
科目名 作業療法研究法 担当教員 小野　厚美

学科 作業療法学科 年次 4 開講期 前期

区分 専門分野 教育内容 基礎作業療法学 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 研究を始めるにあたって 研究に関わる基礎知識について学ぶ①

担当教員の実務経験 実際に大学院にて研究を経験している

授　業　概　要
作業療法の発展を支えるのは研究であることを理解し，研究に必要な基礎知識を学ぶ．また，演習を通じ
て，卒業論文実施計画書を作成する技術を身につける．各論の個々の内容は目標を参照．
井口知也（実務経験者）

到　達　目　標
１）研究疑問を立て，研究を進める方法を理解する
２）研究の類型やデザインを理解する
３）研究計画の具体的な手順を学び，実践することができる

4 研究の様々な類型について 研究の類型について学ぶ①

5 研究の様々な類型について 研究の類型について学ぶ②

2 研究を始めるにあたって 研究に関わる基礎知識について学ぶ②

3 研究を始めるにあたって 研究の展開と展開例について学ぶ

8 臨床倫理について 研究対象者の選定について学ぶ

9 文献検索について 文献検索方法について学ぶ

6 臨床倫理について 臨床倫理と研究倫理について学ぶ

7 臨床倫理について 人を対象にした研究倫理について学ぶ

12 研究計画書の立案について 研究計画書の構成について学ぶ

13 研究計画書について 研究計画書を作成する

10 文献検索について 文献検索をする

11 文献検索について 文献検索をする

14 研究計画書について 研究計画書を作成する

15 研究計画書について 研究計画書を作成する



（ ％） （ ％） （ ％） （ 50 ％）

（ 50 ％） （ ％） （ ）

16 研究テーマを考える ①研究テーマを決める

17 研究テーマを考える ②研究テーマを決める

授　業　計　画

回 テーマ　　　 授　業　内　容

20 研究計画書の実際の作成について ③研究計画書を作成する

21 研究計画書の実際の作成について ④研究計画書を作成する

18 研究計画書の実際の作成について ①研究計画書を作成する

19 研究計画書の実際の作成について ②研究計画書を作成する

24 作業療法リーズニングについて ①科学的リーズニングについて学ぶ

25 作業療法リーズニングについて ②ナラティブリーズニングについて学ぶ

22 研究計画書の実際の作成について ⑤研究計画書を作成する

23 研究計画書の実際の作成について ⑥研究計画書を作成する

28 作業療法リーズニングについて ⑤相互的リーズニングについて学ぶ

29 作業療法リーズニングについて 臨床実践におけるリーズニングの統合について学ぶ

26 作業療法リーズニングについて ③実際的リーズニングについて学ぶ

27 作業療法リーズニングについて ④倫理的リーズニングについて学ぶ

教　科　書 作業療法研究法マニュアル（社）日本作業療法士協会

参　考　書 作業療法士のための研究法入門　　三輪書店　　　標準作業療法学　専門分野　作業療法研究　医学書院

授業の留意点・備考 課題の提出期限を守ること

30 作業療法リーズニングについて わが国におけるリーズニング研究

準備学習（予習復習）の

具体的な内容
各回の授業内容や課題遂行が滞らないようにすること

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



科目名 作業療法セミナーⅠ 担当教員 作業療法学科専任教員

学科 作業療法学科 年次 4 開講期 前期

区分 専門分野 教育内容 基礎作業療法学 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 長期臨床実習に関する注意点と授業の流れの説明

