


カリキュラムマップについて

　本学では，講義科目を順序立てて履修するためにカリキュラムマップを
作成しています。
　次のページにカリキュラムマップを掲載しました。
　カリキュラムマップによって以下のことがわかります。

１．同じテーマの科目が年次進行にしたがって同じ行に表示されています。

２．それぞれの科目が何を学ぶための科目なのかが示されています。

３．それぞれの科目が、どの学位授与方針（ディプロマ―ポリシー）を
　　達成するための科目なのかが示されています。

４．専門科目や専門基礎科目と関連のある教養科目も示されています。

カリキュラム全体の構成を把握するうえでの参考にしてください。
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N 701 臨床実習Ⅰ(見学実習） 実 1 必修 1 〇 〇 〇 ● 〇
N 702 臨床実習Ⅱ（訪問・通所） 実 1 必修 1 〇 〇 ● ● 〇
N 703 臨床実習Ⅲ（検査測定） 実 2 必修 〇 〇 ● ●
N 704 臨床実習Ⅳ（評価） 実 4 必修 1 〇 〇 ● ●
N 705 臨床実習V（総合） 実 6 必修 1 〇 ● ● ●
N 706 臨床実習Ⅵ（総合） 実 6 必修 1 〇 ● ● ●
L 580 理学療法総合セミナー 演 1 必修 1 1 ● ● ● 〇
A 102 文章表現 講 2 1 1 〇 〇 〇
C 158 情報処理 講 2  1 1 〇 〇 〇
C 156 統計の基礎 講 2  1 1 〇 〇 〇
J 414 医療統計学 講 1 必修 1 〇 〇 〇
H 288 統計と社会調査法 講 2 必修 1 1 〇 〇 〇
J 410 理学療法研究法 講 1 必修 1 〇 ● ●

J 412 理学療法研究セミナー 演 1 必修 1 1 ● ● ●

J 601 理学療法研究Ⅰ 演 1 必修 1 1 ● ● ●

J 602 理学療法研究Ⅱ 演 1 必修 1 1 ● ● ●

H 282 医学概論 講 1 必修 1 〇 〇 ● 〇
H 284 リハビリテーション概論 講 1 必修 1 〇 〇 〇 〇
J 400 理学療法概論 講 2 必修 1 1 ● 〇 〇 〇
G 314 リハビリテーション医学 講 1 必修 1 ● 〇 〇 〇
G 342 リハビリテーション栄養学 講 1 必修 1 ● 〇 〇 〇
A 164 食生活論 講 2  1 1 〇 〇 〇 〇
J 460 理学療法管理学 講 2 必修 1 1 ● ● ● 〇
H 410 チーム医療概論 講 1 必修 1 〇 ● ● 〇
H 290 地域包括ケアシステム論 講 1 必修 1 〇 ● ● 〇
A 110 心理学概論 講 2  1 1 〇
G 338 臨床心理学 講 1 必修 1 〇
F 202 解剖学Ⅰ 講 2 必修 1 1 ●

F 203 解剖学Ⅱ 演 1 必修 1 1 〇
J 408 基礎解剖学実習 実 1 必修 1 1 ●

F 207 応用解剖学実習 実 2 必修 1 1 ●

F 210 生理学Ⅰ 講 2 必修 1 1 ● 〇
F 211 生理学Ⅱ 演 1 必修 1 1 ● 〇
C 150 生命科学 講 2  　　 1 1 〇 〇
C 154 基礎化学 講 2  1 1 〇 〇
F 214 生理学実習 実 1 必修 1 1 ● 〇
J 404 運動生理学 演 1 必修 1 1 ● 〇
G 318 救急医学 講 1 必修 1 ● 〇
G 346 臨床薬理学 講 1 必修 1 ● 〇
F 226 運動学Ⅰ 講 2 必修 1 1 ● 〇
F 227 運動学Ⅱ 講 2 必修 1 1 ● 〇
F 230 運動学実習 実 1 必修 1 1 ● 〇
F 232 リハビリテーション工学 講 1 必修 1 ● 〇
G 310 精神医学Ⅰ 講 2 必修 1 1 ● 〇
G 311 精神医学Ⅱ 講 2  1 1 ● 〇
G 316 老年医学 講 1 必修 1 ● 〇
M 562 高齢者理学療法学 講 1 必修 1 ● 〇
G 262 微生物・免疫学 講 1 必修 1 ● 〇 〇
G 300 病理学 講 2 必修 1 1 ● 〇 〇
G 302 内科学 講 2 必修 1 1 ● 〇 〇
L 520 内部障害理学療法学 講 2 必修 1 1 ● 〇 ●

L 522 内部障害理学療法学実習 実 1 必修 1 1 ● 〇 ●

F 200 人間発達学 講 2 必修 1 1 ● 〇 〇
G 308 小児科学 講 1 必修 1 〇 ● 〇
L 524 子どもの理学療法学 講 2 必修 1 1 〇 〇 ●

L 526 子どもの理学療法学実習 実 1 必修 1 1 〇 〇 ●

G 304 整形外科学 講 2 必修 1 1 ● 〇 〇
L 512 運動器障害理学療法学 講 2 必修 1 1 〇 ● 〇
L 514 運動器障害理学療法学実習 実 1 必修 1 1 〇 ● 〇
L 508 義肢装具学 講 2 必修 1 1 〇 ● 〇
L 510 義肢装具学実習 実 1 必修 1 1 〇 ● 〇
L 532 徒手理学療法技術セミナー 演 1 必修 1 1 ● 〇 〇
L 533 スポーツ領域理学療法技術セミナー 演 1  1 1 〇 〇 ●

L 534 トレーニング・コンディショニング理学療法技術
セミナー 演 1  1 1 〇 ● 〇

G 306 脳神経内科学 講 2 必修 1 1 ● 〇 〇
L 516 神経障害理学療法学 講 2 必修 1 1 〇 ● ● ●

L 518 神経障害理学療法学実習 実 1 必修 1 1 〇 ● ● ●

J 406 病態運動学 講 1 必修 1 ● 〇 〇
G 320 リハビリテーション障害学 講 1 1 ● ● 〇
L 504 基礎運動療法学 講 1 必修 1 ● 〇 〇
G 336 言語障害治療学 講 1 必修 1 ● ● 〇
K 450 高次脳機能障害学 講 1 必修 1 ● ● 〇
B 122 現代医療と福祉・介護 講 2  1 1 ● 〇 〇 〇
A 128 生活と社会環境 講 2  1 1 ● 〇 〇 〇
H 286 公衆衛生学 講 1  1 ● 〇 〇 〇
H 312 終末期医療 講 1 1 ● 〇 〇 〇
L 528 日常生活活動学 講 1 必修 1 ● 〇 〇 〇
L 530 日常生活活動学実習 実 1 必修 1 1 ● 〇 〇 〇
M 564 地域理学療法学 講 1 必修 1 ● 〇 〇 ●

M 566 地域理学療法学演習 演 1 必修 1 1 ● 〇 ● 〇
C 152 物理学 講 2  1 1 ●

L 500 物理療法学 講 2 必修 1 1 ● ● 〇
L 502 物理療法学実習 実 1 必修 1 1 ● 〇 ●

K 442 理学療法評価学Ⅰ 講 1 必修 1 ● 〇 〇
K 443 理学療法評価学Ⅱ 講 1 必修 1 ● ● ●

K 446 理学療法評価学実習Ⅰ 実 1 必修 1 1 ● 〇 〇
K 447 理学療法評価学実習Ⅱ 実 1 必修 1 1 ● 〇 〇
K 444 理学療法評価学Ⅲ 講 1 必修 1 ● 〇 〇
B 132 キャリア入門 講 1 必修 1 〇 〇
B 135 キャリア形成 講 1 必修 1 〇 〇
B 134 キャリアビジョン 講 1 必修 1 ● 〇
B 120 日本国憲法 講 2  1 1

D 170 英語Ⅰ 演 1  1 1 〇 〇
D 171 英語Ⅱ 演 1  1 1 〇 〇
D 172 英語Ⅲ 演 1 　　 1 1 〇 〇
D 178 中国語Ⅰ 演 1  1 1 〇
D 179 中国語Ⅱ 演 1  1 1 〇
D 186 ロシア語Ⅰ 演 1  1 1 〇
D 187 ロシア語Ⅱ 演 1  1 1 〇
E 196 生涯スポーツⅠ 演 1  　　 1 1 〇
E 197 生涯スポーツⅡ 演 1  　　 1 1 〇

新入生に大学生活の道

標を示す
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分野の記号は以下を表す
教養科目 A 人間と文化 B 社会と制度C 自然と科学 D 外国語 E スポーツと健康

専門基礎科目 F 人体の構造と機能及び心身の発達 G 疾病と障害の成り立ち及び回復過程の促進

H 保健医療福祉とリハビリテーションの理念

専門科目 J 基礎理学療法学 K 理学療法評価学 L 理学療法治療学 M 地域理学療法学 N 臨床実習
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N 701 臨床実習Ⅰ 実 1 必修 1 〇 〇 ● 〇
N 702 臨床実習Ⅱ 実 2 必修 1 ● 〇 〇 ●
N 703 臨床実習Ⅲ 実 3 必修 1 ● 〇 〇 ●
N 704 臨床実習Ⅳ 実 6 必修 1 ● 〇 ● ●
N 705 臨床実習Ⅴ 実 6 必修 1 ● 〇 ● ●
L 580 理学療法総合セミナー 演 1 必修 1 1 ● 〇 ● 〇
A 102 文章表現 講 2 1 1 〇 〇 〇
C 158 情報処理 講 2  1 1 〇 〇 〇
C 156 統計の基礎 講 2  1 1 〇 ● 〇
J 414 医療統計学 講 1 必修 1 〇 ● 〇
H 288 統計と社会調査法 講 2 必修 1 1 〇 ● 〇
J 410 理学療法研究法 講 1 必修 1 ● 〇 ●

J 412 理学療法研究セミナー 演 1 必修 1 1 〇 〇 ●

J 601 理学療法研究Ⅰ 演 1 必修 1 1 〇 〇 ●

J 602 理学療法研究Ⅱ 演 1 必修 1 1 〇 〇 ●

A 100 総合教養講座 講 2 必修 1 1 〇 〇 〇 〇
H 282 医学概論 講 1 必修 1 ● 〇 〇 〇
H 284 リハビリテーション概論 講 1 必修 1 〇 〇 ● 〇
J 400 理学療法概論 講 2 必修 1 1 ● 〇 〇 〇
G 314 リハビリテーション医学 講 1 必修 1 ● 〇 〇 〇
G 340 臨床栄養学 講 1 　 1 ● 〇 〇 〇
A 164 食生活論 講 2  1 1 〇 〇 〇 〇
J 402 理学療法管理学 講 1 必修 1 ● 〇 〇 〇
H 410 チーム医療概論 講 1 必修 1 〇 〇 ● 〇
A 110 心理学概論 講 2  1 1 〇
G 338 臨床心理学 講 1 必修 1 〇
F 202 解剖学Ⅰ 講 2 必修 1 1 ●

F 203 解剖学Ⅱ 演 1 必修 1 1 〇
J 408 基礎解剖学実習 実 1 必修 1 1 〇
F 207 応用解剖学実習 実 2 必修 1 1 〇
F 210 生理学Ⅰ 講 2 必修 1 1 ● 〇
F 211 生理学Ⅱ 演 1 必修 1 1 ● 〇
C 150 生命科学 講 2  　　 1 1 〇 〇
C 154 基礎化学 講 2  1 1 〇 〇
F 214 生理学実習 実 1 必修 1 1 ● 〇
J 404 運動生理学 演 1 必修 1 1 ● 〇
G 318 救急医学 講 1 必修 1 ● 〇
G 344 薬理学 講 1 　 1 ● 〇
F 226 運動学Ⅰ 講 2 必修 1 1 ● 〇
F 227 運動学Ⅱ 講 2 必修 1 1 ● 〇
F 230 運動学実習 実 1 必修 1 1 ● 〇
F 232 リハビリテーション工学 講 1 必修 1 ● 〇
L 532 理学療法技術セミナーⅠ 演 1 必修 1 1 ● 〇
G 310 精神医学Ⅰ 講 2 必修 1 1 〇 〇
G 311 精神医学Ⅱ 講 2  1 1 〇 〇
G 316 老年医学 講 1 必修 1 ● 〇
M 562 高齢者理学療法学 講 1 必修 1 ● 〇
G 300 病理学 講 2 必修 1 1 〇 〇 〇
G 302 内科学 講 2 必修 1 1 〇 〇 〇
L 520 内部障害理学療法学 講 2 必修 1 1 〇 〇 ●

L 522 内部障害理学療法学実習 実 1 必修 1 1 〇 〇 ●

F 200 人間発達学 講 2 必修 1 1 ● 〇 〇
G 308 小児科学 講 1 必修 1 ● 〇 〇
L 524 発達障害理学療法学 講 2 必修 1 1 ● 〇 〇
L 526 発達障害理学療法学実習 実 1 必修 1 1 ● 〇 〇
G 304 整形外科学 講 2 必修 1 1 ● 〇 〇
L 512 運動器障害理学療法学 講 2 必修 1 1 ● 〇 〇
L 514 運動器障害理学療法学実習 実 1 必修 1 1 〇 ● 〇
L 508 義肢装具学 講 2 必修 1 1 ● 〇 〇
L 510 義肢装具学実習 実 1 必修 1 1 1 1 ● 〇 〇
L 534 理学療法技術セミナーⅢ 演 1  1 1 〇 〇 〇
G 306 神経内科学 講 2 必修 1 1 ● 〇 〇
L 516 神経障害理学療法学 講 2 必修 1 1 ● 〇 〇
L 518 神経障害理学療法学実習 実 1 必修 1 1 〇 〇 ●

J 406 病態運動学 講 1 必修 1 〇 〇 ● 〇
G 320 リハビリテーション障害学 演 1 1 1 ● ● 〇
L 504 基礎運動療法学 講 1 必修 1 ● 〇 〇
L 533 理学療法技術セミナーⅡ 演 1   1 1 ● 〇 ○

G 336 言語障害治療学 講 1 必修 1 ● 〇 〇
K 450 高次脳機能障害学 講 1 必修 1 ● 〇 〇
B 122 現代医療と福祉・介護 講 2  1 1 ● 〇 〇 〇
A 128 生活と社会環境 講 2  1 1 ● 〇 〇 〇
H 286 公衆衛生学 講 1  1 ● 〇 〇 〇
H 560 生活環境学 講 1 必修 1 ● 〇 〇 〇
L 528 日常生活活動学 講 1 必修 1 ● 〇 〇 〇
L 530 日常生活活動学実習 実 1 必修 1 1 ● 〇 ● 〇

M 564 地域理学療法学 講 1 必修 1 ● 〇 〇 〇
M 566 地域理学療法学演習 演 1 必修 1 1 〇 〇 ● 〇
C 152 物理学 講 2  1 1 ●

L 500 物理療法学 講 2 必修 1 1 〇 ● 〇
L 502 物理療法学実習 実 1 必修 1 1 〇 〇 ●

K 442 理学療法評価学Ⅰ 講 1 必修 1 ● 〇 〇
K 443 理学療法評価学Ⅱ 講 1 必修 1 ● 〇 〇
K 446 理学療法評価学実習Ⅰ 実 1 必修 1 1 ● 〇 〇
K 447 理学療法評価学実習Ⅱ 実 1 必修 1 1 ● 〇 〇
B 132 キャリア入門 講 1 必修 1 〇 ●

B 135 キャリア形成 講 1 必修 1 〇 ●

B 134 キャリアビジョン 講 1 必修 1 〇 ●

B 120 日本国憲法 講 2  1 1

D 170 英語Ⅰ 演 1  1 1 〇 〇
D 171 英語Ⅱ 演 1  1 1 〇 〇
D 172 英語Ⅲ 演 1 　　 1 1 〇 〇
D 178 中国語Ⅰ 演 1  1 1 〇
D 179 中国語Ⅱ 演 1  1 1 〇
D 186 ロシア語Ⅰ 演 1  1 1 〇
D 187 ロシア語Ⅱ 演 1  1 1 〇
E 196 生涯スポーツⅠ 演 1  　　 1 1 〇
E 197 生涯スポーツⅡ 演 1  　　 1 1 〇
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分野の記号は以下を表す
教養科目 A 人間と文化 B 社会と制度C 自然と科学 D 外国語 E スポーツと健康

専門基礎科目 F 人体の構造と機能及び心身の発達 G 疾病と障害の成り立ち及び回復過程の促進

H 保健医療福祉とリハビリテーションの理念

専門科目 J 基礎理学療法学 K 理学療法評価学 L 理学療法治療学 M 地域理学療法学 N 臨床実習
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10879051 文章表現（理学） 1102 2 1

到達目標

・社会に存在する様々な文章の「型」について分類することができるようになる。
・各講義の目標とする文章表現技術を習得し，実際的な文章作成ができるようになる。
・文の正誤・適否が区別できるようになる。

授業の方法

1.講義形式で、作成する文章の形式を中心に説明を行う。
2.説明に基づいて実際に各自文章作成・添削・相互評価を，毎時間行う。
3.インタビュー・ドキュメンテーション・投稿・観察等を実際に行い、その結果を文章作成に反映させる。
4.全授業で数回文章作成能力到達度チェックを行う。
5.完成させた文章は毎時間提出して担当教員の添削を受け、指定されたものをすべて締め切りまでに提出する。

ＩＣＴ活用 必要に応じて遠隔授業システム等を用いた授業を実施し、ICT技術の修得を促す。

前期

教員氏名 矢部　玲子

授業の位置づけ

　初年次教育の一環として、研究力をみがく科目である。ディプロマ・ポリシーの、①理学療法学、②リハビリテーション医学の進歩に対
応できる【知識・技能】、①における課題を論理的に探求できる【思考・判断・表現】、幅広く教養を高める高める意識と①の発展に貢献
する使命感を持つ【関心・意欲・態度】と関連があり、文章作成能力を習得する科目である。

授業の概要

　この授業は、大学生活の基本となる日本語の文章表現能力を養成する。日本語そのものの基本を押さえた上で、思考法を鍛え、レポー
ト・論文の作成力を修得し、日本語の基礎的な法則を確実に定着させながら、日本語の文章表現の能力を高める。大学生のラーニング・ス
キルとしての基本になる文章表現能力の学修は、このあとに続く全ての科目の基礎能力となる。また、社会で必要となるスキルのひとつで
もある文章作成能力は、外国語学習の基礎力であり、様々な文章の「型」を文章作成と添削および相互批評を組み合わせた実作学習によっ
て習得する。

1

手紙文の型
　手紙文の形式を理解し、心情を伝える書式による文章作成を学
ぶ。

　PP.6-11の熟読・理解・課題作
成。（90分）

　講義の要点・課題の整理・本時の
課題文の完成と提出。（90分）

2

ビジネス文書の型
　ビジネス文書の形式を理解し、用件を伝える書式による文章作
成を学ぶ。

PP.12-15の熟読・理解・課題作成。
（90分）

　講義の要点・課題の整理・本時の
課題文の完成と提出。（90分）

実務経験のある
教員の教育内容

　公立中学校・高等学校の国語科教師としての勤務経験が約10年あり、学校教育、中でも国語科教育に幅広い知識と経験を有する。左記を
活かして指導を行う。

課題に対する
フィードバック

の方法

　作成した課題は原則マンツーマンのセッションを経て添削し受理する。作成した課題の相互評価・自己評価結果のシェアリングによっ
て、成果と課題を可視化する。　

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

新聞読者投稿欄の文章の型
　新聞投書欄の文章作成を通して、客観的な視点で事実を書くこ
とを学ぶ。

PP.24-25の熟読・理解・課題作成。
（90分）　

　講義の要点・課題の整理・本時の
課題文の完成と提出。（90分）

6

見ることと書くことの関係（１）報道文
　身近な事件に関するメモをもとに、報道文を書くことを通し
て、主観を交えずに客観的な視点で文章を書くことを学ぶ。

PP.26-27の熟読・理解・課題作成。
（90分）　

　講義の要点・課題の整理・本時の
課題文の完成と提出。（90分）

3

三段構成の型
　「三段構成で書く」、「常体文で書く」、「一文を40字以内で
書く」ことを理解し、これらの書式による文章作成を学ぶ。

PP.16-19の熟読・理解・課題作成。
（90分）

　講義の要点・課題の整理・本時の
課題文の完成と提出。（90分）

4

原稿用紙を用いた文章作成の型
　意見文視写を通して、原稿用紙を用いた日本語表記法に沿った
文章作成を学ぶ。

PP.20-23の熟読・理解・課題作成。
（90分）　

　講義の要点・課題の整理・本時の
課題文の完成と提出。（90分）

7

見ることと書くことの関係（２）観察文
　身近な対象に関する観察メモをもとに、観察文を書くことを通
して、主観を交えずに客観的な視点で文章を書くことに習熟する
ことを学ぶ。　

PP.28-29の熟読・理解・課題作成。
（90分）　

　講義の要点・課題の整理・本時の
課題文の完成と提出。（90分）

8

インタビュー書き起こし文の型
　履修者同士のインタビューと紹介文の作成を通して、聞き書き
の手法による文章作成を学ぶ。

PP.30-33の熟読・理解・課題作成。
（90分）　

　講義の要点・課題の整理・本時の
課題文の完成と提出。（90分）
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9

聞き書きの型（１）
　前回の「インタビュー」を発展させ、「経験の伝承と継承」を
テーマに，特定の人物を対象に、その人物が経験した貴重な内容
を聞き書きし、記録する方法を学ぶ。

PP.34-35の熟読・理解・課題作成。
（90分）　

　講義の要点・課題の整理・本時の
課題文の完成と提出。（90分）

10

聞き書きの型（２）
　「経験の伝承と継承」をテーマに、特定の人物を対象に、その
人物が経験した貴重な内容を本人に代わって記録させてもらい、
聞き書きとして完成させることを学ぶ。

PP.36-37の熟読・理解・課題作成。
（90分）　

　講義の要点・課題の整理・本時の
課題文の完成と提出。（90分）

13

事例報告の型
　事例報告（case report）の形式に沿って文章を作成すること
を通して、専門職に求められる文章の形式について学ぶ。

PP.54-59の熟読・理解・課題作成。
（90分）

　講義の要点・課題の整理・本時の
課題文の完成と提出。（90分）

14

事例研究の型
　事例研究（case study）の形式に沿って文章を作成することを
通して，専門職に求められる文章の形式についてより深く学ぶ．

P.60の熟読・理解・課題作成。（90
分）

　講義の要点・課題の整理・本時の
課題文の完成と提出。（90分）

11

論説文の型
　論説文の型に沿って文章を作成することを通して、事実と意見
を適切に書き分ける方法を学ぶ。　

PP.38-41の熟読・理解・課題作成。
（90分）　

　講義の要点・課題の整理・本時の
課題文の完成と提出。（90分）

12

理学療法観の型
　理学療法の立場を能動の立場で書くという形式による文章作成
について学ぶ。

PP.52-63の熟読・理解・課題作成。
（90分）　

　講義の要点・課題の整理・本時の
課題文の完成と提出。（90分）

定期試験 0 行わない。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 作成した文章のうち指定されたものを定めた期限内に提出する。
指示された課題をすべて提出した場合評価の対象とする。

15

添削と推敲ーまとめー
　これまで学んだ文章表現にかかわる知見に基づき、習得した文
章表現能力について、添削と推敲を通して自己評価することを学
ぶ。
指定された課題を授業終了時に提出する。

PP.61-62の熟読・理解。指定された
提出課題の完成。（90分）

指定された提出課題の完成・提出。
（90分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

状況に応じて講義内容や順番等が変更される場合がある。
出席率66％以上で、指示された課題をすべて提出した場合、評価の対象とする。

備考欄

その他

0 出席率66％以上を評価対象とする。

教科書 「型」で身につける文章作成技術／矢部玲子／大学図書出版

参考文献

必要に応じて提示する。
必要に応じて教材配信システムを活用する。
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

103940AA 心理学概論 1110 2 カリキュラムにより
異なります。

到達目標

①心理学が辿った歴史的研究の過程と特徴を理解する。（知識・技能）②心理学概論の研究の変遷を適切にとらえ表現することができる。
（思考・判断・表現）③心理学概論の学習を他のメンバーと協力し、学習課題を解決することができる。（関心・意欲・態度）

授業の方法

授業の到達目標を達成するため、説明と演習の知的生産交流により授業を進める。受講者の学習への主体化を図るため、ハイブリッド型
（ICTの活用と対面学習）を中心にアクティブラーニングにより授業を進める。
（毎時間、400字～600字及び800字程度で作成する学習レポートを授業中クラスルームより送信、学習終了前に完成させ返信する。その
後、採点し返却する。）　

ＩＣＴ活用

毎時間、学習課題の提示、レポートの作成、FAMアプローチによる授業評価などグーグルクロームの活用による双方向の授業を行う。

前期

教員氏名 石垣　則昭

授業の位置づけ

本科は健康栄養学科、看護学科、こども発達学科では心理学概論は幅広い教養を身につけるべき「教養科目」に位置づけられている。また
理学療法学科ではディプロマ・ポリシーの「理学療法士としての臨床の技能や研究におけるコミュニケーション能力を身につける（関心・
意欲・態度）」として「医療と理学療法」に位置付けられている。作業療法学科でのディプロマ・ポリシーとして、「根拠に基づ く作業
療法（ E B O T）の実践のために、 問題を発見し、解決に必要な実践のために、問題を発見し、変え決に必要な情報を収集・分析・整理
し解決法を見出せる（関心・意欲・態度）」に位置づけられ、臨床心理学、キャリア入門などの関連を重視する。

授業の概要

心理学概論は教育相談、カウンセリング技能の研究や習得を目指す学習ではない。本科は多岐に渡り複雑で難解である心理学の研究領域で
ある基礎心理学における精神過程への定型化の研究経過、さらに心理学への応用アプローチである応用心理学について古代から現代までの
心理学の歴史を辿り、脳科学の解明を中心課題にどのように心理学が妥当性と信頼性を巡りながら体系化され発展してきたのか、その変遷
と特徴についての研究歴史を学習する。


1

ルーブリック評価による評価基準を含めたオリエンテーション、
心理学の歴史的変遷による接近法と研究方法さらに、教科書１の
自己発見から教科書２のヒポクラテスの単純元素､教科書３のプ
ラトンの自己概念、教科書５のイスラムと精神医学について理解
する。

シラバスにより学習の見通しを持
ち、教科書の「はじめに」の内容を
理解する。
（90分）

オリエンテーションの内容を確認
し、教科書１の自己の発見から教科
書の２のヒポクラテスの単純元素、
教科書３のプラトンの自己概念、教
科書５のイスラムと精神医学を整理
する。
（90分）

2

教科書６の古代心理学における共通感覚の意味から教科書１０の
デカルトの思考機械、教科書１１のウィリスの脳地図の作成、教
科書１２の知識の本性としてのアイデンティティについて理解す
る。

教科書の６の共通感覚から教科書１
０のデカルトの思考機械、教科書１
１のウィリスの脳地図の作成、１２
の知識の本性を熟読し学習内容への
把握を図る。
（90分）

教科書６の共通感覚から教科書１０
のデカルトの思考機械、教科書１１
のウィリスの脳地図の作成、教科書
１２の知識の本性としてのアイデン
ティティを整理する。
（90分）

実務経験のある
教員の教育内容

北海道内の公立中学校の校長12年の実務経験と教育原理､教育心理学を中心に据え学校改善を図り、生徒の人間関係力の育成、学力向上を
中心に様々な教育成果を上げた。また校長在任中より現在までの間、北海道内外の小中高等学校へ「職場のメンタルヘルスの保持・増進」
基礎心理学の社会心理学による「職場の人間関係づくりとコミュニケーション」や生徒指導を含め、今日的教育問題の解消・解決のため教
育行政などより依頼を受け各種研修会の講師を務めている。

課題に対する
フィードバック

の方法

質問は授業中、クラスルームでのレポート提出時とあわせ随時受けつけ、内容により受講者全員への還元を図る。また毎時間、授業への自
己評価、相互評価さらにルーブリックにより学習レポートを作成し、学習課題への回答を評価しコメントを添え返却する。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

3

教科書１３のバークリーの観念と実物から教科書１６のフェヒ
ナーの法則、教科書１８のフィニアス・ゲージの記憶の研究内容
について理解する。

教科書１３バークリーの観念と実物
からフェヒナーの法則、教科書１８
のフィニアス・ゲージの記憶の範囲
を熟読し授業準備をする。　(90
分）

教科書１３のバークリーの観念と実
物からフェヒナーの法則、教科書１
８のフィニアス・ゲージの記憶の研
究内容を整理する。
（90分）

4

教科書１９のモーズリーの気分障害から教科書２０のダーウィン
の情動、教科書２４の情動のジェームスーランゲ説について理解
する。

教科書１９のモーズリーの気分障害
から教科書２０のダーウィンの情
動、教科書２４の情動のジェーム
スーランゲ説の範囲を熟読し授業準
備をする。　(90分）

教科書１９のモーズリーの気分障害
から教科書２０のダーウィンの情
動、教科書２４の情動のジェーム
スーランゲ説を整理する。
（90分）
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5

教科書２５の大脳半球優位性から教科書２８の自立神経系の研究
について理解する。

教科書２５の大脳半球優位性から教
科書２８の自律神経系の研究の範囲
を熟読し授業準備をする。(90分）

教科書２５の大脳半球優位性から教
科書２８の自律神経系の研究を整理
する。
（90分）

6

教科書２９の双極性障害から教科書３６のサイコドラマの研究に
ついて理解する。

教科書２９の双極性障害から教科書
３６のサイコドラマの研究の範囲を
熟読し授業準備をする。　(90分）

教科書２９の双極性障害から教科書
３６のサイコドラマの研究を整理す
る。
（90分）

9

教科書５３の人生の八つの段階から教科書５９の欲求の段階構造
の研究について理解を深める。

教科書５３の人生の八つの段階から
教科書５９の欲求の段階構造の研究
の範囲を熟読し授業準備をする。
（90分）

教科書５３の人生の八つの段階から
教科書５９の欲求の段階構造の研究
を整理する。（90分）

10

教科書６０の言語の獲得から教科書６３のフェスティンガーの認
知不協和、６7の「スイッチを入れて、波長を合わせ、社会に背
を向けよ」について理解する。　

教科書６０の言語の獲得から教科書
６３のフェスティンガーの認知不協
和、６7の「スイッチを入れて、波
長を合わせ、社会に背を向けよ」の
範囲を熟読し授業準備をする。（90
分）

教科書６０の言語の獲得から教科書
６３のフェスティンガーの認知不協
和、６7の「スイッチを入れて、波
長を合わせ、社会に背を向けよ」の
研究を整理する。
（90分）

