内部障害領域② 呼吸器障害の理学療法治療介入について理解する

24 神経筋系障害領域① 筋ジストロフィーの理学療法治療介入について理解する

25 神経筋系障害領域② 末梢神経障害の理学療法治療介入について理解する

22 中枢神経系障害領域③ 脊髄損傷の理学療法評価について理解する

23 中枢神経系障害領域④ 脊髄損傷の理学療法治療介入について理解する

20 中枢神経系障害領域① 脳血管障害の理学療法評価について理解する

21 中枢神経系障害領域② 脳血管障害の理学療法治療介入について理解する

18 骨関節系障害領域③ 体幹障害の理学療法治療介入について理解する

19 骨関節系障害領域④ 関節リウマチの理学療法治療介入について理解する

16 骨関節系障害領域① 下肢障害の理学療法治療介入について理解する

17 骨関節系障害領域② 上肢障害の理学療法治療介入について理解する

授　業　計　画

回 テーマ　　　 授　業　内　容

実技試験 小テスト レポート定期試験

課題 発表 その他



15 内科疾患の理学療法②
（グループワーク）消化器、内分泌性、代謝性疾患の理学療法を学習する。ま
た、過去出題された国家試験問題を掲示し、討論および解説を行う。

13 理学療法評価法③
（グループワーク・演習）上記記載項目以外の理学療法評価法について学習す
る。学習した項目を実際に行い、各評価手技を確認する。

14 内科疾患の理学療法①
（グループワーク）循環器、呼吸器疾患の理学療法を学習する。また、過去出題
された国家試験問題を掲示し、討論および解説を行う。

11 理学療法評価法①
（グループワーク・演習）徒手筋力検査、関節可動域測定について学習する。学
習した項目を実際に行い、各評価手技を確認する。

12 理学療法評価法②
（グループワーク・演習）感覚検査、反射検査、Brunnstrom法について学習す
る。学習した項目を実際に行い、各評価手技を確認する。

9 運動療法
（グループワーク）各運動療法の適応および効果、リスク管理について学習す
る。また、過去出題された国家試験問題を掲示し、討論および解説を行う。

10 運動療法
（グループワーク）各物理療法の適応および効果、リスク管理について学習す
る。また、過去出題された国家試験問題を掲示し、討論および解説を行う。

7 リハビリテーション概論・医学①
（グループワーク）理学療法領域に関わる事柄について学習する。また、過去出
題された国家試験問題を掲示し、討論および解説を行う。

8 リハビリテーション概論・医学②
理学療法士としての職業倫理また、理学療法士に必要な管理・マネジメントにつ
いての概念と方法論を理解・認識する。

5 運動学
（グループワーク）各関節また、基本動作の運動について学習する。また、過去
出題された国家試験問題を掲示し、討論および解説を行う。

6 運動・生体力学
（グループワーク）身体運動の力学、筋生理学について学習する。また、過去出
題された国家試験問題を掲示し、討論および解説を行う。

3 生理・病理学①
（グループワーク）骨、関節と靭帯、筋系、神経系の生理・病理について学習す
る。また、過去出題された国家試験問題を掲示し、討論および解説を行う。

4 生理・病理学②
（グループワーク）感覚器系、循環器系、消化器系の生理・病理について学習す
る。また、過去出題された国家試験問題を掲示し、討論および解説を行う。

1 解剖学①
（グループワーク）骨、関節と靭帯、筋系、神経系の解剖について学習する。ま
た、過去出題された国家試験問題を掲示し、討論および解説を行う。

2 解剖学②
（グループワーク）感覚器系、循環器系、消化器系の解剖について学習する。ま
た、過去出題された国家試験問題を掲示し、討論および解説を行う。

授　業　概　要
理学療法士になるために必要な知識及び技能を修得し、ある程度の助言・指導のもとに、基本的
理学療法を遂行できるために基礎分野、専門基礎分野、専門分野を総合的に学習する。

到　達　目　標
種々の障害に必要な理学療法の評価・治療に関する知識・技術を習得する。
対象者の地域における生活を支援していくために必要な知識や技術を習得する。
基本的理学療法を遂行するために必要な臨床能力を習得する。

授　業　計　画

回 テーマ　　　 授　業　内　容

区分 選択・必修 必修

担当教員の実務経験
理学療法士としての臨床経験において、様々な疾患を受け持ち評価・治療を行った経験を基に講
義を行う。

専門分野 教育内容 基礎理学療法学

単位数 2 時数 60 授業形態 講義・演習

科目名 理学療法総合臨床医学演習 担当教員 理学療法専任教員

学科 理学療法学科 年次 4 開講期 前期



（ ％） （ ％） （ ％） （ ％）

（ 100 ％） （ ％） （ ）

参　考　書 持参教科書に関係するもの

授業の留意点・備考
グループワークで実施するため、討論時には積極的に意見を発すること。
講義内での疑問点は、積極的に質疑を通して解決に努めるようすること。

準備学習（予習復習）
の

具体的な内容

病態については、各自で学習しているため必ず復習し、代表的な症状とその機序を理解し、知識を深めてい
くこと。

成　績　評　価

教　科　書
随時資料配布
必要時、随時持参教科書を伝達

29 国際障害分類と国際生活機能分類
（グループワーク）国際障害分類と国際生活機能分類について学習する。また、
過去出題された国家試験問題を掲示し、討論および解説を行う。

30 日常生活活動と理学療法
（グループワーク）日常生活活動の評価であるBIおよびFIMについて学習する。
また、過去出題された国家試験問題を掲示し、討論および解説を行う。

27 補装具療法
（グループワーク）上肢・体幹に対する補装具療法について学習する。また、過
去出題された国家試験問題を掲示し、討論および解説を行う。

28 補装具療法
（グループワーク）骨盤帯・下肢に対する補装具療法について学習する。また、
過去出題された国家試験問題を掲示し、討論および解説を行う。

25 人間発達・小児科学
（グループワーク）小児の人間・運動発達、反射・反応について学習する。ま
た、過去出題された国家試験問題を掲示し、討論および解説を行う。

26 小児疾患の理学療法
（グループワーク）小児疾患に対する理学療法について学習する。また、過去出
題された国家試験問題を掲示し、討論および解説を行う。

23 整形外科疾患の理学療法
（グループワーク）骨折、骨折の治癒、骨折で生じる合併症について学習する。
また、過去出題された国家試験問題を掲示し、討論および解説を行う。

24 整形外科疾患の理学療法
（グループワーク）整形外科疾患に対する理学療法について学習する。また、過
去出題された国家試験問題を掲示し、討論および解説を行う。

21 脊髄損傷の理学療法①
（グループワーク）脊髄損傷の理学療法評価について学習する。また、過去出題
された国家試験問題を掲示し、討論および解説を行う。

22 脊髄損傷の理学療法②
（グループワーク）脊髄損傷の理学療法、獲得できるADLについて学習する。ま
た、過去出題された国家試験問題を掲示し、討論および解説を行う。

19 脳血管疾患の理学療法②
（グループワーク）脳血管疾患の理学療法の理論について学習する。また、過去
出題された国家試験問題を掲示し、討論および解説を行う。

20 神経筋疾患の理学療法
（グループワーク）神経筋疾患の評価および理学療法について学習する。また、
過去出題された国家試験問題を掲示し、討論および解説を行う。

17 臨床神経医学
（グループワーク）神経の病態生理、高次脳機能障害について学習する。また、
過去出題された国家試験問題を掲示し、討論および解説を行う。

18 脳血管疾患の理学療法①
（グループワーク）脳血管疾患の理学療法評価について学習する。また、過去出
題された国家試験問題を掲示し、討論および解説を行う。

授　業　計　画

回 テーマ　　　 授　業　内　容

16 がんの理学療法
がんのリハビリテーションの意義目的を理解し、がんの病気別分類、評価、リハ
ビリテーションの実際を理解・認識する。

実技試験 小テスト レポート定期試験

課題 発表 その他



14 関節可動域検査⑧ 頸部、胸腰部の関節可動域測定を行う。

15 関節可動域検査⑨
症例情報を掲示し、関節可動域検査の結果に対する解釈、アセスメントを学習す
る。

12 関節可動域検査⑥ 膝関節、足関節、足部の関節可動域測定を行う。

13 関節可動域検査⑦ 母指、指、母趾、趾の関節可動域測定を行う。

10 関節可動域検査④ 肘関節、前腕、手関節の関節可動域測定を行う。

11 関節可動域検査⑤ 股関節の関節可動域測定を行う。

8 関節可動域検査②
身体の基本的肢位、運動方向を理解する。また、関節可動域測定の基本軸、移動
軸、正常可動域を理解する。

9 関節可動域検査③ 肩甲帯、肩関節の関節可動域測定を行う。

6 周径② 四肢周径測定および体幹周径測定を行う。切断端の周径測定を理解する。

7 関節可動域検査① 関節可動域測定の意義・目的を理解する。可動域制限因子を理解する。

4 形態測定② 四肢長および肢節長の測定を行う。

5 周径① 周径の意義・目的および方法を理解する。

2 一般的評価事項 医療情報の内容また、医療情報収集の仕方を学習する。

3 形態測定① 形態測定の意義・目的および方法を理解する。

授　業　計　画

回 テーマ　　　 授　業　内　容

1 理学療法評価学　総論
理学療法評価の意義・目的を理解し、評価の手順を学習する。また、国際障害分
類と国際生活機能分類について学習する。

担当教員の実務経験
理学療法業務に携わった経験を持つ教員が、人体の構造と機能に基づき検査の目的、方法や実施
上の注意事項について講義する。

授　業　概　要
理学療法評価の意義を理解し、特定の疾患に限らず広範に用いられる理学療法評価の基本的な検
査・測定手技および評価の記載方法を学習する。

到　達　目　標
理学療法評価の目的、対象について説明できる。
障害に対応した検査項目を列挙し、それぞれの意義について説明できる。
各検査の方法について理解し、実施できる。

区分 専門分野 教育内容 理学療法評価学 選択・必修 必修

単位数 2 時数 60 授業形態 講義・演習

科目名 理学療法評価学Ⅰ 担当教員 山下 俊 ／ 楠本 敏文

学科 理学療法学科 年次 2 開講期 前期



（ 50 ％） （ 50 ％） （ ％） （ ％）

（ ％） （ ％） （ ）

教　科　書
理学療法評価学 改訂第6版：金原出版株式会社
ベッドサイドの神経の診かた 改訂18版：株式会社南山堂

参　考　書
病気がみえるVol.7脳･神経 第2版　Vol.11運動器･整形外科：株式会社ﾒﾃﾞｨｯｸﾒﾃﾞｨｱ
プロメテウス解剖学アトラス解剖総論/運動器系 第3版：株式会社医学書院

授業の留意点・備考 実習服を着用し、清潔な身だしなみを心掛けること。

30 前期末定期試験

準備学習（予習復習）
の

具体的な内容

講義毎に復習を行い理解度を高めること。
実技手技が多いため必要に応じて各自練習を行うこと。
解剖･生理･運動学を復習すること。

成　績　評　価

28 姿勢反射検査② 脊髄および脳幹レベルの検査について実施できる

29 姿勢反射検査③ 中脳,脳皮質レベルの検査について実施できる

26 筋トーヌス検査③ 筋トーヌス検査（姿勢性）について実施できる

27 姿勢反射検査① 姿勢反射について理解し、検査法および評価法を身につける

24 筋トーヌス検査① 筋トーヌスについて理解し、検査法および評価法を身につける

25 筋トーヌス検査② 筋トーヌス検査（休止時）について実施できる

22 深部腱反射・病的反射③ 表在反射について実施できる

23 深部腱反射・病的反射④ 病的反射について実施できる

20 深部腱反射・病的反射① 反射について理解し、検査法および評価法を身につける

21 深部腱反射・病的反射② 深部腱反射について実施できる

18 知覚検査③ 知覚検査（深部感覚）について実施できる

19 知覚検査④ 知覚検査（複合感覚）について実施できる

16 知覚検査① 知覚について理解し、検査法および評価法を身につける

17 知覚検査② 知覚検査（表在感覚）について実施できる

授　業　計　画

回 テーマ　　　 授　業　内　容

実技試験 小テスト レポート定期試験

課題 発表 その他



14 協調性検査① 協同運動障害および測定障害を実際に行い、判定や障害を学習する。

15 協調性検査①
その他の検査（腕叩打、跳ね返り現象、振り子運動）を実際に行い、判定や障害
を学習する。

12 協調性検査①
協調運動障害の特徴を理解し、運動失調の分類を学習する。協調性検査の意義・
目的を理解する。

13 協調性検査① 運動失調検査を実際に行い、判定や障害を学習する。

10 痛みの評価① 痛みの成因、発生機序を理解し、痛みの分類について学習する。

11 痛みの評価② 痛みの評価における手順、各種痛みの評価法を学習する。

8 整形外科疾患検査⑧ 下肢の機能解剖を理解し、疼痛・陽性反応が生じるメカニズムを学習する。

9 整形外科疾患検査⑨
下肢に対する整形外科疾患検査を実際に実施し、検査方法および評価判定を学習
する。

6 整形外科疾患検査⑥ 上肢の機能解剖を理解し、疼痛・陽性反応が生じるメカニズムを学習する。

7 整形外科疾患検査⑦
上肢に対する整形外科疾患検査を実際に実施し、検査方法および評価判定を学習
する。

4 整形外科疾患検査④
腰部・骨盤帯の機能解剖を理解し、疼痛・陽性反応が生じるメカニズムを学習す
る。

5 整形外科疾患検査⑤
腰部・骨盤帯に対する整形外科疾患検査を実際に実施し、検査方法および評価判
定を学習する。

2 整形外科疾患検査②
頸部・胸部の機能解剖を理解し、疼痛・陽性反応が生じるメカニズムを学習す
る。

3 整形外科疾患検査③
頸部・胸部に対する整形外科疾患検査を実際に実施し、検査方法および評価判定
を学習する。

授　業　計　画

回 テーマ　　　 授　業　内　容

1 整形外科疾患検査① 整形外科疾患検査の意義・目的を学習する。

担当教員の実務経験
理学療法業務に携わった経験を持つ教員が、人体の構造と機能に基づき検査の目的、方法や実施
上の注意事項について講義する。

授　業　概　要
理学療法評価の意義を理解し、特定の疾患に限らず広範に用いられる理学療法評価の基本的な検
査・測定手技および評価の記載方法を学習する。

到　達　目　標
理学療法評価の目的、対象について説明できる。
障害に対応した検査項目を列挙し、それぞれの意義について説明できる。
各検査の方法について理解し、実施できる。

区分 専門分野 教育内容 理学療法評価学 選択・必修 必修

単位数 2 時数 60 授業形態 講義・演習

科目名 理学療法評価学Ⅱ 担当教員 山下 俊 ／ 楠本 敏文

学科 理学療法学科 年次 2 開講期 後期



（ 50 ％） （ 50 ％） （ ％） （ ％）

（ ％） （ ％） （ ）

教　科　書
理学療法評価学 改訂第6版：金原出版株式会社
ベッドサイドの神経の診かた 改訂18版：株式会社南山堂

参　考　書
病気がみえるVol.7脳･神経 第2版　Vol.11運動器･整形外科：株式会社ﾒﾃﾞｨｯｸﾒﾃﾞｨｱ
プロメテウス解剖学アトラス解剖総論/運動器系 第3版：株式会社医学書院

授業の留意点・備考 実習服を着用し、清潔な身だしなみを心掛けること。

30 後期末定期試験

準備学習（予習復習）
の

具体的な内容

講義毎に復習を行い理解度を高めること。
実技手技が多いため必要に応じて各自練習を行うこと。
解剖･生理･運動学を復習すること。

成　績　評　価

28 高次脳機能検査① 高次脳機能障害について理解し、検査法および評価法を身につける

29 高次脳機能検査② 高次脳機能検査（失認、失行）について実施できる

26 脳神経検査③ 脳神経検査（第Ⅴ･Ⅶ,Ⅷ）について実施できる

27 脳神経検査④ 脳神経検査（第Ⅸ･Ⅹ,Ⅺ･Ⅻ）について実施できる

24 脳神経検査① 脳神経機能について理解し、検査法および評価法を身につける

25 脳神経検査② 脳神経検査（第Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ･Ⅳ･Ⅵ）について実施できる