担当教員の実務経験 作業療法業務に携わった経験を持つ教員が、作業療法の評価及び治療について講義する。

授　業　概　要 長期総合臨床実習前に、身体障害作業療法の評価及び治療の実際について学ぶ。

到　達　目　標
・対象疾患に対する評価プロセスを実施できる。
・対象疾患の治療・訓練・指導・を実施できる。

4 作業療法評価③ OSCE課題①の理解と練習

5 作業療法評価④ OSCE課題②の理解と練習

2 作業療法評価① 身体障害作業療法評価の概要についての復習

3 作業療法評価② 身体障害作業療法評価に関する演習

8 脳血管疾患作業療法③ OSCE課題③の理解と練習

9 整形疾患作業療法① 骨・関節の構造と運動学に関する復習

6 脳血管疾患作業療法① 中枢神経の構造と機能についての復習

7 脳血管疾患作業療法② 中枢神経の作業療法評価

12 内部疾患作業療法① 循環、呼吸器に関する解剖、生理学の復習

13 内部疾患作業療法② 循環、呼吸器に関する作業療法評価

10 整形疾患作業療法② 運動器疾患に関する作業療法評価

11 整形疾患作業療法③ 運動器疾患に関する作業療法とリスク管理

14 内部疾患作業療法③ 循環、呼吸器に関する作業療法とリスク管理

15 神経筋疾患作業療法① 神経筋疾患に関する解剖、生理学の復習



（ ％） （ ％） （ ％） （ ％）

（ 100 ％） （ ％） （ ）

16 神経筋疾患作業療法② 神経筋疾患に関する作業療法評価

17 神経筋疾患作業療法③ 神経筋疾患に関する作業療法とリスク管理

授　業　計　画

回 テーマ　　　 授　業　内　容

20 感染予防・リスク管理① スタンダードプリコーションについて

21 感染予防・リスク管理② リスク管理の概要

18 ADLについて ADL評価の概要について理解する

19 MTDLP概論・演習 MTDLPの概要とアセスメントシートについて

24 OSCE② 課題①のフィードバック

25 OSCE③ 課題②感覚検査、BRS検査の実施

22 OSCE事前説明 OSCEに関する説明と準備

23 OSCE① 課題①ROMとMMTの実施

28 OSCE⑥ 課題③のフィードバック

29 OSCE⑦ 課題④歩行、階段昇降訓練の実施

26 OSCE④ 課題②のフィードバック

27 OSCE⑤ 課題③起居、移乗動作訓練の実施

教　科　書
・標準作業療法学「作業療法評価学」：医学書院
・標準作業療法学 専門分野 身体機能作業療法学 第2版：医学書院

参　考　書
・図解　作業療法技術ガイド：文光堂
・新・徒手筋力検査法　原著第８版　：協同医書出版

授業の留意点・備考 実習対策ではあるが、単位修得としての授業なので、遅刻、欠席に留意すること。

30 OSCE⑧ 課題④のフィードバック

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
実技試験 小テスト レポート定期試験

課題 発表 その他



14 評価法③ 精神障害者の動画を用いて、ＳＯＡＰ記録の演習を行う。

15 評価法④ 客観的な記録法、情報収集、チームでの情報共有について知識の確認･整理を行う。

12 評価法① 実習で経験するであろう面接場面（インテーク面接）を設定し、演習を行う。

13 評価法② 実習で経験するであろう面接場面（作業面接）を設定し、演習を行う。

10 精神疾患における障害･社会生活上の課題③ ICFの観点から精神障害・生活障害をまとめる。

11 精神疾患における障害･社会生活上の課題④ ICFの観点から精神障害・生活障害をまとめる。

8 精神疾患における障害･社会生活上の課題① 精神疾患による社会生活上の課題、生活障害についての知識の確認･整理を行う。

9 精神疾患における障害･社会生活上の課題② 精神疾患による社会生活上の課題、生活障害についての知識の確認･整理を行う。

6 精神医学の基礎知識⑤ その他の疾患（発達障害、人格障害、依存症など）の基礎知識の確認・整理を行う。

7 精神医学の基礎知識⑥ その他の疾患（発達障害、人格障害、依存症など）の基礎知識の確認・整理を行う。

4 精神医学の基礎知識③ 気分障害の基礎知識の確認・整理を行う。

5 精神医学の基礎知識④ 認知症の基礎知識の確認・整理を行う。

2 精神医学の基礎知識① 統合失調症の基礎知識の確認・整理を行う。

3 精神医学の基礎知識② 統合失調症の基礎知識の確認・整理を行う。

授　業　計　画

回 テーマ　　　 授　業　内　容

1 オリエンテーション他 長期実習の流れの確認、準備、知識の整理を行う。

担当教員の実務経験
精神科病院での臨床経験を活かし、精神障害者に対する治療的関わり、また各種評価法･治療法について
講義・演習を行う。

授　業　概　要

・精神障害領域の臨床の場において、見られる頻度の高い対象者への介入事例を読むことで、作業療法の
視点や介入の仕方を具体的に学習する。また、実習で不安を感じる場面や対人関係上の葛藤場面を想起し
整理することで、自己の対人関係や行動の特徴を検討し、自己理解を深める。
・長期総合実習への準備を含めた整理を行う。

到　達　目　標
・総合臨床実習の目標・目的を述べることができる。
・症例、事例から社会復帰を促進するための介入ポイントを述べることができる。
・症例、事例からチーム医療における作業療法士の役割について考えを述べることができる。