7

教科書３７の知能指数から教科書４２の発達心理学、教科書４５
の心理学の場理論の研究について理解する。

教科書３７の知能指数から教科書４
２の発達心理学、教科書４５の心理
学の場理論の研究の範囲を熟読し授
業準備をする。　(90分）

教科書３７の知能指数から教科書４
２の発達心理学、教科書４５の心理
学の場理論の研究を整理する。
（90分）

8

教科書４６の自閉症から教科書４８の偏見の学習、教科書５２の
アルバート・エリスの認知行動の研究について理解を深める。

教科書４６の自閉症から教科書４８
の偏見の学習、教科書５２のアル
バート・エリスの認知行動の研究の
範囲を熟読し授業準備をする。
（90分）

教科書４７の自閉症から教科書４８
の偏見の学習、教科書５２のアル
バート・エリスの認知行動の研究を
整理する。（90分）

13

教科書８２の感覚データから教科書８５のフロー体験、教科書８
７の機能的MRIの研究について理解する。


教科書８２の感覚データから教科書
８５のフロー体験、教科書８７の機
能的MRIの研究の範囲を熟読し授業
準備をする。（90分）

教科書８２の感覚データから教科書
８５のフロー体験、教科書８７の機
能的MRIの研究を整理する。
（90分）

14

教科書８８の六つの基本感情から教科書９１の心的外傷後ストレ
ス、教科書９３の意識に関する難問について理解する。
学習のまとめとしての小テストを実施する。

教科書８８の六つの基本感情から教
科書９１の心的外傷後ストレス、教
科書９３の意識に関する難問を熟読
し授業準備をする。
（90分）

教科書８８の六つの基本感情から教
科書９１の心的外傷後ストレス、教
科書９３の意識に関する難問の研究
を整理する。（90分）

11

教科書６８のフーコーの人間観から教科書７０の抑うつテスト、
教科書７２のボウルビィの愛着理論、教科書７４の家族療法の研
究を理解する。

教科書６８のフーコーの人間観から
教科書７０の抑うつテスト、教科書
７２のボウルビィの愛着理論、教科
書７４の家族療法の研究の範囲を熟
読し授業準備をする。（90分）

教科書６８のフーコーの人間観から
教科書７０の抑うつテスト、教科書
７２のボウルビィの愛着理論、教科
書７４の家族療法の研究を整理す
る。（90分）

12

教科書７５の記憶地図からヒューリスティックス、教科書８０の
アイデンティティ、教科書８１の衝動性と脅迫性の研究について
理解する。　

教科書７５の記憶地図からヒューリ
スティックス、教科書８０のアイデ
ンティティ、教科書８１の衝動性と
脅迫性の研究の範囲を熟読し授業準
備をする。
（90分）

教科書７５の記憶地図からヒューリ
スティックス、教科書８０のアイデ
ンティティ、教科書８１の衝動性と
脅迫性の研究を整理する。（90分）

定期試験

0 実施しない

15

教科書９４のミラーニューロンから教科書９５の社会的調和、教
科書１００の再現可能性の危機、パーソナリティ・ビックファイ
ブについて理解し、本科のまとめを行う。

教科書９４のミラーニューロンから
教科書９５の社会的調和、教科書１
００の再現可能性の危機、パーソナ
リティ・ビックファイブを熟読し授
業準備をする。
（90分）

教科書９４のミラーニューロンから
教科書９５の社会的調和、教科書１
００の再現可能性の危機、パーソナ
リティ・ビックファイブを整理し本
科のまとめを行う。
（90分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容
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定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 ルーブリックの評価規準による毎時間の学習レポート（１問３点～５点を１５回）と小テスト（３０問×1
点を１回）により成績評価を行う。

履修条件・留意
事項等

学習内容の理解と定着を図るため準備学習、事後学習を重視し学習規律を守り提出物は期限を厳守する。授業中は自ら意見表明するなど能
動的な参加態度を必須とする協同的な学びにより、「心理学概論」への理解を深めて頂きたい。

備考欄

その他 0 なし

教科書

図鑑心理学～歴史を変えた１００の話～（トム・ジャクソン＝著　清水・井上智義＝監訳・訳（NEWTON
PRESS　２０２０発行)を各自購入し教科書とする。また自作の補助資料を授業ごとに提供する。

参考文献

心理学概論●学びと知のイノベーション（小野寺孝義　磯崎三喜年（編）小川俊樹　ナカニシヤ出版　２０１１発行）
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

103760AA 食生活論 1164 2 カリキュラムにより
異なります。

到達目標

○ 医療現場や教育機関で食事に関する指導を行う上で必要な食器、食具の歴史や種類、使い方、食空間の演出方法に関して説明できる。
○ 国内外の食事様式の歴史を学ぶことで、食べることの文化的な意味を説明できる。
○ 食に関する情報や広告、外食産業などの仕組みや戦略を理解し、多様化する食事の未来を予測できる。
○ インターネット時代の食事やキャラクター弁当、遺伝子組み換えや環境問題など、食事に関する幅広いテーマについて、将来、医療や
教育の現場で問題を提起し議論を展開できる。

授業の方法

①教科書を利用し、確実に講義の内容を把握できるよう指導する。
②必要に応じて板書とパワーポイントを利用し、視覚的な理解を深める。
③内容に合わせ、学生たちの調査報告をとりいれ、活発な議論により、食生活への関心を深める。
④中間テストとレポート提出により理解度をはかり指導する。

ＩＣＴ活用 なし

後期

教員氏名 荒井　三津子

授業の位置づけ

ヒトが食べるモノ、食べるコト、食べる理由を広く学び、食生活全般を扱う学習に必要な基礎知識を身につける教養科目である。また理学
療法学科ではディプロマ・ポリシーの「医療に関わる他の職種の役割を理解し、協力関係が築くことができる」と、作業療法学科でのディ
プロマ・ポリシーとして、「作業療法を実践するために必要な基本的知識を身につけている」と特に関連がある科目である。栄養学系教
科、調理学および調理科学系教科、食品学系教科の学習の理解に役立つだけでなく、生物学や食文化に視野を広げることで、さまざまな領
域の指導者、教育者に必要な教養と実践力を身につけることができる科目である。

授業の概要

ヒトはなぜ食べるのか。なぜダイエットするのか。なぜ食卓に花を飾るのか。人間にとって「食」は単に栄養補給のための餌ではなく「食
事」である。生命を維持するための「食事」の機能と重要性を確認し、国内外の食事の歴史、文化、食器、食の様式や食事作法、食に関す
る広告や現在の食事情、将来予測される問題点等について多角的に学習する。

1

＜「食」の学び方＞　「食」は生理的、文化人類学的、社会学
的、生物学的、環境学的など様々な方向からアプローチできる興
味深いテーマである。初回は自分たちが食べる理由や目的につい
て真摯に考察し、15回の講義内容を俯瞰して学習の意味を確認す
る。

私たちが食べる理由について考えて
くること。90分程度。


教科書全体の構成を把握し、「食べ
る」ことを学ぶ意義を考察する。90
分程度。

2

＜食べるヒト・食べるってなに？生きるってなに？＞　私たちが
食べなければならない理由について、イキモノとはなにかという
生物学的視野から学び直す。動物に共通する食べる仕組みの精巧
さを確認し、同時に他の動物と人間の「食べる」理由の違いにつ
いて考察する。


教科書P2〜８を読んでくること。90
分程度。

講義で学んだ「食べる理由」につい
て整理しておくこと。90分程度。

実務経験のある
教員の教育内容

北海道立の高等学校と歯科衛生士専門学校で生物学、調理師学校食文化等の教育経験がる。また長く生活文化研究所を運営しており、人間
の生活と食文化、食生活に関する幅広い知識と指導経験がある。この経験を生かし、卒業後の実務に活かせる知識と技術、指導者になるた
めの心構えも指導する。

課題に対する
フィードバック

の方法

調査レポートと中間試験を採点評価後返却し、講義時間内に解説を行います。提出してもらうレポートと中間試験に質問欄を設け、質問が
あった場合は直接コメントを返します。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

＜ヒトが食べない理由・ベジタリアン事情とフードファディズム
＞　世界にひろがるベジタリアンの実状とその思想の背景、およ
び、特定の食品に過剰な健康効果を期待したり否定するフード
ファディズムについて学習する。

前回学んだ『食べない理由』を復習
し、P28〜30、P72〜73を読んでく
る。90分程度。

「食のタブー」とベジタリアン、
フードファディズムについて説明で
きるようにしておく。90分程度。

3

＜食べるヒト・食べる仕組みと最新の「腸内」事情＞　ヒトの消
化の仕組みを概観し、食べモノと健康、腸内細菌および消化器官
系医療の最新事情について学ぶ。

教科書９〜14まで読んでくること。
90分程度。

消化の仕組みと腸内環境について理
解する。90分程度。

4

＜ヒトが食べない理由・ダイエットと肥満＞　ダイエットの起源
とその変遷、現状と背景を学習する。過食の原因と効果的なダイ
エット法、機能性食品についての知識も確認し、栄養や健康の指
導社としての姿勢を考える。

教科書P17〜26まで読んでくる。90
分程度。


ヒトが痩せたい理由とダイエットの
問題点について整理しておく。90分
程度。
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6

＜「食べ方」を学ぶ理由＞　学校における栄養教育と家庭と社会
における「食べ方」の学びについて学習する。国内外のさまざま
な食事作法が誕生した背景と食事作法の意味、さらに継承されつ
づける理由について考察する。

教科書P41〜51まで読んでおくこ
と。90分程度。

作法が必要な意義について考察して
おくこと。90分程度。

9

＜ヒトはなぜ食べるのか＞　講義の前半の総まとめを行い、人間
が食べる理由、食べない理由について多方面から考察する。

前回までの講義内容を復習しておく
こと。90分程度。

中間の総まとめの講義内容を復習し
ておくこと。90分程度。

10

＜「食」の未来＞　染色体操作や遺伝子組み換えなど、最新の品
種改良や魚介類の養殖について、その手法や課題、可能性につい
て詳しく学習する。同時に食をめぐる地球規模の環境問題につい
ても学び、未来の「食」に関する課題を考察する。

教科書p84〜96まで読んでおくこ
と。90分程度。

養殖や染色体、遺伝子組み換えなど
について整理しておくこと。90分程
度。

7

＜ヒトから人間へ・食べるモノの変遷＞　私たちの「食」の過去
と現在を概観する。日本の食事様式の歴史や、外食と中食の歴史
と現状についても学習する。そのプロセスで「餌」から「食事」
へとその意味を変えてきた人間の「食」の複雑さについて考察す
る。
アクティブラーニングとして、周囲と自分たちの食事について話
し合いをし、発表してもらう。

教科書P54〜61まで読んでおくこ
と。90分程度。


日本の食の歴史を整理しておくこ
と。餌と食事の違いを説明できるこ
と。90分程度。

8

＜おいしさとはなにか＞　「からだにいい」とはなにか。「栄養
がある」とはどういうことか。「おいしい」とはどのようなもの
か。普段なにげなく口にする表現の意味するところを科学的に学
び、食事の機能と意味を理解する。

教科書のP72〜80まで読んでおくこ
と。90分程度。

「おいしい」とはどのようなことか
整理しておくこと。90分程度。

13

＜「食」の演出＞　料理・食器・盛り付け・食卓・食空間のイン
テリアなど、人間はなぜ「食」の場面を飾るのか。なぜ演出が必
要なのか。色彩学やデザインの基礎を学び、食卓装飾の歴史をた
どりながら、食べることの意味を広く考察する。

教科書p81〜83、p124〜p132を読ん
でおくこと。90分程度。

自分の周囲の食卓について調査して
みること。90分程度。

14

＜餌場から食事の場へ・テーブルコーディネートの機能＞　食欲
やコミュニケーションに大きく作法する食卓の演出について、具
体的に学習する。色彩学やテーブルコーディネートの基礎知識を
確認し、「食」の場面に必要な知識や技術の深さと広さについて
学ぶ。

前回の講義内容を整理しておくこ
と。90分程度。

食卓の演出について具体的なテク
ニックを整理する。90分程度。

11

＜食事空間を学ぶ＞　火と水、道具の利用がなければ私たちの
「食」の発展はなかった。火と水がどのように扱われ、「台所」
はどのように進化してきたか、その変化の社会的文化的意味も合
わせて学習する。配膳や食事様式についても学び、食空間の機能
についての知識を深める。

教科書p98〜105まで読んでおくこ
と。90分程度。

台所と調理の進化を整理し、これか
らの食事について考察すること。90
分程度。

12

＜「食」をめぐる仕掛け・外食の歴史と広告＞　外食の歴史を概
観し、現代の外食産業を支える広告の機能と種類を学習する。そ
のことから私たちの食行動の変化や時代の流れ、加えて食の未来
と問題点を広く考察する。

教科書p107〜p115まで読んでおくこ
と。90分程度。


周囲にある食関連の広告を調査整理
すること。90分程度。

定期試験 0 なし

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

70 確認試験（２回）

15

＜年中行事と祭り・儀礼の食・縁起について＞　　食の場面にお
ける「ハレ」と「ケ」、および日本の冠婚葬祭や年中行事の食の
多様性と意味について幅広く学習する。「食」がもつコミュニ
ケーションツールとしての機能や、人間のこころの「よりどこ
ろ」や「やすらぎ」としての役割についても考察する。

年中行事に食べるものについて調査
しておくこと。90分程度。

教科書全体の重要事項をまとめてお
くこと。90分程度。

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

その他 30 調査レポートの評価。
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履修条件・留意
事項等

私語厳禁。
毎回必ず教科書を持参すること。



備考欄

教科書

食学入門ー食べるヒト・食べるモノ・食べるコトー / 荒井三津子　/ 光生館

参考文献 なし
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

106160AA 生活と社会環境 1128 2 カリキュラムにより
異なります。

到達目標

①　現代日本の地域医療の現状を説明できる
②　代表的な疾患に適合した生活環境の整備について説明できる
③　今後の日本における生活環境のあるべき姿を考え、説明することができる

授業の方法 パワーポイントを用い講義形式ですすめる。また、講義後に課題を提示し講義内容の確認を行う。

ＩＣＴ活用 授業中の課題の一部にグーグルクラスルームを用いた双方向授業を取り入れる。

後期

教員氏名 今泉　博文、金子　翔拓

授業の位置づけ

各該当学科のﾃﾞｨﾌﾟﾛﾏ･ﾎﾟﾘｼｰ・ｶﾘｷｭﾗﾑﾎﾟﾘｼｰ・ｱﾄﾞﾐｯｼｮﾝﾎﾟﾘｼｰを鑑み、現代日本の社会環境を高齢者や代表的な疾患による身体障害を持つ人
を通して理解するとともに科学的思考力と創造的思考力を活用して看護の発展と社会へ貢献できる研究の基本的な能力を身につける共通重
要科目であり、更に人の生活全般と関連し、地域医療や社会環境を考える基礎となる。特に看護科においては、看護の基盤となる問題解決
能力を活用して看護過程の展開や臨床判断を行うための基本的な能力を会得する重要科目である。（思考・判断・表現）

授業の概要

現代日本においては、様々な疾患や障害を持つ人々が地域社会で生活している。この現状を踏まえ、疾患や障害といった背景を持ちながら
も快適な生活を送るためにはどの様な生活環境の整備が求められているのかについて、生活環境が生活の質に大きく影響する疾患や障害の
特徴を理解したうえで考察する。

1

オリエンテーション　
医療保険制度の現状を理解する（診療報酬制度等も含む）　（今
泉）

自身を取り巻く生活環境について考
えてくること。（９０分）

講義内容をノートにまとめること。
（９０分）

2

介護保険制度の現状を理解し、地域社会で在宅サービスを受ける
対象者について理解する（金子）

介護保険制度について調べておくこ
と。（９０分）

講義内容をノートにまとめること。
（９０分）

実務経験のある
教員の教育内容

金子翔拓：病院やクリニックなどの身体障害領域において作業療法士として勤務した経験を活かし, 社会と生活環境の授業を行う.　

今泉博文：国立病院機構施設・ナショナルセンターの施設11か所で勤務した経験を活かして医療保険制度、介護保険制度および筋ジストロ
フィー、重症心身障害児（者）、精神疾患患者等の障害者の生活と社会環境について授業を行う。

課題に対する
フィードバック

の方法

前回授業の最後に提出された課題に関して、次回の授業で補足説明や解説を行う。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

障害者の生活と社会環境①　脳卒中患者の症状や障害の概要を説
明し、患者の生活様式について理解を深める（金子）

脳卒中とはどの様な症状を呈するの
かについて調べておくこと。（９０
分）

講義内容をノートにまとめること。
（９０分）

6

障害者の生活と社会環境②　脳卒中患者の生活環境の整備につい
て考える（金子）

脳卒中患者が生活しやすい環境とは
何かについて調べておくこと。（９
０分）

講義内容をノートにまとめること。
（９０分）

3

高齢者の生活と社会環境①　高齢者（虚弱老人・認知症を含む）
が生活するうえでの「リスク」について理解を深める（今泉）

高齢者が抱えるリスクについて調べ
ておくこと。（９０分）

講義内容をノートにまとめること。
（９０分）

4

高齢者の生活と社会環境②　高齢者（虚弱老人・認知症を含む）
に適する生活環境の整備について理解を深める（今泉）

高齢者が生活しやすい環境とは何か
について調べておくこと。（９０
分）

講義内容をノートにまとめること。
（９０分）

9

障害者の生活と社会環境⑤　パーキンソン病患者の症状や障害の
概要を説明し、患者の生活様式について理解を深める（金子）

パーキンソン病とはどの様な症状を
呈するのかについて調べておくこ
と。（９０分）

講義内容をノートにまとめること。
（９０分）

10

障害者の生活と社会環境⑥　パーキンソン病患者の生活環境の整
備について考える（金子）

パーキンソン病患者が生活しやすい
環境とは何かについて調べておくこ
と。（９０分）

講義内容をノートにまとめること。
（９０分）

7

障害者の生活と社会環境③　筋ジストロフィー疾患患者の生活環
境の整備について考える（今泉）

筋ジストロフィー疾患患者が生活し
やすい環境とは何かについて調べて
おくこと。（９０分）

講義内容をノートにまとめること。
（９０分）

8

障害者の生活と社会環境④　筋ジストロフィー疾患患者の生活環
境の整備について考えるパート２（今泉）　

前回の講義で提示された疾患の患者
が生活しやすい環境とは何かについ
て調べておくこと。（９０分）

講義内容をノートにまとめること。
（９０分）
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13

障害者の生活と社会環境⑨　脊髄損傷患者の症状や障害の概要を
説明し、患者の生活様式について理解を深める（金子）

脊髄損傷とはどの様な症状を呈する
のかについて調べておくこと。（９
０分）

講義内容をノートにまとめること。
（９０分）

14

障害者の生活と社会環境⑩　脊髄損傷患者の生活環境の整備につ
いて考える（金子）

脊髄損傷患者が生活しやすい環境と
は何かについて調べておくこと。
（９０分）

講義内容をノートにまとめること。
（９０分）

11

障害者の生活と社会環境⑦　重症心身障害児（者）の症状や障害
の概要を説明し、患者の生活様式について理解を深める（今泉）

重症心身障害児（者）はどの様な症
状を呈するのかについて調べておく
こと。（９０分）

講義内容をノートにまとめること。
（９０分）

12

障害者の生活と社会環境⑧　精神疾患患者の生活環境の整備につ
いて考える（今泉）

精神疾患患者が生活しやすい環境と
は何かについて調べておくこと。
（９０分）

講義内容をノートにまとめること。
（９０分）

定期試験 0 定期試験は行わない

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

80 授業中の課題

15

障害者の生活と社会環境⑮　精神疾患患者の生活環境の整備につ
いて考える　パート２
まとめ　
１～14回までの内容について総復習を行い、障害を持つ人の生活
環境について理解する。（今泉）

１～14回の内容について、これまで
に作成したノートを確認しておくこ
と。（９０分）

講義内容をノートにまとめること。
（９０分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

授業には積極的に参加すること

備考欄 なし

その他

20 ・授業への参加態度
・レポート課題等の提出期限を厳守すること

教科書 なし（プリントにて対応）

参考文献 特に指定しない
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

104580AA 総合教養講座 1100 2 1

到達目標

・本学の建学の理念、宗教と食事制限、SDGｓの取り組みの重要性を理解できること。
・4年間を通して、しっかりとした履修計画を立てられること。
・大学生活を快適に送るために必要な規則を理解し、それに沿った行動を取れること。
・Google Classroomの利用ができること。
・図書館を利用し、学習に必要な図書を借りることができること。
・充実した大学生活を送るため、勉学、課外活動を含めた効率の良い１日の行動計画を立案・実行出来ること。
・大学を盛り上げるための具体的な提案が出来ること。

授業の方法

また、学内Wi-Fiを用いたICTを用いた授業を行う。また、えこりん村での日帰り研修を行う。

ＩＣＴ活用 図書館の利用方法など、一部の回で、提示したURLにアクセスし、操作を行ってもらう予定である。

前期

教員氏名 白戸　力弥、松岡　審爾、大森　圭、小塚　美由記、渡部　俊弘

授業の位置づけ

初年次教育の主要科目として、大学での学習から生活、さらに課外活動や大学祭、建学の理念など広範な分野を理解を深める。本科目の履
修により、今後4年間の大学生活がより有意義なものになるよう、新入生を導く道標を示す授業である。作業療法学科ではディプロマポリ
シーの「作業療法学考究し、発展させるために必要な基本的知識を身につけている」と関連がある科目である。

授業の概要

本学の建学の理念を説明し、これからの社会、不確実な時代を自分らしく生きるための視点を学ぶ。また、大学生活で守らなければならな
い基本的な規則、SNS利用の注意点、科目の履修方法と4年間の履修計画、さらに実習など特定科目の履修要件、進級基準や卒業要件につい
て説明する。さらに、図書館での図書検索方法と利用方法、インターネット上の危険について説明する。加えて、学生生活を充実させるた
めの一助として、課外活動や大学祭の紹介、勉学との両立方法などについて先輩の実践している方法についても紹介する。
最後に、恵庭市の歴史、また国際社会理解の視点から食事と宗教、えこりん村での日帰り研修を通してSDGｓの重要性について学ぶ。

1

北海道文教大学建学の理念（渡部学長）
鶴岡夫妻が遺した灯火
学訓「清く 正しく 雄々しく進め」に込められた、真理を探求す
る明晰な頭脳、誠実な精神、チャレンジ精神を目指す理念を共有
する。

本学の創設者である鶴岡夫妻につい
て調べておく。（90分）

各自の目指す職業で鶴岡夫妻の理念
を実現する方法についてまとめる。
（90分）

2

この時代、君はどう生きるか（渡部学長）
これからの社会、不確実な時代を自分らしく生きるための、本質
的な物の見方、捉え方を学ぶ。

これまで読んだ本の中から、自分の
生き方に影響を与えたと思える本を
もう一度読んでおく。（90分）

これからの自分の進路を見据えなが
ら、事前学習で読んだ本を精読す
る。（90分）

実務経験のある
教員の教育内容

ゲスト講師として、恵庭市職員による恵庭市の紹介、警察官とIT企業の職員によるインターネット上の脅威と防御方法、陸上自衛隊 北海
道補給処長の講義を予定している。

課題に対する
フィードバック

の方法

グーグルフォームを用いた確認テストを行い、フィードバックを行う。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

遠隔授業の受講方法について（白戸）
本学で遠隔授業のツールとして使用しているGoogle Classroomの
使用方法について学び、遠隔授業を受講できるようになる。

本学から付与されるGoogleアカント
でログインする（90分）

各科目のClassroomに参加する。
（90分）

6

授業に役立つ図書館の利用法（白戸）
本学図書館の概要と利用方法について説明する。
レポート作成や発表資料作成で必要になる資料について、蔵書検
索機（OPAC）を含めた探し方の方法を習得する。
（図書館）

学生便覧の「図書館」の部分を読ん
でおく。（90分）

実際に図書館を訪れ、蔵書検索で興
味のある本を探してみる。また、イ
ンターネット経由で蔵書を検索して
みる。（90分）

3

授業を受講するには①（白戸）
履修方法・登録方法について、具体的に説明する。（教務課）

学生便覧の「履修ガイド」を読んで
おく。（90分）

各自、たユニバーサルパスポートを
使用して履修科目を登録する。（90
分）

4

授業を受講するには②（白戸）
履修要件、進級基準や卒業要件について説明する。（教務課）

学生便覧の「履修ガイド」を読んで
おく。（90分）

各自、たユニバーサルパスポートを
使用して履修科目を登録する。（90
分）

7

グローバル化に対応した食知識（小塚）
グローバル化が進んでいる現代において、外国の食文化や知識を
得ることは、どの職業においても円滑なコミュニケーションをと
るための一助となる。

宗教によって禁忌とされている食べ
物（あるいは食べることが許されて
いる食べ物）について調べておく。
（90分）

食事に対する宗教上の戒律の理由に
ついてまとめる。（90分）
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9

学友会・課外活動団体紹介（大森）
中央執行委員会の役割と位置付けについて知り、学生としての自
覚を持ち、自ら積極的に大学生活をより有意義にするため、各自
が出来ることを考える一助とする。（学友会）　
各団体の活動内容と団体所属学生の大学生活を紹介し、勉学と課
外活動の両立を図るための具体的な方法を把握する。

学生便覧で、学友会に関する項目に
目を通しておく。また、大学ホーム
ページなどで、本学所属の課外活動
団体について調べておく。（90分）

自らの大学生活を有意義なものにす
るための目標と計画を立てる。ま
た、勉学時間、課外活動、アルバイ
トなど各自の1日の行動を見直し、
有意義な時間を過ごせるよう計画を
立てる。（90分）

10

大学祭実行委員会紹介（大森）
大学祭実行委員会の役割と位置付けと、大学祭の歴史について紹
介する。

各大学の大学祭内容について分かる
範囲で調べておく。（90分）

本学の大学祭内容について復習す
る。（90分）

8

サイバーセキュリティについて（松岡）
スマートフォンやパソコン等が普及し誰でも気軽にインターネッ
トを利用できるようになっている一方で、インターネットにまつ
わるトラブルが増加している。本学では全館Wi-Fiが利用できる
ためインターネットを安全に使用するためには、より注意が必要
である。そこで、無線LANにおいてどのような脅威がありどのよ
うに対処すればよいのか、また、無線LANを利用するにあたって
の注意事項をゲスト講師を招いて学ぶ。
（NTT東日本、北海道警察サイバーセキュリティ対策本部）

インターネット使用にあたってどの
ような脅威があるかを調べておく。
（90分）

セキュリティ対策や身につけるべき
情報モラルを復習しておく。（90
分）　　　

13

えこりん村SDGs研修①（白戸）
（1）肉生産、（2）米生産、（3）資材、（4）再生可能エネル
ギーのテーマを通して、持続可能なエコロジーの取り組みを学
ぶ。

SDGsの17の目標、およびえこりんむ
ら村の取り組みをインターネット等
で調べておく。（90分）

共有した他のグループの情報をもと
に、研修の復習をおこなう。年間パ
スポートにより、再度えこりん村を
訪れる。（90分）

14

えこりん村SDGs研修②（白戸）
（1）肉生産、（2）米生産、（3）資材、（4）再生可能エネル
ギーのテーマを通して、持続可能なエコロジーの取り組みを学
ぶ。

SDGsの17の目標、およびえこりんむ
ら村の取り組みをインターネット等
で調べておく。（90分）

共有した他のグループの情報をもと
に、研修の復習をおこなう。年間パ
スポートにより、再度えこりん村を
訪れる。（90分）

11

SNSの利用上の注意について（白戸）
大学生活におけるSNSの利用上の注意点について理解を深める。

現在までのSNSのトラブルで社会的
問題となった内容を調べる。（90
分）

大学生活で節度のあるSNSの利用法
について復習する。（90分）

12

恵庭市の歴史と特徴（白戸）
恵庭市役所からゲスト講師を招き、これからの4年間のほとんど
の時間を過ごす恵庭市について理解を深め、地域社会との連携を
深める。
（恵庭市）　

恵庭市のホームページなどから、恵
庭市の概要について調べておく。
（90分）

各自の目指す職業で、恵庭市の未来
に貢献する施策を考える。（90分）

定期試験 0 定期試験は行わない。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 確認テスト、および授業参加の積極性から総合的に判断する。

15

えこりん村SDGs研修③（白戸）
（1）肉生産、（2）米生産、（3）資材、（4）再生可能エネル
ギーのテーマを通して、持続可能なエコロジーの取り組みを学
ぶ。

SDGsの17の目標、およびえこりんむ
ら村の取り組みをインターネット等
で調べておく。（90分）

共有した他のグループの情報をもと
に、研修の復習をおこなう。年間パ
スポートにより、再度えこりん村を
訪れる。（90分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

ゲスト講師等の都合により、授業計画の順序通りの内容とならないため、決定次第、別紙で連絡する。
合理的な理由による欠席は点数を考慮するので欠席届を出すこと。13~15回の授業は、えこりん村での日帰り研修を行う。日程は別途、連
絡する。

備考欄

その他 0 なし。

教科書 なし。

参考文献 なし
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

102090AA 日本国憲法 1120 2 カリキュラムにより
異なります。

到達目標

１、日本国憲法を最高法規とする我が国の法体系について説明できる。
２、様々な基本的人権について概要を述べることができる。
３、法というルールを介して、社会人としての関係形成、問題解決の方法、変化する社会への対応など、我が国において生きていく上で生
じ得る問題について自ら考え、論じることができる。

授業の方法

パワーポイント及び配布印刷物を活用しながら講義形式で進める。
各講義中に毎回コメントシート（授業についての振り返り、思ったこと、疑問等を記述したもの）を提出する。
確認テストを時間内に行う（全15回）。提出方法についてはGoogle フォームを併用できるようにする予定である。

ＩＣＴ活用 Google フォームのテスト作成機能を用いて練習問題を提供し自主学習を促す。

後期

教員氏名 池田　杏奈

授業の位置づけ

人間社会のルールの1つである日本国憲法を学ぶことにより、幅広く教養を身につける科目である。

授業の概要

民主主義（国民主義）と基本的人権の相関関係を明確にするとともに、なぜ「憲法」が国家の最高法規とされるかを理解することを目指
す。次いで、日常生活の場面で生じる様々な紛争解決する手段としての裁判の意義、システムを学び、同時に法解釈の手法を考察する。以
上の基本的な知識を修得した上で、日本国憲法の精神と構造を（明治憲法との比較を含め）大枠で理解するよう努める。

1

【ガイダンス・子どもの人権】
担当教員の自己紹介、授業の概要、予習と復習の方法、成績評価
についての説明を行う。
校則を題材にして「子どもの人権」について解説する。

授業前に教科書を購入し、「Theme
１　ブラック校則──子どもの人
権」を読んでおく（90分）。

講義内容について復習し、コメント
シートで記入した内容について改め
て考える（90分）。

2

【外国人の権利】
法律上「国民」とは誰を指すのかを知り、「外国人」との権利の
違いについて学ぶ。

「Theme２　欲しいのはまず選挙権
──外国人の権利」を読んでおく
（90分）。

講義内容について復習し、コメント
シートで記入した内容について改め
て考える（90分）。

実務経験のある
教員の教育内容

該当なし。

課題に対する
フィードバック

の方法

フィードバックとして理解度確認テストを実施後、解答の解説を行う。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