22 片麻痺機能検査④ 片麻痺機能検査（Brunnstrom test）について実施できる

23 片麻痺機能検査⑤ 片麻痺機能検査（Brunnstrom test）について実施できる

20 片麻痺機能検査② 片麻痺機能検査（Brunnstrom test）について実施できる

21 片麻痺機能検査③ 片麻痺機能検査（Brunnstrom test）について実施できる

18 バランステスト③ バランステストについて実施できる

19 片麻痺機能検査① 片麻痺の運動機能について理解し、検査法および評価法を身につける

16 バランステスト① バランスについて理解し、検査法および評価法を身につける

17 バランステスト② バランステストについて実施できる

授　業　計　画

回 テーマ　　　 授　業　内　容

実技試験 小テスト レポート定期試験

課題 発表 その他



（ ％） （ 80 ％） （ ％） （ ％）

（ ％） （ ％） （ ）

授業形態学科

科目名

担当教員の実務経験

授　業　概　要

選択・必修 必修

30 講義・演習

理学療法評価学

前期 単位数 1 時数

専門分野 教育内容

9

到　達　目　標

授　業　計　画

急性期、亜急性期、術後症例を担当し、運動器疾患を中心に検査・測定を行った経験を活かし、
徒手筋力検査について講義・演習を行う。

徒手筋力検査法の原理段階づけシステム、基準などに基づき解剖学・運動学的な知識と関連させ
ながら、徒手筋力検査法の各々の手法を確実に習得する。また、患者様へのオリエンテーション
を含めコミュニケーション能力が求められる為、演習を通して自ら学ぶ姿勢や協調性、患者ある
いは利用者に対する適切な対応を身につけ、短期臨床実習へと繋いでいく。

テストを行う筋の局在と解剖学的特徴に関する知識、筋線維の方向と各々の筋、筋の収縮活動を
触知できる能力、活動に参加する筋群の機能に関する知識を理解する。
各々異なる手技に対して、常に正しい体位のとり方、固定の方法、代償運動パターンを理解し、
適切な徒手筋力検査を実施する。

回

8

7

6

5

4

3

2

1

テーマ　　　 授　業　内　容

徒手筋力検査　総論

股関節の徒手筋力検査①

股関節の徒手筋力検査②

徒手筋力検査の原理。筋力テスト段階を定める基準を理解する。

屈曲、屈曲・外転および膝関節屈曲位での外旋の徒手筋力検査を実施する。

伸展、外転の徒手筋力検査を実施する。

成　績　評　価
口頭試験　20％

股関節の徒手筋力検査③

股関節の徒手筋力検査④

股関節の徒手筋力検査⑤

膝関節の徒手筋力検査① 屈曲、伸展の徒手筋力検査を実施する。

股関節屈曲位からの外転、内転の徒手筋力検査を実施する。

外旋、内旋の徒手筋力検査を実施する。

症例掲示し、それに対する徒手筋力検査を実施する。

15

14

13

12

11

10

1.2年次に学習した解剖・運動学を復習する。
講義ごとに随時復習を行い、理解度および検査手技を理解する。

新・徒手筋力検査法　原著9版　協同医書出版社
プロメテウス解剖学アトラス　解剖学総論運動器系　医学書院
講義ごとに随時資料配布

足関節の徒手筋力検査①

足関節の徒手筋力検査②

病気がみえる運動器・整形外科VOL11　MEDIC MEDIA

底屈、底屈を伴う外返しの徒手筋力検査を実施する。

背屈ならびに内がえし、内がえしの徒手筋力検査を実施する。

症例掲示し、それに対する徒手筋力検査を実施する。

足趾複合屈曲、複合伸展の徒手筋力検査を実施する。

屈曲、伸展、回旋の徒手筋力検査を実施する。

骨盤挙上、安静吸気の徒手筋力検査を実施する。体幹の徒手筋力検査②

定期試験

足関節の徒手筋力検査③

母趾と足趾の徒手筋力検査

体幹の徒手筋力検査①

症例掲示し、それに対する徒手筋力検査を実施する。膝関節の徒手筋力検査②

実習着にて受講すること。
講義ごとに復習を行い、適切なオリエンテーション、肢位、手技を学習すること。

区分

担当教員徒手筋力検査学Ⅰ 山下　俊

理学療法学科 年次 2 開講期

上記項目の実技試験および口頭試験を実施する。

準備学習（予習復習）
の

具体的な内容

教　科　書

参　考　書

授業の留意点・備考

実技試験 小テスト レポート定期試験

課題 発表 その他



（ ％） （ 80 ％） （ ％） （ ％）

（ ％） （ ％） （ ）

授業形態学科

科目名

担当教員の実務経験

授　業　概　要

選択・必修 必修

30 講義・演習

理学療法評価学

後期 単位数 1 時数

専門分野 教育内容

9

到　達　目　標

授　業　計　画

介護老人保健施設で維持期における様々な利用者の心身機能、障害像、検査測定や評価を行った
経験を活かし、徒手筋力検査の観察・段階づけ・検査方法について講義・演習を行う。

徒手筋力検査法の原理、段階づけ、基準などに基づき解剖学・運動学的な知識と関連させなが
ら、徒手筋力検査法の各々の手法を習得する。臨床では患者様へのオリエンテーションを含めコ
ミュニケーション能力が求められるため、演習を通して身につける。

徒手筋力検査法の原理、段階づけシステム、基準などを理解する。各検査手技を解剖学・運動学
的な原理と関連させながら柔軟な考え方を培う。手技を確実に習得する。臨床を見越した視診、
触診の力を養う。

回

8

7

6

5

4

3

2

1

テーマ　　　 授　業　内　容

オリエンテーション　筋力検査の目的、徒手
筋力検査法とは

肩関節　肩甲平面挙上と外転

肩関節　屈曲と伸展

段階づけシステム、抑止テスト、抗抵抗自動運動テスト、抵抗の負荷、プラス
（＋）と（－）の段階づけについて学ぶ。

①筋の触診、②視診による動きの確認、③検査手技での抵抗のかけ方、④筋力の
段階づけ、⑤代償運動について学ぶ。また、棘上筋テストについて学ぶ。

①筋の触診、②視診による動きの確認、③検査手技での抵抗のかけ方、④筋力の
段階づけ、⑤代償運動について学ぶ。

成　績　評　価
口頭試験　20  ％

肩関節　水平外転と水平内転

肩関節　外旋と内旋

肩甲骨　外転と上方回旋、挙上、内転

肩甲骨　下制と内転、内転と下方回旋
①筋の触診、②視診による動きの確認、③検査手技での抵抗のかけ方、④筋力の
段階づけ、⑤代償運動について学ぶ。別法についても学ぶ。

①筋の触診、②視診による動きの確認、③検査手技での抵抗のかけ方、④筋力の
段階づけ、⑤代償運動について学ぶ。

①筋の触診、②視診による動きの確認、③検査手技での抵抗のかけ方、④筋力の
段階づけ、⑤代償運動について学ぶ。別法についても学ぶ。

①筋の触診、②視診による動きの確認、③検査手技での抵抗のかけ方、④筋力の
段階づけ、⑤代償運動について学ぶ。肩甲上腕リズム、各別法も学ぶ。

15

14

13

12

11

10

解剖学、運動学の知識が多分に必要となります。予習復習をしてください。

新・徒手筋力検査法　原著第9版　協同医書出版社

前腕　回外と回内

手関節　屈曲と伸展

目でみるMMT　医歯薬出版株式会社

①筋の触診、②視診による動きの確認、③検査手技での抵抗のかけ方、④筋力の
段階づけ、⑤代償運動について学ぶ。

①筋の触診、②視診による動きの確認、③検査手技での抵抗のかけ方、④筋力の
段階づけ、⑤代償運動について学ぶ。

①筋の触診、②視診による動きの確認、③検査手技での抵抗のかけ方、④筋力の
段階づけ、⑤代償運動について学ぶ。

①筋の触診、②視診による動きの確認、③検査手技での抵抗のかけ方、④筋力の
段階づけ、⑤代償運動について学ぶ。

①筋の触診、②視診による動きの確認、③検査手技での抵抗のかけ方、④筋力の
段階づけ、⑤代償運動について学ぶ。

①,②,③,④,⑤,⑥同上。頭部・頸部の屈曲と伸展、頭頚部の屈曲と伸展につい
て学ぶ。

頸部

定期試験

指　MP関節、PIP関節、DIP関節屈曲と伸展

指　外転と内転

母指　MP関節、IP関節屈曲と伸展、外転、内
転、対立

①筋の触診、②視診による動きの確認、③検査手技での抵抗のかけ方、④筋力の
段階づけ、⑤代償運動について学ぶ。

肘関節　屈曲と伸展

実習着を着用して臨んでください。

区分

担当教員徒手筋力検査学Ⅱ 宮崎　裕士

理学療法学科 年次 2 開講期

準備学習（予習復習）
の

具体的な内容

教　科　書

参　考　書

授業の留意点・備考

実技試験 小テスト レポート定期試験

課題 発表 その他



（ 100 ％） （ ％） （ ％） （ ％）

（ ％） （ ％） （ ）

参　考　書

授業の留意点・備考
動きやすい服装（短ﾊﾟﾝ,ｼﾞｬｰｼﾞ等）にて受講すること。
グループワークや実技を通して考えることを学習し、ディスカッションにも積極的に参加する。

準備学習（予習復習）
の

具体的な内容

講義毎に復習を行い理解度を高めること。
解剖･生理･運動学を復習し、機能解剖の理解を深めておく。
教科書（バイオメカニクスに基づく臨床推論の実践）を読んでおく。

成　績　評　価

教　科　書
動作分析 臨床活用講座：株式会社ﾒｼﾞｶﾙﾋﾞｭｰ社
観察による歩行分析：株式会社医学書院

14 立ち上がり動作の分析 立ち上がり動作の概要およびメカニズム、正常動作の観察・分析

15 前期末定期試験

12 姿勢制御のバイオメカニクス① 身体重心の見方、全身アライメントの変化と重心の制御

13 姿勢制御のバイオメカニクス② 身体重心を移動させるたのバイオメカニクス

10 起立・着座動作の分析 起立・着座動作分析のポイントと、得られた所見の解釈について理解する

11 オリエンテーション 動作分析の意義、臨床における動作分析の目的

8 起立・着座動作の概要 起立・着座動作の普遍的特性について理解する

9 起立・着座動作のメカニズム 起立・着座動作を可能にするメカニズムについて理解する

6 起き上がり動作のメカニズム 起き上がり動作を可能にするメカニズムにちて理解する

7 起き上がり動作の分析 起き上がり動作分析のポイントと、得られた所見の解釈について理解する

4 寝返り動作の分析 寝返り動作分析のポイントと、得られた所見の解釈について理解する

5 起き上がり動作の概要 起き上がり動作の普遍的特性について理解する

2 寝返り動作の概要 寝返り動作の普遍的特性について理解する

3 寝返り動作のメカニズム 寝返り動作を可能にするメカニズムについて理解する

授　業　計　画

回 テーマ　　　 授　業　内　容

1 動きのとらえかた 動作分析の目的とポイントについて理解する

担当教員の実務経験
理学療法業務に携わった経験を持つ教員が、人体の構造と機能に基づき動作分析の目的、方法や
実施上の注意事項について講義する。

授　業　概　要
ヒトが動くためのメカニズムを基に動作分析の意義を理解し、特定の疾患に限らず広範に用いら
れる動作分析の基本的なプロセスおよび評価の記載方法を学習する。

到　達　目　標
動作分析の理論について理解できる。
動作分析のプロセス（観察・分析）について理解し実施できる。
動作分析の記載方法について理解できる。

区分 専門分野 教育内容 理学療法評価学 選択・必修 必修

単位数 1 時数 30 授業形態 講義・演習

科目名 臨床動作分析学Ⅰ 担当教員 楠本 敏文 ／ 宮本 早奈恵

学科 理学療法学科 年次 3 開講期 前期

実技試験 小テスト レポート定期試験

課題 発表 その他



（ 100 ％） （ ％） （ ％） （ ％）

（ ％） （ ％） （ ）

参　考　書

授業の留意点・備考
動きやすい服装（短ﾊﾟﾝ,ｼﾞｬｰｼﾞ等）にて受講すること。
グループワークや実技を通して考えることを学習し、ディスカッションにも積極的に参加する。

準備学習（予習復習）
の

具体的な内容

講義毎に復習を行い理解度を高めること。
解剖･生理･運動学を復習し、機能解剖（特に体幹機能）の理解を深めておく。
教科書（バイオメカニクスに基づく臨床推論の実践）を読んでおく。
動作分析に関する文献を３つ以上探し、目を通しておく。

成　績　評　価

教　科　書
動作分析 臨床活用講座：株式会社ﾒｼﾞｶﾙﾋﾞｭｰ社
観察による歩行分析：株式会社医学書院

14 各動作観察からわかること、問題解決方法 動作観察からの仮説・検証作業、評価から治療すべき原因抽出など

15 後期末定期試験

12 起き上がり動作の観察 起き上がり動作の概要・メカニクスおよび運動パターン・シークエンス

13 疾患別（中枢・整形）の動作観察 実際に疾患別動作の動画をみて観察・分析する

10 各関節の詳細 体幹、腕 各関節の典型的な角度と動き、機能的課題について理解する

11 寝返り動作の観察 寝返り動作の概要・メカニクスおよび運動パターン・シークエンス

8 各関節の詳細 膝関節② 各関節の典型的な角度と動き、機能的課題について理解する

9 各関節の詳細 股関節と骨盤 各関節の典型的な角度と動き、機能的課題について理解する

6 各関節の詳細 距骨下関節 各関節の典型的な角度と動き、機能的課題について理解する

7 各関節の詳細 膝関節① 各関節の典型的な角度と動き、機能的課題について理解する

4 歩行の各層の運動学と運動力学 各層の機能課題について理解する

5 各関節の詳細 足関節と中足趾節間関節 各関節の典型的な角度と動き、機能的課題について理解する

2 ﾊﾟｯｾﾝｼﾞｬｰとﾛｺﾓｰﾀｰ① ﾊﾟｯｾﾝｼﾞｬｰとﾛｺﾓｰﾀｰの機能について理解する

3 ﾊﾟｯｾﾝｼﾞｬｰとﾛｺﾓｰﾀｰ② ﾊﾟｯｾﾝｼﾞｬｰとﾛｺﾓｰﾀｰの機能について理解する

授　業　計　画

回 テーマ　　　 授　業　内　容

1 歩行周期と各層 歩行周期と各層の概念について理解する

担当教員の実務経験
理学療法業務に携わった経験を持つ教員が、人体の構造と機能に基づき動作分析の目的、方法や
実施上の注意事項について講義する。

授　業　概　要
ヒトが動くためのメカニズムを基に動作分析の意義を理解し、特定の疾患に限らず広範に用いら
れる動作分析の基本的なプロセスおよび評価の記載方法を学習する。