区分 専門分野 教育内容 基礎作業療法学 選択・必修 必修

単位数 2 時数 60 授業形態 講義・演習

科目名 作業療法セミナーⅡ 担当教員 作業療法学科専任教員

学科 作業療法学科 年次 4 開講期 前期



（ ％） （ ％） （ ％） （ ％）

（ ％） （ ％） （ ）

教　科　書

参　考　書

授業の留意点・備考 長期実習前の総復習となりますので、自身の不足している部分を明確にし、主体的に授業に参加して下さい。

30 ケースレポートの考え方・まとめ方⑥ 介入事例から、作業療法の視点や介入の仕方を具体的に学習する。

準備学習（予習復習）の

具体的な内容
精神医学、精神科作業療法全般について、各自でしっかり復習して臨むこと。

成　績　評　価

28 ケースレポートの考え方・まとめ方④ レポートのまとめ方･考察の書き方などを整理･確認する。

29 ケースレポートの考え方・まとめ方⑤ 介入事例から、作業療法の視点や介入の仕方を具体的に学習する。

26 ケースレポートの考え方・まとめ方② 各種項目、焦点化、目標設定について知識の整理･確認を行う。

27 ケースレポートの考え方・まとめ方③ レポートのまとめ方･考察の書き方などを整理･確認する。

24 治療法⑦ 課題（オリジナルの創作活動の考案・治療的応用）のプレゼンテーションを行う。

25 ケースレポートの考え方・まとめ方① 各種項目、焦点化、目標設定について知識の整理･確認を行う。

22 治療法⑤ 仮想ケースでの治療プログラムの立案・プレゼンテーションを行い、考えを深める。

23 治療法⑥ 課題（オリジナルの創作活動の考案・治療的応用）のプレゼンテーションを行う。

20 治療法③
疾患別の治療、各種治療法（ＳＳＴ，心理教育、ＣＢＴなど）について知識の整理・確
認を行う。

21 治療法④ 仮想ケースでの治療プログラムの立案・プレゼンテーションを行い、考えを深める。

18 治療法① 回復期別の治療的関わりや治療法について知識の確認･整理を行う。

19 治療法②
疾患別の治療、各種治療法（ＳＳＴ，心理教育、ＣＢＴなど）について知識の整理・確
認を行う。

16 評価法⑤ 精神科領域で使用される検査について種類や各使用法について確認・整理を行う。

17 評価法⑥ 精神科領域で使用される検査について種類や各使用法について確認・整理を行う。

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



科目名 作業療法基礎臨床医学 担当教員 作業療法学科教員

学科 作業療法学科 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 作業療法業務の経験をいかし、国家試験で出題される基礎知識の習得に努める。

専門基礎分野 教育内容 基礎作業療法学

単位数 2 時数 60 授業形態 講義・演習

1 解剖学① 解剖学の知識を習得する。

2 解剖学② 解剖学の知識を習得する。

授　業　概　要 作業療法専門基礎領域の国家試験問題を解きながら知識を整理する。

到　達　目　標
作業療法専門基礎領域の知識を習得する。
解剖学、生理学、病理学、運動学、人間発達学、小児科学、内科学、臨床神経医学、臨床心理学、精神医
学、整形外科学、ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ概論における用語を説明することが出来る。