【法の下の平等】
以前の民法や刑法の条文を題材に、「法の下の平等」について学
ぶ。

「Theme５　再婚は100日後──法の
下の平等（1）」「Theme６　むかし
親殺しありき──法の下の平等
（2）」を読んでおく（90分）。

講義内容について復習し、コメント
シートで記入した内容について改め
て考える（90分）。

6

【信教の自由】
「信教の自由」を保障している条文の構造を理解し、保障の限界
について判例を基に学ぶ。

「Theme７　法廷の宗教戦争──信
教の自由」を読んでおく（90分）。

講義内容について復習し、コメント
シートで記入した内容について改め
て考える（90分）。

3

【プライバシー権】
プライバシーとはどういうものとして、法律上どのように保護さ
れているかを学ぶ。

「Theme３　わたしの秘密──プラ
イバシー権」を読んでおく（90
分）。

講義内容について復習し、コメント
シートで記入した内容について改め
て考える（90分）。

4

【自己決定権】
自己決定権は憲法によってどのように保障されているのかを学
ぶ。

「Theme４　何の自己決定か？──
自己決定権」を読んでおく（90
分）。

講義内容について復習し、コメント
シートで記入した内容について改め
て考える（90分）。

9

【生存権】
憲法25条が保障する「健康で文化的な最低限度の生活」とはどの
ような生活を指すのかについて考える。

「Theme11　クーラーのない生活─
─生存権」を読んでおく（90分）。

講義内容について復習し、コメント
シートで記入した内容について改め
て考える（90分）。

10

【教育権】
学校で子どもたちに教えられる教育の内容を決定できるのは誰で
あるかについて、判例を基に学ぶ。

「Theme12　教科書はつらいよ──
教育権」を読んでおく（90分）。

講義内容について復習し、コメント
シートで記入した内容について改め
て考える（90分）。

7

【表現の自由】
「表現の自由」が日本国憲法の保障する人権の中でもとりわけ重
要度の高いものといわれる理由を考察し、どのような表現の自由
であっても保障されるのかということについて考える。

「Theme８　ポルノの権利──表現
の自由（1）」「Theme９　人殺し教
えます──表現の自由（2）」を読
んでおく（90分）。

講義内容について復習し、コメント
シートで記入した内容について改め
て考える（90分）。

8

【営業の自由】
営業の自由はどのように保障されているかを学び、どのような場
合に制限されるかについて考える。

「Theme10　銭湯の楽しみ──営業
の自由」を読んでおく（90分）。

講義内容について復習し、コメント
シートで記入した内容について改め
て考える（90分）。
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13

【内閣】
内閣総理大臣はどのようにして選ばれるのかについて学ぶ。

「Theme18　首相の選び方──内
閣」を読んでおく（90分）。

講義内容について復習し、コメント
シートで記入した内容について改め
て考える（90分）。

14

【裁判所】
裁判に関する諸権利について学び、裁判員裁判について考える。

「Theme19　裁判はだれのために─
─裁判所」を読んでおく（90分）。

講義内容について復習し、コメント
シートで記入した内容について改め
て考える（90分）。

11

【死刑制度】
死刑制度の是非について憲法の視点から考える。

「Theme13　罪と罰のはて──死刑
制度」を読んでおく（90分）。

講義内容について復習し、コメント
シートで記入した内容について改め
て考える（90分）。

12

【国会】
日本国憲法が採用する「二院制」について学び、「国会」の役割
について考える。

「Theme16　両院は車の両輪──国
会（1）」「Theme17　民の声vox 
Dei？──国会（2）」を読んでおく
（90分）。

講義内容について復習し、コメント
シートで記入した内容について改め
て考える（90分）。

定期試験 0 実施しない。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 授業内で実施する確認テスト、授業への参加態度、授業中で提出するコメントシート（全15回）により評
価する。

15

【まとめ】
社会の様々な場面における権利について総合的に学ぶ。

これまでの講義内容を復習し、憲法
と社会の関係について考えておく
（90分）。

憲法と社会の関係について、今後も
考えていく（90分）。

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

特になし。

備考欄

その他 0 なし。

教科書 初宿正典、高橋正俊、米沢広一、棟居快行『いちばんやさしい憲法入門〔第６版〕』（2020年、有斐閣）

参考文献 講義中に適宜紹介する。
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

102080AA 現代医療と福祉・介護 1122 2 カリキュラムにより
異なります。

到達目標

1.　現代日本の医療、福祉、介護の現状を理解し、その諸問題を説明することができる。
2.　日本と諸外国の医療、福祉、介護制度の特徴や違いを説明できる。
3.　今後の日本における医療、福祉、介護のあるべき姿を考え、説明することができる。

授業の方法

各種メディアを利用した座学・講義である。
講義中に課題を提示し、それに対するコメント等を提出させる。

ＩＣＴ活用 授業中の課題の一部にグーグルクラスルームを用いた双方向授業を取り入れる。

前期

教員氏名 今泉　博文

授業の位置づけ

各該当学科のﾃﾞｨﾌﾟﾛﾏ･ﾎﾟﾘｼｰ・ｶﾘｷｭﾗﾑﾎﾟﾘｼｰ・ｱﾄﾞﾐｯｼｮﾝﾎﾟﾘｼｰを鑑み,地域包括ｹｱｼｽﾃﾑにおいて高齢者障害者等が住み慣れた地域で自分らしい
暮らしを人生の最後まで続けることができるようう,[住まい][医療][介護][看護][予防][生活支援]が切れ目なく一体的に提供ができ,
「[心/意欲/態度]が養われる重要な科目である.更に日本の社会事情を広く理解するうえで必要な知識としての[医療/福祉/介護]に焦点を
あて,近未来の社会制度を思考し,構築するための基礎的能力の向上を目指すとともに科学的思考力と創造的思考力を活用して各専門職の発
展と社会へ貢献できる研究の基本的な能力(看護においては看護過程の展開や臨床判断).を身につける重要科目でもある.

授業の概要

少子高齢化、人口減、労働力の減退などの社会構造が大きく変容している背景により、現代医療は、福祉や介護との連続性と包括的な制度
や考え方が大きく変遷している。このようなことから、、医療や福祉・介護に携わる者は、制度論だけではなく、幅広く社会を俯瞰する知
識や倫理観を持ち備えることが必要である。これらをふまえ、授業では医療、福祉、介護の現状を理解し、日本が現在抱えている諸問題に
ついて考え、その解決策を探る。また、日本と諸外国における医療、福祉、介護制度を比較し、日本の特徴を理解する。同時に今後の日本
の理想的な医療、福祉、介護のあるべき姿を考える。

1

オリエンテーション
少子および高齢化社会を迎えている日本が抱える諸問題を理解す
る

少子および高齢化社会の問題点につ
いて調べておくこと。
（90分）

医療・福祉領域から見た問題点につ
いてまとめておくこと。
（90分）

2

20世紀の医療制度（介護保険施行以前）を理解する 医療保険制度について概要を調べて
おくこと。
（90分）

介護保険制定以前の問題点について
まとめること。
（90分）

実務経験のある
教員の教育内容

国立病院機構施設・ナショナルセンターの施設11か所で勤務した経験を活かして「医療・福祉・介護」から日本の生活環境と社会環境につ
いて授業を行う。

課題に対する
フィードバック

の方法

講義内容についての簡単なコメントを記載させ、その内容について講義内にフィードバックする。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

諸外国の医療制度と日本の医療制度の違いを理解する インターネットなどを利用して、諸
外国の医療制度について概要を確認
しておくこと。
（90分）

日本の医療制度の利点をまとめてお
くこと。
（90分）

6

「成育過程にある者及びその保護者並びに妊産婦に対し必要な成
育医療等を切れ目なく提供するための施策の総合的な推進に関す
る法律」（平成30年法律第104号。以下「成育基本法」。）を踏
まえて、成育医療等の提供に関する施策の総合的な推進に関する
基本的な方針を理解する。

介護保険制度が制定された経緯につ
いて調べておくこと。
（90分）

講義内容についてわかりやすくまと
めておくこと。
（90分）

3

21世紀の医療制度（介護保険施行後）および先端医療について理
解する

なぜ医療制度・介護保険制度が施行
されたのか資料を検索して考えてく
ること。
（90分）

先端医療は生活にどのような恩恵を
与え、どのような問題を生んだのか
考えること。　
（90分）

4

医療制度の問題点を考える 医療制度の問題点が論じられている
資料を見ておくこと。
（90分）

現状の医療制度について、自分の考
えをまとめておくこと。　
（90分）

7

「DOHaD (Developmental origin of health and disease)次世代
の非感染性疾患」を理解する。

教員が提示する資料およびインター
ネットなどを利用して、「DOHaD 
(Developmental origin of health 
and disease)」をあらかじめ調べて
おくこと。
（90分）

「DOHaD (Developmental origin of 
health and disease)」を今後の展
開考えること。
（90分）

8

「小児医療と小児病院」を考える。 小児医療・小児病院について事前に
調べて問題点・課題等について確認
しておくこと。
（90分）

現状の問題点について整理するこ
と。
（90分）
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9

医療・福祉・介護の連携を理解する 地域における医療・福祉・介護の連
携を具体的調べること。（90分）

講義内容についてまとめること。
（90分）

10

地域社会における共生の実現に向けて 新たな障害保健福祉施策
を講ずるための 関係法律の整備に関する法律についてを理解す
る。

「福祉」の概念について、自分の考
えをまとめておくこと。
（90分）

福祉制度がなぜ変わってきたのかを
まとめること。
（90分）

13

諸外国の福祉制度と日本の福祉制度の違いを理解する 諸外国の福祉制度について調べ、気
づいたところをまとめておくこと。
（90分）

現状の福祉制度について、自分の考
えをまとめておくこと。
（90分）

14

日本における地域リハビリテーションの現状を理解する 地域リハビリテーションとはなに
か、資料を調べてまとめておくこ
と。
（90分）

講義内容をまとめ、地域リハビリ
テーションの具体的な活動について
まとめておくこと。
（90分）

11

地域包括ケアシステムの推進
（多様なニーズに対応した介護の提供・整備を考える。

地域包括ケアシステムについて調べ
ておくこと。
（90分）

講義内容から、地域包括ケアシステ
ムについて再確認しておくこと。
（90分）

12

高齢者住まいの施策について
―地域包括ケアシステムの構築―を考える。

現代の福祉制度の「疑問点」につい
てまとめておくこと。
（90分）

講義の内容をふまえ、福祉制度の問
題点を考えておくこと。　（90分）

定期試験 0 なし

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

80 授業中の課題

15

まとめ　現代の医療、福祉、介護が未来の社会にどのような影響
を及ぼすのか理解する

今までの講義内容をまとめたノート
を読み返しておくこと。
（90分）

理想的な医療・福祉・介護の連携に
ついて自分の意見をまとめること。
（90分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

授業には積極的に参加すること

備考欄 なし

その他

20 ・授業への参加態度
・レポート課題等の提出期限を厳守すること

教科書 なし

参考文献 プリント配布
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

111030AA キャリア入門 1132 1 1

到達目標

・「キャリア」や「キャリアデザイン」を説明できる。
・自己理解の方法(「人生曲線」、「ジョハリの窓」等)、「計画的偶発性」について述べることができる。
・「人間関係づくりとコミュニケーション」の5つの視点、「社会人基礎力」を説明できる。

授業の方法

・パワーポイントによるプレゼンテーション資料と教科書、動画を併用しながら、講義形式とアクティブラーニングの手法を取り入れた演
習方式の授業を実施する。
・理解度確認のために、リフレクションペーパー(第4・8回以外の授業後に提出)、中間レポート(第4回）を実施する。
・「人間関係づくりとコミュニケーション」のワークを実施する(全2回を予定)。
・第8回は、期末レポートを授業内で提出する。

ＩＣＴ活用

・パワーポイントによるプレゼンテーション資料と教科書、動画を併用しながら、視覚的に内容が理解しやすい授業を実施する。
・Google Classroom(予定)を活用し、配布資料を共有する。特に、リフレクションペーパー(第4・8回以外の全授業で使用)と原稿用紙(第
4・8回で使用)は、授業前に各自印刷し持参する。なお、資料共有の具体的な方法は確定次第、シラバス上で連絡する。

前期

教員氏名 木村　悠里菜

授業の位置づけ

本科目は、初年次教育の一貫として、大学生活の充実や社会で活躍するために、「キャリア」・「キャリアデザイン」の重要性を学ぶ。加
えて、これらにとって必要なスキルのひとつである「人間関係づくりとコミュニケーション」を理解するための科目である。なお本科目
は、「キャリア形成」の基礎となる。

授業の概要

グローバリゼーションと高度情報化が益々進展する現代社会においては、自己のアイデンティティを確立することが重要である。そのため
に、我々をとりまく文化、環境を再認識しながら自らの生き方や生活、仕事について考えることを目指す。

1

オリエンテーションの実施と、「キャリア」・「キャリアデザイ
ン」を理解する。

・「キャリア」の意味やイメージに
ついて思いつくままに考える。
・これまで「キャリア」という言葉
を使ったり聞いたりした事があれ
ば、その場面はどのようなものだっ
たかを思い出す。(90分）

授業内容を整理する(90分

2

自己理解の手法(「人生曲線」、「ジョハリの窓」等)と「計画的
偶発性」を学ぶ。

「私は…」から始まる文で、自己紹
介の内容を考える。(10個以上)(90
分）
例:私は、北海道文教大学の学生で
す。など

授業内容を整理する(90分）

実務経験のある
教員の教育内容

消費財メーカーのマーケティング職や外資系コンサルティングファームでの経営コンサルタント職等の実務経験を活かして、「キャリ
ア」・「キャリアデザイン」・「人間関係づくりとコミュニケーション」について実例を交えた具体的な授業を実施する。

課題に対する
フィードバック

の方法

リフレクションペーパー(第4・8回以外の授業後に提出)の回収、中間レポート(第4回)の実施を通し、学生の理解度の確認を行う。加えて
リフレクションペーパーや授業内であがった質問については、解説を適宜実施する。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

「社会人基礎力」を理解し、動画の視聴を通して「キャリア」に
ついて考える。

様々な人々と仕事をするために必要
なことを考える。(90分)

授業内容を整理する(90分）

6

「人間関係づくりとコミュニケーション」の概要を理解する。 人間関係づくりとコミュニケーショ
ンに必要なことを考える。(90分)

授業内容を整理する(90分）

3

「人生曲線」のワークを通し、自己理解を深める。 生まれてから現在までの人生の中
で、印象に残った出来事を整理す
る。(90分)
例:高校に合格した。失恋した。な
ど

授業内容を整理する(90分）

4

第1回から第3回までの学習の理解度を確認するため、中間レポー
トを作成・提出する。

第1回から第3回の授業で学んだ内容
を、自分にとってどう活かすかを考
える。(90分)

授業内容を整理する(90分）

9 なし なし なし

10 なし なし なし

7

「人間関係づくりとコミュニケーション」の「むきあう」のワー
クを通し、自己理解を深める。

自分の自覚している信念や思い込み
を整理する。(90分)

授業内容を整理する(90分）

8

これまでの授業の総括をし、授業全体の理解度を確認するため、
期末レポートを作成・提出する。

「人間関係づくりとコミュニケー
ション」の意識を今後どのように身
につけるかを考える。(90分)

授業内容を整理する(90分）

13 なし なし なし

11 なし なし なし

12 なし なし なし
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14 なし なし なし

定期試験 0 定期試験は実施しない。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

80 ・課題レポート(第4回と第8回に授業内で提出)
・割合(%)の内訳は、中間レポート(第4回)は30% 、期末レポート(第8回)は50％とする。

15 なし なし なし

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

・全授業の3分の2以上の出席が評価対象となるため、積極的参加を必須とする。
・座席に机がないため、各自で筆記できる環境を準備する。例:クリップボードの使用など。
・Google Classroom(予定)上のリフレクションペーパーと原稿用紙を、授業前に各自印刷し持参する。資料の共有方法は確定次第、シラバ
ス上で連絡する。

備考欄

その他

20 ・授業内での発言(1回の発言あたりではなく、全授業を通して算出)
・割合に換算されないが、リフレクションペーパーの提出は全授業必須とする。

教科書 人間関係づくりとコミュニケーション/山内雅恵(監修)、船木幸弘(編著)他/金子書房

参考文献 授業内で順次紹介する。
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

50971051 キャリアビジョン 1134 1 カリキュラムにより
異なります。

到達目標


1.先輩理学療法士のこれまでの経緯・研究内容・ビジョンについて聴講し、将来的な理学療法士としてのビジ　　
　ョンを論じることができる。

2.他職種の方の仕事の内容や理学療法士との関わりについて聴講し、関連づけることができる。。

授業の方法

先輩理学療法士や他職種の方からパワーポイントやハンドアウトを用いて講演を聴講し、出された課題についてグループディスカッション
を行い、レポート（感想文）を提出する。

ＩＣＴ活用 なし

後期

教員氏名 池野　秀則

授業の位置づけ

ディプロマ・ポリシーの「幅広く教養を高める意識と、理学療法学の発展に貢献するという使命感を持っている（関心・意欲・態度）」こ
とと特に関係がある科目である。また、「医療に関わる他の職種の役割を理解し、協力関係を築くことができる（関心・意欲・態度）」こ
ととも関係する。

授業の概要

先輩理学療法士（学科教員・起業家）や他職種の方の講義を聞いて理学療法士に求められる、多角的な視点で課題を探求し、将来的なビ
ジョンを追求することを学ぶ。


1

1.オリエンテーション
・この授業の内容と到達目標について
教員になるまでの経緯と研究テーマ等について
（池野）


授業概要を確認しておくこと。（90
分）

到達目標に対して自分なりのビジョ
ンを持つこと。
（90分）

2

講演1：教員（未定）
教員になるまでの経緯と現在の研究テーマなどについて語っても
らう。

レジュメを事前に読んでおくこと。
（90分）

講演を聞いた内容についてレポート
にまとめる。
（90分）

実務経験のある
教員の教育内容

池野は総合病院・介護老人保健施設にて理学療法士として勤務した経験を活かして理学療法士の業務内容や
他職種との関りについて授業を行う。

課題に対する
フィードバック

の方法

フィードバックとしてレポートにコメントを返す。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

講演4：教員（未定）
教員になるまでの経緯と現在の研究テーマなどについて語っても
らう。

レジュメを事前に読んでおくこと。
（90分）

講演を聞いた内容についてレポート
にまとめる。
（90分）

6

講演5：教員（未定）
教員になるまでの経緯と現在の研究テーマなどについて語っても
らう。

レジュメを事前に読んでおくこと。
（90分）　　

講演を聞いた内容についてレポート
にまとめる。
（90分）

3

講演2：教員（未定）
教員になるまでの経緯と現在の研究テーマなどについて語っても
らう。

レジュメを事前に読んでおくこと。
（90分）

講演を聞いた内容についてレポート
にまとめる。
（90分）

4

講演3：教員（未定）
教員になるまでの経緯と現在の研究テーマなどについて語っても
らう。


レジュメを事前に読んでおくこと。
（90分）

講演を聞いた内容についてレポート
にまとめる。
（90分）

9 なし なし なし

10 なし なし なし

7

講演6：他職種教員（未定）
教員になるまでの経緯と現在の研究テーマなどについて語っても
らう。

レジュメを事前に読んでおくこと。
（90分）

講演を聞いた内容についてレポート
にまとめる。
（90分）

8

講演7：起業家（未定）
起業するまでの経緯と今後のビジョンなどについて語ってもら
う。

レジュメを事前に読んでおくこと。
（90分）　　　

演を聞いた内容についてレポートに
まとめる。
（90分）

13 なし なし なし

14 なし なし なし

11 なし なし なし

12 なし なし なし

- 19 -



北海道文教大学　2022年度　理学療法学科　シラバス 2022/04/01

定期試験 0 なし

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 提出レポートの内容

15 なし なし なし

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

なし

備考欄

その他

0 なし

教科書 なし

参考文献 なし

- 20 -



北海道文教大学　2022年度　理学療法学科　シラバス 2022/04/01

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

111040AA キャリア形成 1135 1 カリキュラムにより
異なります。

到達目標

１．「キャリア」や「キャリアデザイン」、「計画的偶発性」を説明できる。
２．「人間関係づくりとコミュニケーション」の5つの視点、「社会人基礎力」について論じることができ、活用することができる。
３．キャリアに関する具体的な事例に対し、「人間関係づくりとコミュニケーション」の5つの視点、「社会人基礎力」から説明できる。

授業の方法

・パワーポイントによるプレゼンテーション資料と教科書、動画を併用しながら、講義形式とアクティブラーニングの手法を取り入れた演
習方式の授業を実施する。
・理解度確認のために、リフレクションペーパー(第4・8回以外の授業後に提出)、中間レポート(第4回）を実施する。
・「人間関係づくりとコミュニケーション」のワークを実施する(全3回を予定)。
・第8回は、期末レポートを授業内で提出する。

ＩＣＴ活用

・パワーポイントによるプレゼンテーション資料と教科書、動画を併用しながら、視覚的に内容が理解しやすい授業を実施する。
・Google Classroom(予定)を活用し、配布資料を共有する。特に、リフレクションペーパー(第4・8回以外の全授業で使用)と原稿用紙(第
4・8回で使用)は、授業前に各自印刷し持参する。なお、資料共有の具体的な方法は確定次第、シラバス上で連絡する。

後期

教員氏名 木村　悠里菜

授業の位置づけ

本科目は、社会で活躍する事を視野にいれ、「キャリア」・「キャリアデザイン」の重要性を学ぶ。加えて、これらにとって必要なスキル
のひとつである「人間関係づくりとコミュニケーション」を理解し、役立てるための科目である。なお本科目は、「キャリア入門」の発展
となる。

授業の概要

これからの人生を、職業を通じて社会に貢献し、生計を立て、また職業人として日々充実感を持つことのできるよう、自らの職業観・勤労
観を培うとともに、自らの生き方や生活デザインについて基本的な展望を身につける。

1

オリエンテーションの実施と、「キャリア」・「キャリアデザイ
ン」、「計画的偶発性」、「社会人基礎力」を理解する。

社会で活躍するために必要なことを
考える。(90分)

授業内容を整理する(90分）

2

「人間関係づくりとコミュニケーション」の「きづく」、「うけ
いれる」、「むきあう」の視点を理解する。

人間関係づくりとコミュニケーショ
ンに必要なことを考える。(90分)

授業内容を整理する(90分）

実務経験のある
教員の教育内容

消費財メーカーのマーケティング職や外資系コンサルティングファームでの経営コンサルタント職等の実務経験を活かして、「キャリ
ア」・「キャリアデザイン」・「人間関係づくりとコミュニケーション」について実例を交えた具体的な授業を実施する。

課題に対する
フィードバック

の方法

リフレクションペーパー(第4・8回以外の授業後に提出)の回収、中間レポート(第4回)の実施を通し、学生の理解度の確認を行う。加えて
リフレクションペーパーや授業内であがった質問については、解説を適宜実施する。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

「人間関係づくりとコミュニケーション」の「うけいれる」の
ワークを通し、自己理解を深める。

自分が普段のコミュニケーションで
気をつけていることを考える。(90
分)

授業内容を整理する(90分）

6

「人間関係づくりとコミュニケーション」の「むきあう」のワー
クを通し、自己理解を深める。加えて動画の視聴を通し、「キャ
リア」や「人間関係づくりとコミュニケーション」について考え
る。

自分の自覚している信念や思い込み
を整理する。(90分)

授業内容を整理する(90分）

3

「人間関係づくりとコミュニケーション」の「みつめる」、「み
とおす」の視点を理解する。

ライフ・キャリアのレインボーにつ
いて調べる。(90分)

授業内容を整理する(90分）

4

第1回から第3回までの学習の理解度を確認するため、中間レポー
トを作成・提出する。

「人間関係づくりとコミュニケー
ション」の5つの視点の中で、自分
にとって特に重要なものについて、
その理由や実体験を併せて考える。
(90分)

授業内容を整理する(90分）

9 なし なし なし

10 なし なし なし

7

「人間関係づくりとコミュニケーション」の「みとおす」のワー
クを通し、自己理解を深める。加えて動画の視聴を通し、「キャ
リア」や「人間関係づくりとコミュニケーション」について考え
る。

大学生活の中で意識している・価値
を感じていることについて整理す
る。(90分)
例:成長する。楽しさ。など

授業内容を整理する(90分）

8

これまでの授業の総括をし、授業全体の理解度を確認するため、
期末レポートを作成・提出する。

「人間関係づくりとコミュニケー
ション」の意識を、今後どのように
役立てたいと思うかを考える。(90
分)

授業内容を整理する(90分）

11 なし なし なし

12 なし なし なし
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13 なし なし なし

14 なし なし なし

定期試験 0 定期試験は実施しない。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

80 ・課題レポート(第4回と第8回に授業内で提出)
・割合(%)の内訳は、中間レポート(第4回)は30% 、期末レポート(第8回)は50％とする。

15 なし なし なし

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

・全授業の3分の2以上の出席が評価対象となるため、積極的参加を必須とする。
・座席に机がないため、各自で筆記できる環境を準備する。例:クリップボードの使用など。
・Google Classroom(予定)上のリフレクションペーパーと原稿用紙を、授業前に各自印刷し持参する。資料の共有方法は確定次第、シラバ
ス上で連絡する。

備考欄

その他

20 ・授業内での発言(1回の発言あたりではなく、全授業を通して算出)
・割合に換算されないが、リフレクションペーパーの提出は全授業必須とする。

教科書 人間関係づくりとコミュニケーション/山内雅恵(監修)、船木幸弘(編著)他/金子書房

参考文献 授業内で順次紹介する。
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

104340AB 生命科学（理学/作業/看護/こども） 1150 2 カリキュラムにより
異なります。

到達目標

生命とは何かということに興味をもつことができる。
生物の体の構造と仕組みを理解できる。
メディア等で取り上げられる生命科学の成果を積極的に理解する態度をもつことができる。
科学的、論理的思考を身につけ、自身の専攻と関連するバイオテクノロジーの応用や生命倫理に関する議論に参加できる。

授業の方法

教科書をもとに、配布するハンドアウト印刷物、板書およびパワーポイント・スライドの投影により講義をすすめる。
講義終了前に練習問題を中心としたクイズ（小テスト）を行い、講義への参加度と内容の理解度を把握しながら授業をすすめる。これらク
イズは自己採点とし、成績には反映させない。

ＩＣＴ活用 なし

前期

教員氏名 荒井　克俊

授業の位置づけ

所属する学部、学科における専門的な学習に発展しうる生命科学の基盤となる知識を身に着ける。そして、メディア等で伝えられる先端研
究の成果とその社会実装について、科学的かつ論理的に正しく理解する基礎力を涵養する。理学療法学科ではディプロマ・ポリシーの「理
学療法を行うための基本的な専門的知識・技術を身につけている」、作業療法学科では「作業療法を実践するために必要な基本的知識を身
につけている」と特に関連がある科目である。

授業の概要

生命科学の内容は私たちの健康、医療、食生活、生活環境などの日常生活に密接に関わっているだけではなく、持続的な社会の発展や生物
多様性保全など地球生態系にも関係するヒトがよりよく生きるための知識である。本科目では、専門科目の学習に発展・深化しうる身近な
トピックスを取り上げて、授業を進める。生命科学のなかでも、特に細胞、遺伝、DNA、ゲノム、発生、生殖、内分泌および免疫に関する
内容に重点を置いて、高等学校で生物を履修しなかった学生も十分理解できるように、初歩的な事項から、最先端の研究まで、段階を踏ん
で教授する。また、メディア等で話題となるバイオテクノロジーとその社会での応用についても学ぶ。


1

1.「ガイダンス」：担当講師の自己紹介に続き、本科目の位置づ
け、概要、到達目標、授業方法、成績評価をシラバスに基づいて
説明する。アンケート等により、高等学校までに得た生物に関す
る知識を確認する。生命現象に見られる共通性と多様性について
考える。

シラバスおよび教科書第１章2-6頁
を読み、疑問点をまとめる。（90分
程度）

生命科学を学ぶ意味を説明できるよ
うにする。（90分程度）

2

2.「細胞生物学の基礎」：原核生物と真核生物の違い、細胞の構
造、細胞内小器官の形態と機能、ミトコンドリア、核と染色体と
遺伝子の関係について学ぶ。

教科書第１章7-11頁を読み、疑問点
をまとめる。さらに細胞説とは何か
を調べてくる。（90分程度）

ノートを整理し、核と染色体の関
係、細胞内小器官の働きを説明でき
るようにする。（90分程度）

実務経験のある
教員の教育内容

該当なし

課題に対する
フィードバック

の方法

クイズ（小テスト）実施の次回授業で解答についての解説を行う。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

5.「ゲノム科学の基礎」：ゲノムとは何かを説明した後、自然界
におけるゲノム量の変異について触れ、さらにゲノムプロジェク
トを解説する。また、遺伝子組み換え技術、PCR技術、シーケン
ス技術の概要を説明する。DNA多型（RFLP、ミニ・マイクロサテ
ライト、SNP）、シンテニーを解説したのち、例えば遺伝病の原
因遺伝子をどのように特定するかについて、その概要を述べる。

教科書第２章23頁、第5章66-68頁を
読んで疑問点をまとめる。（90分程
度）

ノートを整理し、ＤＮＡ多型の種類
を挙げ、それぞれの分析方法を簡単
に説明できるようにする。（90分程
度）

3

3.「遺伝学の基礎」：メンデルの法則を確認し、改訂された用語
（顕性・潜性）を説明する。体細胞分裂、細胞周期を学び、減数
分裂における染色体の挙動とDNA量の変化が体細胞分裂とどの様
に違うかを理解する。連鎖について学び、遺伝地図の作り方を理
解する。

教科書第４章48-60頁を読んで遺伝
の法則について疑問点をまとめてく
ること。（90分程度）

ノートを整理し、体細胞分裂と減数
分裂の違いを説明できるようにす
る。（90分程度）

4

4.「分子生物学の基礎」：遺伝物質がDNAであることを示唆した
アベリーの実験、シャルガフの法則、ハーシーとチェイスの実験
を解説した後、DNAの構造、転写・翻訳・タンパク合成に到る過
程を説明する。

教科書第１章12-17頁を読んでくる
こと。予めロザリンド・フランクリ
ンについて調べてくること。（90分
程度）

ノートを整理し、ＤＮＡからどのよ
うにアミノ酸配列がきめられるかを
説明できるようにする。（90分程
度）
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6

6.「遺伝的多様性」：遺伝、DNA、ゲノムの知識が社会でどのよ
うに利用されているかを説明する。次に病気と遺伝の関係を説明
したのち、集団におけるハーディ・ワインバーグ法則に基づく遺
伝子頻度と遺伝子型頻度の関係（簡単な計算）を学ぶ。また、体
重や身長、病気になりやすさなどの量的な形質の遺伝を学ぶ。

教科書第2章22頁、第4章58頁を読ん
でくること。（90分程度）第1回か
ら第5回までの講義内容について復
習すること。

ノートを整理し、遺伝子頻度の計算
ができるようになる。（90分程度）

9

９.「内分泌学の基礎」：外分泌と内分泌の違い、ホルモンの定
義を解説する。内分泌による恒常性維持（ホメオスタシス）の概
念を解説したあと、主要な内分泌器官を挙げて、そこで産生され
るホルモンの種類とその働きを概説する。

教科書第10章139－145頁を読み、疑
問点をまとめる。（90分程度）

ートを整理し、主要な内分泌器官と
ホルモンについて説明できるように
なる。（90分程度）

10

１0．「免疫学の基礎」：病原菌と感染症、自然免疫と獲得免
疫、自己と非自己の認識のメカニズム、ＭＨＣと拒否反応、アレ
ルギーについて基礎的・初歩的事項についてのみ教授する。

教科書第13章175－188頁を読み、疑
問点をまとめる。（90分程度）

ノートを整理し、坑原と坑体につい
て説明できるようになる。（90分程
度）

7

7.「発生生物学の基礎」：受精卵は卵割（細胞分裂）を続け、細
胞が分化していくことにより、背腹と左右の軸ができ、誘導の現
象を介して、複雑な体が作り上げられていく。発生生物学の基礎
を学ぶとともに、発生が遺伝子発現のプロセスであることを理解
する。