到　達　目　標
動作分析の理論について理解できる。
動作分析のプロセス（観察・分析）について理解し実施できる。
動作分析の記載方法について理解できる。

区分 専門分野 教育内容 理学療法評価学 選択・必修 必修

単位数 1 時数 30 授業形態 講義・演習

科目名 臨床動作分析学Ⅱ 担当教員 楠本 敏文 ／ 宮本 早奈恵

学科 理学療法学科 年次 3 開講期 後期

実技試験 小テスト レポート定期試験

課題 発表 その他



（ 100 ％） （ ％） （ ％） （ ％）

（ ％） （ ％） （ ）

科目名 理学療法評価学演習 担当教員 楠本 敏文

学科 理学療法学科 年次 3 開講期 後期

必修

単位数 1 時数 30 授業形態 講義・演習

区分 専門分野 教育内容 理学療法評価学 選択・必修

担当教員の実務経験
理学療法業務に携わった経験を持つ教員が、人体の構造と機能に基づき動作分析の目的、方法や
実施上の注意事項について講義する。

授　業　概　要
動作分析から得られた所見を基に、各動作において逸脱運動が出現する発生機序と原因を学習す
る。

到　達　目　標
動作分析のプロセス（観察・分析）について理解し実施できる。
問題箇所を特定し、その原因を機能障害との関係から説明できる。

授　業　計　画

回 テーマ　　　 授　業　内　容

1 逸脱所見の原因を理解する寝返り動作の逸脱所見①

2

起立･着座動作の逸脱所見②

逸脱所見の解釈と推論を理解する

3

病的歩行 足関節・足趾①

逸脱所見の原因を理解する

寝返り動作の逸脱所見②

起き上がり動作の逸脱所見①

起立･着座動作の逸脱所見①

4

病的歩行 足関節・足趾②

逸脱所見の解釈と推論を理解する

5

病的歩行 膝関節①

逸脱所見の原因を理解する

起き上がり動作の逸脱所見②

8 機能的遂行に関連する影響を理解する

9 逸脱運動の原因を理解する

6 逸脱所見の解釈と推論を理解する

7 逸脱運動の原因を理解する

10

病的歩行 体幹

機能的遂行に関連する影響を理解する

11 病的歩行 股関節① 逸脱運動の原因を理解する

病的歩行 膝関節②

12 病的歩行 股関節② 機能的遂行に関連する影響を理解する

13 病的歩行 骨盤 逸脱運動の原因、機能的遂行に関連する影響を理解する

14 逸脱運動の原因、機能的遂行に関連する影響を理解する

15 後期末定期試験

参　考　書

授業の留意点・備考 動きやすい服装（短ﾊﾟﾝ,ｼﾞｬｰｼﾞ等）にて受講すること。

準備学習（予習復習）
の

具体的な内容

講義毎に復習を行い理解度を高めること。
実技手技が多いため必要に応じて各自練習を行うこと。
解剖･生理･運動学を復習すること。

成　績　評　価

教　科　書
動作分析 臨床活用講座：株式会社ﾒｼﾞｶﾙﾋﾞｭｰ社
観察による歩行分析：株式会社医学書院

実技試験 小テスト レポート定期試験

課題 発表 その他



15 関節リウマチ②
症例情報を掲示し、評価結果より統合と解釈・問題点を抽出する。また、リスク
管理とともに予後予測について検討する。

13 手関節疾患
橈骨遠位端骨折（術後）に対する理学療法評価を列挙し、実際に行う。症例情報
を掲示し、評価結果より統合と解釈・問題点を抽出する。

14 関節リウマチ① 関節リウマチに対する理学療法評価を列挙し、実際に行う。

11 靭帯損傷
前十字靭帯断裂（術後）に対する理学療法評価を列挙し、実際に行う。症例情報
を掲示し、評価結果より統合と解釈・問題点を抽出する。

12 肩関節疾患
上腕骨近位端骨折（術後）に対する理学療法評価を列挙し、実際に行う。症例情
報を掲示し、評価結果より統合と解釈・問題点を抽出する。

9 腰部疾患①
脊椎椎体圧迫骨折に対する理学療法評価を列挙し、実際に行う。症例情報を掲示
し、評価結果より統合と解釈・問題点を抽出する。

10 腰部疾患②
腰椎椎間板ヘルニアに対する理学療法評価を列挙し、実際に行う。症例情報を掲
示し、評価結果より統合と解釈・問題点を抽出する。

7 膝関節疾患① TKA術後症例に対する理学療法評価を列挙し、実際に行う。

8 膝関節疾患②
症例情報を掲示し、評価結果より統合と解釈・問題点を抽出する。また、リスク
管理とともに予後予測について検討する。

5 股関節疾患①
大腿骨頸部骨折（THA後）、大腿骨転子部骨折（骨接合術後）に対する理学療法
評価を列挙し、実際に行う

6 股関節疾患②
症例情報を掲示し、評価結果より統合と解釈・問題点を抽出する。また、リスク
管理とともに予後予測について検討する。

3 変形性関節疾患①
変形性股関節症に対する理学療法評価を列挙し、実際に行う。症例情報を掲示
し、評価結結果よりアセスメントを行い、統合と解釈・問題点を抽出する。

4 変形性関節疾患②
変形性膝関節症に対する理学療法評価を列挙し、実際に行う。症例情報を掲示
し、評価結果より統合と解釈・問題点を抽出する。

1 理学療法管理学
医療保険制度、介護保険制度について理解する。これらに付随する職場管理（書
類管理や診療記録など）について理解する。

2 理学療法管理学
人間関係についえ理解し、他の関連専門職との業務調整・連携ができる。併せ
て、職場倫理について理解する。

授　業　概　要
各検査を学習するだけでなく、各検査の意義を総合的に理解し評価学を学ぶ。各疾患や障害に応
じた評価を行えるようにすること、検査測定の結果からアセスメントを行えるようにし、統合と
解釈や問題点を把握できるようにすることで長期総合実習へ結びつけていくことを目的とする。

到　達　目　標

各検査測定の方法と意義を理解し、各疾患・障害に応じた評価を行えるようにする。
評価に応じた問題点抽出、目標設定、治療計画の立案ができる。
与えられた問題に対して自己啓発的に学習する能力を身につける。
問題解決に必要である知識、推論能力、討論能力、自己学習能力、対人関係能力を獲得する。

授　業　計　画

回 テーマ　　　 授　業　内　容

区分 選択・必修 必修

担当教員の実務経験
理学療法士としての臨床経験において、様々な疾患を受け持ち評価・治療を行った経験を基に講
義を行う。

専門分野 教育内容 理学療法評価学演習

単位数 2 時数 60 授業形態 講義・演習

科目名 理学療法評価学総合演習 担当教員 理学療法専任教員

学科 理学療法学科 年次 4 開講期 前期



（ ％） （ ％） （ ％） （ ％）

（ 100 ％） （ ％） （ ）

参　考　書 持参教科書に関係するもの

授業の留意点・備考 講義内での疑問点は、積極的に質疑を通して解決に努めること。

準備学習（予習復習）
の

具体的な内容
事前に教科書を用いて授業内容を確認し、受講後は講義内容の振り返りを必ず実施すること。

成　績　評　価

教　科　書
随時資料配布
必要時、随時持参教科書を伝達

29 がん① がんの理学療法について学習する。

30 がん②
呼吸器疾患に対する理学療法評価を列挙する。症例情報を掲示し、評価結果より
統合と解釈・問題点を抽出する。

27 代謝性疾患① 代謝性疾患に対する理学療法評価を列挙し、実際に行う。

28 代謝性疾患②
症例情報を掲示し、評価結果より統合と解釈・問題点を抽出する。また、リスク
管理とともに予後予測について検討する。

25 呼吸器疾患③ 呼吸器疾患に対する理学療法評価を列挙し、実際に行う。

26 呼吸器疾患④
症例情報を掲示し、評価結果より統合と解釈・問題点を抽出する。また、リスク
管理とともに予後予測について検討する。

23 循環器疾患① 循環器疾患に対する理学療法評価を列挙し、実際に行う。

24 循環器疾患②
症例情報を掲示し、評価結果より統合と解釈・問題点を抽出する。また、リスク
管理とともに予後予測について検討する。

21 脊髄損傷① 脊髄損傷に対する理学療法評価を列挙し、実際に行う。

22 脊髄損傷②
症例情報を掲示し、評価結果より統合と解釈・問題点を抽出する。また、リスク
管理とともに予後予測について検討する。

19 パーキンソン病① パーキンソン病に対する理学療法評価を列挙し、実際に行う。

20 パーキンソン病①
症例情報を掲示し、評価結果より統合と解釈・問題点を抽出する。また、リスク
管理とともに予後予測について検討する。

17 脳血管疾患① 症例情報を掲示し、評価結果より統合と解釈・問題点を抽出する。

18 脳血管疾患① リスク管理とともに予後予測について検討する。

授　業　計　画

回 テーマ　　　 授　業　内　容

16 脳血管疾患① 脳血管疾患に対する理学療法評価を列挙し、実際に行う。

実技試験 小テスト レポート定期試験

課題 発表 その他



科目名 運動療法学 担当教員 楠本 敏文

学科 理学療法学科 年次 2 開講期 後期

区分 専門分野 教育内容 理学療法治療学 選択・必修 必修

単位数 2 時数 60 授業形態 講義・演習

授　業　計　画

回 テーマ　　　 授　業　内　容

1 総論 運動療法の定義、目的と対象について理解する

担当教員の実務経験
理学療法業務に携わった経験を持つ教員が、人体の構造と機能に基づき運動療法の目的、方法や
実施上の注意事項について講義する。

授　業　概　要
運動療法の意義を理解し、特定の疾患に限らず広範に用いられる運動療法の方法・基本的な手技
を学習する。

到　達　目　標
運動療法の意義を説明できる。
運動療法の対象と目的が説明できる。
基本的な運動療法について理解し、実施できる。

4 筋機能と運動療法③ 筋力・筋持久力低下に対する運動療法について理解する

5 筋機能と運動療法④ 筋力・筋持久力低下に対する運動療法について理解する

2 筋機能と運動療法① 運動における筋の機能について理解する

3 筋機能と運動療法② 筋力・筋持久力低下に対する運動療法について理解する

8 関節可動性と運動療法③ 関節可動性障害に対する運動療法について理解する

9 関節可動性と運動療法④ 関節可動性障害に対する運動療法について理解する

6 関節可動性と運動療法① 運動における関節可動性について理解する

7 関節可動性と運動療法② 関節可動性障害に対する運動療法について理解する

12 バランス機能と運動療法③ バランス機能障害に対する運動療法について理解する

13 バランス機能と運動療法④ バランス機能障害に対する運動療法について理解する

10 バランス機能と運動療法① 姿勢・動作におけるバランス機能について理解する

11 バランス機能と運動療法② バランス機能障害に対する運動療法について理解する

14 協調性機能と運動療法① 運動における協調性機能について理解する

15 協調性機能と運動療法② 協調性障害に対する運動療法について理解する



（ 100 ％） （ ％） （ ％） （ ％）

（ ％） （ ％） （ ）

16 協調性機能と運動療法③ 協調性障害に対する運動療法について理解する

17 中枢神経機能と運動療法① 運動における中枢神経機能について理解する

授　業　計　画

回 テーマ　　　 授　業　内　容

20 運動学習 運動学習の理論と神経機構について学ぶ。

21 老化と運動機能・機能障害に対する運動療法 老化に伴う運動機能の変化とその機能障害に対する運動療法を学ぶ。

18 中枢神経機能と運動療法② 中枢神経機能障害に対する運動療法について理解する

19 中枢神経機能と運動療法③ 中枢神経機能障害に対する運動療法について理解する

24 呼吸障害に対する運動療法③
呼吸障害の筋力トレーニング、全身持久力トレーニングについて学び、演習す
る。

25 循環器の運動療法① 運動と循環系のつながりを解剖生理学的視点で考える。

22 呼吸障害に対する運動療法① 呼吸障害の評価と運動療法の理論について学ぶ。

23 呼吸障害に対する運動療法②
呼吸障害の排痰療法、スクイージング、胸郭ストレッチについて学び、演習す
る。

28 代謝機能障害の運動療法① 運動と代謝機能のつながりを解剖生理学的視点で考える。

29 代謝機能障害の運動療法② 糖尿病に対する運動療法について学ぶ。

26 循環器の運動療法② 循環障害の分類について学び、各疾患に対する運動療法について考える。

27 循環器の運動療法③ 循環障害の評価および運動療法の進め方について学ぶ。

教　科　書 運動療法学 第2版：株式会社文光堂

参　考　書

授業の留意点・備考 動きやすい服装（短ﾊﾟﾝ,ｼﾞｬｰｼﾞ等）にて受講すること。

30 後期末試験

準備学習（予習復習）
の

具体的な内容

講義毎に復習を行い理解度を高めること。
実技手技が多いため必要に応じて各自練習を行うこと。
解剖･生理･運動学を復習すること。

成　績　評　価
実技試験 小テスト レポート定期試験

課題 発表 その他



（ 90 ％） （ ％） （ ％） （ ％）

（ 10 ％） （ ％） （ ）

科目名 物理療法学 担当教員 橋本　直子

学科 理学療法学科 年次 3 開講期 前期

必修

単位数 1 時数 30 授業形態 講義

区分 専門分野 教育内容 理学療法治療学 選択・必修

担当教員の実務経験
亜急性期～維持期・慢性期における様々な疾患の一般的な運動療法、物理療法、日常生活活動指
導などの経験を基に、物理療法の基礎知識から検査の目的、実施上の禁忌や注意事項について講
義・演習を行うことができる。

授　業　概　要
物理療法は、熱・光・水・機械的刺激など各種物理的刺激を生体に加えることで症状の改善を図
る理学療法の一手段である。臨床の場で扱われている物理療法について、その作用、効果、禁忌
を理解し、患者の症状に合わせた治療法の選択、提供ができるように学習する。

到　達　目　標
基本的な物理療法についてその特性を理解し、理論的に説明できる。物理療法で用いる作用物質
について説明できる。リハビリテーションにおける物理療法の役割について説明できる。各種物
理療法の生理的作用、禁忌、注意事項について説明できる。

授　業　計　画

回 テーマ　　　 授　業　内　容

1 オリエンテーション 物理療法の種類や分類、痛みについて学ぶ。

2 牽引療法 牽引療法の分類、効果、適応、禁忌、注意事項、実施手順について学ぶ。

3 温熱の物理 熱の性質と特徴を学ぶ。

4 温熱の生理 温熱刺激に対する生体の全身反応、局所反応について学ぶ。

5 ホットパック ホットパックの特徴、適応、禁忌、注意事項、実施手順について学ぶ。

6 パラフィン浴
パラフィン浴の特徴、効果、禁忌、注意事項、実施手順について学び、適応につ
いて考える。

7 極超短波療法 極超短波療法の特徴、適応、禁忌、注意事項、実施手順について学ぶ。

8 超音波 超音波の特徴、適応、禁忌、注意事項、実施手順について学ぶ。

9 寒冷の作用 寒冷療法の分類、生体に対する作用、適応、禁忌、注意事項について学ぶ。

10 寒冷療法各論 寒冷療法の種類やそれぞれの特徴、注意事項について学ぶ。

11 水治療法
水治療法の物理的・生理的作用、種類とそれぞれの特徴、適応、禁忌、注意事
項、実施手順について学ぶ。

12 光線療法
光線の特徴と作用、光線療法の種類とそれぞれの適応、禁忌、注意事項、実施手
順について学ぶ。

13 電気刺激療法①
治療電流の基本事項を知り、電気刺激療法の種類や禁忌と注意事項について学
ぶ。

14 電気刺激療法②
電気刺激療法の種類とNMES、TENS、干渉波の特徴と適応、禁忌、注意事項、実施
手順について学ぶ。

15 前期定期試験 筆記試験

参　考　書 ・理学療法学テキストⅨ　物理療法：神陵文庫　　・標準理学療法学　物理療法学　第5版：医学書院

授業の留意点・備考 痛みおよび温熱・寒冷の生理学的知識が必要となるため、生理学の復習を行うこと。

準備学習（予習復習）の
具体的な内容

各講義終了後、次回の講義開始時に前回講義内容の確認テストを行うので、毎講義後に復習をしておく。

成　績　評　価

教　科　書 エビデンスから身につける物理療法　第1版：羊土社

実技試験 小テスト レポート定期試験

課題 発表 その他



科目名 物理療法学演習 担当教員 橋本　直子

学科 理学療法学科 年次 3 開講期 後期

区分 専門分野 教育内容 理学療法治療学 選択・必修 必修

単位数 2 時数 60 授業形態 講義・演習

授　業　計　画

回 テーマ　　　 授　業　内　容

1 オリエンテーション・リスク管理① 物理療法実施におけるリスクとその回避について学ぶ。

担当教員の実務経験
亜急性期～維持期・慢性期における様々な疾患の一般的な運動療法、物理療法、日常生活活動指
導などの経験を基に、物理療法の基礎知識から検査の目的、実施上の禁忌や注意事項について講
義・演習を行うことができる。

授　業　概　要
物理療法は、熱・光・水・機械的刺激など各種物理的刺激を生体に加えることで症状の改善を図
る理学療法の一手段である。臨床の場で扱われている物理療法について、その作用、効果、禁忌
を理解し、患者の症状に合わせた治療法の選択、提供ができるように学習する。