授　業　計　画

回 テーマ　　　 授　業　内　容

5 解剖学⑤ 解剖学の知識を習得する。

6 解剖学⑥ 解剖学の知識を習得する。

3 解剖学③ 解剖学の知識を習得する。

4 解剖学④ 解剖学の知識を習得する。

9 生理学・病理学③ 生理学・病理学の知識を習得する。

10 生理学・病理学④ 生理学・病理学の知識を習得する。

7 生理学・病理学① 生理学・病理学の知識を習得する。

8 生理学・病理学② 生理学・病理学の知識を習得する。

13 運動学① 運動学の知識を習得する。

14 運動学② 運動学の知識を習得する。

11 生理学・病理学⑤ 生理学・病理学の知識を習得する。

12 生理学・病理学⑥ 生理学・病理学の知識を習得する。

15 運動学③ 運動学の知識を習得する。



（ 100 ％） （ ％） （ ％） （ ％）

（ ％） （ ％） （ ）

17 人間発達学・小児科学① 人間発達学・小児科学の知識を習得する。

18 人間発達学・小児科学② 人間発達学・小児科学の知識を習得する。

授　業　計　画

回 テーマ　　　 授　業　内　容

16 運動学④ 運動学の知識を習得する。

21 臨床精神医学① 臨床精神医学の知識を習得する。

22 臨床精神医学② 臨床精神医学の知識を習得する。

19 内科学① 内科学の知識を習得する。

20 内科学② 内科学の知識を習得する。

25 精神医学① 臨床医学の知識を習得する。

26 精神医学② 臨床医学の知識を習得する。

23 臨床心理学① 臨床心理学の知識を習得する。

24 臨床心理学② 臨床心理学の知識を習得する。

29 リハビリテーション概論① リハビリテーション概論の知識を習得する。

30 リハビリテーション概論② リハビリテーション概論の知識を習得する。

27 整形外科学① 整形外科学の知識を習得する。

28 整形外科学② 整形外科学の知識を習得する。

参　考　書 担当教員より都度指示します。

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
特になし。

成　績　評　価

教　科　書 担当教員より都度指示します。

実技試験 小テスト レポート定期試験

課題 発表 その他



15 神経変性① 神経変性疾患について学習する。

13 脳血管障害① 各病態の理解、病期の特徴を学習する。

14 脳血管障害② 高次脳機能障害について学習する。

11 老年期障害① 生理的老化、廃用症候群について学習する。

12 老年期障害② 認知症、器質性精神障害について学習する。

9 義肢装具① 上肢装具の適用と作製について学習する。

10 義肢装具② 義手の名称、チェックアウト等を学習する。

7 日常生活活動① 摂食・嚥下機能、自助具について学習する。

8 日常生活活動② 住環境整備、車椅子やポジショニングについて学習する。

5 評価法① 関節可動域測定、MMT、感覚検査について学習する。

6 評価法② BRS、ADLの評価法、評価法総論について学習する。

3 作業療法概論① 作業療法士法、精神保健等について学習する。

4 作業療法概論② 就労支援、医療記録、感染対策について学習する。

1 作業活動① 作業療法で用いる道具について学習する。

2 作業活動② 作業活動の適用と実施について学習する。

授　業　概　要 作業療法専門領域の国家試験問題を解きながら知識を整理する。

到　達　目　標
・身体障害、精神障害、発達障害、老年期障害、地域における作業療法専門領域の知識を習得する。
・身体障害、精神障害、発達障害、老年期障害、地域における作業療法専門領域の用語を説明することが
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 各領域の専門分野の教員が臨床経験を生かして講義・演習をする。