教科書第3章32－46頁を読み、疑問
点をまとめる。（90分程度）

ノートを整理し、受精卵から動物の
体になるプロセスを理解する。（90
分程度）

8

8.「生殖生物学の基礎」：ヒトや多くの動物では雌と雄の比率は
ほぼ1：1である。受精の瞬間に遺伝的に雄であるか、雌であるか
が決まること（性決定）の仕組みと性決定遺伝子の関係、また、
卵巣と精巣が形成され機能する生理学的な過程（性分化）につい
て学び、卵と精子がどのように形成され、子孫を残すのかを理解
する。
第一回テスト　第１回から8回までの講義内容から出題する。20
分程度

教科書第11章147－158頁を読み、疑
問点をまとめる。（90分程度）。

ノートを整理し、雌と雄の比率（性
比）が１：１となる仕組みを説明で
きるようになる。(90分程度）

13

１３．「バイオテクノロジー入門（３）」：我々の食を支える農
業、畜産、養殖では、栽培した植物、馴致した家畜、人工的に
作った養殖魚の品種改良（育種）が欠かせない。育種を進めるた
めに重要な、選抜育種（マーカー選抜も含む）、交雑育種、倍数
体育種について具体例を挙げて説明し、我々の生存が生命科学の
土台の上に成り立っていることを理解する。

巨峰ブドウと信州サーモンについて
調べ、何がこれら二つの品種に共通
する生命事象であるかをまとめてく
る（90分程度）

ノートを整理し、人間の歴史、文
化、現代の社会生活における育種の
役割を説明できるようになる。（90
分程度）

14

１４．「学習内容の整理とまとめ」：練習問題をとおして、これ
までの学習内容の整理をする。
レポートの課題を提示する。
次回のグループワークのための班分けをする。
第二回テスト　第１回から第13回までの講義内容から出題する。
30分程度。

第6回から第13回までの講義内容に
ついて復習すること。（90分程度）

ノートを整理するとともに、教科書
の関連ページを読み直し、要点をま
とめる。（90分程度）

11

１１．「バイオテクノロジー入門（１）」：実験動物に利用され
る純系と何かを説明した後、同じ遺伝子型をもつ個体（クロー
ン）を得る方法としての単為発生技術と体細胞核移植によるク
ローン技術を解説する。さらにES細胞とiPS細胞について説明
し、細胞の初期化を考える。また、細胞を永久に保存するための
凍結保存の現状と可能性を述べる。

教科書第３章46頁、第5章62-65頁を
読み、疑問点をまとめる。（90分程
度）

ノートを整理し、ＥＳ細胞とiPS細
胞の違いを説明できるようになる。
(90分程度）

12

１２．「バイオテクノロジー入門（２）」：遺伝子組み換え生物
の作り方と現状、これらの規制のためのカルタヘナ条約を解説す
る。また、最新のゲノム編集技術について、初歩的事項を説明す
る。このほか、不妊治療の有力な技術である顕微授精ICSI、生殖
細胞の操作による異種、異系統、異個体の配偶子形成を誘導する
方法を紹介する。

教科書第2章25-28頁、第5章69－74
頁、第7章103頁を読み、疑問点をま
とめる。（90分程度）

ノートを整理し、遺伝子組み換え生
物とその規制について説明できるよ
うになる。（90分程度）

定期試験 0 実施しない

15

１５.「生命科学と生命倫理」：これまでの学習を通じて、細
胞、遺伝、ＤＮＡ，ゲノム、発生、生殖、内分泌、免疫について
学んだ基礎知識に基づいて、メディア等で紹介される様々なバイ
オテクノロジーや自然生命現象について、人間の社会と生活との
関係を生命倫理の観点から、グループワークを通じて考え、発表
を行う。

教科書第2章26、27、29頁、第11章
159頁を読み、提起された問題につ
いて自分なりの意見をまとめる。
（90分程度）

ノートを整理するとともに、教科書
の関連ページを読み直し、要点をま
とめる。(90分程度）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容
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定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

70 第８回と第14回の講義終了前にテストを行う。

履修条件・留意
事項等

特別な事情がない限り、授業中の飲食を禁止する。私語厳禁。

備考欄

その他

30 第14回の講義で提示された課題について、決められた様式でレポートを作成して提出する。

教科書

みんなの生命科学
北口哲也・塚原伸次・坪井貴司・前川文彦著
化学同人
ISBN 9784759818116

参考文献 生物と無生物のあいだ　福岡伸一著　講談社現代新書
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

106850AE 情報処理（理学1組/作業A） 1158 2 カリキュラムにより
異なります。

到達目標

１．課題解決のために必要な情報を探索できる。
２．表計算ソフトExcelを用いた基本的な計算やグラフ作成を行い、それらを読み取ることによって情報の分析評価・整理ができる。
３．ワープロソフトWordを用いて表、図なども挿入されたドキュメント作成を行なう情報のアウトプットができる。
４、プレゼンテーションソフトPowerPointを用いて、広く情報を伝えるためのプレゼンテーションを作成できる。
５．コンピュータ等のセキュリティおよび情報モラルを念頭において情報を運用することができる。

授業の方法

Wordを用いたレポート等作成、Powerpointを用いたプレゼンテーション技法、Excelを用いた分析については各人がパソコンを操作して習
得する。情報の探索、データの分析法、セキュリティと情報モラルに関する内容はパワーポイントを用いて講義形式で行う。これらの
Officeソフトによる操作やセキュリティと情報モラルに関する内容の理解については初回と試験時を除いて教科書会社が提供するeラーニ
ングシステムにより各自が主体的に確認テスト問題を行う。

ＩＣＴ活用

教科書に付属してアカウントを得られるe-ラーニングシステムを用いて練習問題を提供し、授業時間外における自主学習を促す。

後期

教員氏名 松岡　審爾

授業の位置づけ

初年次教育の一環として、大学の学修や社会で必要なスキルである情報リテラシーを修得する科目である。また、理学療法学科のディプロ
マ・ポリシー「理学療法学における課題を論理的に探求する能力を身につけている」および作業療法学科のディプロマ・ポリシー「作業療
法を実践するために必要な文章力・対人的コミュニケーションの技能・プレゼンテーションとディスカッションの基本的技能を身につけて
いる」のうちプレゼンテーションの基本的技能と関係がある科目である。

授業の概要

この授業は、コンピュータを用いて文書作成、表計算、プレゼンテーションを行うために必要な基本操作を学ぶ。また、コンピュータのセ
キュリティ対策方法、情報モラルにもとづくインターネットの利用について習得する。コンピュータを使うためのスキルを身につけるだけ
でなく、コンピュータに関する諸問題についても学ぶ。

1

【情報の探索】情報収集・Web検索・インターネット情報の検証
の方法を修得する。
【情報のアウトプット・レポート等作成技術】≪Word≫Wordの起
動、画面構成を概観し、文書の新規作成や保存方法を習得する
（§2-STEP1の Lesson1）。文字の変換や記号、特殊文字、読み
が不明の漢字の入力方法を再確認する（§2-STEP1のLesson2）

シラバスを読み、教科書1のp30～
p35とp42-p47 p49-p50, p53-p58(授
業では行わない)、教科書2の「情報
検索」p2～p4, p9, p13～p15を読ん
でおく。(90分)

p51練習５を行う。タッチタイピン
グの練習を行う。(90分)

2

教科書が提供するWebサイト(NESS)への登録を行う。【情報のア
ウトプット・レポート等作成技術】≪Word≫チラシ作成を例とし
て文字書式の設定方法、インデント、タブ設定、均等割り付け、
表を作成し文字を入力するまでを習得する（§2-STEP2の
Lesson1）。
【セキュリティと情報モラル】コンピュータウィルス感染予防技
術についての知識を得る（§5-STEP1のLesson1）。

教科書1のp60～p69とp250～p252を
読んでおく。p80練習7の各問が教科
書のどこに対応するかを調べてお
く。(90分)

NESSの§2Word-STEP2-確認テスト1
～3,§5セキュリティ-STEP1ｰ確認テ
スト1～3の問題を解く。p80練習7の
可能な部分を行う。(90分)

実務経験のある
教員の教育内容

該当なし

課題に対する
フィードバック

の方法

eラーニングシステムにより確認テストの結果がすぐに表示されフィードバックされる。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

3

【情報のアウトプット・レポート等作成技術】≪Word≫チラシ作
成を例として表を整える方法、ワードアート、画像、図形の挿
入、ページ罫線の作成法を習得する（§2-STEP2のLesson1）。
【セキュリティと情報モラル】コンピュータウィルス感染予防の
心構えとスパイウェアについての知識を得る（§5-STEP1の
Lesson1,2）。

教科書1のp70～p80とp253～p258を
読み、p255練習25,p258練習26を
行っておく。(90分)

p80練習7を行う。NESSの§2Word-
STEP2-確認テスト1～3、§5セキュ
リティ-STEP1-確認テスト1～4の問
題を解く。(90分)

4

【情報のアウトプット・レポート等作成技術】≪Word≫レポート
作成に必要なページ設定、表紙の作成法、ぺージ番号、Excelグ
ラフ、図表番号、脚注の挿入について習得する（§2-STEP2の
Lesson2）【セキュリティと情報モラル】不正アクセスを防ぐ技
術を習得する。（§5-STEP1のLesson3）。

教科書1のp81～p93上半分とp259～
p262を読んでおく。p98練習8の各問
が教科書のどこに対応するかを調べ
ておく。(90分)

NESSの§2Word-STEP2-確認テスト4
～6,§5セキュリティ-STEP1-確認テ
スト5～7の問題を解く。p98練習8の
可能な部分を行う。(90分)
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5

【情報のアウトプット・レポート等作成技術】≪Word≫レポート
作成に必要な見出し作成、文章校正機能について習得する（§2-
STEP2のLesson2）。
【情報の分析評価】≪Excel≫数値分析の概略を理解しExcelの
ファイル操作（§3-STEP1のLesson1）,データ入力および効率的
な数値入力（オートフィル）を習得する（§3-STEP2の
Lesson1）。【セキュリティと情報モラル】cookie, パスワード
の管理を習得する（§5-STEP1のLesson3）。

教科書1のp93下半分～p110とp263～
p264,教科書2の「数値分析Ⅰ」
Step1の(1)分析のポイントp18を読
んでおく。(90分)

p98練習8を行う。NESSの§2Word-
STEP2-確認テスト4～6,§3Excel-
STEP2-同1～3,§5セキュ-STEP1-同5
～7の問題を解く。(90分)

6

【情報の分析評価】数値分析に必要な数値データについて理解す
る。≪Excel≫データの表示設定（文字・表示形式・罫線の設
定、行の高さ・列幅の変更）（§3-STEP2のLesson1）を習得す
る。印刷手法（印刷イメージの確認、印刷タイトル)を習得する
（§3-STEP2のLesson2）。【セキュリティと情報モラル】ソー
シャルエンジニアリングとフィッシング詐欺の知識を得る（§5-
STEP1のLesson3）。

教科書1のp111～p126とp265～p267,
教科書2の「数値分析Ⅰ」Step1の
(2)数値データp19-p21を読んでお
く。(90分)

p122練習9を行う。NESSの§3Excel-
STEP2-確認テスト1～3,§5セキュ-
STEP1ｰ確認テスト5～7の問題を解
く。(90分)

9

【情報の分析評価】≪Excel≫分析における各種の「比較」に適
するグラフの選択方法を理解し、グラフの要素、縦棒グラフと円
グラフの作成法を習得する（§3-STEP3のLesson1）。【セキュリ
ティと情報モラル】個人情報の保護について学修する（§5-
STEP2のLesson3,4）。

教科書1のp153～p169上半分とp274
～p275,教科書2の「数値分析Ⅰ」
Step1(3)分析のp22を読んでおく。
(90分)

NESSの§3Excel-STEP3-確認テスト
2,§5情報モラル-STEP2-確認テスト
4～6の問題を解く。(90分)

10

【情報の分析評価】≪Excel≫レーダーチャートの作成、グラフ
の編集。複合グラフの作成、グラフの印刷方法を習得する（§3-
STEP3のLesson1,2）。Excelの機能を総合的に利用してデータを
分析する方法を理解する。【セキュリティと情報モラル】ネット
の危険性、ネチケットについて学修する電子メール利用のマナー
について学修する（§5-STEP2のLesson4）。

教科書1のp169下半分～p176とp276
～p279上半分を読んでおく。教科書
2の「数値分析Ⅱ」Step1 p36～p43
を読んでおく。(90分)

p173練習20を行う。NESSの§
3Excel-STEP3-確認テスト1と3,§5
情報モラル-STEP2-確認テスト5～6
の問題を解く。(90分)

7

【情報の分析評価】≪Excel≫印刷手法（改ページプレビュー、
基本的な印刷)を習得する（§3-STEP2のLesson2）。数式の入力
方法・コピー、合計の計算、相対参照と絶対参照の使い分けを習
得する。（§3-STEP2のLesson3）。【セキュリティと情報モラ
ル】著作権・知的財産権とはなにかについて知る（§5-STEP2の
Lesson1,2）。§2Word-Section2の試験(20問)を行います。

教科書1のp127～p141上半分とp268
～p270を読んでおく。p131練習11を
行っておく。(90分)

p137練習12を行う。NESSの§
3Excel-STEP2-確認テスト4～7,§5
情報モラル-STEP2-確認テスト1～3
の問題を解く。(90分)

8

【情報の分析評価】≪Excel≫統計関数、数学／三角関数、条件
に応じて処理を変えるIF関数,ネストを習得する（§3-STEP2の
Lesson3）。数値分析に必要な関数の探し方を修得する。【セ
キュリティと情報モラル】著作権に違反しないための注意点につ
いて学修する（§5-STEP2のLesson2）。

教科書1のp141下半分～p152とp271
～p273を読んでおく。教科書2の
「数値分析Ⅰ」Step2の(3)-2 p28～
p29を読んでおく(90分)。

p152練習16を行う。NESSの§
3Excel-STEP2-確認テスト5～7,§5
情報モラル-STEP2-確認テスト2～3
の問題を解く。(90分)

13

【情報のアウトプット・プレゼンテーション技法】≪PowerPoint
≫、図解を用いた説明に適したSmartArtの作成法、画像の挿入、
Excelの表やグラフを挿入し編集する方法を習得する。図形の作
成方法を習得する。（§4-STEP2のLesson1）。スライドショーに
おける画面切り替え効果、文字に対するアニメーション効果の設
定を習得する。（§4-STEP2のLesson2）§5 セキュリティと情報
モラルSection5の試験(STEP1,STEP2合同20問）を行います。

NESSの§5情報モラル-STEP2-確認テ
スト1～7の問題を解く。教科書1の
p207～p225を読んでおく。(90分)

p220練習22を行う。NESSの§
4Powerpoint-STEP2-確認テスト1～5
の問題を解く。(90分)

14

【情報のアウトプット・プレゼンテーション技法】≪PowerPoint
≫SmartArtと図形に対するアニメーション効果の設定を習得す
る。スライドショーの実行操作を習得する（§4-STEP2の
Lesson2）。発表の準備に関する機能として、ノートの入力、ス
ライド印刷、リハーサル機能の操作方法を習得する（§4-STEP3
のLesson1）。

教科書1のp226～p242を読んでお
く。(90分)

p234練習23を行う。NESSの§
4Powerpoint-STEP2-確認テスト4～5
の問題を解く。(90分)

11

【情報の分析評価】Excelのデータベース機能を理解する。【セ
キュリティと情報モラル】暗号化、インターネット利用のマナー
について学修する（§5-STEP2のLesson4）。§3 Excel-
Section3(STEP2,STEP3合同20問)の試験を行います。

NESSの§3-STEP2,STEP3確認テスト
を解く。教科書2の「数値分析Ⅱ」
「データベース」Step2 p48～p61を
読んでおく。教科書1のp279下半分
～p282を読んでおく。(90分)

p282練習30を行う。§5情報モラル-
STEP2-確認テスト5～6の問題を解
く。(90分)

12

【情報のアウトプット・プレゼンテーション技法】≪PowerPoint
≫プレゼンテーションの基本とPowerPointの画面構成（§4-
STEP1）、スライドの作成、コピーや移動方法を習得する（§4-
STEP2のLesson1）。スライドの編集方法、ワードアートの作成法
を習得する。【セキュリティと情報モラル】ネットコミュニケー
ションについて学修する（§5-STEP2のLesson5）。

教科書1のp178,p181,p186～p206と
p283～p287を読んでおく。自身が使
用しているネットコミュニケーショ
ンツールの特徴を調べておく。(90
分)

NESSの§4Powerpoint-STEP2-確認テ
スト1～3,§5情報モラル-STEP2-確
認テスト7の問題を解く。(90分)
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定期試験 0 なし

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 授業内で実施する試験と各回の学習状況により評価する。

15

【情報のアウトプット・プレゼンテーション技法】≪PowerPoint
≫発表時の服装、態度、話し方について学ぶ（§4-STEP3の
Lesson2）。
§4 PowerPiont-STEP2の試験（10問）を行います。

NESSの§4Powerpoint-STEP2-確認テ
スト1～5の問題を解く。教科書1の
p243～p248を読んでおく。(90分)

これまでの操作を復習し教科書1の
p181～p185を読んでおく。(90分)

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

教科書は必ず北海道文教大学のキャンパスショップで購入してください（キャンパスショップのネット販売もしくは学内の売場）。これ以
外の方法で購入(ネット通販など)したり、未購入の場合は試験を受験できないため単位は取得できません。また、ＤＨは実施しません。

備考欄

その他 0 なし

教科書

1.イチからしっかり学ぶ！Office基礎と情報モラルOffice2016対応／ﾉｱ出版
2.「情報の探索・分析 」(情報活用力 抜粋版)／ﾉｱ出版

参考文献 なし
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

106850AF 情報処理（理学2組/作業B） 1158 2 カリキュラムにより
異なります。

到達目標

１．課題解決のために必要な情報を探索できる。
２．表計算ソフトExcelを用いた基本的な計算やグラフ作成を行い、それらを読み取ることによって情報の分析評価・整理ができる。
３．ワープロソフトWordを用いて表、図なども挿入されたドキュメント作成を行なう情報のアウトプットができる。
４、プレゼンテーションソフトPowerPointを用いて、広く情報を伝えるためのプレゼンテーションを作成できる。
５．コンピュータ等のセキュリティおよび情報モラルを念頭において情報を運用することができる。

授業の方法

Wordを用いたレポート等作成、Powerpointを用いたプレゼンテーション技法、Excelを用いた分析については各人がパソコンを操作して習
得する。情報の探索、データの分析法、セキュリティと情報モラルに関する内容はパワーポイントを用いて講義形式で行う。これらの
Officeソフトによる操作やセキュリティと情報モラルに関する内容の理解については初回と試験時を除いて教科書会社が提供するeラーニ
ングシステムにより各自が主体的に確認テスト問題を行う。

ＩＣＴ活用

教科書に付属してアカウントを得られるe-ラーニングシステムを用いて練習問題を提供し、授業時間外における自主学習を促す。

後期

教員氏名 松岡　審爾

授業の位置づけ

初年次教育の一環として、大学の学修や社会で必要なスキルである情報リテラシーを修得する科目である。また、理学療法学科のディプロ
マ・ポリシー「理学療法学における課題を論理的に探求する能力を身につけている」および作業療法学科のディプロマ・ポリシー「作業療
法を実践するために必要な文章力・対人的コミュニケーションの技能・プレゼンテーションとディスカッションの基本的技能を身につけて
いる」のうちプレゼンテーションの基本的技能と関係がある科目である。

授業の概要

この授業は、コンピュータを用いて文書作成、表計算、プレゼンテーションを行うために必要な基本操作を学ぶ。また、コンピュータのセ
キュリティ対策方法、情報モラルにもとづくインターネットの利用について習得する。コンピュータを使うためのスキルを身につけるだけ
でなく、コンピュータに関する諸問題についても学ぶ。

1

【情報の探索】情報収集・Web検索・インターネット情報の検証
の方法を修得する。
【情報のアウトプット・レポート等作成技術】≪Word≫Wordの起
動、画面構成を概観し、文書の新規作成や保存方法を習得する
（§2-STEP1の Lesson1）。文字の変換や記号、特殊文字、読み
が不明の漢字の入力方法を再確認する（§2-STEP1のLesson2）

シラバスを読み、教科書1のp30～
p35とp42-p47 p49-p50, p53-p58(授
業では行わない)、教科書2の「情報
検索」p2～p4, p9, p13～p15を読ん
でおく。(90分)

p51練習５を行う。タッチタイピン
グの練習を行う。(90分)

2

教科書が提供するWebサイト(NESS)への登録を行う。【情報のア
ウトプット・レポート等作成技術】≪Word≫チラシ作成を例とし
て文字書式の設定方法、インデント、タブ設定、均等割り付け、
表を作成し文字を入力するまでを習得する（§2-STEP2の
Lesson1）。
【セキュリティと情報モラル】コンピュータウィルス感染予防技
術についての知識を得る（§5-STEP1のLesson1）。

教科書1のp60～p69とp250～p252を
読んでおく。p80練習7の各問が教科
書のどこに対応するかを調べてお
く。(90分)

NESSの§2Word-STEP2-確認テスト1
～3,§5セキュリティ-STEP1ｰ確認テ
スト1～3の問題を解く。p80練習7の
可能な部分を行う。(90分)

実務経験のある
教員の教育内容

該当なし

課題に対する
フィードバック

の方法

eラーニングシステムにより確認テストの結果がすぐに表示されフィードバックされる。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

3

【情報のアウトプット・レポート等作成技術】≪Word≫チラシ作
成を例として表を整える方法、ワードアート、画像、図形の挿
入、ページ罫線の作成法を習得する（§2-STEP2のLesson1）。
【セキュリティと情報モラル】コンピュータウィルス感染予防の
心構えとスパイウェアについての知識を得る（§5-STEP1の
Lesson1,2）。

教科書1のp70～p80とp253～p258を
読み、p255練習25,p258練習26を
行っておく。(90分)

p80練習7を行う。NESSの§2Word-
STEP2-確認テスト1～3、§5セキュ
リティ-STEP1-確認テスト1～4の問
題を解く。(90分)

4

【情報のアウトプット・レポート等作成技術】≪Word≫レポート
作成に必要なページ設定、表紙の作成法、ぺージ番号、Excelグ
ラフ、図表番号、脚注の挿入について習得する（§2-STEP2の
Lesson2）【セキュリティと情報モラル】不正アクセスを防ぐ技
術を習得する。（§5-STEP1のLesson3）。

教科書1のp81～p93上半分とp259～
p262を読んでおく。p98練習8の各問
が教科書のどこに対応するかを調べ
ておく。(90分)

NESSの§2Word-STEP2-確認テスト4
～6,§5セキュリティ-STEP1-確認テ
スト5～7の問題を解く。p98練習8の
可能な部分を行う。(90分)

- 29 -



北海道文教大学　2022年度　理学療法学科　シラバス 2022/04/01

5

【情報のアウトプット・レポート等作成技術】≪Word≫レポート
作成に必要な見出し作成、文章校正機能について習得する（§2-
STEP2のLesson2）。
【情報の分析評価】≪Excel≫数値分析の概略を理解しExcelの
ファイル操作（§3-STEP1のLesson1）,データ入力および効率的
な数値入力（オートフィル）を習得する（§3-STEP2の
Lesson1）。【セキュリティと情報モラル】cookie, パスワード
の管理を習得する（§5-STEP1のLesson3）。

教科書1のp93下半分～p110とp263～
p264,教科書2の「数値分析Ⅰ」
Step1の(1)分析のポイントp18を読
んでおく。(90分)

p98練習8を行う。NESSの§2Word-
STEP2-確認テスト4～6,§3Excel-
STEP2-同1～3,§5セキュ-STEP1-同5
～7の問題を解く。(90分)

6

【情報の分析評価】数値分析に必要な数値データについて理解す
る。≪Excel≫データの表示設定（文字・表示形式・罫線の設
定、行の高さ・列幅の変更）（§3-STEP2のLesson1）を習得す
る。印刷手法（印刷イメージの確認、印刷タイトル)を習得する
（§3-STEP2のLesson2）。【セキュリティと情報モラル】ソー
シャルエンジニアリングとフィッシング詐欺の知識を得る（§5-
STEP1のLesson3）。

教科書1のp111～p126とp265～p267,
教科書2の「数値分析Ⅰ」Step1の
(2)数値データp19-p21を読んでお
く。(90分)

p122練習9を行う。NESSの§3Excel-
STEP2-確認テスト1～3,§5セキュ-
STEP1ｰ確認テスト5～7の問題を解
く。(90分)

9

【情報の分析評価】≪Excel≫分析における各種の「比較」に適
するグラフの選択方法を理解し、グラフの要素、縦棒グラフと円
グラフの作成法を習得する（§3-STEP3のLesson1）。【セキュリ
ティと情報モラル】個人情報の保護について学修する（§5-
STEP2のLesson3,4）。

教科書1のp153～p169上半分とp274
～p275,教科書2の「数値分析Ⅰ」
Step1(3)分析のp22を読んでおく。
(90分)

NESSの§3Excel-STEP3-確認テスト
2,§5情報モラル-STEP2-確認テスト
4～6の問題を解く。(90分)

10

【情報の分析評価】≪Excel≫レーダーチャートの作成、グラフ
の編集。複合グラフの作成、グラフの印刷方法を習得する（§3-
STEP3のLesson1,2）。Excelの機能を総合的に利用してデータを
分析する方法を理解する。【セキュリティと情報モラル】ネット
の危険性、ネチケットについて学修する電子メール利用のマナー
について学修する（§5-STEP2のLesson4）。

教科書1のp169下半分～p176とp276
～p279上半分を読んでおく。教科書
2の「数値分析Ⅱ」Step1 p36～p43
を読んでおく。(90分)

p173練習20を行う。NESSの§
3Excel-STEP3-確認テスト1と3,§5
情報モラル-STEP2-確認テスト5～6
の問題を解く。(90分)

7

【情報の分析評価】≪Excel≫印刷手法（改ページプレビュー、
基本的な印刷)を習得する（§3-STEP2のLesson2）。数式の入力
方法・コピー、合計の計算、相対参照と絶対参照の使い分けを習
得する。（§3-STEP2のLesson3）。【セキュリティと情報モラ
ル】著作権・知的財産権とはなにかについて知る（§5-STEP2の
Lesson1,2）。§2Word-Section2の試験(20問)を行います。

教科書1のp127～p141上半分とp268
～p270を読んでおく。p131練習11を
行っておく。(90分)

p137練習12を行う。NESSの§
3Excel-STEP2-確認テスト4～7,§5
情報モラル-STEP2-確認テスト1～3
の問題を解く。(90分)

8

【情報の分析評価】≪Excel≫統計関数、数学／三角関数、条件
に応じて処理を変えるIF関数,ネストを習得する（§3-STEP2の
Lesson3）。数値分析に必要な関数の探し方を修得する。【セ
キュリティと情報モラル】著作権に違反しないための注意点につ
いて学修する（§5-STEP2のLesson2）。

教科書1のp141下半分～p152とp271
～p273を読んでおく。教科書2の
「数値分析Ⅰ」Step2の(3)-2 p28～
p29を読んでおく(90分)。

p152練習16を行う。NESSの§
3Excel-STEP2-確認テスト5～7,§5
情報モラル-STEP2-確認テスト2～3
の問題を解く。(90分)

13

【情報のアウトプット・プレゼンテーション技法】≪PowerPoint
≫、図解を用いた説明に適したSmartArtの作成法、画像の挿入、
Excelの表やグラフを挿入し編集する方法を習得する。図形の作
成方法を習得する。（§4-STEP2のLesson1）。スライドショーに
おける画面切り替え効果、文字に対するアニメーション効果の設
定を習得する。（§4-STEP2のLesson2）§5 セキュリティと情報
モラルSection5の試験(STEP1,STEP2合同20問）を行います。

NESSの§5情報モラル-STEP2-確認テ
スト1～7の問題を解く。教科書1の
p207～p225を読んでおく。(90分)

p220練習22を行う。NESSの§
4Powerpoint-STEP2-確認テスト1～5
の問題を解く。(90分)

14

【情報のアウトプット・プレゼンテーション技法】≪PowerPoint
≫SmartArtと図形に対するアニメーション効果の設定を習得す
る。スライドショーの実行操作を習得する（§4-STEP2の
Lesson2）。発表の準備に関する機能として、ノートの入力、ス
ライド印刷、リハーサル機能の操作方法を習得する（§4-STEP3
のLesson1）。

教科書1のp226～p242を読んでお
く。(90分)

p234練習23を行う。NESSの§
4Powerpoint-STEP2-確認テスト4～5
の問題を解く。(90分)

11

【情報の分析評価】Excelのデータベース機能を理解する。【セ
キュリティと情報モラル】暗号化、インターネット利用のマナー
について学修する（§5-STEP2のLesson4）。§3 Excel-
Section3(STEP2,STEP3合同20問)の試験を行います。

NESSの§3-STEP2,STEP3確認テスト
を解く。教科書2の「数値分析Ⅱ」
「データベース」Step2 p48～p61を
読んでおく。教科書1のp279下半分
～p282を読んでおく。(90分)

p282練習30を行う。§5情報モラル-
STEP2-確認テスト5～6の問題を解
く。(90分)

12

【情報のアウトプット・プレゼンテーション技法】≪PowerPoint
≫プレゼンテーションの基本とPowerPointの画面構成（§4-
STEP1）、スライドの作成、コピーや移動方法を習得する（§4-
STEP2のLesson1）。スライドの編集方法、ワードアートの作成法
を習得する。【セキュリティと情報モラル】ネットコミュニケー
ションについて学修する（§5-STEP2のLesson5）。

教科書1のp178,p181,p186～p206と
p283～p287を読んでおく。自身が使
用しているネットコミュニケーショ
ンツールの特徴を調べておく。(90
分)

NESSの§4Powerpoint-STEP2-確認テ
スト1～3,§5情報モラル-STEP2-確
認テスト7の問題を解く。(90分)
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定期試験 0 なし

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 授業内で実施する試験と各回の学習状況により評価する。

15

【情報のアウトプット・プレゼンテーション技法】≪PowerPoint
≫発表時の服装、態度、話し方について学ぶ（§4-STEP3の
Lesson2）。
§4 PowerPiont-STEP2の試験（10問）を行います。

NESSの§4Powerpoint-STEP2-確認テ
スト1～5の問題を解く。教科書1の
p243～p248を読んでおく。(90分)

これまでの操作を復習し教科書1の
p181～p185を読んでおく。(90分)

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

教科書は必ず北海道文教大学のキャンパスショップで購入してください（キャンパスショップのネット販売もしくは学内の売場）。これ以
外の方法で購入(ネット通販など)したり、未購入の場合は試験を受験できないため単位は取得できません。また、ＤＨは実施しません。

備考欄

その他 0 なし

教科書

1.イチからしっかり学ぶ！Office基礎と情報モラルOffice2016対応／ﾉｱ出版
2.「情報の探索・分析 」(情報活用力 抜粋版)／ﾉｱ出版

参考文献 なし
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

105600AB 統計の基礎（理学/作業/こども） 1156 2 カリキュラムにより
異なります。

到達目標

１．データをもとにして統計的な記述を行いその特徴を見出すことができる。
２．統計的推定の考え方を説明することができる。
３．統計的検定の考え方を説明することができる。
４．各種検定法の特性を理解し、データに適した方法を選択できる。
５．統計検定を正しく行い、適切な検定結果から正しい結論を導くことができる。