到　達　目　標
各物理療法の作用を理解した上で、適応と禁忌を把握し、実施することができる。各物理療法の
実施に伴い、対象者にオリエンテーションを行うことができる。治療目標に合わせた物理療法の
選択ができ、症状に合わせた設定や操作を実施することができる。

4 マッサージ療法① マッサージ療法の生理的作用、分類、適応、禁忌を学ぶ。

5 マッサージ療法② 伝統的マッサージの種類とそれぞれの効果を学ぶ。

2 リスク管理② 提示された場面から危険を予測し、改善策を考える。

3 圧迫刺激療法 圧迫刺激療法の効果、禁忌、実施方法を学ぶ。

8 演習オリエンテーション② 各物理療法の実施手順や使用方法、注意事項を確認する。

9 物理療法演習① ホットパック、極超短波、渦流浴のいずれか1つを班に別れて実施する。

6 マッサージ療法③ 伝統的マッサージの実施とその効果を検証する。

7 演習オリエンテーション① 演習の進め方、レポートの書き方を把握する。

12 物理療法演習④ 実施した物理療法の効果を評価する。

13 物理療法演習⑤ ホットパック、極超短波、渦流浴のいずれか1つを班に別れて実施する。

10 物理療法演習② 実施した物理療法の効果を評価する。

11 物理療法演習③ ホットパック、極超短波、渦流浴のいずれか1つを班に別れて実施する。

14 物理療法演習⑥ 実施した物理療法の効果を評価する。

15 物理療法演習⑦ コールドパック、牽引療法のいずれか1つを班に別れて実施する。
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16 物理療法演習⑧ 実施した物理療法の効果を評価する。

17 物理療法演習⑨ コールドパック、牽引療法のいずれか1つを班に別れて実施する。

授　業　計　画

回 テーマ　　　 授　業　内　容

20 物理療法演習⑫ 実施した物理療法の効果を評価する。

21 物理療法演習⑬ 電気療法、レーザー、超音波のいずれか1つを班に別れて実施する。

18 物理療法演習⑩ 実施した物理療法の効果を評価する。

19 物理療法演習⑪ 電気療法、レーザー、超音波のいずれか1つを班に別れて実施する。

24 物理療法演習⑯ 実施した物理療法の効果を評価する。

25 疾患別物理療法① 提示された疾患に必要な検査項目を挙げ、その目的を考える。

22 物理療法演習⑭ 実施した物理療法の効果を評価する。

23 物理療法演習⑮ 電気療法、レーザー、超音波のいずれか1つを班に別れて実施する。

28 疾患別物理療法④ 提示された疾患に適応となる物理療法を選択し、実施方法を示す。

29 疾患別物理療法⑤ 提示された疾患に必要な検査項目と適応となる物理療法を選択する。

26 疾患別物理療法② 提示された疾患に適応となる物理療法を選択し、実施方法を示す。

27 疾患別物理療法③ 提示された疾患に必要な検査項目を挙げ、その目的を考える。

教　科　書 エビデンスから身につける物理療法　第1版：羊土社

参　考　書 ・理学療法学テキストⅨ　物理療法：神陵文庫　　・標準理学療法学　物理療法学　第5版：医学書院

授業の留意点・備考
演習には実習服、軽装、検査道具や必要物品を準備しておくこと。物理療法演習では対象者のオリエンテー
ションも行うので、説明ができるよう検査や物療実施の方法を明確にしておくこと。

30 定期試験 筆記試験

準備学習（予習復習）の
具体的な内容

物理療法演習では検査と物理療法の実施を行うので、事前に検査の方法や物理療法の適応・禁忌等を確認し
ておくこと。物理療法演習で行った内容をレポートにまとめて次週提出とする。

成　績　評　価
実技試験 小テスト レポート定期試験

課題 発表 その他



科目名 日常生活活動 担当教員 宮崎　裕士

学科 理学療法学科 年次 3 開講期 前期

区分 選択・必修 必修

担当教員の実務経験
介護老人保健施設で維持期における様々な利用者の評価・日常生活活動(ADL)の指導、在宅復帰
指導の経験を活かし、日常生活活動の基礎や基本動作、リハビリテーション支援機器の使用方法
について講義・演習を行う。

専門分野 教育内容 理学療法治療学

単位数 2 時数 60 授業形態 講義・演習

1 ADLの概念と範囲①
リハビリテーションの目標、ノーマライゼーション、IL運動、ADLの概念につい
て学ぶ。

2 ADLの概念と範囲② ADLの範囲、APDL、IADL、QOLの概念について学ぶ。

授　業　概　要
日常生活活動の概念を理解し、これまでに学んだ知識(評価学・運動療法学等)を踏まえながら実
際の支援の方法を学習する。

到　達　目　標 日常生活活動の定義、各疾患における適応と実際を理解する。

授　業　計　画

回 テーマ　　　 授　業　内　容

5 ADLの評価① 日常生活評価の目的および意義、評価基準・評価尺度について学ぶ。

6 ADLの評価② Barthel Indexについて学ぶ。

3 ADLと障害の概念① 国際障害分類について学ぶ。

4 ADLと障害の概念② 国際生活機能分類およびADL指導の基本原則について学ぶ

9 ADLの評価⑤ FIMについて学ぶ。②

10 ADLの評価⑥ FIMについて学ぶ。③

7 ADLの評価③ Barthel Indexを使用して実際に模擬症例を評価してみる。

8 ADLの評価④ FIMについて学ぶ。①

13 基本動作① 基本動作の分類、静的基本動作について学ぶ。

14 基本動作② 座位基本動作について学ぶ。

11 ADLの評価⑦ FIMを使用して実際に模擬症例を評価してみる。

12 ADLの評価⑧ その他の日常生活評価について学ぶ。

15 基本動作③ 立位基本動作について学ぶ。
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17 基本動作⑤ 四つ這い位、膝立ち位について学ぶ。

18 基本動作⑥ 移乗・移動動作について学ぶ。

授　業　計　画

回 テーマ　　　 授　業　内　容

16 基本動作④ 動的基本動作について学ぶ。

21 複合動作指導③ 起居・移動動作(移動補助具を使用しての)について学ぶ。

22 複合動作指導④ 起居・移動における応用動作(介助あり)について学ぶ。

19 複合動作指導① ADL指導、動作の習得について学ぶ。

20 複合動作指導② 起居・移動動作について学ぶ。

25 リハビリテーション支援機器① リハビリテーション支援機器の分類と移動補助具について学ぶ。

26 リハビリテーション支援機器② 車椅子・歩行器について学ぶ。

23 複合動作指導⑤ 身のまわり動作について学ぶ。①

24 複合動作指導⑥ 身のまわり動作について学ぶ。②

29 まとめ② 基本動作、複合動作指導、リハビリテーション支援機器の復習および試験対策。

30 定期試験

27 リハビリテーション支援機器③ その他、リフト、自助具、住環境整備について学ぶ。

28 まとめ① ADLの概念と範囲、ADLと障害の概念、ADLの評価の復習および試験対策。

参　考　書 動作分析臨床活用講座　メジカルビュー社

授業の留意点・備考 演習では遠慮せず積極的な態度で、また、健常者の場合と比べて考える意識をもって臨んでください。

準備学習（予習復習）
の

具体的な内容
教科書を読んで予習しておいてください。また、授業で配る資料の復習をしてください。

成　績　評　価

教　科　書 日常生活活動(ADL)　神陵文庫

実技試験 小テスト レポート定期試験

課題 発表 その他



科目名 日常生活活動演習 担当教員 橋本　直子

学科 理学療法学科 年次 3 開講期 後期

区分 専門分野 教育内容 理学療法治療学 選択・必修 必修

単位数 2 時数 60 授業形態 講義・演習

授　業　計　画

回 テーマ　　　 授　業　内　容

1 オリエンテーション・基本動作①
疾患別ADLの基本的考えを知る。正常な寝返り、起き上がりの動作に必要な要素
を考えて学ぶ。

担当教員の実務経験
亜急性期～維持期・慢性期における様々な日常生活活動（ADL)指導を実施した経験を活かし、生
活の質につながる生活支援を考え、各疾患に応じた動作指導や環境整備、機器の選定について講
義・演習を行うことができる。

授　業　概　要
日常生活活動の概念・範囲・意義を学び、生活の質につながる障がい者の生活支援を考える。評
価および運動療法などの知識を基に、各疾患に対する日常生活活動（評価、指導と介助法、環境
整備）を学習する。

到　達　目　標
疾患の特徴を踏まえた日常生活活動支援を考え、説明できる。疾患に合わせた介助方法や動作指
導、環境整備や自助具の提案ができる。

4 片麻痺のADL指導② 片麻痺でのADL指導の考え方、基本動作の介助・指導方法を学ぶ。

5 片麻痺のADL指導③ 片麻痺の移乗、移動の介助・指導方法を学ぶ。

2 基本動作② 正常な立ち上がり、着座動作に必要な要素を考えて学ぶ。

3 片麻痺のADL指導① 片麻痺の問題点を知り、リハビリテーションの流れについて学ぶ。

8 パーキンソン病のADL指導② パーキンソン病の歩行の方法と対処法、環境整備について学ぶ。

9 まとめ①
片麻痺とパーキンソン病のADLについて国試問題を解いて疾患に対するADLの考え
方を理解する。

6 片麻痺のADL指導④ 片麻痺のセルフケアの方法や自助具について学ぶ。

7 パーキンソン病のADL指導①
パーキンソン病の動作指導のポイント、基本動作の介助方法と指導について学
ぶ。

12 脊髄損傷のADL指導③ C5～C8脊髄損傷のレベル別ADL指導方法と自助具について学ぶ。

13 脊髄損傷のADL指導④ 脊髄損傷レベルと歩行能力、更衣と排尿について学ぶ。

10 脊髄損傷のADL指導① 脊髄損傷の分類、評価、レベル別残存機能、合併症について学ぶ。

11 脊髄損傷のADL指導② 脊髄損傷のレベル別除圧方法、ADLの考え方を学ぶ。

14 まとめ② 脊髄損傷のレベル別ADLについて国試問題を解いて理解する。

15 神経筋疾患のADL指導①
デュシャンヌ型筋ジストロフィーを例としてADLの捉え方、病態の経過、評価に
ついて学ぶ。
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16 神経筋疾患のADL指導②
デュシャンヌ型筋ジストロフィーの症状を捉えた理学療法介入、自助具や装具、
ADLについて学ぶ。

17 脳性麻痺のADL指導① 脳性麻痺の分類、評価、合併症について学ぶ。

授　業　計　画

回 テーマ　　　 授　業　内　容

20 切断のADL指導② 下肢切断の運動療法、基本動作、応用動作について学ぶ。

21 関節リウマチのADL指導① 関節リウマチの特徴、評価、について学ぶ。

18 脳性麻痺のADL指導② 脳性麻痺のADL制限を理解し、理学療法介入方法について学ぶ。

19 切断のADL指導① 下肢切断の評価、断端管理、拘縮予防について学ぶ。

24 整形疾患のADL② 慢性腰痛症、肩関節周囲炎等の上肢整形疾患におけるADL指導について学ぶ。

25 呼吸器疾患のADL① 呼吸器疾患の評価・分類について学ぶ。

22 関節リウマチのADL指導② 関節リウマチのADLのポイント、指導、基本動作方法、自助具について学ぶ。

23 整形疾患のADL① TKA、THAの動作やADL指導、環境整備について学ぶ。

28 心疾患のADL指導② 心疾患におけるADL指導の考え方、生活上の注意点について学ぶ。

29 まとめ③ 神経筋疾患～心疾患のADLについて国試問題を解いて理解する。

26 呼吸器疾患のADL② 呼吸器疾患の息切れ、リスク管理を踏まえたADL指導について学ぶ。

27 心疾患のADL指導① 心疾患における病態と評価、呼吸器リスクとの関連を学ぶ。

教　科　書 理学療法学テキストⅤ日常生活活動（ADL)第2版：神陵文庫

参　考　書 PT・OTビジュアルテキストADL第1版：羊土社

授業の留意点・備考 毎回の講義で軽装を準備し、着替えておくこと。

30 後期定期試験 筆記試験

準備学習（予習復習）の
具体的な内容

疾患別のADLを学ぶにあたり、その疾患の病状、病態について理解しておくこと。

成　績　評　価
実技試験 小テスト レポート定期試験

課題 発表 その他
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基本的な部品の名称・構造・機能について理解する。装具各論：下肢装具

配布資料は必ず確認・理解して、分からない部分は積極的に質問して解決するように努力すること。

区分

担当教員義肢・装具学Ⅰ 帆鷲　輝誌男

理学療法学科 年次 3 開講期

準備学習（予習復習）
の

具体的な内容

教　科　書

参　考　書

授業の留意点・備考

整形外科学が基礎となるため履修内容に関連した範囲は必ず学習する事。（教科書の予習・復習する。）

・義肢装具学テキスト 改訂第3版(南江堂)
・義肢装具のチェックポイント 第8版(医学書院)

装具各論：短下肢装具

装具各論：股・膝・長下肢装具

教科書と同様

短下肢装具の特徴・種類、基本的な構造・機能について理解する。

それぞれの特徴や対象疾患・種類、基本的な構造・機能について理解する。

対麻痺用装具の種類や機能と小児疾患の装具の種類や機能について理解する。

基本構造・種類・機能・目的・適応疾患・チェックアウトについて理解する。

下肢装具の適合を評価するために、装具装着して歩行を体験する。

ギブス包帯を用いて下腿・足部の採型を体験する。演習：短下肢装具の採型

定期試験

装具各論：特殊装具

装具各論：上肢装具

演習：下肢装具のチェックアウト

成　績　評　価

装具各論：側彎矯正装具

装具各論：靴型装具

装具各論：靴型・足底装具

装具各論：下肢装具 下肢装具を構成する各関節の継手や足部について理解する。

病因別分類・治療プログラム・機能・構造・チェックアウトについて理解する。

基本構造・種類・機能・目的・適合について理解する。

対象疾患に対する各種の補正（踵・内部・外部）について理解する。

15

14

13

12

11

10

授　業　内　容

オリエンテーション

装具各論：頚椎・仙腸装具

装具各論：腰仙椎・胸腰仙椎装具

装具概論（定義・体系別分類・機能による分類・義肢装具の歴史）

基本構造・種類・機能・目的・適応疾患について理解する。

基本構造・種類・機能・目的・適応疾患について理解する。

9

到　達　目　標

授　業　計　画

義肢装具士として採型・製作・適合に多くの臨床経験を活かして、役割や総合支援法の制度等に
ついて講義・演習を行う事が出来る。（日本義肢装具学会員でもある。）

義肢装具の定義・歴史・目的・構造・素材等の基本的な知識とリハビリテーションにおける。
位置付け、及び装具の適合判定について演習を取り入れて学習する。

理学療法士として疾患・症状・状態等を理解して、適応する装具を選択できるようにする。
装着後のチェックアウトが出来るようにする。

回

8

7

6

5

4

3

2

1

テーマ　　　

授業形態学科

科目名

担当教員の実務経験

授　業　概　要

選択・必修 必修

30 講義・演習

理学療法治療学

前期 単位数 1 時数

専門分野 教育内容

実技試験 小テスト レポート定期試験

課題 発表 その他



（ 90 ％） （ ％） （ 10 ％） （ ％）

（ ％） （ ％） （ ）

科目名 義肢・装具学Ⅱ 担当教員 帆鷲　輝誌男

学科 理学療法学科 年次 3 開講期 前期

必修

単位数 1 時数 30 授業形態 講義・演習

区分 専門分野 教育内容 理学療法治療学 選択・必修

担当教員の実務経験
義肢装具士として採型・製作・適合に多くの臨床経験を活かして、役割や総合支援法の制度等に
ついて講義・演習を行う事が出来る。（日本義肢装具学会員でもある。）

授　業　概　要
義肢装具の定義・歴史・目的・構造・素材等の基本的な知識とリハビリテーションにおける。
位置付け、及び義肢の適合判定について演習を取り入れて学習する。