専門分野 教育内容 基礎作業療法学

単位数 2 時数 60 授業形態 講義・演習

科目名 作業療法専門臨床医学 担当教員 作業療法学科専任教員

学科 作業療法学科 年次 4 開講期 後期



（ 100 ％） （ ％） （ ％） （ ％）

（ ％） （ ％） （ ）

参　考　書 担当教員より都度指示します。

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
特になし

成　績　評　価

教　科　書 担当教員より都度指示します。

29 小児科学① 正常発達、反射について学習する。

30 小児科学② 脳性麻痺、知的障害のプログラムについて学習する。

27 精神障害① 統合失調症、気分障害について学習する。

28 精神障害② 摂食障害、アルコール障害等について学習する。

25 整形外科疾患② 筋・腱損傷、骨折について学習する。

26 整形外科疾患③ 側彎症、脊椎疾患、CRPSについて学習する。

23 関節リウマチ① 関節リウマチの変形・生活指導について学習する。

24 整形外科疾患① 熱傷、末梢神経損傷、手根管症候群等について学習する。

21 脊髄損傷① 脊髄損傷について学習する。

22 脊髄損傷② 脊髄損傷のADLについて学習する。

19 内科学① 呼吸器疾患、糖尿病について学習する。

20 内科学② 心疾患、運動療法、緩和ケアについて学習する。

17 筋障害① 筋障害について学習する。

18 筋障害② 筋障害について学習する。

授　業　計　画

回 テーマ　　　 授　業　内　容

16 神経変性② 神経変性疾患について学習する。

実技試験 小テスト レポート定期試験

課題 発表 その他



14 定期試験① 植物・動物・運動機能・臨床医学分野の問題を解く。

15 定期試験② 植物・動物・運動機能・臨床医学分野の問題を解く。

12 共通問題領域について 臨床医学分野の問題を解く。

13 共通問題領域について 臨床医学分野の問題を解く。

10 共通問題領域について 運動機能分野の問題を解く。

11 共通問題領域について 臨床医学分野の問題を解く。

8 共通問題領域について 動物機能分野の問題を解く。

9 共通問題領域について 運動機能分野の問題を解く。

6 共通問題領域について 動物機能分野の問題を解く。

7 共通問題領域について 動物機能分野の問題を解く。

4 共通問題領域について 植物機能分野の問題を解く。

5 共通問題領域について 動物機能分野の問題を解く。

2 共通問題領域について 植物機能分野の問題を解く。

3 共通問題領域について 植物機能分野の問題を解く。

授　業　計　画

回 テーマ　　　 授　業　内　容

1 共通問題領域について 植物機能分野の問題を解く。

担当教員の実務経験 急性期・回復期・生活期での身体障害作業療法の実務経験がある

授　業　概　要 １年から４年までの専門基礎知識と専門知識を修得する。

到　達　目　標
１．国家試験問題での専門基礎問題を理解して解くできる。
２．国家試験問題での専門問題を理解して解くことができる

区分 専門分野 教育内容 基礎作業療法学 選択・必修 必修

単位数 2 時数 60 授業形態 講義

科目名 作業療法総合臨床医学 担当教員 小野　厚美

学科 作業療法学科 年次 4 開講期 後期



（ 100 ％） （ ％） （ ％） （ ％）

（ ％） （ ％） （ ）

教　科　書 クエスチョンバンク共通問題・クエスチョンバンク作業療法専門問題　（国家試験問題解説）

参　考　書 PT・OT国家試験必修ポイント（専門基礎分野・臨床医学分野・専門分野）

授業の留意点・備考 時間内に専門基礎分野・臨床医学分野・専門分野の問題を正確に解くことを努力すること

30 定期試験② 評価・身体・精神・発達・老年期障害分野の問題を解く

準備学習（予習復習）の

具体的な内容

専門基礎分野・臨床医学分野・専門分野の問題を正確に解答できるように過去の国家試験問題を繰り返し解くとこ
と。

成　績　評　価

28 専門問題領域について 老年期障害分野の問題を解く。

29 定期試験① 評価・身体・精神・発達・老年期障害分野の問題を解く

26 専門問題領域について 発達障害分野の問題を解く。

27 専門問題領域について 老年期障害分野の問題を解く。

24 専門問題領域について 発達障害分野の問題を解く。

25 専門問題領域について 発達障害分野の問題を解く。

22 専門問題領域について 精神障害分野の問題を解く。

23 専門問題領域について 精神障害分野の問題を解く。

20 専門問題領域について 身体障害分野の問題を解く。

21 専門問題領域について 精神障害分野の問題を解く。

18 専門問題領域について 身体障害分野の問題を解く。

19 専門問題領域について 身体障害分野の問題を解く。

16 専門問題領域について 評価分野の問題を解く。

17 専門問題領域について 評価分野の問題を解く。

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



（ ％） （ ％） （ ％） （ ％）

（ ％） （ 30 ％） （ ）

科目名 長期総合実習Ⅰ 担当教員
臨床実習指導者
作業療法学科教員

学科 作業療法学科 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作業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、学生に作業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・報告などの一連の作業療法業務を経
験し修得する。作業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
る作業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4年4月25日（月）～6月18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



（ ％） （ ％） （ ％） （ ％）

（ ％） （ 30 ％） （ ）

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

14

15

12

13

10

11

8

9

6

7

4

5

2 それぞれの実習施設で行う

3

授　業　計　画

回 テーマ　　　 授　業　内　容

1 実習期間：令和4年7月4日（月）～8月27日（土）　8週間

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作業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、学生に作業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・報告などの一連の作業療法業務を経
験し修得する。作業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
る作業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。

区分 専門分野 教育内容 臨床実習 選択・必修 必修

単位数 8 時数 360 授業形態 実習

科目名 長期総合実習Ⅱ 担当教員
臨床実習指導者
作業療法学科教員

学科 作業療法学科 年次 4 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



（ ％） （ ％） （ ％） （ ％）

（ ％） （ 30 ％） （ ）

科目名 地域作業療法実習 担当教員
臨床実習指導者
作業療法学科教員

学科 作業療法学科 年次 4 開講期 前期

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
臨床経験5年以上かつ研修受講済の作業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、学生に作業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・報告などの一連の作業療法業務を経
験し修得する。作業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
る作業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。地域における作業療法士の役割を実習を通して理解し、対象者の合
意目標に関するプロセスを理解することができる。

授　業　計　画

回 テーマ　　　 授　業　内　容

1 実習期間：令和4年9月5日（月）～9月17日（土）　2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

地域での作業療法士の役割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