授業の方法

パワーポイントと配布印刷物を用いて講義形式ですすめる。
理解度確認テストを実施するとともに、宿題を課す（全１５回）。第６回以降の後半は問題解決を通じて能動的に学ぶアクティブ・ラーニ
ング型となる。
フィードバックとして理解度確認テスト・宿題を実施後、解答の解説を行う。

ＩＣＴ活用 Moodleの小テスト機能を用いて練習問題を提供し自主学習を促す。

後期

教員氏名 武田　裕康

授業の位置づけ

社会で必要となるスキルのひとつである、データ解析を中心とした科学的分析力を修得する科目である。
「統計と社会調査法」（健康、理学、作業）、「医療統計学」（理学）、「理学療法研究Ⅰ、Ⅱ」（理学）の基礎となる。

授業の概要

主としてネイマン-ピアソン理論に基づき、個々の数量的現象の変動や差異と有意性、および集団の特性と変化の推移を理解する手段とし
て統計学の基本的な知識を身につける。さらに統計手法を利用して様々な自然現象や社会現象を把握する際の留意点を十分に理解したうえ
で、代表値の求め方や分散の取り扱い、相関関係の検討法、各種検定法の特性などを学び、コンピュータを利用して統計処理するための基
本理論を学ぶ。

1

【記述統計①】データの整理と視覚化をおこなうための度数分布
表とヒストグラム、また、データを代表する値である平均値と中
央値、最頻値について高校までに学習した内容を確認する。ま
た、統計処理の対象となるデータが４つの尺度（比例尺度、間隔
尺度、順序尺度、名義尺度）に分類されることを学ぶ。

教科書１のp14〜p27を読んでおくこ
と。(90分)

配布プリントを復習し宿題プリント
を行うこと。(90分)

2

【記述統計②】データのばらつきを表す指標（散布度）である分
散、標準偏差、四分位偏差について高校までに学習した内容を確
認し、データの代表値と散布度の表し方を学ぶ。また、確率分布
を理解し、二項分布および代表的な分布である正規分布の性質を
理解する。

教科書１のp28〜p31、p42〜p48、
p60〜p67を読んでおくこと。(90分)

配布プリントを復習し宿題プリント
を行うこと。(90分)

実務経験のある
教員の教育内容

該当なし

課題に対する
フィードバック

の方法

フィードバックとして、理解度確認テスト・宿題を実施後、解答の解説を行う。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

【推測統計③】統計的検定の基本的手順を習得し、検定における
「帰無仮説」「危険率」「棄却」等の考え方を理解する。あわせ
て、片側検定、両側検定の使い分けや判定の誤り（第1種の過
誤、第２種の過誤）を学ぶ。

教科書１のp138〜p154を読んでおく
こと。(90分)

配布プリントを復習し宿題プリント
を行うこと。(90分)

6

【実践編①】関連２群の差の検定法として「対応あるｔ検定」
「ウィルコクソン符号付順位和検定」を学ぶ。これは同じ個体内
での変化など、関連のある２つの量に差があるかどうかを判定で
きる。２つの検定のうちどれを用いるかは正規性の有無で判断す
るので、正規性の検定も習得する。

教科書２のp48〜p51、p101〜p110を
読んでおくこと。(90分)

配布プリントを復習し宿題プリント
を行うこと。(90分)

3

【推測統計①】統計的調査を母集団全体に行うことは実用的では
ないので、標本を抽出して母集団の性質を推測する。まず母集団
が正規分布することを仮定して標本から母数を推定する考え方を
学んだのち、正規母集団の分散が既知のときに母平均を区間推定
する方法を学ぶ。

教科書１のp84〜p89、p96-p98、
p100〜p102、p106〜p109、p112〜
p117を読んでおくこと。(90分)

配布プリントを復習し宿題プリント
を行うこと。(90分)

4

【推測統計②】正規分布する母集団から標本抽出し、母分散を区
間推定する方法を学ぶ。また、正規分布するが分散が未知の母集
団、さらには分布も分散も未知の母集団から標本抽出し、母平均
を区間推定する方法を学ぶ。これらの理解に必要な自由度、中心
極限定理、ｔ分布、カイ二乗分布を学ぶ。

教科書１のp94、p133〜136、p71〜
p73、p96〜p98、p118〜p128、p68〜
p70を読んでおくこと。(90分)

配布プリントを復習し宿題プリント
を行うこと。(90分)
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9

【実践編④】関連ある多群の差を検定する「重複（または反復）
測定一元配置分散分析」を紹介する。また、２要因を同時に分析
する「二元配置分散分析」を学ぶ。ここでは２要因の組合せに対
してデータが１つの場合に用いる「繰り返しのない二元配置分散
分析」「フリードマン検定」を学ぶ。

教科書１のp207〜p213 教科書２の
p125〜p130、p139〜p148を読んでお
くこと。(90分)

配布プリントを復習し宿題プリント
を行うこと。(90分)

10

【実践編⑤】分散分析では多群のどこかに差があるかを検定する
が、どの群とどの群に差があるかはわからない。これを明らかに
する検定が多重比較である。ここではその概念を学び様々な多重
比較法を紹介する。

教科書２のp165〜p195が範囲だが、
このうちp165、p168〜p172を読んで
おくこと。(90分)

配布プリントを復習し宿題プリント
を行うこと。(90分)

7

【実践編②】独立２群の差の検定法として「スチューデントのｔ
検定」「ウェルチのｔ検定」「マン・ホイットニー検定」を学
ぶ。これらの検定のうちどれを用いるかは正規性の検定、等分散
性の検定により判断する。なお、等分散性の検定に必要なＦ分布
についても紹介する。

教科書１のp74〜p76、p167〜p170 
教科書２のp81〜99を読んでおくこ
と。(90分)

配布プリントを復習し宿題プリント
を行うこと。(90分)

8

【実践編③】独立な多群（３群以上）の差を検定する方法として
「一元配置分散分析」を分散分析の原理の基本とともに学ぶ。ま
た、正規性や多群の等分散性がないときに用いる「クラスカル・
ワーリス検定」、多群の等分散性の検定である「バートレット検
定」を学ぶ。

教科書１のp192〜p206 教科書２の
p111〜p124 を読んでおくこと。(90
分)

配布プリントを復習し宿題プリント
を行うこと。(90分)

13

【実践編⑧】「２×２分割表」について学ぶ。これは２つの名義
尺度の変数があり、各変数が２つの値しかとらないとき、変数間
の関連の有無を調べる検定法である。ここでは、「カイ２乗独立
性の検定」、「フィッシャーの直接確率計算法」、「マクニマー
法」について学ぶ。

教科書２のp239〜p253を読んでおく
こと。(90分)

配布プリントを復習し宿題プリント
を行うこと。(90分)

14

【実践編⑨】「ｍ×ｎ分割表」について学ぶ。これは２つの名義
尺度か順序尺度の変数があり、少なくとも１つの変数が３つ以上
の値をとるとき、変数間の関連の有無を調べる検定法である。こ
こでは「カイ２乗独立性の検定」等について学ぶ。

教科書２のp259〜p276を読んでおく
こと。(90分)

配布プリントを復習し宿題プリント
を行うこと。(90分)

11

【実践編⑥】２要因の組合せに対してデータが複数存在する場合
に用いる「繰り返しのある二元配置分散分析」について学ぶ。ま
たここで得られる２要因の絡みあいの指標＝「交互作用」の解釈
も学ぶ。さらに、「重複測定二元配置分散分析」についても紹介
する。

教科書１のp218〜p226 教科書２の
p149〜p163を読んでおくこと。(90
分)

配布プリントを復習し宿題プリント
を行うこと。(90分)

12

【実践編⑦】２つの変量の間に相関関係があるかどうかを調べる
「ピアソンの相関係数の検定」「スピアマンの順位相関係数検
定」を学び、ここで得られる相関係数の意味を学ぶ。また、回帰
分析のうち単回帰分析について学ぶ。

教科書１のp34〜p40、p172〜p184 
教科書２のp197〜p218を読んでおく
こと。(90分)

配布プリントを復習し宿題プリント
を行うこと。(90分)

定期試験 0 定期試験は実施しない。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

50 各講義中に提出する理解度確認テストの提出（１５回）

15

【実践編⑩】実践編の総まとめとして、調査したいデータに対し
てどの検定を選択したらよいかを習得する。
【番外編】統計的検定の問題点について考察する。効果の大きさ
をあらわす統計的指標である効果量について簡単に紹介する。

教科書２でこれまで行った検定法を
復習しておくこと。(90分)

配布プリントを復習し宿題プリント
を行うこと。(90分)

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

特になし

備考欄

その他 50 各回ごとの宿題の提出（１５回）

教科書

１．統計解析がわかる／涌井良幸，涌井貞美／技術評論社
２．4steps エクセル統計(第4版)／柳井久江／オーエムエス出版

参考文献 なし。
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

106750AA 物理学 1152 2 カリキュラムにより
異なります。

到達目標

１．ニュートンの法則にもとづいて運動方程式を記述し、物体の運動を求めることができる。
２．力のモーメントを用いて剛体のつりあいの式を記述できる。
３．変形する物体の力学的性質や波動の性質について説明できる。
４．仕事とエネルギー、力学的エネルギー保存の法則、熱エネルギーについて説明できる。
５．電磁現象の概略（電気力や磁力の原因、電磁誘導、電磁波の性質）を説明できる。

授業の方法

パワーポイントと配布印刷物を用いて講義形式ですすめる。
理解度確認テストを実施するとともに、コメントを書かせる（全１５回）

ＩＣＴ活用

Google Formのテスト作成機能を用いて、確認テストと宿題として練習問題を提供し自主学習を促す。
授業の動画（パワーポイントの説明に音声を入力したもの）をGoogle Classroomにアップし復習に活用できるようにする。

前期

教員氏名 松岡　審爾

授業の位置づけ

科学的知識を学ぶことにより、幅広く教養を身につけるための科目である。
運動学の基礎となる（理学、作業）。物理療法学、物理療法学実習の基礎となる（理学）。
理学療法学科のディプロマ・ポリシー「理学療法を行うための基本的な専門的知識・技術を身につけている。(知識・理解)」と特に関係が
ある科目である。

授業の概要

物理学は広範な自然現象を統一的に理解しようとするものであり、全ての自然科学の基礎をなしている。ここでは、生体力学や運動学の基
礎となるニュートン力学および熱力学の基本的な考えや電磁気学の基礎法則を理解し、剛体の力学、変形体の力学および生体組織の力学的
性質および電気、電磁波、超音波の性質や生体作用について学習する。

1

はじめに　　物理学で用いられる単位系について学ぶ。
力学1　 【運動の記述】　直線上を運動する物体の速度、加速度
の計算方法を習得する。また、平面上の運動における物体の位置
の表しかた、速度と速さの違いを理解する。

教科書のp5、p9～p10、p12、p14、
p19、p25～p28を読んでおく(90
分)。

授業に関連する教科書の範囲と配布
資料を復習し宿題を行う。(90分)

2

力学2　【運動の記述】平面上の運動における物体の加速度の向
きを知る方法を理解する。【ニュートンの運動の法則】　ニュー
トンの運動の３法則である慣性の法則、運動の法則(F＝ma)およ
び作用反作用の法則を理解する。
・物体に働く力の矢印の書き方を習得する。
・等速円運動する物体に働く力の向きを理解する。

教科書のp29、p34～p37、p39～
p40、p73～p75を読んでおく。(90
分)。

授業に関連する教科書の範囲と配布
資料を復習し宿題を行う。(90分)

実務経験のある
教員の教育内容

該当なし

課題に対する
フィードバック

の方法

フィードバックとして理解度確認テストおよび宿題の解説を行う。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

力学5 【剛体の力学】
 ・大きさがあるが変形しないというモデルである「剛体」の概
念を理解する。物体の回転状態を変化させる作用である力のモー
メントの計算方法を習得する。力のモーメントをもとにして重心
という概念を理解できること、また重心の位置を計算する方法を
習得する。

教科書のp42、p51を読んでおく。
(90分)。

授業に関連する教科書の範囲と配布
資料を復習し宿題を行う。(90分)

3

力学3　【ニュートンの運動の法則の応用】　・地球上の物体に
働く重力と落下運動について理解する。・床等に置かれた物体が
静止するために垂直抗力が働くことが必要なことを理解する。物
体の運動方程式を立てることによって、物体に働く力や加速度を
求める方法を習得する。・平面における運動式を理解する。

教科書のp41～p43, p46～p47を読ん
でおく。(90分)。

授業に関連する教科書の範囲と配布
資料を復習し宿題を行う。(90分)

4

力学4　【ニュートンの運動の法則の応用】・力の合成と分解を
理解する。・静止摩擦力、最大摩擦力、動摩擦力のちがいを理解
する。・垂直抗力と摩擦係数から最大摩擦力、動摩擦力を計算す
る方法を習得する。し斜面上の物体の運動方程式を立てる方法を
習得する。

教科書のp42～p43、p45下半分、p48
～p50を読んでおく。(90分)。

授業に関連する教科書の範囲と配布
資料を復習し宿題を行う。(90分)
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6

力学6  【剛体の力学】
・剛体の力学―剛体が回転せずにつりあうための条件を理解し、
これに基づいて剛体に働く力を求める方法を習得する。　
【仕事とエネルギー】仕事と仕事率の定義を理解する。

教科書のp44～p45、p52～p53、p59
～p62を読んでおく。(90分)。

授業に関連する教科書の範囲と配布
資料を復習し宿題を行う。(90分)

9

力学9【流体の力学】　・流体の力学―流体とはなにか、またそ
の圧力の特徴を理解する。流体の密度や、ある深さにおける流体
の圧力の計算方法を習得する。粘性がずれ応力であることを理解
する。
★授業の１回目から７回目の内容を範囲とした試験を行う。

教科書のp95～p101、p104～p108を
読んでおく。(90分)。

授業に関連する教科書の範囲と配布
資料を復習し宿題を行う。(90分)

10

【波動】
・波の表し方および波の基本式を理解する。
・正弦波が波の基本的な形であることを理解する。
・波の干渉と回折について理解する。
・弦に生じる定在波の固有振動の計算を修得する。
・超音波の性質を学ぶ。

教科書のp114～p124を読んでおく。
(90分)。

授業に関連する教科書の範囲と配布
資料を復習し宿題を行う。(90分)

7

力学7 【仕事とエネルギー】　・重力の位置エネルギー、運動エ
ネルギーの計算方法を習得する。・仕事と運動エネルギーとの関
係から力学的エネルギー保存則が導かれることを理解する。・力
学的エネルギー保存の法則を用いて運動する物体の速さを求める
方法を習得する。・より広い意味のエネルギー保存則を理解す
る。
【慣性力】・非慣性系における、みかけの力（慣性力）を学び、
遠心力が慣性力であることを理解する。

教科書のp62～p66、p93を読んでお
く。(90分)。

授業に関連する教科書の範囲と配布
資料を復習し宿題を行う。(90分)

8

力学8  【変形する物体の静力学】
・力を加えると変形するが、力を取り除くと元に戻る性質をもつ
物体を弾性体という。弾性体のひずみが小さいとき、弾性体の変
形のもととなる応力はひずみに比例する。このときの比例定数が
弾性定数であり、これを用いて物体の変形量を計算する方法を習
得する。また、いくつかの弾性率（ヤング率、剛性率）の違いを
知る。

（準備）教科書のp101～p104を読ん
でおく。(90分)。

授業に関連する教科書の範囲と配布
資料を復習し宿題を行う。(90分)

13

電磁気学3　【磁場】
・磁場の性質を理解する。
・電流が磁場を発生されることを知り、定常電流がどのような向
きの磁場を生じるかを理解する。
・磁場中で運動する荷電粒子に働くローレンツ力の向き、また磁
場中で電流が流れている導線に働く力を理解する。

教科書のp191～p199を読んでおく。
(90分)。

授業に関連する教科書の範囲と配布
資料を復習し宿題を行う。(90分)

14

電磁気学4　【電磁誘導】
・電磁誘導（ファラデーの法則）、磁場が時間変化することによ
り電場が発生することを理解する。
・磁場中でコイルを動かすと、磁場が時間変化していなくてもコ
イルに電流が流れることを理解する。
・電場の変化によって磁場の発生することを理解する。
・電磁波の発生機序を理解する。

教科書のp199～p203、p212～p214を
読んでおく。(90分)。

授業に関連する教科書の範囲と配布
資料を復習し宿題を行う。(90分)

11

電磁気学1　【電気力】
・電気現象を引き起こす電荷について理解する。
・真空中の電荷の間に働く力である電気力（クーロン力）の性質
を学ぶ。電気力を働かせる空間である電場の概念を理解する。電
位の定義を理解し電位差と電気量から電気力がした仕事量を計算
する方法を習得する。
・電場によって物体表面に電荷が現れる現象である静電誘導につ
いて理解する。

教科書のp158～p161、p162～p171を
読んでおく。(90分)。

授業に関連する教科書の範囲と配布
資料を復習し宿題を行う。(90分)

12

電磁気学2　【電流・電気回路】
・電流、電圧と電気抵抗との間の関係であるオームの法則を理解
する。
・電力およびジュール熱の計算をし、抵抗の発熱量を計算する方
法を習得する。
・交流による電力と実効値を理解する。
・電荷を蓄える装置であるキャパシターの性質を理解する。
・比誘電率について理解する。

教科書のp161～p162、p164～p165、
p173～p175、p177～p179、p182～
p184、p206～p208を読んでおく。
(90分)。

授業に関連する教科書の範囲と配布
資料を復習し宿題を行う。(90分)
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定期試験 0 なし

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 各講義時の理解度確認テストの提出（１５回）、各回ごとの宿題の提出（１４回）および授業内（９回目
と１５回目）に実施する試験により評価する。

15

【熱力学】
・熱の移動方法は主に熱伝導、対流、熱輻射の３つがある。この
うち熱伝導の性質、熱輻射の性質を理解する。
★授業の８回目から１４回目の内容を範囲とした試験を行う。

教科書のp136～p144、 p147、 p149
～p150を読んでおく。(90分)。

授業で行った全範囲について復習し
ておく。(90分)

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

理学療法学科の学生は、運動学、物理療法学の基本となるので、高校で物理基礎のみ履修の学生,それすら未履修の学生は必ず履修するこ
と。作業療法学科の学生は、運動学の基本となるので履修するとよい。看護学科、健康栄養学科の学生は専門に直結するわけではないので
数理分野が得意で興味があれば履修してもよい。

備考欄

その他 0 なし

教科書 第３版 物理学入門／原康夫／学術出版図書

参考文献 医療系のための物理／佐藤幸一他／東京教学社
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

101410AA 基礎化学 1154 2 カリキュラムにより
異なります。

到達目標

1. 原子の構造から、イオン、原子価を理解し、化学結合について説明できる。
2. 化学反応式の表す意味を理解し、反応式の量的関係の計算ができる。
3. 濃度計算ができる。（パーセント濃度、モル濃度）
4. 酸・塩基の定義を理解し、水素イオン濃度とｐＨの値を求めることができる。
5. 飽和炭化水素、特にアルカンの分子式、示性式、構造式を書くことができる。

授業の方法

1. 講義形式
2. 板書、プリント配布
3. 理解度を確認するため、確認小テストを実施する。（下記、学習内容欄に提示）
4. 確認小テストは返却し、必要あれば解答、説明を実施する。
5.定期試験を実施せず、講義内で復習テストを3回実施する。

ＩＣＴ活用 理解度チェックにwebツールを使用する。

前期

教員氏名 藤井　駿吾、佐々木　将太

授業の位置づけ

化学的知識を学ぶことによって、幅広い教養を身に付けるための科目である。生化学、基礎栄養学などの科目に必要とされる基礎的知識を
学ぶ科目である。理学療法学科ではディプロマ・ポリシーの「理学療法を行うための基本的な専門的知識・技術を身につけている」と、作
業療法学科では「作業療法を実践するために必要な基本的知識を身につけている」と特に関連がある科目である。

授業の概要

　私たちの身近に存在する物質や身の回りで起こる現象が、どのように化学と結びついているのかを理解するために、化学の基礎知識を習
得する。
　今後専門科目を履修していく上で、化学に関する基礎学力の不足によって支障が生じないように化学の基礎知識を習得する。特に、モル
概念、化学反応式の量的関係、濃度等の計算問題をしっかり理解する。

1

（佐々木）
・オリエンテーション　　
・原子の構造について学習する
・電子配置について学習する。

「原子核」、「電子」、「陽子」、
「中性子」、「質量数」などの化学
用語及び電子配置図について調べて
おく。（90分）

講義中に出題された問題を、自分の
力で再度解答する。電子配置図を正
確に書けるようにする。（90分）

2

（佐々木）
・イオンについて学習する。
・電子式の書き方について学習する。（有機化学の分野でも使
用）
・化学結合について学習する。
　(1) イオン結合
   (2) 共有結合（同種原子）

イオン結合、共有結合について調べ
ておく。
「電子式」「構造式」の書き方につ
いて調べておく。(90分）


「電子式」「構造式」を確実に書く
ことができる。
化学式の表記の仕方を確実なものに
する。（90分）

実務経験のある
教員の教育内容

なし

課題に対する
フィードバック

の方法

webツールを用いて確認テストを行い、テストの解答についてフィードバックを行う。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

（佐々木）
・化学反応式の量的関係について学習する。
　（化学反応式を使った計算問題を解く）

化学反応式の係数が持つ意味につい
て、計算にどのような使い方をする
か確認しておく。(90分）

「モル」「体積」「アボガドロ数」
「分子量」の相互関係を確実に理解
し、計算で求めることができる。
（90分）

6

（藤井）
・質量パーセント濃度についてしっかり学習する。

質量パーセント濃度の求め方につい
て、高校時の教科書、参考書等で事
前に確認しておく。（90分）

講義中に出題された問題や配布プリ
ントを必ず復習し、自力で問題を確
実に解くことができる。（90分）

3

（佐々木）
・化学結合について学習する。
　　(3)共有結合（異種原子）
・化学式の読み方について、別紙プリントを配布して学習する。
・分子量の求め方を学習する。

「共有結合」特に単結合、二重結合
について、調べておく。
分子量の求め方を調べておく。（90
分）

「共有結合」について、説明できる
ようにする。化学式が確実に読め、
かつ書くことができ,分子量を求め
ることができる。(90分）

4

（佐々木）
・物質量（モル）の概念について学習する。
・物質量（モル）の求め方について学習する。

「アボガドロ数」と「モル」の計算
上での関係を調べておく。（90分）

講義で出題された問題を復習するこ
とで、考え方、求め方を確実なもの
にする。(90分）

7

（藤井）
・モル濃度についてしっかり学習する。
     (1) 固体　　　(2)液体

モル濃度の求め方について、高校時
の教科書、参考書等で事前に確認し
ておく。（90分）

講義中に出題された問題や配布プリ
ントを必ず復習し、自力で問題を確
実に解くことができる。（90分）
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9

（藤井）
・水素イオン濃度について学習する。
・酸化・還元について学習する。

水素イオン濃度とｐＨの関係につい
て調べておく。
酸化か還元かの判定方法について事
前に調べておく。(90分)

講義中に出題された問題を復習し、
ｐＨと水素イオン濃度の関係を理解
する。
酸化・還元の判断も確実にできる。
（90分）

10

（藤井）
・有機化合物の歴史について学習する。
・有機化合物（炭化水素化合物）の分類について学習する。
・有機化合物の表し方（分子式、示性式、構造式）について学習
する。

「分子式」「示性式」「構造式」の
表し方の違いについて事前に調べて
おく。（90分）

簡単な有機化合物の「示性式」「構
造式」を書くことにより、違いを確
認し分類できる。(90分）

8

（藤井）
・酸と塩基について学習する。
・中和反応について学習する。

中和滴定を利用して、濃度の求め方
を確認しておく。
特に、食酢中の酢酸の定量について
確認しておく。(90分）

講義中に出題された問題や配布プリ
ントを必ず復習し、自力で問題を確
実に解くことができる。（90分）

13

（藤井）
・アルコールについて学習する。
　(1)アルコールの利用方法　　(2)アルコールの分類　　(3)ア
ルコールの命名法　　(4)線描構造式

基本的なアルコールである「メタ
ノール」「エタノール」「プロパ
ノール」について調べておく。(90
分）

講義内容を復習し、「アルコールの
酸化」「アルコールの命名法」等自
分の言葉で説明することができる。
(90分）

14

（藤井）
・芳香族炭化水素について学習する。
　　(1)歴史　　(2)構造異性体・命名法　　(3)置換反応

「芳香族炭化水素」の構造の特徴や
構造異性体について調べておく。
(90分）

講義の中で出題された問題をしっか
り復習し、構造異性体、置換反応に
ついて、説明することができる。
(90分）

11

（藤井）
・飽和炭化水素のアルカンについて学習する。
   （1）アルカンの性質 (2)アルカンの反応　(3)構造異性体

身近に存在する有機化合物である
「アルカン」の性質、特徴及び用途
について調べておく。(90分）

講義の内容を復習し、特に構造異性
体の構造式を確実に書くことができ
る。（90分）

12

（藤井）
・IUPAC命名法について学習する。
・不飽和炭化水素（アルケン）について学習する。
　(1)アルケンの性質　(2)アルケンの反応

IUPAC命名法、アルケンの性質、特
徴及び付加反応について事前に調べ
ておく。(90分）

IUPAC命名法を用いて確実に物質名
を答えることができる。付加反応に
ついて理解する。(90分)

定期試験 0 実施しない

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 小テストを実施する。
実施回によって、問題数は異なる。

15

（藤井）
・身の回りに存在する芳香族炭化水素について学習する。

身の回りに存在する代表的な芳香族
炭化水素について調べておく。(90
分）

生活環境の中に多くの有機化合物が
存在することを知ることにより、今
後の生活での意識改革に繋がるとよ
い。(90分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

特になし。

備考欄 特になし。

その他 0

教科書 使用しない。

参考文献 高校で使用した「教科書」または「参考書」があれば良い。
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

100410AE 英語I（理学1組/作業A） 1170 1 カリキュラムにより
異なります。

到達目標

Students will be able to communicate in English with native and non-native speakers of English through this course. Using 
English in class will improve fluency and help expand English vocabulary for better communication.

授業の方法

Students will do speaking activities and listening practice in this course. They will also do vocabulary and writing 
exercises. Feedback will be given through comments on common errors by the teacher.

ＩＣＴ活用 Use the companion website of the textbook to do practice tests and extra listening exercises.

前期

教員氏名 Deepak　K　Samida

授業の位置づけ

Speaking is an important skill in learning English as a second language. Students will develop speaking, listening, reading, 
and writing abilities through active-learning style of classes. They will gain confidence to communicate in English in this 
class.

授業の概要

This course will give students plenty of opportunities to speak in class. Through this course, students will be able to take 
part in English conversation and discussion which will enhance listening and speaking skills.

1

 Introduction to the course
Unit 1 
It’s nice to meet you.
In this lesson you will learn to introduce yourself and 
exchange personal information.

Familiarize yourself with the 
textbook. Read pages 4 to 6. (90 
minutes).

Access the resources according 
to the instruction on page 7. 
Review the vocabulary building 
and conversation (90 minutes).

2

Unit 2 
Who are they talking about?
In this lesson you will learn descriptions of appearance 
and physical characteristics, and to describe people in a 
picture.

Check online resources for Unit 
2 (90 minutes).

Review Vocabulary Building, 
Conversation, and Language Check 
(90 minutes).

実務経験のある
教員の教育内容

None

課題に対する
フィードバック

の方法

Teacher will give feedback by commenting on common errors related to vocabulary, grammar and pronunciation.

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

Unit 4
Where does this go?
In this lesson you will learn to describe where things are 
in a room.

Check online resources for Unit 
4 (90 minutes).

Review Vocabulary Building, 
Conversation, and Language Check 
(90 minutes).

6

Unit 5
How do I get there?
In this lesson you will learn to ask and give directions 
to a place.

Check online resources for Unit 
5 (90 minutes).

Review Vocabulary Building, 
Conversation, and Language Check 
(90 minutes).

3

 Unit 2 
Who are they talking about?
In this lesson you will learn descriptions of appearance 
and physical characteristics, and to describe people in a 
picture.

Check online resources for Unit 
2 (90 minutes).

Review Vocabulary Building, 
Conversation, and Language Check 
(90 minutes).

4

Unit 3
When do you start?
In this lesson you will learn to make plans with someone 
and answer questions about schedules.

Check online resources for Unit 
3 (90 minutes).

Review Vocabulary Building, 
Conversation, and Language Check 
(90 minutes).

7

Unit 6
What happened?
In this lesson you will learn to talk about past events.

Check online resources for Unit 
6 (90 minutes).

Review Vocabulary Building, 
Conversation, and Language Check 
(90 minutes).
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9

Unit 7
I love that job.
In this lesson you will learn to talk about jobs you would 
like or would not like, and give reasons for it.

Check online resources for Unit 
7 (90 minutes).

Review Vocabulary Building, 
Conversation, and Language Check 
(90 minutes).

10

Unit 8
What’s playing?
In this lesson you will learn to discuss your opinions, 
and talk about entertainment options.

Check online resources for Unit 
8 (90 minutes).

Review Vocabulary Building, 
Conversation, and Language Check 
(90 minutes).

8

Unit 6
What happened?
In this lesson you will learn to talk about things you did 
at different times in the past.

Check online resources for Unit 
6 (90 minutes).

Review Vocabulary Building, 
Conversation, and Language Check 
(90 minutes).

13

Unit 11
How do you make it?
In this lesson you will learn to give steps in 
instructions, and teach someone a skill.

Check online resources for Unit 
11 (90 minutes).

Review Vocabulary Building, 
Conversation, and Language Check 
(90 minutes).

14

Unit 12
Listen to the music.
In this lesson you will learn to give opinions and express 
your thoughts about music.

Check online resources for Unit 
12  (90 minutes).

Prepare for the interview test. 
(90 minutes)

11

Unit 9
What are you going to do?
In this lesson you will learn to ask and answer questions 
about future plans and activities.

Check online resources for Unit 
9 (90 minutes).

Review Vocabulary Building, 
Conversation, and Language Check 
(90 minutes).

12

Unit 10
How much is this?
In this lesson you will learn to ask and answer questions 
about shopping, and negotiate prices.

Check online resources for Unit 
10 (90 minutes).

Review Vocabulary Building, 
Conversation, and Language Check 
(90 minutes).

定期試験 0

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 In-class participation,  20%; Quizzes, 40%; Assignments, 40%

15

Wrap-up of the course

Interview test

Self-evaluation of how well you 
have learned the material 
covered in class. (90 minutes)

Self-evaluation of English 
ability. (90 minutes)

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

Use English in class. Bring your textbook and dictionary.

備考欄 None

その他 0

教科書 English Firsthand – 1, Fifth Edition by Marc Helgesen, John Wiltshier, and Steven Brown. Pearson

参考文献

Students are encouraged to check the ESL sites related to the topics of the lessons on the Internet to expand knowledge.
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

100410AF 英語I（理学2組/作業B） 1170 1 カリキュラムにより
異なります。

到達目標

Students will be able to communicate in English with native and non-native speakers of English through this course. Using 
English in class will improve fluency and help expand English vocabulary for better communication.