到　達　目　標
理学療法士として症状・状態等を理解して、適応する義肢を選択できるようにする。
装着後のチェックアウトが出来るようにする。

授　業　計　画

回 テーマ　　　 授　業　内　容

1 義肢各論：切断と義肢の基礎知識
構造・機能・切断部位による分類と切断レベルとソケットのデザインを理解す
る。

2 義肢各論：股義足・大腿義足・膝義足 股義足・大腿義足・膝義足のソケットの種類と機能について理解する。

3 義肢各論：下腿義足・サイム義足 下腿義足・サイム義足のソケットの種類と機能について理解する。

4 義肢各論：義足の構造 股継手・膝継手・足継手と足部の種類と機構について理解する。

5 義肢各論：下腿義足のアライメント
正常歩行と重心移動・ベンチアライメント・スタティックアライメントを理解す
る。

6 義肢各論：下腿義足の異常歩行 下腿義足のダイナミックアライメントとPTBカフベルトの機能を理解する。

7 義肢各論：大腿義足のアライメント
初期屈曲角の設定・ベンチアライメント・スタティックアライメントを理解す
る。

8 義肢各論：大腿義足の異常歩行 大腿義足のダイナミックアライメントと異常歩行の原因の理解する。

9 義肢各論：股義足 股義足のアライメント・歩行周期と断端の管理ついて理解する。

10 義肢各論：義手 種類と特徴・切断の部位による分類・構成部品・チェックアウトを理解する。

11 義肢各論：疑似体験 模擬体験義足による立位バランスから歩行練習への流れの理解する。

12 演習：短下肢装具の作製 陽性モデルを用いて、プラスチックの成型加工する。

13 演習：短下肢装具の作製 プラスチックのトリミング後仮合わせでチェックアウトを理解する。

14 演習：短下肢装具の作製 短下肢装具の仕上げ加工・試歩行して評価する。

15 定期試験

参　考　書 教科書と同様

授業の留意点・備考 配布資料は必ず確認・理解して、分からない部分は積極的に質問して解決するように努力すること。

準備学習（予習復習）
の

具体的な内容
整形外科学が基礎となるため履修内容に関連した範囲は必ず学習する事。（教科書の予習・復習する。）

成　績　評　価

教　科　書
・義肢装具学テキスト 改訂第3版(南江堂)
・義肢装具のチェックポイント 第8版(医学書院)

実技試験 小テスト レポート定期試験

課題 発表 その他



（ 100 ％） （ ％） （ ％） （ ％）

（ ％） （ ％） （ ）

参　考　書 ベッドサイドの神経の診かた 改訂18版：株式会社南山堂

授業の留意点・備考 動きやすい服装（短ﾊﾟﾝ,ｼﾞｬｰｼﾞ等）にて受講すること。

準備学習（予習復習）
の

具体的な内容

講義毎に復習を行い理解度を高めること。
実技手技が多いため必要に応じて各自練習を行うこと。
解剖･生理･運動学を復習すること。

成　績　評　価

教　科　書
ビジュアルレクチャー神経理学療法学：医歯薬出版株式会社
脳卒中理学療法の理論と技術 第3版：株式会社ﾒｼﾞｶﾙﾋﾞｭｰ社

14 障害と評価⑧ 歩行障害の発生メカニズムと評価について理解する

15 前期末定期試験

12 障害と評価⑥ 姿勢定位障害の発生メカニズムと評価について理解する

13 障害と評価⑦ 起居動作障害の発生メカニズムと評価について理解する

10 障害と評価④ 痛みの発生メカニズムと評価について理解する

11 障害と評価⑤ 二次的機能障害の発生メカニズムと評価について理解する

8 障害と評価② 感覚障害の発生メカニズムと評価について理解する

9 障害と評価③ 異常筋緊張の発生メカニズムと評価について理解する

6 脳血管障害の基礎知識③ 頭部外傷に対する病態と治療について理解する

7 障害と評価① 運動麻痺の発生メカニズムと評価について理解する

4 脳血管障害の基礎知識① 虚血性病変に対する病態と治療について理解する

5 脳血管障害の基礎知識② 出血性病変に対する病態と治療について理解する

2 脳の構造と機能① 神経系を構成する主な部位の位置と機能について理解する

3 脳の構造と機能② 神経系を構成する主な部位の位置と機能について理解する

授　業　計　画

回 テーマ　　　 授　業　内　容

1 中枢神経系理学療法に必要な基礎知識 神経系の主な機能について理解する

担当教員の実務経験
理学療法業務に携わった経験を持つ教員が、脳血管疾患の病態、障害像、理学療法評価及び
治療プログラムについて講義する。

授　業　概　要
脳血管疾患の概要（病態生理）を理解し、的確な評価に基づいて患者の障害構造を正しく理解す
るとともに、病期に応じた適切な介入について学習する。

到　達　目　標
神経解剖学および生理学の基本的内容について理解できる。
脳血管疾患に対する理学療法の方向性、脳損傷の病態および症状について理解できる。

区分 専門分野 教育内容 理学療法治療学 選択・必修 必修

単位数 1 時数 30 授業形態 講義・演習

科目名 脳血管疾患理学療法 担当教員 楠本 敏文

学科 理学療法学科 年次 3 開講期 前期

実技試験 小テスト レポート定期試験

課題 発表 その他



14 理学療法の実践⑧ ファシリテーションについて実施できる

15 理学療法の実践⑨ ファシリテーションについて実施できる

12 理学療法の実践⑥ ファシリテーションについて実施できる

13 理学療法の実践⑦ ファシリテーションについて実施できる

10 理学療法の実践④ 関節可動域訓練について実施できる

11 理学療法の実践⑤ ファシリテーションの概要について理解する

8 理学療法の実践② ポジショニングについて実施できる

9 理学療法の実践③ 関節可動域訓練の概要について理解する

6 脳血管障害に対する理学療法⑥ 維持期における機能改善の考え方について理解する

7 理学療法の実践① ポジショニングの概要について理解する

4 脳血管障害に対する理学療法④ 回復期における機能改善の進め方について理解する

5 脳血管障害に対する理学療法⑤ 維持期における理学療法の目標設定について理解する

2 脳血管障害に対する理学療法② 急性期における理学療法のリスク管理について理解する

3 脳血管障害に対する理学療法③ 回復期における理学療法の目標設定について理解する

授　業　計　画

回 テーマ　　　 授　業　内　容

1 脳血管障害に対する理学療法① 急性期における理学療法の目標設定について理解する

担当教員の実務経験
理学療法業務に携わった経験を持つ教員が、脳血管疾患の病態、障害像、理学療法評価及び
治療プログラムについて講義する。

授　業　概　要
脳血管疾患の概要（病態生理）を理解し、的確な評価に基づいて患者の障害構造を正しく理解す
るとともに、病期に応じた適切な介入について学習する。

到　達　目　標
病期に応じた理学療法について理解できる。
機能改善の考え方、基本的な介入方法について理解できる。

区分 専門分野 教育内容 理学療法治療学 選択・必修 必修

単位数 1 時数 60 授業形態 講義・演習

科目名 脳血管疾患理学療法演習 担当教員 楠本 敏文

学科 理学療法学科 年次 3 開講期 後期



（ 100 ％） （ ％） （ ％） （ ％）

（ ％） （ ％） （ ）

教　科　書
ビジュアルレクチャー神経理学療法学：医歯薬出版株式会社
脳卒中理学療法の理論と技術 第3版：株式会社ﾒｼﾞｶﾙﾋﾞｭｰ社

参　考　書 ベッドサイドの神経の診かた 改訂18版：株式会社南山堂

授業の留意点・備考 動きやすい服装（短ﾊﾟﾝ,ｼﾞｬｰｼﾞ等）にて受講すること。

30 後期末定期試験

準備学習（予習復習）
の

具体的な内容

講義毎に復習を行い理解度を高めること。
実技手技が多いため必要に応じて各自練習を行うこと。
解剖･生理･運動学を復習すること。

成　績　評　価

28 脳画像の診かた② 脳画像の概要について理解する

29 脳画像の診かた③ 脳画像の概要について理解する

26 理学療法の実践⑳ 補装具について理解し活用できる

27 脳画像の診かた① 脳画像の概要について理解する

24 理学療法の実践⑱ ADL訓練について実施できる

25 理学療法の実践⑲ 補装具療法の概要について理解する

22 理学療法の実践⑯ ADL訓練について実施できる

23 理学療法の実践⑰ ADL訓練について実施できる

20 理学療法の実践⑭ 歩行訓練について実施できる

21 理学療法の実践⑮ ADL訓練の概要について理解する

18 理学療法の実践⑫ 起居動作訓練について実施できる

19 理学療法の実践⑬ 歩行訓練の概要について理解する

16 理学療法の実践⑩ ファシリテーションについて実施できる

17 理学療法の実践⑪ 起居動作訓練の概要について理解する

授　業　計　画

回 テーマ　　　 授　業　内　容

実技試験 小テスト レポート定期試験

課題 発表 その他



（ 90 ％） （ ％） （ ％） （ ％）

（ 10 ％） （ ％） （ ）

科目名 神経筋疾患理学療法 担当教員 橋本直子

学科 理学療法学科 年次 3 開講期 前期

必修

単位数 1 時数 30 授業形態 演習

区分 基礎分野 教育内容 理学療法治療学 選択・必修

担当教員の実務経験
亜急性期～維持期病棟勤務での治療経験を基に神経筋疾患における評価・治療の講義・演習を行
うことができる。

授　業　概　要 各神経筋疾患に対する一般的評価、治療の目的や方法、リスク管理など一連の理学療法を学ぶ。

到　達　目　標

各神経筋疾患の病態を把握し、一般的な評価について選択し、その目的を説明できる。各神経筋
疾患の治療の目的と方法を説明できる。進行性の神経筋疾患では予想される将来の障害像を見越
した理学療法の目的と方法を説明できる。各神経筋疾患それぞれのリスク管理について説明でき
る。

授　業　計　画

回 テーマ　　　 授　業　内　容

1 パーキンソン病① パーキンソン病の病態を理解し、一般的な評価とその目的について学ぶ。

2 パーキンソン病②
パーキンソン病に対する理学療法の目的を理解し、その方法について学び、演習
する。

3 脊髄小脳変性症・多系統萎縮症①
脊髄小脳変性症・多系統萎縮症の病態を理解し、一般的な評価とその目的につい
て学ぶ。

4 脊髄小脳変性症・多系統萎縮症②
脊髄小脳変性症・多系統萎縮症に対する理学療法の目的を理解し、その方法につ
いて学び、演習する。

5 筋ジストロフィー症① 筋ジストロフィー症の病態を理解し、一般的な評価とその目的について学ぶ。

6 筋ジストロフィー症②
筋ジストロフィー症に対する理学療法の目的を理解し、その方法について学び、
演習する。

7 筋萎縮性側索硬化症① 筋萎縮性側索硬化症の病態を理解し、一般的な評価とその目的について学ぶ。

8 筋萎縮性側索硬化症②
筋萎縮性側索硬化症に対する理学療法の目的を理解し、その方法について学び、
演習する。

9 多発性硬化症① 多発性硬化症の病態を理解し、一般的な評価とその目的について学ぶ。

10 多発性硬化症②
多発性硬化症に対する理学療法の目的を理解し、その方法について学び、演習す
る。

11 ギラン・バレー症候群① ギラン・バレー症候群の病態を理解し、一般的な評価とその目的について学ぶ。

12 ギラン・バレー症候群②
ギラン・バレー症候群に対する理学療法の目的を理解し、その方法について学
び、演習する。

13 末梢神経損傷① 末梢神経損傷の病態を理解し、一般的な評価とその目的について学ぶ。

14 末梢神経損傷②
末梢神経損傷に対する理学療法の目的を理解し、その方法について学び、演習す
る。

15 定期試験 筆記試験

参　考　書 理学療法学テキスト神経障害理学療法学Ⅱ：メジカルビュー社

授業の留意点・備考 演習では軽装を用意しておくこと

準備学習（予習復習）の
具体的な内容

各疾患の解剖学、病理学を含めた特徴を事前に勉強しておくこと。

成　績　評　価

教　科　書 ビジュアルレクチャー神経理学療法学：医歯薬出版株式会社

実技試験 小テスト レポート定期試験

課題 発表 その他



科目名 運動器疾患理学療法Ⅰ 担当教員 上村幸司・山下　俊

学科 理学療法学科 年次 3 開講期 前期

区分 専門分野 教育内容 理学療法治療学 選択・必修 必修

単位数 2 時数 60 授業形態 講義・演習

授　業　計　画

回 テーマ　　　 授　業　内　容

1 運動器疾患のリハビリテーション　総論
運動器疾患に対するリハビリテーションにおいて、機能障害に対しての治療アプ
ローチ、関連する活動制限や参加制限に対しての必要性を理解する。

担当教員の実務経験
急性期、回復期、維持期また術後症例に対する運動器疾患リハビリテーションの経験を基に講
義・演習を行う。

授　業　概　要

本授業において、整形外科疾患の理学療法について解剖学、運動学、生理学を基礎とし、病態の
把握から適切な評価およびプログラム立案ができるよう学習する。
高齢者の4大骨折を筆頭に変形性関節症を含めた臨床現場でも数多くみられる疾患を中心に講義
を行い、評価実習、長期実習においての基盤とする。

到　達　目　標
身体活動を担う筋・骨格・神経系の理解を深め、機能障害に対する治療アプローチを獲得する
整形外科疾患論の病態を理解し、リスク管理及び適切な評価・治療が実施できる
機能解剖学的知識を合わせて、運動器に関する正確な触診技術、運動療法技術を身につける

4 炎症に対する理学療法② 炎症に対する処置、理学療法評価および治療を実施する。

5 肩関節疾患の理学療法(上腕骨近位端骨折)① 上腕骨近位端骨折に必要な解剖・疾患の知識を理解する。

2 運動機能障害に対する理学療法 運動機能障害に対して、評価および治療を実施する。

3 炎症に対する理学療法① 炎症の発生機序を理解する。

8 手関節疾患の理学療法(橈骨遠位端骨折)② 橈骨遠位端骨折に対する理学療法評価および治療を実施する。

9 脊椎疾患の理学療法(圧迫骨折)① 脊椎圧迫骨折に必要な解剖・疾患の知識を理解する。

6 肩関節疾患の理学療法(上腕骨近位端骨折)② 上腕骨近位端骨折に対する理学療法評価および治療を実施する。

7 手関節疾患の理学療法(橈骨遠位端骨折)① 橈骨遠位端骨折に必要な解剖・疾患の知識を理解する。

12 股関節疾患の理学療法(大腿骨頸部骨折)② 大腿骨頸部骨折に対する手術療法を理解し、リスク管理について理解する。

13 股関節疾患の理学療法(大腿骨頸部骨折)③ 大腿骨頸部骨折に対する理学療法評価および治療を実施する。

10 脊椎疾患の理学療法(圧迫骨折)② 脊椎圧迫骨折に対する理学療法評価および治療を実施する。

11 股関節疾患の理学療法(大腿骨頸部骨折)① 大腿骨頸部骨折に必要な解剖・疾患の知識を理解する。

14 股関節疾患の理学療法(大腿骨転子部骨折)① 大腿骨転子部骨折に必要な解剖・疾患の知識を理解する。

15 股関節疾患の理学療法(大腿骨転子部骨折)② 大腿骨転子部骨折に対する理学療法評価および治療を実施する。



（ 90 ％） （ ％） （ 10 ％） （ ％）

（ ％） （ ％） （ ）

16 股関節疾患の理学療法(骨盤骨折) 骨盤骨折に必要な解剖・疾患の知識を理解する。

17 膝関節疾患の理学療法（膝蓋骨骨折） 膝蓋骨骨折に必要な解剖・疾患の知識を理解する。

授　業　計　画

回 テーマ　　　 授　業　内　容

20 変形性関節症の理学療法　股関節 変形性股関節症の病態、症状、特徴などを知り、疾患の全体像を把握する。

21 変形性関節症の理学療法　股関節 変形性股関節症の病態、症状、特徴などを知り、疾患の全体像を把握する。

18 膝関節疾患の理学療法（脛骨骨折） 脛骨骨折に必要な解剖・疾患の知識を理解する。

19 足関節疾患の理学療法（踵骨骨折） 踵骨骨折に必要な解剖・疾患の知識を理解する。

24 変形性関節症の理学療法　股関節 変形性股関節症の歩行障害について、考えてみよう<実技も含む）。

25 変形性関節症の理学療法　股関節 変形性股関節症の歩行障害について、考えてみよう<実技も含む）。

22 変形性関節症の理学療法　股関節 変形性股関節症の理学療法（特に筋力増強運動を中心に）の実際。

23 変形性関節症の理学療法　股関節 変形性股関節症の理学療法（特に筋力増強運動を中心に）の実際。

28 変形性関節症の理学療法　膝関節 変形性膝関節症の理学療法（保存療法・手術後）の実際。

29 変形性関節症の理学療法　膝関節 変形性膝関節症の理学療法（保存療法・手術後）の実際。

26 変形性関節症の理学療法　膝関節 変形性膝関節症の病態、症状、特徴などを知り、疾患の全体像を把握する。

27 変形性関節症の理学療法　膝関節 変形性膝関節症の病態、症状、特徴などを知り、疾患の全体像を把握する。

教　科　書
運動器疾患の治療とリハビリテーション　手術・保存療法とリハプログラム　MEDICAL VIEW
病気がみえる運動器・整形外科VOL11　MEDIC MEDIA
講義ごとに随時資料配布