授業の方法

Students will do speaking activities and listening practice in this course. They will also do vocabulary and writing 
exercises. Feedback will be given through comments on common errors by the teacher.

ＩＣＴ活用 Use the companion website of the textbook to do practice tests and extra listening exercises.

前期

教員氏名 Deepak　K　Samida

授業の位置づけ

Speaking is an important skill in learning English as a second language. Students will develop speaking, listening, reading, 
and writing abilities through active-learning style of classes. They will gain confidence to communicate in English in this 
class.

授業の概要

This course will give students plenty of opportunities to speak in class. Through this course, students will be able to take 
part in English conversation and discussion which will enhance listening and speaking skills.

1

 Introduction to the course
Unit 1 
It’s nice to meet you.
In this lesson you will learn to introduce yourself and 
exchange personal information.

Familiarize yourself with the 
textbook. Read pages 4 to 6. (90 
minutes).

Access the resources according 
to the instruction on page 7. 
Review the vocabulary building 
and conversation (90 minutes).

2

Unit 2 
Who are they talking about?
In this lesson you will learn descriptions of appearance 
and physical characteristics, and to describe people in a 
picture.

Check online resources for Unit 
2 (90 minutes).

Review Vocabulary Building, 
Conversation, and Language Check 
(90 minutes).

実務経験のある
教員の教育内容

None

課題に対する
フィードバック

の方法

Teacher will give feedback by commenting on common errors related to vocabulary, grammar and pronunciation.

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

Unit 4
Where does this go?
In this lesson you will learn to describe where things are 
in a room.

Check online resources for Unit 
4 (90 minutes).

Review Vocabulary Building, 
Conversation, and Language Check 
(90 minutes).

6

Unit 5
How do I get there?
In this lesson you will learn to ask and give directions 
to a place.

Check online resources for Unit 
5 (90 minutes).

Review Vocabulary Building, 
Conversation, and Language Check 
(90 minutes).

3

 Unit 2 
Who are they talking about?
In this lesson you will learn descriptions of appearance 
and physical characteristics, and to describe people in a 
picture.

Check online resources for Unit 
2 (90 minutes).

Review Vocabulary Building, 
Conversation, and Language Check 
(90 minutes).

4

Unit 3
When do you start?
In this lesson you will learn to make plans with someone 
and answer questions about schedules.

Check online resources for Unit 
3 (90 minutes).

Review Vocabulary Building, 
Conversation, and Language Check 
(90 minutes).

7

Unit 6
What happened?
In this lesson you will learn to talk about past events.

Check online resources for Unit 
6 (90 minutes).

Review Vocabulary Building, 
Conversation, and Language Check 
(90 minutes).
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9

Unit 7
I love that job.
In this lesson you will learn to talk about jobs you would 
like or would not like, and give reasons for it.

Check online resources for Unit 
7 (90 minutes).

Review Vocabulary Building, 
Conversation, and Language Check 
(90 minutes).

10

Unit 8
What’s playing?
In this lesson you will learn to discuss your opinions, 
and talk about entertainment options.

Check online resources for Unit 
8 (90 minutes).

Review Vocabulary Building, 
Conversation, and Language Check 
(90 minutes).

8

Unit 6
What happened?
In this lesson you will learn to talk about things you did 
at different times in the past.

Check online resources for Unit 
6 (90 minutes).

Review Vocabulary Building, 
Conversation, and Language Check 
(90 minutes).

13

Unit 11
How do you make it?
In this lesson you will learn to give steps in 
instructions, and teach someone a skill.

Check online resources for Unit 
11 (90 minutes).

Review Vocabulary Building, 
Conversation, and Language Check 
(90 minutes).

14

Unit 12
Listen to the music.
In this lesson you will learn to give opinions and express 
your thoughts about music.

Check online resources for Unit 
12  (90 minutes).

Prepare for the interview test. 
(90 minutes)

11

Unit 9
What are you going to do?
In this lesson you will learn to ask and answer questions 
about future plans and activities.

Check online resources for Unit 
9 (90 minutes).

Review Vocabulary Building, 
Conversation, and Language Check 
(90 minutes).

12

Unit 10
How much is this?
In this lesson you will learn to ask and answer questions 
about shopping, and negotiate prices.

Check online resources for Unit 
10 (90 minutes).

Review Vocabulary Building, 
Conversation, and Language Check 
(90 minutes).

定期試験 0

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 In-class participation,  20%; Quizzes, 40%; Assignments, 40%

15

Wrap-up of the course

Interview test

Self-evaluation of how well you 
have learned the material 
covered in class. (90 minutes)

Self-evaluation of English 
ability. (90 minutes)

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

Use English in class. Bring your textbook and dictionary.

備考欄 None

その他 0

教科書 English Firsthand – 1, Fifth Edition by Marc Helgesen, John Wiltshier, and Steven Brown. Pearson

参考文献

Students are encouraged to check the ESL sites related to the topics of the lessons on the Internet to expand knowledge.
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

100420AC 英語Ⅱ（理学/作業/看護） 1171 1 カリキュラムにより
異なります。

到達目標

①　基礎的語彙に慣れ親しむことができる。
②　日本語に訳することなしに英文の意味が理解できる。
③　パラグラフ単位で意味が把握できる。

授業の方法

板書と配布印刷物を用いた演習形式で行う。ほぼ毎回単語テストまたは、確認テストを行う。(全13回) 授業内でその解説も行う。

ＩＣＴ活用

プレゼンテーションソフトによる教材提示やリスニングを行うとともに、グーグルクラスルームを活用して、課題提出などを行う。

後期

教員氏名 相馬　哲也、菅原　美穂子

授業の位置づけ

外国語を媒介としたコミュニケーション能力の基礎を修得する科目である。前期に配置されている「英語Ⅰ」はネイティブ・スピーカー教
員によるすべて英語で行われる会話の授業であるが、この後期に配置されている「英語Ⅱ」は日本人教員による専門用語の説明など必要に
応じて日本語を使用する授業である。

授業の概要

ここでは高等学校での学習を基に比較的まとまりのある英文を正しく、丁寧に読み取ることを目的に、発音、語彙、語法、慣用的表現の解
説と訓練を行うとともに、それらを用いて英語で自己表現することに慣れさせる。

1

オリエンテーション  評価方法を確認する。授業の進め方を実際
に少し進めながら説明する。
Unit1 For here,or to go? 
ファストフード店での注文に関する表現を学ぶ。

Unit1 を事前に読んでおくこと。
(25分)

Unit1 に出てきた単語、表現を復習
しておくこと。(20分)

2

Unit2 How many are in your party?
レストランでの来客対応に関する表現を学ぶ。

Unit2 を事前に読んでおくこと。
(25分)

Unit2 に出てきた単語、表現を復習
しておくこと。(20分)

実務経験のある
教員の教育内容

該当なし

課題に対する
フィードバック

の方法

ほぼ毎回単語テストまたは、確認テストを行う。(全13回) 授業内でその解説も行う。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

Unit5 Your total comes to 3,240 yen.
買い物や飲食の会計に関する表現を学ぶ。

Unit5を事前に読んでおくこと。(25
分)

Unit5 に出てきた単語、表現を復習
しておくこと。(20分)

6

Unit6 I'm truly sorry for the trouble
商品やサービスへの苦情とその対応に関する表現を学ぶ。

Unit6 を事前に読んでおくこと。
(25分)

Unit6 に出てきた単語、表現を復習
しておくこと。(20分)

3

Unit3 I'll be right back.
レストランでの接客サービスに関する表現を学ぶ。

Unit3 を事前に読んでおくこと。
(25分)

Unit3 に出てきた単語、表現を復習
しておくこと。(20分)

4

Unit4 Would you like me to heat this up?
コンビニやスーパーでの接客サービスに関する表現を学ぶ。

Unit4を事前に読んでおくこと。(25
分)

Unit4 に出てきた単語、表現を復習
しておくこと。(20分)

9

Unit8 Wi-Fi is available in this area.
客が利用できるサービスや近隣情報の案内に関する表現を学ぶ。

Unit8 を事前に読んでおくこと。
(25分)

Unit8 に出てきた単語、表現を復習
しておくこと。(20分)

10

Unit9 I highly recommend Sakura Restaurant.
旅行者の希望に応じた店や観光地などの提案に関する表現を学
ぶ。

Unit9 を事前に読んでおくこと。
(25分)

Unit9 に出てきた単語、表現を復習
しておくこと。(20分)

7

Review1 (Unit1-6)
Unit1からUnit6までの復習をする。

Review1 を事前に読んでおくこと。
(25分)

Review1に出てきた単語、表現を復
習しておくこと。(20分)

8

Unit7 Do you have a reservation?
ホテルや旅館での宿泊受付に関する表現を学ぶ。

Unit7を事前に読んでおくこと。(25
分)

Unit7 に出てきた単語、表現を復習
しておくこと。(20分)

13

Unit12 First, put the money in the machine.
券売機や電化製品の使用方法の説明に関する表現を学ぶ。

Unit12 を事前に読んでおくこと。
(25分)

Unit12 に出てきた単語、表現を復
習しておくこと。(20分)

14

Review2 (Unit7-12)
Unit7からUnit12までの復習をする。

Review2を事前に読んでおくこと。
(25分)

Review2に出てきた単語、表現を復
習しておくこと。(20分)

11

Unit10 Turn right at the first intersection.
道案内に関する表現を学ぶ。

Unit10 を事前に読んでおくこと。
(25分)

Unit10 に出てきた単語、表現を復
習しておくこと。(20分)

12

Unit11 Take the subway to Hommachi.
交通案内や観光施設の情報提供に関する表現を学ぶ。

Unit11を事前に読んでおくこと。
(25分)

Unit11に出てきた単語、表現を復習
しておくこと。(20分)
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定期試験 0 定期試験はj実施しない。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 授業参加度、小テスト、課題(40%)
授業内試験(60%)

15

まとめ
この授業のまとめを行う。

総復習してくること。(25分) ポイントを整理しておくこと。(20
分)

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

クラス分けに関しての指示に従うこと。

備考欄

その他 0 特になし。

教科書 You're welcome! / Tae Kudo / センゲージラーニング

参考文献 授業内で指示する。
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

105140AB 中国語I（理学/作業） 1178 1 カリキュラムにより
異なります。

到達目標

中国語の発音と基本文型を理解し、日常生活に必要な単語を応用して、身近な場面で使う表現を習得できるようになる。

授業の方法 授業時間を半分ずつ、前回の内容の復習と今回の新しい内容にあてる。

ＩＣＴ活用

中国語学習にとって有用なホームページ、ネット教材を紹介し、独学において役立てることができるようにする。

前期

教員氏名 野間　晃

授業の位置づけ

履修者が中国語を初めて学ぶことを前提として、入門中国語にとって最も大切な発音の練習から、中国語がどういう言語なのかを基礎的に
つかめるようにする。

授業の概要

中国語の発音をマスターする（ローマ字を見て発音できる、発音を聞いてローマ字に直せるようになる）ということは、中国語の基礎をマ
スターすることに等しい。この授業では、日本人の習慣を考慮した学習法により、効率的に中国語の発音をマスターすることを目指す。ま
た、それと同時に、基本的な語彙や、すぐに役に立つ会話句をも紹介し、中国語学習に対する興味を養うことも目指す。

1

オリエンテーション（授業の進め方・参考図書について）
この講義における授業の進め方・評価の方法・習得できる内容が
理解できるようになる。

中国語に関する知識の探索。（９０
分）

中国語学習の方向性認識。（９０
分）

2

発音　プロローグA
声調、日本人にとって難しい発音
日本人にとって難しい中国語の発音が理解できるようになる。

前回の内容を復習し、授業の内容と
進め方を把握しておく。（９０分）

返却された前回授業後の提出物によ
り、重点を復習する。（９０分）

実務経験のある
教員の教育内容

（なし）

課題に対する
フィードバック

の方法

毎回の出席カードの裏面、及び１学期数回のノート提出時には質問を積極的に記させるようにして、重要なものは授業時間中に回答するよ
うにする。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

発音　プロローグD
書き換え規則、二重母音・三重母音、隠れるローマ字
中国語の発音の中でも、特に注意を要すべきものについて理解で
きるようになる③。

前回の内容を復習し、授業の内容と
進め方を把握しておく。（９０分）

返却された前回授業後の提出物によ
り、重点を復習する。（９０分）

6

第１課
１．指示代名詞　２．形容詞述語文と“很”　３．“嗎”疑問文　
４．“不”　５．“不”の変調
指示代名詞と形容詞述語文と“很”と“嗎”疑問文と“不”と
“不”の変調が理解できるようになる。

前回の内容を復習し、授業の内容と
進め方を把握しておく。（９０分）

返却された前回授業後の提出物によ
り、重点を復習する。（９０分）

3

発音　プロローグB
-n:-ng、そり舌音、iの特別な発音、iu
中国語の発音の中でも、特に注意を要すべきものについて理解で
きるようになる①。

前回の内容を復習し、授業の内容と
進め方を把握しておく。（９０分）

返却された前回授業後の提出物によ
り、重点を復習する。（９０分）

4

発音　プロローグC
日本語にない子音の発音
日本語にない子音の発音について理解できるようになる②。

前回の内容を復習し、授業の内容と
進め方を把握しておく。（９０分）

返却された前回授業後の提出物によ
り、重点を復習する。（９０分）

7

第２課
１．正反疑問文　２．選択疑問文　３．“的”が省略できる場合　
４．動詞句＋“的”→名詞句
正反疑問文と選択疑問文と“的”が省略できる場合と動詞句＋
“的”→名詞句親族名称が理解できるようになる。

前回の内容を復習し、授業の内容と
進め方を把握しておく。（９０分）

返却された前回授業後の提出物によ
り、重点を復習する。（９０分）

8

第３課
１．親族名称　２．“両”　３．“有”と“没有”　４．年齢の
聞き方　５．“一”の変調　６．２１から９９までの“十”の発
音
親族名称と“両”と“有”と“没有”と年齢の聞き方と“一”の
変調と２１から９９までの“十”の発音が理解できるようにな
る。

前回の内容を復習し、授業の内容と
進め方を把握しておく。（９０分）

返却された前回授業後の提出物によ
り、重点を復習する。（９０分）
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9

第４課
１．助動詞“想”　２．日付と曜日　３．動詞の重ね型　４．前
置詞“給”　５．積極的な気持ちを表す“来”
助動詞“想”と日付と曜日と動詞の重ね型と前置詞“給”と積極
的な気持ちを表す“来”が理解できるようになる。

前回の内容を復習し、授業の内容と
進め方を把握しておく。（９０分）

返却された前回授業後の提出物によ
り、重点を復習する。（９０分）

10

第５課
１．月　２．時刻
月と時刻の言い方が理解できるようになる。

前回の内容を復習し、授業の内容と
進め方を把握しておく。（９０分）

返却された前回授業後の提出物によ
り、重点を復習する。（９０分）

13

第８課
１．助動詞“在”　２．助動詞“能”　３．二重目的語　４．
“多一点児”
助動詞“在”“能”と二重目的語と“多一点児”が理解できるよ
うになる。

前回の内容を復習し、授業の内容と
進め方を把握しておく。（９０分）

返却された前回授業後の提出物によ
り、重点を復習する。（９０分）

14

第９課
１．助動詞“会”　２．連動文　３．“別”“不要”
助動詞“可以”と連動文と“別”“不要”が理解できるようにな
る。

前回の内容を復習し、授業の内容と
進め方を把握しておく。（９０分）

返却された前回授業後の提出物によ
り、重点を復習する。（９０分）

11

第６課
１．お金の言い方　２．１００以上の数　３．数量補語　４．
“児化”
お金の言い方と１００以上の数と数量補語と“児化”が理解でき
るようになる。

前回の内容を復習し、授業の内容と
進め方を把握しておく。（９０分）

返却された前回授業後の提出物によ
り、重点を復習する。（９０分）

12

第７課
１．助動詞“在”　２．助動詞“要”　３．前置詞“離”
助動詞“在”“要”と前置詞“離”が理解できるようになる。

前回の内容を復習し、授業の内容と
進め方を把握しておく。（９０分）

返却された前回授業後の提出物によ
り、重点を復習する。（９０分）

定期試験 0 定期試験は行わない。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

90 授業終了後に提出するレポートを総合評価する。

15

第１０課
１．助動詞“可以”　２．比較の言い方
助動詞“可以”と比較の言い方が理解できるようになる。

前回の内容を復習し、授業の内容と
進め方を把握しておく。（９０分）

返却された前回授業後の提出物によ
り、重点を復習する。（９０分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

遅刻は減点の対象になるので注意すること。

備考欄 なし。

その他 10 授業態度が積極的な場合は加点する。

教科書 『ともだち・朋友　スリム版①』　董燕・遠藤光暁著　朝日出版社

参考文献 授業中に適宜紹介する。
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

103480AD 生涯スポーツI（理学1組） 1196 1 1

到達目標

①スポーツ・運動することの楽しさや重要性を理解することができるようになる。
②ルールやマナーを理解し、ゲームを通して仲間を尊重するこころを育てることができるようになる。
③日常生活において健康への意識を高め、体力の維持・増進を目指せるようになる。
④生涯を通じて積極的に且つ楽しく、スポーツや運動に親しむ意識を持ち、それを習慣化できるようになる。

授業の方法

チーム（グループ）分けをし、ゲームを中心として進める。
ゲーム内容や勝敗をもとに、技術の習得やチームワーク等を確認する。

ＩＣＴ活用 なし

前期

教員氏名 平岡　英樹

授業の位置づけ

様々なスポーツについての理解と実践方法を学ぶための科目である。

授業の概要

体育としてのスポーツ、楽しみ実践するスポーツ、レクリエーションとスポーツ、競技としてのスポーツ等々について概念を明確にする。
また、健康的で楽しい生活を送るためのスポーツ活動の意義を理解し、具体的な実技を通して、個々の身体的･精神的な健康レベルを向上
させながら、生涯学習とは何か、生涯学習に果たすスポーツの役割について考察し、生涯にわたってスポーツを継続していくための基礎知
識を習得する。

1

授業内容についてのガイダンス　　授業内容の説明、受講上の注
意事項、評価等についての解説する。

シラバスで授業の内容を確認する。
（20分）

受講に関しての注意事項等を確認す
る。（25分）

2

バレーボール⑴
ソフトバレーボールを導入として、基礎的なパス練習・アタック
練習を行う。

ソフトバレーボールとはどのような
競技なのかを調べておく。（20分）

基礎技術・ルールを確認する。（25
分）

実務経験のある
教員の教育内容

該当なし

課題に対する
フィードバック

の方法

フィードバックとしては、ゲームによる個人技術の確認と評価

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

バレーボール⑷　　ゲーム（チームプレー）ー２人・３人のプ
レーを応用したチームプレー（攻撃・守備）でゲームを行う

技術・戦術の確認。（20分） 実施の内容と感想を書きとめてお
く。（25分）

6

バレーボール⑸　　ゲーム（チームプレー）ー６人のプレーを応
用したチームプレー（攻撃・守備）でゲームを行う

技術・戦術の確認。（20分） 実施の内容と感想を書きとめてお
く。（25分）

3

バレーボール⑵
ソフトバレーボールを活用ー練習した技術をゲームの中で活用す
る

戦術・コンビネーションプレーを考
える。（20分）

実施の内容と感想を書きとめてお
く。（25分）

4

バレーボール⑶
ソフトバレーボールを活用ーチームとしてプレーする

戦術・コンビネーションプレーを考
える。（20分）

実施の内容と感想を書きとめてお
く。（25分）

9

バスケットボール⑵　　ゲーム（技術の活用）ーパス・シュート
をゲームの中で活用する。

技術・戦術の確認。（20分） 実施の内容と感想を書きとめてお
く。（25分）

10

バスケットボール⑶　　ゲーム（技術の応用）ー個人・２人・３
人のプレーがゲームで活用する。

技術・戦術の確認。（20分） 実施の内容と感想を書きとめてお
く。（25分）

7

バレーボール⑹　　ゲーム（チームプレー）ー６人のプレーを応
用したチームプレー（攻撃・守備）でゲームを行う

技術・戦術の確認。（20分） 実施の内容と感想を書きとめてお
く。（25分）

8

バスケットボール⑴　基礎・応用練習ーパス・シュート練習、２
人・３人のプレーの練習を行う。

簡単なルールを調べる。（20分） 基礎技術・ルールを確認する。（25
分）

13

アウトドアスポーツ⑶　　ソフトボールーゲームを行う。
　テニスーゲームを行う。

技術・戦術の確認。（20分） 実施の内容と感想を書きとめてお
く。（25分）

11

アウトドアスポーツ⑴　　ソフトボールー基本練習（キャッチ・
スロー・バッティング）を行う。
　テニスー基本練習（フォアハンド・バックハンド）を行う。

屋外スポーツの重要性・注意事項を
考える。（20分）

学習・実施した内容を今後どのよう
に生かすか考える。（25分）

12

アウトドアスポーツ⑵　　ソフトボールーゲーム（キャッチ・ス
ロー・バッティング技術を活用）を行う。
　テニスーラリー（フォアハンド・バックハンド技術を活用）を
行う。

技術・戦術の確認。（20分） 実施の内容と感想を書きとめてお
く。（25分）

- 47 -



北海道文教大学　2022年度　理学療法学科　シラバス 2022/04/01

14

バスケットボール⑷　ゲーム（チームプレー）ー個人・２人・３
人・４人・５人のプレーを応用したチームプレー（攻撃・守備）
でゲームを行う

技術・戦術の確認。（20分） 実施の内容と感想を書きとめてお
く。（25分）

定期試験 0 実施しない

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 平常点80％（準備・片付け・受講態度など）、レポート等課題提出による評価20％

15

バスケットボール⑸　ゲーム（チームプレー）ー個人・２人・３
人・４人・５人のプレーを応用したチームプレー（攻撃・守備）
でゲームを行う

技術・戦術の確認。（20分） 15回の授業を通し、生涯スポーツの
意義や重要性についての考えをまと
める（25分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

ジャージ等の運動・スポーツに適した服装・スポーツシューズ（屋内用・屋外用）を着用して受講すること
屋外で行う場合は屋外用のスポーツシューズを着用して受講すること
天候その他状況により種目が変更となる場合がある

備考欄

その他 0 なし

教科書 なし

参考文献 特になし、必要に応じて資料を配付
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

103480AE 生涯スポーツI（理学2組） 1196 1 1

到達目標

①スポーツ・運動することの楽しさや重要性を理解することができるようになる。
②ルールやマナーを理解し、ゲームを通して仲間を尊重するこころを育てることができるようになる。
③日常生活において健康への意識を高め、体力の維持・増進を目指せるようになる。
④生涯を通じて積極的に且つ楽しく、スポーツや運動に親しむ意識を持ち、それを習慣化できるようになる。

授業の方法

チーム（グループ）分けをし、ゲームを中心として進める。
ゲーム内容や勝敗をもとに、技術の習得やチームワーク等を確認する。

ＩＣＴ活用 なし

前期

教員氏名 平岡　英樹

授業の位置づけ

様々なスポーツについての理解と実践方法を学ぶための科目である。

授業の概要

体育としてのスポーツ、楽しみ実践するスポーツ、レクリエーションとスポーツ、競技としてのスポーツ等々について概念を明確にする。
また、健康的で楽しい生活を送るためのスポーツ活動の意義を理解し、具体的な実技を通して、個々の身体的･精神的な健康レベルを向上
させながら、生涯学習とは何か、生涯学習に果たすスポーツの役割について考察し、生涯にわたってスポーツを継続していくための基礎知
識を習得する。

1

授業内容についてのガイダンス　　授業内容の説明、受講上の注
意事項、評価等についての解説する。

シラバスで授業の内容を確認する。
（20分）

受講に関しての注意事項等を確認す
る。（25分）

2

バレーボール⑴
ソフトバレーボールを導入として、基礎的なパス練習・アタック
練習を行う。

ソフトバレーボールとはどのような
競技なのかを調べておく。（20分）

基礎技術・ルールを確認する。（25
分）

実務経験のある
教員の教育内容

該当なし

課題に対する
フィードバック

の方法

フィードバックとしては、ゲームによる個人技術の確認と評価

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

バレーボール⑷　　ゲーム（チームプレー）ー２人・３人のプ
レーを応用したチームプレー（攻撃・守備）でゲームを行う

技術・戦術の確認。（20分） 実施の内容と感想を書きとめてお
く。（25分）

6

バレーボール⑸　　ゲーム（チームプレー）ー６人のプレーを応
用したチームプレー（攻撃・守備）でゲームを行う

技術・戦術の確認。（20分） 実施の内容と感想を書きとめてお
く。（25分）

3

バレーボール⑵
ソフトバレーボールを活用ー練習した技術をゲームの中で活用す
る

戦術・コンビネーションプレーを考
える。（20分）

実施の内容と感想を書きとめてお
く。（25分）

4

バレーボール⑶
ソフトバレーボールを活用ーチームとしてプレーする

戦術・コンビネーションプレーを考
える。（20分）

実施の内容と感想を書きとめてお
く。（25分）

9

バスケットボール⑵　　ゲーム（技術の活用）ーパス・シュート
をゲームの中で活用する。

技術・戦術の確認。（20分） 実施の内容と感想を書きとめてお
く。（25分）

10

バスケットボール⑶　　ゲーム（技術の応用）ー個人・２人・３
人のプレーがゲームで活用する。

技術・戦術の確認。（20分） 実施の内容と感想を書きとめてお
く。（25分）

7

バレーボール⑹　　ゲーム（チームプレー）ー６人のプレーを応
用したチームプレー（攻撃・守備）でゲームを行う

技術・戦術の確認。（20分） 実施の内容と感想を書きとめてお
く。（25分）

8

バスケットボール⑴　基礎・応用練習ーパス・シュート練習、２
人・３人のプレーの練習を行う。

簡単なルールを調べる。（20分） 基礎技術・ルールを確認する。（25
分）

13

アウトドアスポーツ⑶　　ソフトボールーゲームを行う。
　テニスーゲームを行う。

技術・戦術の確認。（20分） 実施の内容と感想を書きとめてお
く。（25分）

11

アウトドアスポーツ⑴　　ソフトボールー基本練習（キャッチ・
スロー・バッティング）を行う。
　テニスー基本練習（フォアハンド・バックハンド）を行う。

屋外スポーツの重要性・注意事項を
考える。（20分）

学習・実施した内容を今後どのよう
に生かすか考える。（25分）

12

アウトドアスポーツ⑵　　ソフトボールーゲーム（キャッチ・ス
ロー・バッティング技術を活用）を行う。
　テニスーラリー（フォアハンド・バックハンド技術を活用）を
行う。

技術・戦術の確認。（20分） 実施の内容と感想を書きとめてお
く。（25分）
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14

バスケットボール⑷　ゲーム（チームプレー）ー個人・２人・３
人・４人・５人のプレーを応用したチームプレー（攻撃・守備）
でゲームを行う

技術・戦術の確認。（20分） 実施の内容と感想を書きとめてお
く。（25分）

定期試験 0 実施しない

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 平常点80％（準備・片付け・受講態度など）、レポート等課題提出による評価20％

15

バスケットボール⑸　ゲーム（チームプレー）ー個人・２人・３
人・４人・５人のプレーを応用したチームプレー（攻撃・守備）
でゲームを行う

技術・戦術の確認。（20分） 15回の授業を通し、生涯スポーツの
意義や重要性についての考えをまと
める（25分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

ジャージ等の運動・スポーツに適した服装・スポーツシューズ（屋内用・屋外用）を着用して受講すること
屋外で行う場合は屋外用のスポーツシューズを着用して受講すること
天候その他状況により種目が変更となる場合がある

備考欄

その他 0 なし

教科書 なし

参考文献 特になし、必要に応じて資料を配付

- 50 -



北海道文教大学　2022年度　理学療法学科　シラバス 2022/04/01

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

103490AA 生涯スポーツII（国教/理学1組/看護） 1197 1 1

到達目標

①スポーツ・運動することの楽しさや重要性を理解することができるようになる。
②ルールやマナーを理解し、ゲームを通して仲間を尊重するこころを育てることができるようになる。
③日常生活において健康への意識を高め、体力の維持・増進を目指せるようになる。
④生涯を通じて積極的に且つ楽しく、スポーツや運動に親しむ意識を持ち、それを習慣化できるようになる。

授業の方法

チーム（グループ）分けをし、ゲームを中心として進める。
ゲーム内容や勝敗をもとに、技術の習得やチームワーク等を確認する。

ＩＣＴ活用 なし

後期

教員氏名 平岡　英樹、未定

授業の位置づけ

様々なスポーツについての理解と実践方法を学ぶための科目である。

授業の概要

参加者のレベルに応じて展開するスポーツ及び軽スポーツの方法論について、個々の学生がすでに修得しているスポーツの技術・技能レベ
ルを基礎として、設備・用具等を含め、実践を通して考察する。とりわけ、北海道の自然環境を活かしたスポーツ活動を実際に行いなが
ら、生活の中に運動に親しむ活動時間を定着させ、生涯にわたって、仲間とともにスポーツを継続できる知識と実践法を学ぶ。

1

授業内容についてのガイダンス　　授業内容の説明、受講上の注
意事項、評価等について解説する。

シラバスで授業内容を確認する。
（20分）

受講にあたっての注意事項等を確認
する。（25分）

2

バドミントン⑴　　基礎・応用練習ーサーブ・様々なストロー
ク・ショットの練習を行う。

簡単なルールを調べる。（20分） 基本技術・ルールの確認。（25分）

実務経験のある
教員の教育内容

該当なし

課題に対する
フィードバック

の方法

フィードバックとしては、ゲームによる個人技術の確認と評価

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

バドミントン⑷　　ゲーム（技術の応用・コンビネーションプ
レー）ーシングルス・ダブルスによるゲームを行う。

技術・戦術の確認。（20分） 実施の内容と感想を書きとめる。
（25分）

6

卓球⑴　　基礎・応用練習ーサーブ・様々なストローク・ショッ
トの練習を行う。

簡単なルールを調べる。（20分） 基本技術・ルールの確認。（25分）

3

バドミントン⑵　　ゲーム（技術の活用）ーサーブ・様々なスト
ローク・ショットの活用する。

技術・戦術の確認。（20分） 実施の内容と感想を書きとめる。
（25分）

4

バドミントン⑶　　ゲーム（技術の応用・コンビネーションプ
レー）ーシングルス・ダブルスによるゲームを行う。

技術・戦術の確認。（20分） 実施の内容と感想を書きとめる。　
（25分）

9

卓球⑷　　ゲーム（技術の応用・コンビネーションプレー）ーシ
ングルス・ダブルスによるゲームを行う。

技術・戦術の確認。（20分） 実施の内容と感想を書きとめる。
（25分）

10

ニュースポーツ⑴　　基礎技術を活用しゲームを行う ニュースポーツにはどのような競技
があるかかを調べる。（20分）

基本技術・ルールの確認。（25分）

7

卓球⑵　　ゲーム（技術の活用）ーサーブ・様々なストローク・
ショットの活用する。

技術・戦術の確認。（20分） 実施の内容と感想を書きとめる。
（25分）

8

卓球⑶　　ゲーム（技術の応用・コンビネーションプレー）ーシ
ングルス・ダブルスによるゲームを行う。

技術・戦術の確認。（20分） 実施の内容と感想を書きとめる。
（25分）

13

ニュースポーツ⑷　　基礎・応用技術を活用しゲームを行う 技術・戦術の確認。（20分） 実施の内容と感想を書きとめる。
（25分）

14

ニュースポーツ⑸　　応用技術を活用しゲームを行う 技術・戦術の確認。（20分） 実施の内容と感想を書きとめる。
（25分）

11

ニュースポーツ⑵　　基礎技術・コンピプレーを活用しゲームを
行う

技術・戦術の確認。（20分） 実施の内容と感想を書きとめる。
（25分）

12

ニュースポーツ⑶　　基礎・応用技術を活用しゲームを行う 技術・戦術の確認。（20分） 実施の内容と感想を書きとめる。
（25分）

15

ニュースポーツ⑹　　応用技術を活用しゲームを行う 技術・戦術の確認。（20分） 15回の授業を通し、生涯スポーツの
意義や重要性についての考え、今後
どのように生涯スポーツと関わって
いくかをまとめる（25分）
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定期試験 0 実施しない

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 平常点80％（準備・片付け・受講態度など）、レポート等課題提出による評価20％

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

ジャージ等の運動・スポーツに適した服装・スポーツシューズ（屋内用）を着用して受講すること
状況により種目が変更となる場合がある

備考欄

その他 0 なし

教科書 なし

参考文献 特になし、必要に応じて資料を配付
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

103490AB 生涯スポーツII（国コ/理学2組/作業） 1197 1 1

到達目標

①スポーツ・運動することの楽しさや重要性を理解することができるようになる。
②ルールやマナーを理解し、ゲームを通して仲間を尊重するこころを育てることができるようになる。
③日常生活において健康への意識を高め、体力の維持・増進を目指せるようになる。
④生涯を通じて積極的に且つ楽しく、スポーツや運動に親しむ意識を持ち、それを習慣化できるようになる。

授業の方法

チーム（グループ）分けをし、ゲームを中心として進める。
ゲーム内容や勝敗をもとに、技術の習得やチームワーク等を確認する。

ＩＣＴ活用 なし

後期

教員氏名 平岡　英樹、未定

授業の位置づけ

様々なスポーツについての理解と実践方法を学ぶための科目である。

授業の概要

参加者のレベルに応じて展開するスポーツ及び軽スポーツの方法論について、個々の学生がすでに修得しているスポーツの技術・技能レベ
ルを基礎として、設備・用具等を含め、実践を通して考察する。とりわけ、北海道の自然環境を活かしたスポーツ活動を実際に行いなが
ら、生活の中に運動に親しむ活動時間を定着させ、生涯にわたって、仲間とともにスポーツを継続できる知識と実践法を学ぶ。

1

授業内容についてのガイダンス　　授業内容の説明、受講上の注
意事項、評価等について解説する。

シラバスで授業内容を確認する。
（20分）

受講にあたっての注意事項等を確認
する。（25分）

2

バドミントン⑴　　基礎・応用練習ーサーブ・様々なストロー
ク・ショットの練習を行う。

簡単なルールを調べる。（20分） 基本技術・ルールの確認。（25分）

実務経験のある
教員の教育内容

該当なし

課題に対する
フィードバック

の方法

フィードバックとしては、ゲームによる個人技術の確認と評価

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

バドミントン⑷　　ゲーム（技術の応用・コンビネーションプ
レー）ーシングルス・ダブルスによるゲームを行う。

技術・戦術の確認。（20分） 実施の内容と感想を書きとめる。
（25分）

6

卓球⑴　　基礎・応用練習ーサーブ・様々なストローク・ショッ
トの練習を行う。

簡単なルールを調べる。（20分） 基本技術・ルールの確認。（25分）

3

バドミントン⑵　　ゲーム（技術の活用）ーサーブ・様々なスト
ローク・ショットの活用する。

技術・戦術の確認。（20分） 実施の内容と感想を書きとめる。
（25分）

4

バドミントン⑶　　ゲーム（技術の応用・コンビネーションプ
レー）ーシングルス・ダブルスによるゲームを行う。

技術・戦術の確認。（20分） 実施の内容と感想を書きとめる。　
（25分）

9

卓球⑷　　ゲーム（技術の応用・コンビネーションプレー）ーシ
ングルス・ダブルスによるゲームを行う。

技術・戦術の確認。（20分） 実施の内容と感想を書きとめる。
（25分）

10

ニュースポーツ⑴　　基礎技術を活用しゲームを行う ニュースポーツにはどのような競技
があるかかを調べる。（20分）

基本技術・ルールの確認。（25分）

7

卓球⑵　　ゲーム（技術の活用）ーサーブ・様々なストローク・
ショットの活用する。

技術・戦術の確認。（20分） 実施の内容と感想を書きとめる。
（25分）

8

卓球⑶　　ゲーム（技術の応用・コンビネーションプレー）ーシ
ングルス・ダブルスによるゲームを行う。

技術・戦術の確認。（20分） 実施の内容と感想を書きとめる。
（25分）

13

ニュースポーツ⑷　　基礎・応用技術を活用しゲームを行う 技術・戦術の確認。（20分） 実施の内容と感想を書きとめる。
（25分）

14

ニュースポーツ⑸　　応用技術を活用しゲームを行う 技術・戦術の確認。（20分） 実施の内容と感想を書きとめる。
（25分）

11

ニュースポーツ⑵　　基礎技術・コンピプレーを活用しゲームを
行う

技術・戦術の確認。（20分） 実施の内容と感想を書きとめる。
（25分）

12

ニュースポーツ⑶　　基礎・応用技術を活用しゲームを行う 技術・戦術の確認。（20分） 実施の内容と感想を書きとめる。
（25分）

15

ニュースポーツ⑹　　応用技術を活用しゲームを行う 技術・戦術の確認。（20分） 15回の授業を通し、生涯スポーツの
意義や重要性についての考え、今後
どのように生涯スポーツと関わって
いくかをまとめる（25分）
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定期試験 0 実施しない

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 平常点80％（準備・片付け・受講態度など）、レポート等課題提出による評価20％

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

ジャージ等の運動・スポーツに適した服装・スポーツシューズ（屋内用）を着用して受講すること
状況により種目が変更となる場合がある

備考欄

その他 0 なし

教科書 なし

参考文献 特になし、必要に応じて資料を配付
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

106180A1 人間発達学 2200 2 1

到達目標

1．人間の発達とは何か説明できる
2．発達検査・評価の種類を学習して必要に応じた選択ができる
3．運動発達と姿勢反射の関係を説明できる
4．子どもの発達には環境が影響することを説明できる

授業の方法

教科書、教科書の内容をわかりやすく説明するためにパワーポイント、動画、配付資料を使用して講義形式ですすめる。理解度を確認する
ために、講義中にまとめレポート、15回講義の中でまとめ小テストを行う。

ＩＣＴ活用 オンラインを使用した小テスト、動画配信を行う。

前期

教員氏名 横井　裕一郎

授業の位置づけ

正常運動発達，認知機能発達，日常生活動作の発達など，年齢ごとに変化していく機能について基本的知識を修得する科目である。小児科
学、子どもの理学療法学、発達障害作業療法治療学の基礎となる知識である。また本科目はディプロマポリシーの、理学療法を行うための
基本的な専門的知識・技術を身につけている　に関連している。

授業の概要

⼈間の発達の基礎を知る。発達の概念、発達の理論、発達検査、運動発達など様々な発達を学習し、発達に影響を及ぼす要因を理解し，⼈
間の発達がどのように起こり得るかについて理解を深める。さらに成人・老人までを生涯発達と捉え、各ライフステージの課題を理解する
ことで、障害学や疾患との結びつきを考える基礎を学習する。

1

発達概念について 教科書第1章を読んでおく（30分） 教科書と配布資料の見直し（30分）

2

発達の理論 教科書第2章を読んでおく（30分） 教科書と配布資料の見直し（30分）

実務経験のある
教員の教育内容

小児理学療法の33年の実務経験があり、現在でも地域の発達支援センターにて、保護者を含めた子どもの発達支援を行っている。新生児・
乳幼児から学齢児、大人まで成長した人の支援の経験を元に、発達の遅れの児、発達性協調運動障害などの発達支援に必要な内容を教育す
る。

課題に対する
フィードバック

の方法

授業時間内の課題については、授業最後に説明する。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

発達①
0～6ヵ月までの知覚運動発達などを学習する。

教科書5章・6章を読んでおく（60
分）

教科書と配布資料の見直し（30分）

6

発達②
7～12ヵ月までの知覚運動発達などを学習する。

教科書7章・8章を読んでおく（60
分）

教科書と配布資料の見直し（30分）

3

発達検査 教科書第３章を読んでおく（30分） 教科書と配布資料の見直し（30分）

4

姿勢反射・反応 教科書第4章を読んでおく（30分） 教科書と配布資料の見直し（30分）

9

発達⑤
上肢の発達

配布資料を読んでおく（30分） 教科書と配布資料の見直し（30分）

10

発達⑥
言語の発達

配布資料を読んでおく（30分） 教科書と配布資料の見直し（30分）

7

発達③
6歳までの知覚運動発達などを学習する

教科書9章・10章を読んでおく（60
分）

教科書と配布資料の見直し（30分）

8

発達④
胎児の発達

教科書第11章を読んでおく（30分） 教科書と配布資料の見直し（30分）

13

発達⑨
感覚・知覚・視覚認知・社会性の発達について学習する

教科書第13章を読んでおく（30分） 教科書と配布資料の見直し（30分）

14

発達⑩
学童・青年・成人・老年期の発達について学習する

教科書第14章を読んでおく（30分） 教科書と配布資料の見直し（30分）

11

発達⑦
摂食嚥下の発達

配布資料を読んでおく（30分） 教科書と配布資料の見直し（30分）

12

発達⑧
遊び・ADL(食事・排泄・更衣動作）の発達について学習する

教科書第12章を読んでおく（30分） 教科書と配布資料の見直し（30分）

15

人間発達学のまとめ学習
不足している講義と試験を行う

1回目から14回目までの教科書、資
料を学習する（180分）

試験内容の再確認（60分）
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定期試験 0 実施なし

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

80 まとめテスト、授業中の参加態度

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

遅刻3回を1回の欠席として計算する。理解度を確認するために予習・復習すること。

備考欄

その他 20 小テスト、授業中のレポート作製

教科書 人間発達学/上杉雅之監修/医歯薬出版

参考文献

赤ちゃんの発達地図/木原秀樹/メディカ出版
人間発達学/浅野大喜/メディカルビュー
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

110910A1 解剖学I 2202 2 1

到達目標

1. 骨格全体の成り立ち，個々の骨と筋との関連を説明できる．
2. 関節と靭帯の構造と機能・作用を説明できる．
3. 骨格筋の構造（起始・停止，走行，神経支配）とその作用を説明できる．
4. 脊髄・脳の構造と機能を説明できる．
5. 脊髄神経，脳神経，自律神経の走行と機能・作用を説明できる．

授業の方法

教科書および配布資料を基にした講義形式で進める．
適宜パワーポイントを用いる．
毎回講義の初めに確認小テストを行う．

ＩＣＴ活用 適宜Webにて学習の補助教材の配布などを予定．

前期

教員氏名 木村　一志、白幡　知尋

授業の位置づけ

理学療法学科のディプロマ・ポリシーの「理学療法を行うための基本的な専門的知識・技術を身につけている。（知識・技能）」ことと特
に関係がある科目である。
作業療法学科のディプロマ・ポリシーの「作業療法を実践するために必要な基本的知識を身につけている。（知識・技能）」ことと関係が
ある科目である。
解剖学Ⅰでは筋骨格系と神経系を中心に扱い，続く解剖学Ⅱでは内臓について扱う．
生理学I,II、運動学I,IIと関連し、基礎解剖学実習（理学療法学科）、解剖学実習（作業療法学科）の基礎となる。

授業の概要

人の動きの根幹になる運動器系（筋骨格系）とそれらを制御・統括する神経系を系統的に学ぶ．また，構造に基づいた機能との関連を学
び，理学・作業療法士としての人体の構造と制御機構，障害等を理解する．

1

解剖学総論：　人体の構成　骨学総論　筋学総論　神経系総論
（白幡）
1) 人体の構成と身体部位や運動を表す用語
2) 骨と筋に関する基礎知識と身体の中での神経系の位置付け
について学ぶ．

教科書の「解剖学総論」をあらかじ
め読んでおく．(90分)

毎回重要事項をノートにまとめ，自
分の体を使って確認しておくこと．
基本的な用語，骨・軟骨および筋の
種類・構造．(90分)

2

A　運動器の解剖学
体幹1　骨，靱帯および関節（白幡）
体幹を構成する骨・関節について学ぶ．

復習：骨・関節および筋について．
予習：体幹を構成する骨の名称を確
認する（漢字で書けるように）．
(90分)

椎骨・肋骨の各骨・各部の名称，各
関節の名称・構造について．(90分)

実務経験のある
教員の教育内容

白幡：総合病院勤務等の経験から理学療法及び作業療法の臨床に即した情報を加えながら講義を進めていく．また，自然人類学的視点から
ヒトの構造を解説する．
木村：該当なし

課題に対する
フィードバック

の方法

毎回の講義開始時に準備学習欄に記載された内容の小テストを行い，適宜フィードバックとして解説を行う．
この小テストは出席票を兼ねる（第1回は講義終了前に行う）．

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

上肢2　筋，筋膜および特殊装置1（白幡）
上肢帯・上腕・前腕の筋の走行（起始・停止）と機能について学
ぶ．

復習：肩甲帯・自由上肢の各骨につ
いて．
予習：上肢帯・上腕・前腕の筋の名
称を確認する．(90分)

上肢帯・上腕・前腕の筋の走行（起
始・停止）と機能について．(90分)

6

上肢3　筋，筋膜および特殊装置2（白幡）
手の短い筋の走行（起始・停止）と機能について学ぶ．
自由上肢の筋膜と特殊装置について学ぶ．
筋の神経支配について学ぶ．

復習：上肢帯・上腕・前腕の筋につ
いて．
予習：手の短い筋の名称を確認す
る．(90分)

手の短い筋の走行（起始・停止）と
機能．自由上肢の筋膜と特殊装置．
筋の神経支配について．(90分)

3

体幹2　筋・筋膜（白幡）
体幹の筋の走行（起始・停止）と機能および支配神経について学
ぶ．

復習：椎骨・肋骨について．
予習：体幹部の筋の名称を確認す
る．(90分)

固有背筋・腹筋群の走行（起始・停
止）と機能について．(90分)

4

上肢1　骨，靱帯および関節（白幡）
肩甲帯・自由上肢の骨と関節について学ぶ．

復習：固有背筋・腹筋群について．
予習：上肢帯・自由上肢を構成する
骨の名称を確認する．(90分)

肩甲帯・自由上肢の各骨・各部の名
称，各関節の名称・構造について．
(90分)

7

下肢1　骨，靱帯および関節（白幡）
骨盤帯・自由下肢の骨と関節について学ぶ．

復習：手の短い筋について．筋膜と
特殊装置．筋の神経支配．
予習：骨盤帯・自由下肢を構成する
骨の名称を確認する．(90分)

骨盤帯・自由下肢の各骨・各部の名
称，各関節の名称・構造について．
(90分)

8

下肢2　筋，筋膜および特殊装置1（白幡）
骨盤帯・大腿・下腿の筋の走行（起始・停止）と機能について学
ぶ．

復習：骨盤帯・自由下肢の各骨につ
いて．
予習：骨盤帯・大腿・下腿の筋の名
称を確認する．(90分)

骨盤帯・大腿・下腿の筋の走行（起
始・停止）と機能について．(90分)
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9

下肢3　筋，筋膜および特殊装置2（白幡）
足の短い筋の走行（起始・停止）と機能について学ぶ．
自由下肢の筋膜と特殊装置について学ぶ．
筋の神経支配について学ぶ．

復習：骨盤帯・大腿・下腿の筋につ
いて．
予習：足の短い筋の名称を確認す
る．(90分)

足の短い筋の走行（起始・停止）と
機能．自由上肢の筋膜と特殊装置．
筋の神経支配について．(90分)

10

頭・頸部1　頭蓋（白幡）
頭蓋・頸部を構成する骨・連結・関節について学ぶ．
頭・頸部2　筋，筋膜（白幡）
頭蓋・頸部の筋の走行（起始・停止）と機能および支配神経につ
いて学ぶ．

復習：足の短い筋について．筋膜と
特殊装置．筋の神経支配．
予習：頭蓋を構成する骨の名称を確
認する．頭・頸部の筋の名称を確認
する．(90分)

頭蓋の各骨・各部の名称，各連結・
各関節の名称・構造について．(90
分)

13

神経系3　（木村）
脊髄の構造・機能，脊髄神経，運動に関わる神経伝導路・反射
路，脳脊髄液，脳と脊髄の血管について学ぶ．

脊髄の構造について確認しておくこ
と．事前に配布する講義資料を読ん
でおくこと．(90分)

重要事項をノートにまとめ，確認し
ておくこと．(90分)

14

神経系4　（木村）
感覚器:体性感覚，視覚，聴覚・平衡覚，嗅覚，味覚と感覚の神
経伝導路について学ぶ．

感覚器について確認しておくこと．
事前に配布する講義資料を読んでお
くこと．(90分)

重要事項をノートにまとめ，確認し
ておくこと．(90分)

11

 B　神経系の解剖学
神経系1　（木村）
神経組織の構成，神経組織の発生について学ぶ．

神経組織の構成について確認してお
くこと．事前に配布する講義資料を
読んでおくこと．(90分)

重要事項をノートにまとめ，確認し
ておくこと．(90分)

12

神経系2　（木村）
脳の構造・機能 ー 大脳，小脳，脳幹，脳神経について学ぶ．

脳の構造について確認しておくこ
と．事前に配布する講義資料を読ん
でおくこと．(90分)

重要事項をノートにまとめ，確認し
ておくこと．(90分)

定期試験 0

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 「まとめと試験」で60％以上の得点を合格とする．

15

解剖学Ⅰのまとめと試験　（白幡）
これまでに学んだ内容についての確認を行う．

教科書・講義資料を読んで復習して
おくこと．(150分)

試験の出題内容について確認してお
くこと。(30分)

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

生理学との関連で理解を深めること．
必ず（ルーズリーフではない）ノートを用意すること．
6回以上欠席するとこの科目を不可とする．

備考欄

その他 0

教科書 標準解剖学 / 坂井健雄 / 医学書院

参考文献

分冊 解剖学アトラス 第6版 ⅠⅡⅢ / Platzer / 文光堂
図解 解剖学事典 第3版 / Feneis / 医学書院　
解剖学講義 改訂3版 / 伊藤 隆 / 南山堂
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

100940A1 解剖学II 2203 2 カリキュラムにより
異なります。

到達目標

1. 細胞・組織の構造と機能を説明できる．
2. 循環器系の構造と機能を説明できる．
3. 消化器系，呼吸器系の構造と機能を説明できる．
4. 泌尿器系，生殖器の構造と機能を説明できる．
5. 内分泌系，皮膚の構造と機能を説明できる．

授業の方法

教科書および配布資料を基にした講義形式で進める．
適宜パワーポイントを用いる．
毎回講義の初めに確認小テストを行う．

ＩＣＴ活用 適宜Webにて学習の補助教材の配布などを予定．

後期

教員氏名 白幡　知尋

授業の位置づけ

理学療法学科のディプロマ・ポリシーの「理学療法を行うための基本的な専門的知識・技術を身につけている．（知識・技能）」ことに特
に関係のある科目である．
作業療法学科のディプロマ・ポリシーの「作業療法を実践するために必要な基本的知識を身につけている．（知識・技能）」ことに特に関
係がある科目である．
解剖学Ⅰでは筋骨格系と神経系を中心に扱い，続く解剖学Ⅱでは内臓について扱う．生理学とともに身体の構造と機能を理解することを目
的とし，内科学・病理学などを学ぶ際の基礎となる．

授業の概要

人体の基本構造を細胞・組織・器官・器官系（循環器系，消化器系，呼吸器系，泌尿器系，生殖器系，内分泌系）レベルで系統的に学ぶ．
また，構造に基づいた機能との関連を学び，理学・作業療法士としての人体の基本構造とその機能，ならびに器官の相互作用を理解する．

1

内臓の概説／心臓-循環器系1
臓器の分類，循環器系の構成・心臓について学ぶ．

第Ⅱ巻「内臓の概説」p2～p3と「心
臓-循環器系」p6～p33をあらかじめ
読んでおく．(90分)

重要事項をノートにまとめ，特に臓
器の身体における位置の表し方を確
認しておくこと．(90分)

2

心臓-循環器系2
心臓・大血管について学ぶ．

前回の内容を確認し、教科書の当該
部分を読んでおくこと．（90分）

重要事項をノートにまとめ、確認し
ておくこと．（90分）

実務経験のある
教員の教育内容

総合病院勤務等の経験から理学療法及び作業療法の臨床に即した情報を加えながら講義を進めていく．また，自然人類学的視点からヒトの
構造を解説する．

課題に対する
フィードバック

の方法

毎回の講義開始時に準備学習欄に記載された内容の小テストを行い，適宜フィードバックとして解説を行う．
この小テストは出席票を兼ねる．

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

呼吸器系2
肺・縦隔について学ぶ．

前回の内容を確認し、教科書の当該
部分を読んでおくこと．（90分）

重要事項をノートにまとめ、確認し
ておくこと．（90分）

6

消化器系1
概説，口腔・咽頭・食道・腹腔について学ぶ．

前回の内容を確認し、教科書の当該
部分を読んでおくこと．（90分）

重要事項をノートにまとめ、確認し
ておくこと．（90分）

3

心臓-循環器系3
血管の構造・動脈系・静脈系・リンパ管とリンパ節について学
ぶ．

前回の内容を確認し、教科書の当該
部分を読んでおくこと．（90分）

重要事項をノートにまとめ、確認し
ておくこと．（90分）

4

呼吸器系1
概説，鼻・咽頭・喉頭・気管について学ぶ．

前回の内容を確認し、教科書の当該
部分を読んでおくこと．（90分）

重要事項をノートにまとめ、確認し
ておくこと．（90分）

9

泌尿器系
概説，腎臓・導尿器官について学ぶ．

前回の内容を確認し、教科書の当該
部分を読んでおくこと．（90分）

重要事項をノートにまとめ、確認し
ておくこと．（90分）

10

生殖器系
概説，男性生殖器系・女性生殖器系について学ぶ．

前回の内容を確認し、教科書の当該
部分を読んでおくこと．（90分）

重要事項をノートにまとめ、確認し
ておくこと．（90分）

7

消化器系2
胃・肝臓・膵臓について学ぶ．

前回の内容を確認し、教科書の当該
部分を読んでおくこと．（90分）

重要事項をノートにまとめ、確認し
ておくこと．（90分）

8

消化器系3
小腸・大腸について学ぶ．

前回の内容を確認し、教科書の当該
部分を読んでおくこと．（90分）

重要事項をノートにまとめ、確認し
ておくこと．（90分）

11

まとめ1
これまでに見てきた器官について機能的な相互関係などを中心に
復習を行う．


これまでに学んだ内臓について復習
しておくこと．（90分）

重要事項をノートにまとめ、確認し
ておくこと．（90分）

12

内分泌系
腺・視床下部-下垂体系・松果体・副腎(腎上体)・甲状腺・膵臓
の島器官・散在性内分泌細胞系について学ぶ．

前回の内容を確認し、教科書の当該
部分を読んでおくこと．（90分）

重要事項をノートにまとめ、確認し
ておくこと．（90分）
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13

血液-リンパ系
血液・防御系・リンパ性器官・脾臓について学ぶ．

前回の内容を確認し、教科書の当該
部分を読んでおくこと．（90分）

重要事項をノートにまとめ、確認し
ておくこと．（90分）

14

皮膚
外皮・皮膚の付属器・女性の乳房と乳腺について学ぶ．

前回の内容を確認し、教科書の当該
部分を読んでおくこと．（90分）

重要事項をノートにまとめ、確認し
ておくこと．（90分）

定期試験 0

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 「まとめと試験」で60％以上の得点を合格とする．

15

まとめ2
解剖学Ⅱのまとめと試験
これまでに学んだ内容についての確認を行う．

これまでに学んだ内臓について復習
しておくこと．（90分）

重要事項をノートにまとめ、確認し
ておくこと．（90分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

生理学との関連で理解を深めること．
必ず（ルーズリーフではない）ノートを用意すること．

備考欄

その他 0

教科書

標準解剖学 / 坂井健雄 / 医学書院

参考文献

分冊 解剖学アトラス 第6版 ⅠⅡⅢ / Platzer / 文光堂
図解 解剖学事典 第3版 / Feneis / 医学書院　
解剖学講義 改訂3版 / 伊藤 隆 / 南山堂
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

110920A1 生理学I 2210 2 1

到達目標

以後の講義や実習で使用される生理学の重要な用語について理解し、説明ができる。
外界の環境変化や人体内部の変動に呼応して、生体が反応する仕組みを説明できる。
関連する医学専門書が読解できる。

授業の方法

パワーポイントと配布資料を用いて講義形式で進める。
各講義中、講義内容の復習テストを行うとともに講義内容への質問・感想を記載してもらう。
最終回にまとめの試験を行う。

ＩＣＴ活用 配布資料（カラー）と講義で使用するアニメーションや動画を事前にWebで公開し、予習と自主学習を促す。

前期

教員氏名 木村　一志、侘美　靖

授業の位置づけ

理学療法学科のディプロマ・ポリシーの「理学療法を行うための基本的な専門的知識・技術を身につけている。（知識・技能）」ことと特
に関係がある科目である。
作業療法学科のディプロマ・ポリシーの「作業療法を実践するために必要な基本的知識を身につけている。（知識・技能）」ことと関係が
ある科目である。
「生命科学」「解剖学Ｉ」と関連し、「生理学ＩＩ」「解剖学ＩＩ」「病理学」「生理学実習」の基礎となる。

授業の概要

医療系分野の必須基礎知識である人体の生理機能を学習する。複雑な人体の生理機能のうち、生命活動を維持するために必要な体液・血液
と循環・呼吸、消化と吸収・排泄、代謝の機能について、解剖学の知識を活用しながら学習する。

1

細胞（木村）：生命の基本単位である細胞の構成要素と機能につ
いて理解する。
細胞内小器官の機能について理解する。細胞が行う生命活動につ
いて理解する。

教科書1のp1～19を読んでおくこ
と。（90分）

講義で説明した重要事項をノートに
まとめ、確認しておくこと。（90
分）

2

組織1（木村）:人体を構成する組織について理解する。
上皮組織の構造と機能について理解する。
骨・軟骨・関節の構造と機能について理解する。

事前配布資料や教科書1の
p67,68,180,181を読んでおくこと。
（90分）

講義で説明した重要事項をノートに
まとめ、確認しておくこと。（90
分）

実務経験のある
教員の教育内容

木村：該当なし
侘美：該当なし

課題に対する
フィードバック

の方法

フィードバックとして復習テストは採点後、コメントを付して返却します。
フィードバックとして授業内容への質問は、その質問と回答を履修登録者全員で共有します。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

循環（木村）：血管の構造と血液の循環システムと自律神経やホ
ルモンによる調節について理解する。
心臓の構造と機能について理解する。リンパ管の構造とリンパ液
の機能について理解する。

事前配布資料や教科書1のp102-128
を読んでおくこと。（90分）

講義で説明した重要事項をノートに
まとめ、確認しておくこと。（90
分）

6

呼吸（木村）：気管・気管支、肺、胸膜など呼吸系器官の構造と
機能について理解する。
呼吸運動、ガス交換、呼吸の調節について理解する。

事前配布資料や教科書1のp131-142
を読んでおくこと。（90分）

講義で説明した重要事項をノートに
まとめ、確認しておくこと。（90
分）

3

組織2（木村）：結合組織と筋組織の構造と機能について理解す
る。
骨格筋、心筋、平滑筋の構造と機能について理解する。それぞれ
の筋肉の収縮メカニズムの違いを理解する。

事前配布資料や教科書1のp53-66を
読んでおくこと。（90分）

講義で説明した重要事項をノートに
まとめ、確認しておくこと。（90
分）

4

血液、体液と浸透圧（木村）：血液、血球の役割について理解す
る。
血液凝固の仕組みについて理解する。
体液の組成とその働きを理解する。
浸透圧について理解する。

事前配布資料や教科書1のp8、86-
100を読んでおくこと。（90分）

講義で説明した重要事項をノートに
まとめ、確認しておくこと。（90
分）

7

栄養と代謝1(侘美）
エネルギー代謝の基礎的事項とATP生産システムについて理解す
る。(電卓使用予定)

事前配布資料や教科書1のp188-
193、p216-218を読んでおくこと。
(90分）

講義で説明した重要事項をノートに
まとめ、確認しておくこと。（90
分）

8

栄養と代謝2(侘美）
無酸素運動と有酸素運動、および筋収縮のエネルギー源について
理解する。(電卓使用予定)

事前配布資料や教科書2のp893-899
を読んでおくこと。(90分）

講義で説明した重要事項をノートに
まとめ、確認しておくこと。（90
分）
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9

栄養と代謝３(侘美）
エネルギー供給システムと運動指導プログラムについて理解す
る。


事前配布資料や教科書1のp219-223
を読んでおくこと。（90分）

講義で説明した重要事項をノートに
まとめ、確認しておくこと。（90
分）

10

消化と吸収1（木村）︓消化管（口腔、食道、胃、小腸、大腸）
の構造と機能について理解する。排便の仕組みを理解する。

事前配布資料や教科書1のp1
59-164、168-169と教科書2のp830-
831をを読んでおくこと。（90分）

講義で説明した重要事項をノートに
まとめ、確認しておくこと。（90
分）

13

尿の排泄と体液の酸塩基平衡（木村）：膀胱の構造と機能につい
て理解する。尿の排泄の仕組みについて理解する。体液バランス
や体液の酸塩基平衡について理解する。

事前配布資料や教科書1のp150-158
を読んでおくこと。（90分）

講義で説明した重要事項をノートに
まとめ、確認しておくこと。（90
分）

14

ゲスト講師（三重大学医学系研究科溝口明教授）による特別講義
（木村）：神経細胞の生理学
神経細胞機能の基本を理解する。神経組織の生理機能について理
解する。認知症について理解する。

教科書1のp21-31を読んでおくこ
と。（90分）

講義で説明した重要事項をノートに
まとめ、確認しておくこと。（90
分）

11

消化と吸収2（木村）︓肝臓、膵臓の構造と機能について理解す
る。
消化吸収の仕組みとその調節機構について理解す
る。

事前配布資料や教科書1のp164-170
を読んでおくこと。（90分）

講義で説明した重要事項をノートに
まとめ、確認しておくこと。（90
分）

12

尿の生成（木村）：腎臓、尿管の構造と機能について理解する。
尿の生成の仕組み、腎機能の調節機構について理解する。

事前配布資料や教科書1のp162-176
を読んでおくこと。（90分）

講義で説明した重要事項をノートに
まとめ、確認しておくこと。（90
分）

定期試験 0 実施しない。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 講義ごとの復習テスト、まとめの試験、講義への参加態度。
復習テストとまとめの試験を合計して6割以上の得点で単位を認定。

15

演習（木村）：まとめと試験
第1～13回の講義内容をまとめるとともに、理解の確認を行うた
めにまとめの試験を行う。

第1～13回の講義内容を復習してお
くこと。（150分）

まとめの試験の出題内容について確
認しておくこと。（30分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