参　考　書
図解　理学療法技術ガイド　第4版　文光堂、標準整形外科学　第13版　医学書院
理学療法学ゴールド・マスター・テキスト整形外科系理学療法学　MEDICAL VIEW

授業の留意点・備考
理学療法評価および実技を行う機会があるため、服装は軽装で受講とする。軽装が必要時には、講義前に連
絡を行う。

30 定期試験 上記項目の筆記試験を行う。

準備学習（予習復習）
の

具体的な内容

講義ごとに随時復習を行い、理解度および検査手技、治療手技を理解する。
1.2年次に学習した解剖・運動学を復習すること

成　績　評　価
実技試験 小テスト レポート定期試験

課題 発表 その他



15 関節リウマチの理学療法③ 関節リウマチ症例を掲示し、グループワークにて討論し知識を深める。

13 関節リウマチの理学療法① 関節リウマチに必要な解剖・疾患の知識を理解する。

14 関節リウマチの理学療法② 関節リウマチに対する理学療法評価および治療を実施する。

11 脊髄損傷の理学療法⑤ 脊髄損傷症例を掲示し、理学療法、ADLについて検討する。

12 脊髄損傷の理学療法⑥ 各グループにて検討した事項を発表する。

9 脊髄損傷の理学療法③ 脊髄損傷症例を掲示し、グループワークにて討論し知識を深める。

10 脊髄損傷の理学療法④ 脊髄損傷症例を掲示し、理学療法評価について検討する。

7 脊髄損傷の理学療法① 脊髄損傷に必要な解剖・疾患の知識を理解する。

8 脊髄損傷の理学療法② 脊髄損傷に対する理学療法評価および治療を実施する。

5 脊柱菅狭窄症の理学療法① 脊柱菅狭窄症に必要な解剖・疾患の知識を理解する。

6 脊柱菅狭窄症の理学療法② 脊柱菅狭窄症に対する理学療法評価および治療を実施する。

3 頚椎・腰椎椎間板ヘルニアの理学療法 頚椎・腰椎椎間板ヘルニアに必要な解剖・疾患の知識を理解する。

4 頚椎・腰椎椎間板ヘルニアの理学療法 頚椎・腰椎椎間板ヘルニアに対する理学療法評価および治療を実施する。

1 頚椎症の理学療法 頚椎症に必要な解剖・疾患の知識を理解する。

2 頚椎症の理学療法 頚椎症に対する理学療法評価および治療を実施する。

授　業　概　要
整形外科疾患の理学療法について解剖学、運動学、生理学を基礎とし、病態の把握から適切な評
価およびプログラム立案ができるよう学習する。
評価実習、長期実習においての基盤となる。

到　達　目　標
身体活動を担う筋・骨格・神経系の理解を深め、機能障害に対する治療アプローチを獲得する
整形外科疾患論の病態を理解し、リスク管理及び適切な評価・治療が実施できる
機能解剖学的知識を合わせて、運動器に関する正確な触診技術、運動療法技術を身につける

授　業　計　画

回 テーマ　　　 授　業　内　容

区分 選択・必修 必修

担当教員の実務経験
急性期、回復期、維持期また術後症例に対する運動器疾患リハビリテーションの経験を基に講
義・演習を行う。

専門分野 教育内容 理学療法治療学

単位数 2 時数 60 授業形態 講義・演習

科目名 運動器疾患理学療法Ⅱ 担当教員 上村幸司・山下　俊

学科 理学療法学科 年次 3 開講期 前期



（ 80 ％） （ 10 ％） （ ％） （ ％）

（ ％） （ 10 ％） （ ）

参　考　書
図解　理学療法技術ガイド　第4版　文光堂、標準整形外科学　第13版　医学書院
理学療法学ゴールド・マスター・テキスト整形外科系理学療法学　MEDICAL VIEW

授業の留意点・備考
理学療法評価および実技を行う機会があるため、服装は軽装で受講とする。軽装が必要時には、講義前に連
絡を行う。

準備学習（予習復習）
の

具体的な内容

講義ごとに随時復習を行い、理解度および検査手技、治療手技を理解する。
1.2年次に学習した解剖・運動学を復習すること

成　績　評　価

教　科　書
運動器疾患の治療とリハビリテーション　手術・保存療法とリハプログラム　MEDICAL VIEW
病気がみえる運動器・整形外科VOL11　MEDIC MEDIA
講義ごとに随時資料配布

29 スポーツ障害の理学療法　テーピング実技
実際に足関節内反捻挫に対してのテーピング療法を学び、実際にテーピングを巻
いてみる（実技試験10％）

30 定期試験 上記項目において筆記試験を実施する。

27 スポーツ障害の理学療法　テーピング手技 テーピングの特徴、注意点、ポイントを学び、応急処置の考え方を学ぼう

28 スポーツ障害の理学療法　テーピング実技
実際に足関節内反捻挫に対してのテーピング療法を学び、実際にテーピングを巻
いてみる

25 スポーツ障害の理学療法　足関節内反捻挫
足関節内反捻挫の疾患の特徴を学び、理学療法をどのように進めていくべきか考
える。

26 スポーツ障害の理学療法　テーピング手技 テーピングの特徴、注意点、ポイントを学び、応急処置の考え方を学ぼう

23 スポーツ障害の理学療法　ＡＣＬ損傷 ACL損傷の特徴を学び、理学療法をどのように進めていくべきか考える。

24 スポーツ障害の理学療法　足関節内反捻挫
足関節内反捻挫の疾患の特徴を学び、理学療法をどのように進めていくべきか考
える。

21
腱断裂の理学療法
アキレス腱断裂・腱板断裂

腱断裂の疾患の特徴を学び、理学療法をどのように進めていくべきか考える。

22 スポーツ障害の理学療法　ＡＣＬ損傷 ACL損傷の特徴を学び、理学療法をどのように進めていくべきか考える。

19 加齢による機能障害に対する理学療法 加齢に伴う機能障害に必要な解剖・疾患の知識を理解する。

20
腱断裂の理学療法
アキレス腱断裂・腱板断裂

腱断裂の疾患の特徴を学び、理学療法をどのように進めていくべきか考える。

17 上肢の末梢神経麻痺に対する理学療法 上肢の末梢神経麻痺に必要な解剖・疾患の知識を理解する。

18 下肢の末梢神経麻痺に対する理学療法 下肢の末梢神経麻痺に必要な解剖・疾患の知識を理解する。

授　業　計　画

回 テーマ　　　 授　業　内　容

16 関節リウマチ④ 各グループにて検討した事項を発表する。

実技試験 小テスト レポート定期試験

課題 発表 その他



心臓リハビリテーションに必要な解剖学②

15 不整脈各論④ 上室性不整脈について学ぶ。

13 不整脈各論② 心房に由来する不整脈について学ぶ。

14 不整脈各論③ 房室結節に由来する不整脈について学ぶ。

11 不整脈総論 不整脈の分類、薬物治療と非薬物治療について学ぶ。

12 不整脈各論① 洞房結節に由来する不整脈について学ぶ。また、補充調律についても学ぶ。

9 心電図の成り立ち③ 演習問題①

10 心電図の成り立ち④ 演習問題②

7 心電図の成り立ち① 心電図の誘導法、健常者の波形、波形と刺激伝導系の関係について学ぶ。

8 心電図の成り立ち② 洞調律の波形、心電図の異常について学ぶ。

5 心臓の生理機能(心拍について) 心拍数と脈拍数、最大心拍数、運動の種類、karvonen法について学ぶ。

6 正常血圧、高血圧、低血圧について学び、血圧測定、検脈を経験する。

3 心臓リハビリテーションに必要な解剖学① 心臓の位置、刺激伝導路、心臓の血管、弁について学ぶ。

4

心臓の生理機能(血圧について)

心臓の組織像、動・静脈系、体循環と肺循環、リンパ系、心周期、心機能と血圧
の関係について学ぶ。

1 心臓リハビリテーション総論① 心臓リハビリテーションの歴史、定義と目的について学ぶ。

2 心臓リハビリテーション総論② 心臓リハビリテーションの構成要素、時期的区分、有効性について学ぶ。

授　業　概　要
心疾患の病態生理を理解し、各検査データの解釈、理学療法評価を通してリスクを把握したうえ
で安全に理学療法を提供できるようになること、また、再発予防のために適切な患者教育ができ
るようになることを目標とする。

到　達　目　標 循環器の解剖・生理学の統合を行い、病態に対して適切な理学療法介入が出来るようになる。

授　業　計　画

回 テーマ　　　 授　業　内　容

区分 選択・必修 必修

担当教員の実務経験
介護老人保健施設の利用者で心疾患のある方の評価およびリハビリテーションを行っていた経験
を基に講義・演習を行う。

専門分野 教育内容 理学療法治療学

単位数 2 時数 60 授業形態 講義・演習

科目名 心大血管疾患理学療法 担当教員 宮崎　裕士

学科 理学療法学科 年次 3 開講期 後期



（ 90 ％） （ ％） （ 10 ％） （ ％）
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参　考　書 心臓病の病態生理　第4版

授業の留意点・備考 授業中、質問をすることがありますので、その際は積極的に発言してください。

準備学習（予習復習）
の

具体的な内容

できる限り理解しやすい授業を工夫していきますが、専門性が高い教科ですので、予習復習をしてくださ
い。

成　績　評　価

教　科　書 病気が見える vol.2 循環器 第4版、心臓リハビリテーション必携～指導士資格認定試験準拠～

29 大血管疾患のリハビリテーション② 大血管疾患のリハビリにおける運動処方について学ぶ。

30 定期試験

27 末梢動脈閉塞性疾患のリハビリテーション②
急性動脈閉塞、奇異性塞栓、アテローム塞栓、血管炎症候群、血管攣縮について
学ぶ。

28 大血管疾患のリハビリテーション① 大動脈瘤および大動脈解離の分類、症状、治療法について学ぶ。

25 心不全のリハビリテーション② 重症度分類、運動療法について学ぶ。

26 末梢動脈閉塞性疾患のリハビリテーション① 末梢動脈疾患の病因、臨床症状、治療法について学ぶ。

23 狭心症のリハビリテーション② 二重積、狭心症のリハビリテーションの実際について学ぶ。

24 心不全のリハビリテーション① 心不全の臨床徴候、左心不全と右心不全について学ぶ。

21 心筋梗塞のリハビリテーション② 運動療法について学ぶ。

22 狭心症のリハビリテーション① 狭心症の運動療法とその効果について学ぶ。

19 虚血性心疾患各論②
安定狭心症、不安定狭心症、無症候性心筋虚血、異型狭心症、心筋梗塞について
学ぶ。

20 心筋梗塞のリハビリテーション①
心筋梗塞のリハビリテーションの期分類、急性期プログラム、クリニカルパスに
ついて学ぶ。

17 虚血性心疾患総論 虚血性心疾患の分類、症状および検査法、治療法について学ぶ。

18 虚血性心疾患各論① 動脈硬化の分類、高血圧、脂質代謝異常について学ぶ。

授　業　計　画

回 テーマ　　　 授　業　内　容

16 不整脈各論⑤ 心室性不整脈について学ぶ。

実技試験 小テスト レポート定期試験

課題 発表 その他



科目名 内部障害理学療法 担当教員 岩北　耕三・橋本　直子

学科 理学療法学科 年次 3 開講期 前期

区分 選択・必修 必修

担当教員の実務経験
理学療法士として10年以上の臨床経験があり、呼吸器疾患や代謝疾患の理学療法の経験を活か
し、講義・演習を行うことができる。

専門分野 教育内容 理学療法治療学

単位数 2 時数 60 授業形態 講義・演習

1 呼吸リハビリテーション総論①　岩北 呼吸リハビリテーションの概要について講義する。

2 呼吸リハビリテーション総論②　岩北 呼吸リハビリテーションの対象となる疾患、治療法について講義する。

授　業　概　要
内部障害における理学療法は、循環器、呼吸器、代謝疾患が対象となる。本授業では、内部障害
の中から呼吸器と代謝疾患を対象に、内部障害における理学療法士の役割を学び、解剖生理、評
価及び治療プログラムの習得を目指す。

到　達　目　標
内部障害の解剖・生理・運動学の統合を行い、病態に対して適切な理学療法介入が出来るように
なる。

授　業　計　画

回 テーマ　　　 授　業　内　容

5 呼吸理学療法に必要な解剖学③　岩北 呼吸理学療法に必要な筋肉や骨、運動学について講義する。

6 呼吸理学療法に必要な生理学①　岩北 呼吸理学療法に必要な生理学について講義する。

3 呼吸理学療法に必要な解剖学①　岩北 呼吸理学療法に必要な筋肉や骨、運動学について講義する。

4 呼吸理学療法に必要な解剖学②　岩北 呼吸理学療法に必要な筋肉や骨、運動学について講義する。

9 呼吸理学療法の評価① 呼吸機能の評価について学ぶ。

10 呼吸理学療法の評価② フィジカルアセスメント・聴診について学ぶ。

7 呼吸理学療法に必要な生理学②　岩北 呼吸理学療法に必要な生理学について講義する。

8 呼吸不全 呼吸器不全の病態とモニタリングについて学ぶ。

13 呼吸理学療法の評価⑤ 呼吸器疾患のADL・QOL、画像評価について学ぶ。

14 呼吸器疾患の理学療法① リラクセーション、呼吸練習について学び、演習する。

11 呼吸理学療法の評価③ 呼吸困難の評価、異常呼吸について学ぶ。

12 呼吸理学療法の評価④ 呼吸器疾患の運動耐容能と筋力の評価について学ぶ。

15 呼吸器疾患の理学療法② 呼吸介助法について学び、演習する。



代謝疾患の理学療法［糖尿病］　岩北

代謝疾患の理学療法［糖尿病］　岩北

代謝疾患の理学療法［腎疾患］　岩北

代謝疾患の理学療法［腎疾患］　岩北

代謝疾患の理学療法［腎疾患］　岩北

まとめ　岩北

（ 60 ％） （ ％） （ ％） （ 40 ％）

（ ％） （ ％） （ ）

17 呼吸器疾患の理学療法④ 吸引方法について学び、演習する。

18 呼吸器疾患の理学療法⑤ 呼吸器疾患の運動療法について学ぶ。

授　業　計　画

回 テーマ　　　 授　業　内　容

16 呼吸器疾患の理学療法③ 排痰法について学び、演習する。

21 慢性閉塞性肺疾患（COPD)の理学療法② COPDの評価と治療について学ぶ。

22 慢性閉塞性肺疾患（COPD)の理学療法③ COPDの理学療法について学び、演習する。

19 呼吸器疾患の理学療法⑥ 酸素療法、人工呼吸器療法について学ぶ。

20 慢性閉塞性肺疾患（COPD)の理学療法① COPDの病態生理について学ぶ。

25 糖尿病の理学療法の実際について講義する。

26 代謝疾患のうち腎臓病の概要について講義する。

23 代謝疾患の理学療法［糖尿病］　岩北 代謝疾患のうち糖尿病の概要について講義する。

24 糖尿病の病態、評価、治療法について講義する。

29 内部障害理学療法のまとめを行う。

30 定期試験 筆記試験

27 腎臓病の病態、評価、治療法について講義する。

28 腎臓病の理学療法の実際について講義する。

参　考　書
・解剖学教科書
・生理学教科書

授業の留意点・備考
・欠席しないこと。
・積極的授業態度を求める。
・演習時は軽装を用意すること。

準備学習（予習復習）
の

具体的な内容
講義資料に復習のポイントを記す。呼吸器機能の解剖・運動・生理について把握しておくこと。

成　績　評　価

教　科　書
・標準理学療法学　内部障害理学療法学
・資料配布

実技試験 小テスト レポート定期試験

課題 発表 その他



（ 90 ％） （ ％） （ ％） （ ％）

（ 10 ％） （ ％） （ ）

科目名 小児疾患理学療法 担当教員 橋本　直子

学科 理学療法学科 年次 3 開講期 前期

必修

単位数 1 時数 30 授業形態 講義

区分 専門分野 教育内容 理学療法治療学 選択・必修

担当教員の実務経験
実務経験、研修、学会参加において小児疾患に携わった経験を基に、障がいを持つ子供へのリハ
ビリテーションの特殊性、理学療法評価やアプローチ方法について講義を行うことができる。

授　業　概　要
小児における代表的疾患について学びを深めるために、正常発達や姿勢反射の推移を学ぶ。それ
ぞれの疾患の概要や特徴を踏まえて理学療法評価や治療の考え方・アプローチを学ぶ。

到　達　目　標
小児の正常発達を理解し、障がいの影響やそれに対する理学療法の目的を考えて方法を説明でき
る。各疾患の理学療法評価を知り、評価結果に対する適切な理学療法を説明できる。

授　業　計　画

回 テーマ　　　 授　業　内　容

1 オリエンテーション、小児理学療法の特殊性 小児理学療法の基本的概念と療育について学ぶ。

2 人間発達① 運動発達と反射の関係について学ぶ。

3 人間発達② 上肢、精神、発達検査について学ぶ。

4 脳性麻痺① 脳性麻痺の分類、評価、原因、介入方法について学ぶ。

5 脳性麻痺② 痙直型両麻痺の原因、特徴、姿勢特徴を理解した理学療法を学ぶ。

6 脳性麻痺③ 痙直型四肢麻痺の特徴と姿勢を理解した理学療法を学ぶ。

7 脳性麻痺④ 痙直型片麻痺の全体像と理学療法を学ぶ。反射反応を利用した理学療法を学ぶ。

8 脳性麻痺⑤ アテトーゼ型の分類とそれぞれの特徴、全体像を知り、理学療法を学ぶ。

9 二分脊椎 二分脊椎の分類、合併症、評価、理学療法について学ぶ。

10 ペルテス病 ペルテス病の分類、評価、理学療法評価について学ぶ。

11 デュシャンヌ型筋ジストロフィー症①
DMDの運動機能の経過、分類、関節可動域の低下、評価、理学療法について学
ぶ。

12 デュシャンヌ型筋ジストロフィー症② DMDに関する国家試験問題を解き、復習と併せてADL介入について学ぶ。

13 ダウン症候群 ダウン症候群の特徴、全体像、合併症、理学療法について学ぶ。

14 発達障害 発達障害の分類とそれぞれの特徴、運動機能に対する理学療法を学ぶ。

15 前期定期試験 筆記試験

参　考　書 小児理学療法学テキスト改訂第3版：南江堂

授業の留意点・備考 正常発達を理解した上で各疾患の理学療法介入が必要となるため、正常発達を把握しておくこと。

準備学習（予習復習）の
具体的な内容

正常発達と反射について復習し、理解しておくこと。各テーマ終了後確認テストを行うので復習をしてお
く。

成　績　評　価

教　科　書 イラストでわかる小児理学療法：医歯薬出版株式会社

実技試験 小テスト レポート定期試験

課題 発表 その他



15 症例発表 発表を通して様々な中枢性疾患の理学療法プロセスを共有する。

13 ケーススタディ⑧ プログラムを立案する。

14 ケーススタディ⑨ 発表用資料を作成する。

11 ケーススタディ⑥ 短期目標を設定する

12 ケーススタディ⑦ 長期目標を設定する。

9 ケーススタディ④ 評価項目の検査結果を確認し、統合と解釈を行う。

10 ケーススタディ⑤ 統合と解釈から問題点を抽出する。

7 ケーススタディ③ 理学療法評価項目から予想される結果を考える。

8 中間発表
今までの評価プロセスにおける情報収集から理学療法評価項目の選択までを臨床
推論に裏づけされた内容で発表を行なう。

5 ケーススタディ① 中枢神経系の症例を提示し、情報収集の方法を考え実施していく。

6 ケースステディ② 情報収集から得たデータとさらに理学療法評価の項目を考える。

3 臨床実習について② 患者担当型臨床実習と臨床参加型臨床実習を理解する。

4 臨床実習について③ 理学療法評価の流れから臨床推論のための論理的思考を理解する。

1 オリエンテーション 授業の内容、進め方の説明を行い、中枢性疾患についての振り返りを行なう。

2 臨床実習について①
理学療法養成課程における臨床実習の変遷を説明し、現在の臨床実習について理
解する。

授　業　概　要
代表的な中枢系・整形系疾患の理学療法における評価・治療を理解し、考える力を養い臨床実
習・卒業後の実務へと繋げる。

到　達　目　標
中枢系・整形系疾患を理解し、各種ケースにおける問題点を推察し、問題解決に必要な評価項目
の選択を行い、妥当な理学療法プログラムとゴールの立案ができる。

授　業　計　画

回 テーマ　　　 授　業　内　容

区分 選択・必修 必修

担当教員の実務経験
理学療法士として10年以上の臨床経験があり、中枢系や整形系疾患の理学療法の経験を活かし、
講義・演習を行うことができる。

専門分野 教育内容 理学療法治療学

単位数 2 時数 60 授業形態 講義・演習

科目名 理学療法治療学演習 担当教員 緒方　茂/宮崎　裕士

学科 理学療法学科 年次 3 開講期 後期



（ ％） （ ％） （ ％） （ ％）

（ ％） （ 100 ％） （ ）

参　考　書 適宜資料配布。

授業の留意点・備考
グループ学習では班員一丸となり積極的に取り組み、そこで学んだ経験を基に個人学習を進める。グループ
学習の際に効率よく話し合いが進むよう事前に班員各々の役割を確認、分担し責任を持って臨む。

準備学習（予習復習）
の

具体的な内容

成　績　評　価

教　科　書
6ステップで組み立てる理学療法臨床実習ガイド～臨床推論から症例報告の書き方まで～
医学書院

評価の流れなど2年次に習得しているものは、事前に予習で確認するように。

29 ケーススタディ⑥(個人学習) 症例の治療計画立案を行う。

30 症例発表 各々のグループで検討した内容を発表、意見交換をする。

27 ケーススタディ④(個人学習) 症例の統合と解釈を行う。

28 ケーススタディ⑤(個人学習) 症例の目標設定を行う。

25 ケーススタディ②(個人学習) 症例の問題点を抽出する。

26 ケーススタディ③(個人学習) 症例についての考察をする。

23 症例発表 各々のグループで検討した内容を発表、意見交換をする。

24 ケーススタディ①(個人学習) 整形系疾患の症例を提示し、情報収集の方法を考え実施していく。

21 ケーススタディ⑤(グループ学習) 症例の目標設定を行う。

22 ケーススタディ⑥(グループ学習) 症例の治療計画立案を行う。

19 ケーススタディ③(グループ学習) 症例についての考察をする。

20 ケーススタディ④(グループ学習) 症例の統合と解釈を行う。

17 ケーススタディ①(グループ学習) 整形系疾患の症例を提示し、情報収集の方法を考え実施していく。

18 ケーススタディ②(グループ学習) 症例の問題点を抽出する。

授　業　計　画

回 テーマ　　　 授　業　内　容

16 オリエンテーション 代表的な整形系疾患の振り返りを行う。

実技試験 小テスト レポート定期試験

課題 発表 その他



科目名 理学療法治療学総合演習 担当教員 専任教員

学科 理学療法学科 年次 4 開講期 前期

区分 専門分野 教育内容 理学療法治療学 選択・必修 必修

単位数 2 時数 60 授業形態 講義・演習

授　業　計　画

回 テーマ　　　 授　業　内　容

1 股関節疾患① 大腿骨頸部骨折の一般的な治療を立案する。

担当教員の実務経験
理学療法士としての臨床経験において様々な疾患を持つ対象者の治療を行った経験を活かし、各
疾患における基本となる治療方針や実施について講義・演習を行うことができる。

授　業　概　要
臨床でよくみられる疾患に対し、その疾患の特徴と病態を踏まえた治療を考えて立案し、実施す
る。

到　達　目　標
疾患の特徴を説明できる。疾患から予想される障害を理解し、その問題点に対し治療の立案を行
い、その根拠を説明できる。立案した治療についてリスク管理を行いながら実施することができ
る。

4 股関節疾患④ 人工股関節置換術後の一般的な治療を立案し、実施する。

5 膝関節疾患① 変形性膝関節症の一般的な治療を立案し、実施する。

2 股関節疾患② 大腿骨頸部骨折において立案した治療を実施する。

3 股関節疾患③ 大腿骨転子部骨折の一般的な治療を立案し、実施する。

8 膝関節疾患④ 人工膝関節術後の一般的な治療を立案し、実施する。

9 椎間板ヘルニア① 頚椎椎間板ヘルニアの一般的な治療を立案し、実施する。

6 膝関節疾患② 脛骨高原骨折の一般的な治療を立案し、実施する。

7 膝関節疾患③ 膝蓋骨骨折の一般的な治療を立案し、実施する。

12 靭帯損傷② 足関節靭帯損傷における一般的な治療を立案し、実施する。

13 肩関節疾患 上腕骨骨折の一般的な治療を立案し、実施する。

10 椎間板ヘルニア② 腰椎椎間板ヘルニアの一般的な治療を立案し、実施する。

11 靭帯損傷① 膝関節靭帯損傷における一般的な治療を立案し、実施する。

14 手関節疾患 橈骨遠位端骨折の一般的な治療を立案し、実施する。

15 関節リウマチ① 関節リウマチの一般的な治療を立案する。



（ ％） （ ％） （ 10 ％） （ ％）

（ 90 ％） （ ％） （ ）

16 関節リウマチ② 関節リウマチにおいて立案した治療を実施する。

17 脳血管疾患① 脳血管疾患における身体機能への治療を立案する。

授　業　計　画

回 テーマ　　　 授　業　内　容

20 脳血管疾患④ 脳血管疾患における高次脳機能障害への治療を実施する。

21 パーキンソン病① パーキンソン病の一般的な治療を立案する。

18 脳血管疾患② 脳血管疾患における身体機能への治療を実施する。

19 脳血管疾患③ 脳血管疾患における高次脳機能障害への治療を立案する。

24 脊髄損傷② 脊髄損傷の損傷レベルに合わせた車椅子移動の方法指導を行う。

25 脊髄損傷③ 脊髄損傷の損傷レベルに合わせたセルフケアの方法を立案、指導を行う。

22 パーキンソン病② パーキンソン病の一般的な治療を実施する。

23 脊髄損傷① 脊髄損傷の損傷レベルに合わせた移乗・除圧の指導を行う。

28 呼吸器疾患 呼吸器疾患の一般的な治療を立案し、実施する。

29 がん がん、緩和ケアにおける一般的な治療を立案し、実施する。

26 脊髄損傷④ 脊髄損傷の損傷レベルに合わせた歩行方法の指導を行う。

27 循環器疾患 循環器疾患の一般的な治療を立案し、実施する。

教　科　書 資料配布

参　考　書 適宜必要な書を提示

授業の留意点・備考 理学療法評価学総合演習との関連を踏まえて授業に望むこと。

30 糖尿病 糖尿病における一般的な治療を立案し、実施する。

準備学習（予習復習）の
具体的な内容

各疾患の特徴や病態、評価から予想される障害は事前に把握しておくこと。

成　績　評　価
実技試験 小テスト レポート定期試験

課題 発表 その他



（ 80 ％） （ ％） （ ％） （ ％）

（ 20 ％） （ ％） （ ）

講義・演習

科目名 福祉住環境論 担当教員 大石　宝予

学科 理学療法学科 年次 2 開講期 前期 単位数 1 時数 30 授業形態

回 テーマ　　　 授　業　内　容

区分 専門分野 教育内容 地域理学療法学 選択・必修

担当教員の実務経験
地域リハビリテーションにおける老人保健施設や通所リハ、また機能訓練事業や認定審査会など
で地域行政と関わった経験がある。福祉用具プランナーの資格取得で住環境整備に関する技能を
学んだ経験がある。

必修

授　業　概　要
地域リハビリテーションにおける概要や制度・サービス等について学習する。住環境コーディ
ネーター２級（11月）を受験する。

到　達　目　標

地域リハビリテーションの概要・概念を理解し、理学療法士として必要な地域リハビリテーショ
ンを取り巻く諸制度や支援の現状を理解する。地域における多職種連携やチームアプローチの重
要性に基づいた考え方を身につける。その中で福祉住環境コーディネーター２級の受験にチャレ
ンジし資格取得を目指す。

授　業　計　画

1
オリエンテーション
第１章 高齢者や障害者を取り巻く社会状況

福祉住環境コーディネーター２級受験の説明
高齢者や障害者を取り巻く社会状況と住環境を学ぶ

2 第１章 高齢者や障害者を取り巻く社会状況
障害者や障害者を取り巻く社会状況と住環境を学ぶ
福祉住環境コーディネーターの役割を学ぶ

3
第４章 相談援助の考え方と
　　　　　　　 福祉住環境整備の進め方

ケアマネジメントと相談援助の視点、関連職種との関わり方を学ぶ

4 ミニテスト 回答と解説

5 第２章 障害の捉え方と自立支援のあり方
障害の捉え方とリハビリテーションにおける自立支援を学ぶ
在宅介護での自立支援のあり方を学ぶ

6 第２章 障害の捉え方と自立支援のあり方 高齢者と障害者の心身の特性を学ぶ

7 第２章 障害の捉え方と自立支援のあり方 高齢者と障害者の心身の特性を学ぶ

8
第３章 疾患別・障害別に見た不便・
　　　　　　　　　　　　　 不自由とは

高齢者や障害者に多い疾患別に見た住環境整備を学ぶ

9
第３章 疾患別・障害別に見た不便・
　　　　　　　　　　　　　 不自由とは

高齢者や障害者に多い疾患別に見た住環境整備を学ぶ

10 ミニテスト 回答と解説

11 第５章 福祉住環境整備の基本技術 福祉住環境整備の基本技術を学ぶ

12 第５章 福祉住環境整備の基本技術
福祉住環境整備の基本技術を学ぶ
事例を通して生活環境を検討する（家屋図面の見方と住宅改修の視点）

13 第６章 在宅生活における福祉用具の活用 福祉用具の意味と適応と生活行為別にみた福祉用具の活用を学ぶ

14 ミニテスト 回答と解説

参　考　書 福祉住環境コーディネーター検定試験　２級過去問題集

授業の留意点・備考
成績評価の内容を確認すること。各授業ごとの課題やレポートの提出期限を守ること（提出期限も評価の対
象とする）。

準備学習（予習復習）の
具体的な内容

授業の前に、該当内容の範囲を予習しておくこと。確認テストを行うので復習も欠かさないこと。
福祉住環境コーディネーター検定試験の過去問解説の課題をもって授業に臨んでもらう。

成　績　評　価
提出期限（送れた場合は減点）

教　科　書
福祉住環境コーディネーター検定試験　２級公式テキスト
他、適宜資料配布

15 定期試験

実技試験 小テスト レポート定期試験

課題 発表 その他



（ 80 ％） （ ％） （ 10 ％） （ 10 ％）

（ ％） （ ％） （ ）

参　考　書 講師からの配布資料

授業の留意点・備考 高齢者支援制度は日々変化している。様々な情報に耳を傾けるよう意識してほしい。

準備学習（予習復習）
の

具体的な内容

教科書を読んでおく、講義ノートを復習復習する。インターネット等のメディアを通して最新の介護保険
事情を調べておくこと。

成　績　評　価
私語や無断退室など受講上望ましく
ない行為はマイナス評価

教　科　書 地域リハビリテーション学テキスト　改訂第3版：南江堂

14 症例演習Ⅳ・ 実際の行為動作に関する理解と理学療法

15 まとめ 全体のまとめと習熟度の確認

12 症例演習Ⅱ 実際の排泄動作に関する理解と理学療法

13 症例演習Ⅲ 実際の入浴動作に関する理解と理学療法

10 生活課題に対する理学療法Ⅱ 健常者同士でADL介助を行い正しい介助方法を学ぶⅡ

11 症例演習Ⅰ 実際の食事動作に関する理解と理学療法

8 地域リハビリテーション関連職種 専門職連携の重要性

9 生活課題に対する理学療法Ⅰ 健常者同士でADL介助を行い正しい介助方法を学ぶⅠ

6 公的介護保険制度における地域理学療法Ⅲ 訪問リハビリテーションにおける理学療法の現状

7 公的介護保険制度における地域理学療法Ⅳ 地域包括ケアシステムにおける理学療法士の役割

4 公的介護保険制度における地域理学療法Ⅰ リハ等通所系サービスにおける理学療法の現状

5 公的介護保険制度における地域理学療法Ⅱ 介護老人保健施設等の入所サービスにおける理学療法の現状

2 地域リハビリテーション活動 地域リハビリテーション活動とその背景にあるもの

3 制度の変遷 地域リハビリテーションの歴史・背景

授　業　計　画

回 テーマ　　　 授　業　内　容

1 地域リハビリテーションの概念 リハビりテーションの定義。地域リハビリテーションとは。地域理学療法とは

担当教員の実務経験
高齢者施設のリハ業務や介護保険計画で地域行政と係わった経験を活かし、地域リハビリテー
ションにおける理学療法士の役割や制度・今後の展望について講義・演習を行うことができ
る。

授　業　概　要

地域リハビリテーションの背景や現状を理解し、地域におけける理学療法士としての専門的な
関わりを学習する。また、介護保険制度や地域包括ケアシステムに関する知識も深め、今後の
理学療法士の在り方を学ぶ。高齢者施設の演習やボランティアに参加して地域貢献活動を学ぶ

到　達　目　標

１．地域リハビリテーションに関わる専門職としての知識の習得のみならず、地域で暮らす障
害者や高齢者の具体的な支援方法を説明できる。２．地域リハビリテーションの必要性、関連
職種の役割や連携について説明できる。３．介護保険制度の位置づけを説明できる。訪問リ
ハ・デイサービス・デイケアの目的、対象、具体的内容について説明できる。４．介護老人保
健施設・特別養護老人ホームの目的、対象、具体的内容について説明できる。

区分 専門分野 教育内容 地域理学療法学 選択・必修 必修

単位数 1 時数 30 授業形態 講義・演習

科目名 地域理学療法学 担当教員 平尾　浩志

学科 理学療法学科 年次 3 開講期 前期

実技試験 小テスト レポート定期試験

課題 発表 その他



（ ％） （ 60 ％） （ ％） （ 20 ％）

（ 20 ％） （ ％） （ ）

参　考　書 講師からの配布資料

授業の留意点・備考 高齢者支援制度は日々変化している。様々な情報に耳を傾けるよう意識してほしい。

準備学習（予習復習）
の

具体的な内容

教科書を読んでおく、講義ノートを復習復習する。インターネット等のメディアを通して最新の介護保険
事情を調べておくこと。

成　績　評　価

教　科　書 地域リハビリテーション学テキスト　改訂第3版：南江堂

14 症例演習Ⅷ・まとめ
実際の行為動作に関する理解と理学療法の見解
全体のまとめと習熟度の確認

15 試験

12 症例演習Ⅵ 実際の排泄動作に関する理解と理学療法の見解

13 症例演習Ⅶ 実際の入浴動作に関する理解と理学療法の見解

10 高齢者の感染対策Ⅱ 実際の高齢者感染症対策について学ぶ

11 症例演習Ⅴ 実際の食事動作に関する理解と理学療法の見解

8 要介護高齢者に多いカテーテルチューブ 生活に必要な経管栄養や排尿に関するカテーテルチューブの重要性を学ぶ

9 高齢者の感染対策Ⅰ 細菌性とウイルス性の感染につて学ぶ

6 車いすやベッドの簡易的修理Ⅰ 日常生活で使用すADL補助具の簡単な修理を演習と通して学ぶ

7 車いすやベッドの簡易的修理Ⅱ 日常生活で使用すADL補助具の簡単な修理を演習と通して学ぶ

4 高齢者向け体操立案演習Ⅱ グループワーク　要介護高齢者に合った健康体操を計画立案

5 高齢者向け体操立案演習Ⅲ グループワーク　要介護高齢者に合った健康体操の発表

2 加齢に伴う身体的機能の変化 高齢者特有の病態について学ぶ

3 高齢者向け体操立案演習Ⅰ グループワーク　要介護高齢者に合った健康体操を計画する

授　業　計　画

回 テーマ　　　 授　業　内　容

1 後期オリエンテーション・前期の復習
前期に得た知識を踏まえ、後期の授業説明。次回からのグループワークオリエ
ンテーション

担当教員の実務経験
高齢者施設のリハ業務や介護保険計画で地域行政と係わった経験を活かし、地域リハビリテー
ションにおける理学療法士の役割や制度・今後の展望について講義・演習を行うことができ
る。

授　業　概　要

前期で学んだ知識を生かし、高齢者介護施設や在宅生活を支援する理学療法士の在り方を学
ぶ。高齢者施設の演習やボランティアに参加して地域貢献活動を学ぶ。

到　達　目　標

１．地域や施設で暮らす要介護要支援高齢者の健康維持のため健康体操の立案ができる。２．
車いす等高齢者が使用するADL補助具の調整や修理ができる。３．デイサービスにおけるリハ
ビリ専門職の業務を理解することができる。

区分 専門分野 教育内容 地域理学療法学 選択・必修 必修

単位数 1 時数 30 授業形態 講義・演習

科目名 地域理学療法学 担当教員 平尾　浩志

学科 理学療法学科 年次 3 開講期 後期

実技試験 小テスト レポート定期試験

課題 発表 その他



（ 90 ％） （ ％） （ ％） （ ％）

（ 10 ％） （ ％） （ ）

地域包括ケアシステムについて学ぶ。介護保険の理解

グループワークの際は皆で話し合い各々が納得した内容を発表してください。

区分

担当教員地域理学療法学演習 宮崎　裕士

理学療法学科 年次 2 開講期

準備学習（予習復習）
の

具体的な内容

教　科　書

参　考　書

授業の留意点・備考

参考書に指定しているテキストを予習しておいてください。

特に指定しない　適宜資料配布

介護予防と地域支援事業

高齢者における包括的な評価の実際

東京商工会議所編,福祉住環境コーディネーター検定試験2級公式テキスト

介護予防と地域支援事業の関係性について学ぶ。

包括的評価、特に高齢者の場合について考える。

高齢者向けの体操を考える。

考えた体操を実践、指導する。

模擬症例について考える。

模擬症例について考える。症例検討②

定期試験

地域高齢者における体操指導の実際

体操指導

症例検討①

成　績　評　価

福祉用具について②

フィールドワーク

フィールドワーク・発表

地域リハビリテーションについて 地域リハビリテーションと高齢者の関わりについて考える。

学内にある福祉用具を実際に体験する。

学内を車椅子を使用し移動。感じた事、不便なこと、改善点などを確認する。

フィールドワークの内容をまとめ、発表する。

15

14

13

12

11

10

授　業　内　容

オリエンテーション

住環境におけるアセスメント

福祉用具について①

社会状況と住環境について考える。

福祉住環境整備の手法について学ぶ。

福祉用具の種類、適応について学ぶ。

9

到　達　目　標

授　業　計　画

介護老人保健施設で維持期における様々な利用者の評価・日常生活活動(ADL)の指導、在宅復帰
への介入、高齢者の介護予防や地域の体操指導を実施した経験を基に、地域リハビリテーション
への関わりについて講義・演習を行う。

高齢者や障害者の生活と環境をとらえ調整することで、生活や行動を変化させ、それがQOLの充
足や拡大へとつながることを理解する。実際に福祉用具やリハビリテーション機器を使用し、環
境面の評価やアプローチ法を学ぶ。また、地域リハビリテーションにおける理学療法士の役割を
学ぶと共に様々な地域理学療法の現状や課題について総合的な理解を深める。

地域における包括的な理学療法評価ができる。集団での体操指導が実施できる。

回

8

7

6

5

4

3

2

1

テーマ　　　

授業形態学科

科目名

担当教員の実務経験

授　業　概　要

選択・必修 必修

30 講義・演習

地域理学療法学

後期 単位数 1 時数

専門分野 教育内容

実技試験 小テスト レポート定期試験

課題 発表 その他



（ ％） （ ％） （ ％） （ ％）

（ ％） （ 40 ％） （ ）

科目名 短期臨床実習Ⅱ 担当教員 臨床実習指導者

学科 理学療法学科 年次 2 開講期 後期

必修

単位数 2 時数 90 授業形態 実習

区分 専門分野 教育内容 臨床実習 選択・必修

担当教員の実務経験
理学療法に関し相当の経験を有する理学療法士とし、免許を受けた後5年以上業務に従事した者
であり、かつ指定された講習会を修了した者。

授　業　概　要
学内において習得した医学の知識や理論、検査測定技術を、病院施設等の臨床現場において、臨
床実習指導者の指導のもと診療参加型の実習にて学ぶ。

到　達　目　標

医療従事者を目指す者としての自覚を持つ。
対象者に対しての責任を持つ。
臨床における検査・測定の実施を体験する。
障害像を捉え、検査結果の原因追求ができる。

授　業　計　画

回 テーマ　　　 授　業　内　容

1 期間：令和3年2月1日～2月13日

2 各施設において臨床実習指導者の指導を受ける

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

参　考　書

授業の留意点・備考

準備学習（予習復習）
の

具体的な内容
各検査の意義と目的を理解し、検査測定の練習を行うこと。

成　績　評　価
成績報告書( 60％）

教　科　書 臨床実習の手引き 他

実技試験 小テスト レポート定期試験

課題 発表 その他



（ ％） （ ％） （ ％） （ ％）

（ ％） （ ％） （ ）

授業形態学科

科目名

担当教員の実務経験

授　業　概　要

選択・必修 必修

180 実習

臨床実習

後期 単位数 4 時数

専門分野 教育内容

9

到　達　目　標

授　業　計　画

理学療法に関し相当の経験を有する理学療法士、免許を受けた5年以上業務に従事した者
厚生労働省が指定した臨床実習指導者講習会の講習会を終了した者。

4週間の実習を通して臨床実習指導者のもと、実習施設における理学療法部門の役割を学び、ま
た学内で学んだ評価を系統的に修得し、その技術や考察の方法を修得する。

①臨床現場のスケジュールに沿って行動し、直接的業務と間接的業務を学ぶ。②臨床現場で患者
の評価・治療計画立案・具体的治療の実施を体験し、対象者の機能的状態を把握する。③対象者
から得られた情報を基に全体像の把握し、周辺環境との整合性を鑑み、一連の理学療法の手段と
結びつける。④総合的なリハビリテーション医療の中での理学療法の位置づけを再考する。

回

8

7

6

5

4

3

2

1

テーマ　　　 授　業　内　容

実習期間：令和3年2月1日～令和3年2月27日　計4週間

各施設、各臨床実習指導者の指導を受ける。

成　績　評　価
実習成績書60％、症例報告会40％

15

14

13

12

11

10

実習前に3年次までに学習した内容を復習し、理解度を高める。
検査測定の練習を行い、治療計画立案・具体的治療を学生同士で互いに実施する。

基礎分野、専門基礎分野、専門分野における持参しているすべての参考書

各ガイドライン、文献などを各自準備すること。

実習では、実際に症例に触れ理学療法業務を行う。その責任感と自覚を持つこと。

区分

担当教員短期臨床実習Ⅲ 理学療法臨床実習指導者

理学療法学科 年次 3 開講期

準備学習（予習復習）
の

具体的な内容

教　科　書

参　考　書

授業の留意点・備考

実技試験 小テスト レポート定期試験

課題 発表 その他



（ ％） （ ％） （ ％） （ ％）

（ ％） （ 40 ％） （ ）

科目名 長期総合実習Ⅰ 担当教員
臨床実習指導者

理学療法学科教員

学科 理学療法学科 年次 4 開講期 前期

必修

単位数 8 時数 360 授業形態 実習

区分 専門分野 教育内容 臨床実習 選択・必修

担当教員の実務経験
臨床経験5年以上かつ研修受講済の理学療法士が実習指導者となり、対象者への評価から治療の
経験と管理・運営の経験を活かし、学生に理学療法士の業務と必要な知識を教授することができ
る。

授　業　概　要

臨床実習指導者の指導のもと、評価から治療および記録・報告などの一連の理学療法業務を経験
し修得する。理学療法士としての管理・運営業務を学ぶ。包括的リハビリテーションにおける理
学療法士の役割と機能を学び、今後進むべき方向性を考える。社会人・職業人としての態度を修
得する。

到　達　目　標

臨床実習指導者の指導を受けながら臨床現場のスケジュールに沿って行動し、必要となる報告・
連絡・相談ができる。対象者の評価・治療計画の立案と具体的治療の実施を経験し、再評価をす
ることで効果の判定と治療プログラムの再考ができる。対象者の病態やその変化について把握
し、記録・報告ができる。

授　業　計　画

回 テーマ　　　 授　業　内　容

1 実習期間：令和2年5月11日（月）～7月4日（土）　8週間

2 それぞれの実習施設で行う

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

参　考　書

授業の留意点・備考 実習での報告・連絡・相談を速やかに行い、提出物の期限は守ること。

準備学習（予習復習）の
具体的な内容

実習先で多く見られる疾患の知識を勉強し、検査測定の目的や方法を理解したうえで実習に臨むこと。

成　績　評　価
実習指導者の評価や提出物等

教　科　書

実技試験 小テスト レポート定期試験

課題 発表 その他



（ ％） （ ％） （ ％） （ ％）

（ ％） （ 40 ％） （ ）

科目名 長期総合実習Ⅱ 担当教員
臨床実習指導者

理学療法学科教員

学科 理学療法学科 年次 4 開講期 後期

必修

単位数 8 時数 360 授業形態 実習

区分 専門分野 教育内容 臨床実習 選択・必修

担当教員の実務経験
臨床経験5年以上かつ研修受講済の理学療法士が実習指導者となり、対象者への評価から治療の
経験と管理・運営の経験を活かし、学生に理学療法士の業務と必要な知識を教授することができ
る。

授　業　概　要

臨床実習指導者の指導のもと、評価から治療および記録・報告などの一連の理学療法業務を経験
し修得する。理学療法士としての管理・運営業務を学ぶ。包括的リハビリテーションにおける理
学療法士の役割と機能を学び、今後進むべき方向性を考える。社会人・職業人としての態度を修
得する。

到　達　目　標

臨床実習指導者の指導を受けながら臨床現場のスケジュールに沿って行動し、必要となる報告・
連絡・相談ができる。対象者の評価・治療計画の立案と具体的治療の実施を経験し、再評価をす
ることで効果の判定と治療プログラムの再考ができる。対象者の病態やその変化について把握
し、記録・報告ができる。

授　業　計　画

回 テーマ　　　 授　業　内　容

1 実習期間：令和2年7月20日（月）～9月12日（土）　8週間

2 それぞれの実習施設で行う

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

参　考　書

授業の留意点・備考 実習での報告・連絡・相談を速やかに行い、提出物の期限は守ること。

準備学習（予習復習）の
具体的な内容

実習先で多く見られる疾患の知識を勉強し、検査測定の目的や方法を理解したうえで実習に臨むこと。

成　績　評　価
実習指導者の評価や提出物等

教　科　書

実技試験 小テスト レポート定期試験

課題 発表 その他