解剖学や生命科学との関連で理解を深めること。
講義を6回以上欠席すると生理学Ｉの単位を不可とする。

備考欄

その他 0

教科書

1.PTOT生理学/岡田隆夫,長岡正範/医学書院
2.標準生理学/小澤瀞司・福田康一郎/医学書院

参考文献

生理学テキスト、大地陸男　著、文光堂
シンプル生理学、貴邑富久子他、南江堂
カラーイラストで学ぶ集中講義　生理学、岡田隆夫、メジカルビュー
細胞の分子生物学、中村桂子・松原健一監訳、ニュートンプレス
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

904380A1 生理学II 2211 2 カリキュラムにより
異なります。

到達目標

神経細胞の活動を理解し、説明することができる。
神経細胞による情報伝達の仕組みを理解し、説明することができる。　　　　　　　　　　　　　　　
感覚受容の仕組みを理解し、説明することができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
中枢神経系による運動調節の仕組みを理解し、説明することができる。
自律神経・内分泌や生殖の仕組みを理解し、説明することができる。 
その他の脳の働きを理解し、説明することができる。

授業の方法

パワーポイントと配布資料を用いて講義形式で進める。
各講義中、講義内容の復習テストを行うとともに講義内容への質問・感想を書いてもらう。

ＩＣＴ活用

配布資料（カラー）と講義で使⽤したアニメーションや動画を事前にWebで公開し、予習と⾃主学習を促
す。

後期

教員氏名 木村　一志

授業の位置づけ

理学療法学科のディプロマ・ポリシーの「理学療法を行うための基本的な専門的知識・技術を身につけている。（知識・技能）」ことと特
に関係がある科目である。
作業療法学科のディプロマ・ポリシーの「作業療法を実践するために必要な基本的知識を身につけている。（知識・技能）」ことと関係が
ある科目である。
「解剖学Ｉ」、「解剖学ＩＩ」、「生理学Ｉ」と関連し、「生理学実習」、「応用解剖学実習」（理学療法学科）、「解剖学実習」（作業
療法学科）、「高次脳機能障害学」の基礎となる。

授業の概要

脳機能をはじめとする神経系機能の情報伝達メカニズムについて、分子・細胞レベルから臓器に至るまで幅広く理解し、神経障害とリハビ
リテーションによる機能回復について生理学的観点から学習する。
また、生命活動を維持するために必要な内分泌や生殖の仕組みについても学習する。

1

神経科学概論
神経系の成り立ちについて理解する。脳・脊髄の構造と機能につ
いて理解する。

教科書1のp33-51、教科書2のp186-
193、208-210を読んでおくこと。
(15分)

講義で説明した重要事項を
ノートにまとめ、確認して
おくこと。（30分）

2

神経の情報伝達機構
神経情報の伝達メカニズムについて理解する。
イオンチャネルと活動電位、シナプスの構造と機能、神経筋接合
部、神経伝達物質について理解する。

事前配布資料や教科書1のp21-31を
読んでおくこと。（15分）

講義で説明した重要事項を
ノートにまとめ、確認して
おくこと。（30分）

実務経験のある
教員の教育内容

該当なし

課題に対する
フィードバック

の方法

フィードバックとして復習テストは採点後、コメントを付して返却します。
フィードバックとして授業内容への質問は、その質問と回答を履修登録者全員で共有します。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

感覚の受容と脳における情報処理3
体性感覚と内臓感覚の受容機構とその神経伝導路を理解する。

事前配布資料や教科書1のp62，63、
73-75を読んでおくこと。（15分）

講義で説明した重要事項を
ノートにまとめ、確認して
おくこと。（30分）

6

脳と脊髄による運動制御1
運動野ー皮質脊髄路による運動制御の仕組みを理解する。脊髄反
射による運動制御の仕組みを理解する。

事前配布資料や教科書2のp334--
347、367-378を読んでおくこと。
（15分）

講義で説明した重要事項を
ノートにまとめ、確認して
おくこと。（30分）

3

感覚の受容と脳における情報処理1
視覚・聴覚・平衡覚の受容機構とその神経伝導路を理解する。

事前配布資料や教科書1のp74-81を
読んでおくこと。（15分）

講義で説明した重要事項を
ノートにまとめ、確認して
おくこと。（30分）

4

感覚の受容と脳における情報処理2
嗅覚、味覚の受容機構とその神経伝導路を理解する。

事前配布資料や教科書2のp316-326
を読んでおくこと。（15分）

講義で説明した重要事項を
ノートにまとめ、確認して
おくこと。（30分）

9

視床下部と内分泌、自律神経1
視床下部による下垂体の内分泌制御、交感神経と副交感神経によ
る各臓器の機能調節について理解する。

事前配布資料や教科書1のp172-
179、教科書412-436を読んでおくこ
と。（15分）

講義で説明した重要事項を
ノートにまとめ、確認して
おくこと。（30分）

7

脳と脊髄による運動制御2
大脳基底核による運動制御の仕組みを理解する。小脳による運動
制御の仕組みを理解する。

事前配布資料や教科書2のp379-400
を読んでおくこと。（15分）

講義で説明した重要事項を
ノートにまとめ、確認して
おくこと。（30分）

8

ゲスト講師（北海道大学医学研究科神谷温之教授）による特別講
義
シナプスの可塑性、記憶と学習のメカニズムについて理解する。

事前配布資料や教科書2のp485-491
を読んでおくこと。（15分）

講義で説明した重要事項を
ノートにまとめ、確認して
おくこと。（30分）
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10

視床下部と内分泌、自律神経2
松果体、副腎、甲状腺、副甲状腺、膵臓が分泌するホルモンの機
能とその調節機構について理解する。

事前配布資料や教科書1の179-185を
読んでおくこと。（15分）

講義で説明した重要事項を
ノートにまとめ、確認して
おくこと。（30分）

13

神経発生と脳の可塑性
神経系発生のメカニズムについて理解する。
神経回路形成の仕組みを理解する。
脳の可塑性について理解する。

事前配布資料や教科書2のp195-202
を読んでおくこと。（15分）

講義で説明した重要事項を
ノートにまとめ、確認して
おくこと。（30分）

14

脳と行動、脳の高次機能
脳と行動の関係について理解する。摂食行動、動機づけ、情動、
脳波と睡眠について理解する。脳の言語処理機能について理解す
る。

事前配布資料や教科書2のp471、
472、478-484、491-496を読んでお
くこと。（15分）

講義で説明した重要事項を
ノートにまとめ、確認して
おくこと。（30分）

11

ゲスト講師（摂南大学藤林真美教授）による特別講義
心と体の健康について理解する。ストレスと健康について理解す
る。

事前配布資料を読んでおくこと。
（15分）

講義で説明した重要事項を
ノートにまとめ、確認して
おくこと。（30分）

12

生殖と発生
女性生殖器の構造と機能を理解する。男性生殖器の構造と機能を
理解する。ヒトの発生について理解する。

事前配布資料や教科書1のp199-210
を読んでおくこと。（15分）

講義で説明した重要事項を
ノートにまとめ、確認して
おくこと。（30分）

定期試験 0

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 復習テスト、まとめの試験、講義への参加態度。復習テストとまとめの試験両方を合わせて6割以上の得点
で単位を認定。

15

演習：まとめの試験
第1-14回の講義内容について出題し、理解の確認を行う。

第1-14回までの講義内容を復習して
おくこと。
（40分）

試験の出題内容につい
て確認しておくこと。（5
分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

解剖学や運動学との関連で理解を深めること。
6回以上欠席すると不可とする。

備考欄

その他 0

教科書 前期の生理学Ｉと同じ

参考文献

神経科学ー脳の探求ー、加藤宏司　他　監訳、西村書店
エッセンシャル神経科学、前田正信 監訳、丸善
カールソン神経科学テキスト、秦羅雅登　他訳、丸善
カンデル神経科学、金澤一郎・宮下保司　監訳、メディカルサイエンスインターナショナル
もっとよくわかる！脳神経科学、工藤佳久著、羊土社
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

11083051 応用解剖学実習1組 2207 2 2

到達目標

・体表触診実習によって人体骨格の特徴を説明できる。

・脳・脊髄（中枢神経系）と末梢神経系の形態と機能を関連づけ、錐体路から運動器官までの一連の流れを　
　説明できる。

・運動の記憶（特に小脳機能）について説明できる。

・脳神経の機能について説明できる。

・内臓系の基本的な形態と機能を関連づけて説明できる。

授業の方法

Ⅰについては、グループワークによる体表触知や関節運動を実技形式で行う。（全3回）

Ⅱについては脳の標本等を活用しながら教科書の内容を立体的に理解できるようにすすめる。
　理解度を確認するため授業の最後に確認テストを実施する。（全7回）

ⅢについてはIパワーポイントとハンドアウトを活用して理解しやすいように行う。（全4回）

最終回に札幌医大標本館にて標本の観察とスケッチを行う。

ＩＣＴ活用 webアプリのvisible bodyなどを適宜活用する。

前期

教員氏名 池野　秀則、橋田　浩

授業の位置づけ

ディプロマ・ポリシーの「理学療法を行うための基本的な専門的知識・技術を身につけている（知識・技能）」ことと特に関係がある科目
である。また、その他のすべてのディプロマ・ポリシーと関係している。
「解剖学Ⅰ」　「解剖学Ⅱ」　「基礎解剖学実習」の発展的科目で形態学的側面のみでなく機能学的側面も学習する。さらに、「病態運動
学」や「神経障害理学療法学・実習」とつながる科目である。

授業の概要

Ⅰ：体表触診実習では学生相互に体表触知や関節運動などの基本を理解した上で、触診の技術を修得する。

Ⅱ：中枢神経系（脳・脊髄）、末梢神経系の形態と機能について理解する。

Ⅲ：呼吸器系、循環器系、消化器系、泌尿器系、生殖器系、ヒトの発生・発達、内分泌系など内臓系の正常　
　　な形態と機能について理解する。

1

肩甲骨、上肢の動きについて理解する。（橋田） 上肢の起始・停止について確認して
おくこと。

上肢の筋について同定できるように
復習しておくこと。

2

下肢、骨盤の動きについて理解する。（橋田） 下肢の起始・停止について確認して
おくこと。

下肢の筋について同定できるように
復習しておくこと。

実務経験のある
教員の教育内容

橋田は病院、クリニックにて理学療法士として勤務した経験を活かして触診を担当する。
池野は総合病院・介護老人保健施設にて理学療法士として勤務した経験を活かして神経系・内臓系の実習を担当する。

課題に対する
フィードバック

の方法

フィードバックとして理解度確認テストを実施し、回収後、解答の解説を行う。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

大脳皮質の全体像について理解する。（池野） 前頭葉・頭頂葉・側頭葉・後頭葉の
役割について調べておくこと。

大脳皮質全体像を各葉の役割と関連
づけて復習しておくこと。

6

大脳辺縁系、大脳基底核の役割について理解する。（池野） 大脳辺縁系、大脳基底核の位置につ
いて調べておくこと。

大脳辺縁系、大脳基底核の役割につ
いて復習しておくこと。

3

体幹の動きについて理解する。人体の動き全体におけるまとめ及
び総合評価をおこなう。（橋田）

体幹筋の起始・停止について確認し
ておくこと。

体幹筋について同定できるように復
習しておくこと。

4

神経系の基本要素を理解する。（池野） ニューロンの形態を描けるようにし
ておくこと。

神経系の基本要素について復習して
おくこと。

9

錐体路、錐体外路、脊髄について理解する。
（池野）

遠心性伝導路について調べておくこ
と。

錐体路、錐体外路、脊髄について復
習しておくこと。

10

脳神経、脊髄神経、自律神経について理解する。
（池野）

末梢神経について調べておくこと。 脳神経、脊髄神経、自律神経につい
て復習しておくこと。

7

脳幹、脳血管について理解する。（池野） 脳幹の構成、脳の動脈について調べ
ておくこと。

脳幹、脳血管について復習しておく
こと。

8

運動の記憶、大脳小脳連関について理解する。（池野） 小脳の働きについて調べておくこ
と。

小脳の働きについて復習しておくこ
と。

11

循環器系、呼吸器系について理解する。
（池野）

循環器系、呼吸器系の形態と機能に
ついて調べておくこと。

循環器系と呼吸器系の形態と機能に
ついて復習しておくこと。
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13

生殖系、血液系、免疫系、感覚器系について理解する。（池野） 生殖系、血液系、免疫系、感覚器系
の形態と機能について調べておくこ
と。

生殖系、血液系、免疫系、感覚器系
の形態と機能を復習しておくこと。

14

内分泌系、細胞、人体の発生について理解する。
全体のまとめ及び総合評価を行う。
（池野）

内分泌系、細胞の形態と機能及び人
体の発生について調べておくこと。

内分泌系、細胞の形態と機能及び人
体の発生について復習しておくこ
と。

12

消化器系①（消化管）、消化器系②（肝・胆・膵）、泌尿器系に
ついて理解する。
（池野）

消化器系①（消化管）、消化器系②
（肝・胆・膵）、泌尿器系の形態と
機能を調べておくこと。

消化器系①（消化管）、消化器系②
（肝・胆・膵）、泌尿器系の形態と
機能について復習しておくこと。

定期試験

0 実施しない

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 Ⅰは20％（総合評価）、Ⅱは50％（理解度確認テストと総合評価）、Ⅲは30％（理解度確認テストと総合
評価）を担当別に評価し、総合する。

15

札幌医大標本館見学：病理標本の見学及びスケッチ（池野） なし 標本館で見学したことについて復習
しておくこと。

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

実習科目なので原則として欠席の場合は単位取得できない。

備考欄

Ⅰの体表触診実習においては、学生同士で身体を触るので、新型コロナウィルスの影響により、後期に延期する場合もある。延期する場合
は事前に連絡する。

その他 0 なし

教科書

病気がみえる（脳・神経）　尾上　尚志他　メディックメディア

参考文献

PT・OT・STのための解剖学　渡辺正仁監修　廣川書店
イラスト解剖学　松村譲児著　中外医学社
ネッター解剖学アトラス　相磯禎和訳　南江堂
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

11083052 応用解剖学実習2組 2207 2 2

到達目標

・体表触診実習によって人体骨格の特徴を説明できる。

・脳・脊髄（中枢神経系）と末梢神経系の形態と機能を関連づけ、錐体路から運動器官までの一連の流れを　
　説明できる。

・運動の記憶（特に小脳機能）について説明できる。

・脳神経の機能について説明できる。

・内臓系の基本的な形態と機能を関連づけて説明できる。

授業の方法

Ⅰについては、グループワークによる体表触知や関節運動を実技形式で行う。（全3回）

Ⅱについては脳の標本等を活用しながら教科書の内容を立体的に理解できるようにすすめる。
　理解度を確認するため授業の最後に確認テストを実施する。（全7回）

ⅢについてはIパワーポイントとハンドアウトを活用して理解しやすいように行う。（全4回）

最終回に札幌医大標本館にて標本の観察とスケッチを行う。

ＩＣＴ活用 webアプリのvisible bodyなどを適宜活用する。

前期

教員氏名 池野　秀則、橋田　浩

授業の位置づけ

ディプロマ・ポリシーの「理学療法を行うための基本的な専門的知識・技術を身につけている（知識・技能）」ことと特に関係がある科目
である。また、その他のすべてのディプロマ・ポリシーと関係している。
「解剖学Ⅰ」　「解剖学Ⅱ」　「基礎解剖学実習」の発展的科目で形態学的側面のみでなく機能学的側面も学習する。さらに、「病態運動
学」や「神経障害理学療法学・実習」とつながる科目である。

授業の概要

Ⅰ：体表触診実習では学生相互に体表触知や関節運動などの基本を理解した上で、触診の技術を修得する。

Ⅱ：中枢神経系（脳・脊髄）、末梢神経系の形態と機能について理解する。

Ⅲ：呼吸器系、循環器系、消化器系、泌尿器系、生殖器系、ヒトの発生・発達、内分泌系など内臓系の正常　
　　な形態と機能について理解する。

1

肩甲骨、上肢の動きについて理解する。（橋田） 上肢の起始・停止について確認して
おくこと。

上肢の筋について同定できるように
復習しておくこと。

2

下肢、骨盤の動きについて理解する。（橋田） 下肢の起始・停止について確認して
おくこと。

下肢の筋について同定できるように
復習しておくこと。

実務経験のある
教員の教育内容

橋田は病院、クリニックにて理学療法士として勤務した経験を活かして触診を担当する。
池野は総合病院・介護老人保健施設にて理学療法士として勤務した経験を活かして神経系・内臓系の実習を担当する。

課題に対する
フィードバック

の方法

フィードバックとして理解度確認テストを実施し、回収後、解答の解説を行う。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

大脳皮質の全体像について理解する。（池野） 前頭葉・頭頂葉・側頭葉・後頭葉の
役割について調べておくこと。

大脳皮質全体像を各葉の役割と関連
づけて復習しておくこと。

6

大脳辺縁系、大脳基底核の役割について理解する。（池野） 大脳辺縁系、大脳基底核の位置につ
いて調べておくこと。

大脳辺縁系、大脳基底核の役割につ
いて復習しておくこと。

3

体幹の動きについて理解する。人体の動き全体におけるまとめ及
び総合評価をおこなう。（橋田）

体幹筋の起始・停止について確認し
ておくこと。

体幹筋について同定できるように復
習しておくこと。

4

神経系の基本要素を理解する。（池野） ニューロンの形態を描けるようにし
ておくこと。

神経系の基本要素について復習して
おくこと。

9

錐体路、錐体外路、脊髄について理解する。
（池野）

遠心性伝導路について調べておくこ
と。

錐体路、錐体外路、脊髄について復
習しておくこと。

10

脳神経、脊髄神経、自律神経について理解する。
（池野）

末梢神経について調べておくこと。 脳神経、脊髄神経、自律神経につい
て復習しておくこと。

7

脳幹、脳血管について理解する。（池野） 脳幹の構成、脳の動脈について調べ
ておくこと。

脳幹、脳血管について復習しておく
こと。

8

運動の記憶、大脳小脳連関について理解する。（池野） 小脳の働きについて調べておくこ
と。

小脳の働きについて復習しておくこ
と。

11

循環器系、呼吸器系について理解する。
（池野）

循環器系、呼吸器系の形態と機能に
ついて調べておくこと。

循環器系と呼吸器系の形態と機能に
ついて復習しておくこと。
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13

生殖系、血液系、免疫系、感覚器系について理解する。（池野） 生殖系、血液系、免疫系、感覚器系
の形態と機能について調べておくこ
と。

生殖系、血液系、免疫系、感覚器系
の形態と機能を復習しておくこと。

14

内分泌系、細胞、人体の発生について理解する。
全体のまとめ及び総合評価を行う。
（池野）

内分泌系、細胞の形態と機能及び人
体の発生について調べておくこと。

内分泌系、細胞の形態と機能及び人
体の発生について復習しておくこ
と。

12

消化器系①（消化管）、消化器系②（肝・胆・膵）、泌尿器系に
ついて理解する。
（池野）

消化器系①（消化管）、消化器系②
（肝・胆・膵）、泌尿器系の形態と
機能を調べておくこと。

消化器系①（消化管）、消化器系②
（肝・胆・膵）、泌尿器系の形態と
機能について復習しておくこと。

定期試験

0 実施しない

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 Ⅰは20％（総合評価）、Ⅱは50％（理解度確認テストと総合評価）、Ⅲは30％（理解度確認テストと総合
評価）を担当別に評価し、総合する。

15

札幌医大標本館見学：病理標本の見学及びスケッチ（池野） なし 標本館で見学したことについて復習
しておくこと。

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

実習科目なので原則として欠席の場合は単位取得できない。

備考欄

Ⅰの体表触診実習においては、学生同士で身体を触るので、新型コロナウィルスの影響により、後期に延期する場合もある。延期する場合
は事前に連絡する。

その他 0 なし

教科書

病気がみえる（脳・神経）　尾上　尚志他　メディックメディア

参考文献

PT・OT・STのための解剖学　渡辺正仁監修　廣川書店
イラスト解剖学　松村譲児著　中外医学社
ネッター解剖学アトラス　相磯禎和訳　南江堂
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10439051 生理学実習1組 2214 1 2

到達目標

実験を行うことにより人体の生理機能を実感する。
実験を通じて人体の構造と機能をより深く理解し、実践・応用、説明ができる。
実験により得られたデータを適切に解析・解釈し、それを基に適切なレポートを作成できる。

授業の方法

実習前課題を課す。
実験の目的・方法については実習ガイドによる説明を行い、実験手技についてはデモンストレーションを行う。毎回、異なるテーマの実験
を行う。毎回、実験後に実験目的、内容、実験結果および実験結果の解析・解釈をまとめたレポートを作成する。全員が授業計画通り全て
の実験を行うが、グループごとに行う実験の順番は異なる。詳細は生理学実習ガイドに記載する。

ＩＣＴ活用 一部の実習項目については、実習で使用した資料をWebで公開し、レポート作成への活用を促す。

前期

教員氏名 木村　一志、柴田　恵理子、未定

授業の位置づけ

ディプロマ・ポリシーの「理学療法を行うための基本的な専門的知識・技術を身につけている。（知識・技能）」ことと特に関係がある科
目である。また、「医療に関わる他の職種の役割を理解し、協力関係を築くことができる。（関心・意欲・態度）」こととも関連する。
「生理学Ｉ、ＩＩ」と関連し、「理学療法研究Ｉ、ＩＩ」の基礎となる。

授業の概要

生理学の講義で得た知識をもとに、筋収縮、筋電図、呼吸、循環、感覚（体性感覚、視覚、聴覚）、血液などの測定・観察項目について16
名程度を1グループとして実習を行い、人体の生理について理解を深める。

1

ガイダンス(木村、柴田、未定)
実習ガイドを配布し、実験項目と内容の説明を行うとともにレ
ポートの作成法や評価のポイントについて説明する。実習グルー
プ分け、実習室使用のルール、注意事項などについてガイダンス
を行う。
木村：全体、感覚、血液について説明を行う。
柴田：上肢・下肢表面筋電図について説明を行う。
：心電図、血圧、呼吸機能について説明を行う。

なし なし

2

筋電図１（柴田）：上肢の表面筋電図の記録、運動神経伝導速度
の測定、データ整理とレポート作成
・肘関節屈曲・伸展運動時の筋電図の記録、力と筋電図の大きさ
の関係、関節角度による筋活動の変化を考察する。
・刺激部位を変化させることで得られた筋電波形から運動神経伝
導速度を算出する。神経伝導速度から末梢神経の特性と速度に影
響する要因を学習する。

実習ガイドの該当ページをよく読
み、実験内容を把握しておくこと。
（30分）

期限内にレポートを作成し、提出す
ること。（240分）

実務経験のある
教員の教育内容

木村：該当なし。
柴田：理学療法士として勤務した経験を活かして、筋電図の実習の指導を行う。

課題に対する
フィードバック

の方法

フィードバックとしてレポートにコメントを付して返却します。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

視覚・聴覚（木村）：網膜上の盲点の位置測定、気導・骨導聴力
の測定、データ整理、レポート作成
左目について盲点の存在を確認し、盲点補完作用の意義を考え
る。
錯視図を参考に視覚のあいまいさの理由を考える。網膜の中心
（中心窩）から盲点までの距離を推定する。
気導・骨導の聴力測定を行い、気導聴力と骨導聴力の聴覚伝導路
の違いを確認する。
聴力レベルと周波数及び年齢との関係を考察する。

実習ガイドの該当ページをよく読
み、実験内容を把握しておくこと。
（30分）

期限内にレポートを作成し、提出す
ること。（240分）

3

筋電図２（柴田）：下肢の表面筋電図と誘発筋電図の記録、デー
タ整理とレポート作成
・立ち上がり動作、バランス運動時の筋電図の記録、スピードと
筋電図の大きさの関係、荷重量による筋活動の変化を考察する。
・下肢筋支配の神経を電気刺激し、Ｍ波・Ｈ波を記録する。刺激
の強さとＭ波・Ｈ波の振幅の変化を解析することで、波形の出現
要因と脊髄反射機構を学習する。

実習ガイドの該当ページをよく読
み、実験内容を把握しておくこと。
（30分）

期限内にレポートを作成し、提出す
ること。（240分）

4

皮膚感覚（木村）：二点識別閾（２点刺激閾）の測定、データ整
理とレポート作成
先端にナイロンテグスを取り付けたデバイダーを用い、人体各部
の皮膚上に加えた２点刺激閾を測定する。
安静時に測定した人体各部の２点刺激閾に及ぼす運動（踏み台昇
降運動）の影響を調べる。

実習ガイドの該当ページをよく読
み、実験内容を把握しておくこと。
（30分）

期限内にレポートを作成し、提出す
ること。（240分）
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6

心電図・血圧（未定）：正常心電図の導出記録、血圧測定、デー
タ整理とレポート作成
肢導出と胸部導出による心電図の記録を行う。
心電図をＰ，ＱＲＳ、Ｔ波について潜時振幅を測定する。
測定した心電図記録を用いて電気軸を求める。
聴診法による血圧測定の原理を理解する。
姿勢変換後の経時的な血圧測定を行い、重力が血圧変動に及ぼす
影響ついて考察する。　

実習ガイドの該当ページをよく読
み、実験内容を把握しておくこと。
（30分）

期限内にレポートを作成し、提出す
ること。（240分）

9 なし なし なし

10 なし なし なし

7

呼吸機能（未定）：スパイログラムの記録、運動時の呼吸数・血
圧を測定、データ整理とレポート作成
スパイロメータを用い、スパイログラム（肺気量曲線）を記録す
る。
背臥位と座位でスパイログラムを記録し、各測定項目の値が姿勢
によって異なる理由について考察する。
中等度運動時の呼吸数・血圧測定を行い、運動負荷による呼吸・
循環機能の変化について考察する。

実習ガイドの該当ページをよく読
み、実験内容を把握しておくこと。
（30分）

期限内にレポートを作成し、提出す
ること。（240分）

8

血液(木村、柴田、)：血液塗抹標本の作製、血球と骨格筋標本の
観察・スケッチとレポート作成
血液塗抹標本を作製し、顕微鏡で血球を観察する。
各血球（赤血球、好中球、好酸球、好塩基球、単球、リンパ球）
を区別し、スケッチする。
各白血球（好中球、好酸球、好塩基球、単球、リンパ球）が全白
血球に占める比率を求める。
骨格筋標本を観察し、筋紡錘をスケッチする。
３つのグループに分かれて行う。
まとめの試験（木村、柴田、）：実習で学んだことを確認する試
験を３つのグループに分かれて行う。

実習ガイドの該当ページをよく読
み、実験内容を把握しておくこと。
（30分）
全ての実習内容について復習してお
くこと。（180分）

期限内にレポートを作成し、提出す
ること。（240分）

13 なし なし なし

14 なし なし なし

11 なし なし なし

12 なし なし なし

定期試験 0

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 実習前課題。実習レポート。まとめの試験。実習参加態度。全ての実験と試験に参加し、全ての課題とレ
ポートを提出しないと単位を認定しない。

15 なし なし なし

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

白衣、ネームプレート、実習靴を必ず着用。
実習に積極的に参加すること。
遅刻欠席厳禁。




備考欄

その他 0

教科書 「生理学実習ガイド」冊子を配布する。

参考文献

1.新生理学実習書、日本生理学会編、南江堂
2.生理学実習ノート、杉春夫緒、南江堂
3.生理学実習ＮＡＶＩ、佐藤昭夫監修、医歯薬出版
4.生理学の講義で使用した教科書
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10439052 生理学実習2組 2214 1 2

到達目標

実験を行うことにより人体の生理機能を実感する。
実験を通じて人体の構造と機能をより深く理解し、実践・応用、説明ができる。
実験により得られたデータを適切に解析・解釈し、それを基に適切なレポートを作成できる。

授業の方法

実習前課題を課す。
実験の目的・方法については実習ガイドによる説明を行い、実験手技についてはデモンストレーションを行う。毎回、異なるテーマの実験
を行う。毎回、実験後に実験目的、内容、実験結果および実験結果の解析・解釈をまとめたレポートを作成する。全員が授業計画通り全て
の実験を行うが、グループごとに行う実験の順番は異なる。詳細は生理学実習ガイドに記載する。

ＩＣＴ活用 一部の実習項目については、実習で使用した資料をWebで公開し、レポート作成への活用を促す。

前期

教員氏名 木村　一志、柴田　恵理子、未定

授業の位置づけ

ディプロマ・ポリシーの「理学療法を行うための基本的な専門的知識・技術を身につけている。（知識・技能）」ことと特に関係がある科
目である。また、「医療に関わる他の職種の役割を理解し、協力関係を築くことができる。（関心・意欲・態度）」こととも関連する。
「生理学Ｉ、ＩＩ」と関連し、「理学療法研究Ｉ、ＩＩ」の基礎となる。

授業の概要

生理学の講義で得た知識をもとに、筋収縮、筋電図、呼吸、循環、感覚（体性感覚、視覚、聴覚）、血液などの測定・観察項目について16
名程度を1グループとして実習を行い、人体の生理について理解を深める。

1

ガイダンス(木村、柴田、未定)
実習ガイドを配布し、実験項目と内容の説明を行うとともにレ
ポートの作成法や評価のポイントについて説明する。実習グルー
プ分け、実習室使用のルール、注意事項などについてガイダンス
を行う。
木村：全体、感覚、血液について説明を行う。
柴田：上肢・下肢表面筋電図について説明を行う。
：心電図、血圧、呼吸機能について説明を行う。

なし なし

2

筋電図１（柴田）：上肢の表面筋電図の記録、運動神経伝導速度
の測定、データ整理とレポート作成
・肘関節屈曲・伸展運動時の筋電図の記録、力と筋電図の大きさ
の関係、関節角度による筋活動の変化を考察する。
・刺激部位を変化させることで得られた筋電波形から運動神経伝
導速度を算出する。神経伝導速度から末梢神経の特性と速度に影
響する要因を学習する。

実習ガイドの該当ページをよく読
み、実験内容を把握しておくこと。
（30分）

期限内にレポートを作成し、提出す
ること。（240分）

実務経験のある
教員の教育内容

木村：該当なし。
柴田：理学療法士として勤務した経験を活かして、筋電図の実習の指導を行う。

課題に対する
フィードバック

の方法

フィードバックとしてレポートにコメントを付して返却します。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

視覚・聴覚（木村）：網膜上の盲点の位置測定、気導・骨導聴力
の測定、データ整理、レポート作成
左目について盲点の存在を確認し、盲点補完作用の意義を考え
る。
錯視図を参考に視覚のあいまいさの理由を考える。網膜の中心
（中心窩）から盲点までの距離を推定する。
気導・骨導の聴力測定を行い、気導聴力と骨導聴力の聴覚伝導路
の違いを確認する。
聴力レベルと周波数及び年齢との関係を考察する。

実習ガイドの該当ページをよく読
み、実験内容を把握しておくこと。
（30分）

期限内にレポートを作成し、提出す
ること。（240分）

3

筋電図２（柴田）：下肢の表面筋電図と誘発筋電図の記録、デー
タ整理とレポート作成
・立ち上がり動作、バランス運動時の筋電図の記録、スピードと
筋電図の大きさの関係、荷重量による筋活動の変化を考察する。
・下肢筋支配の神経を電気刺激し、Ｍ波・Ｈ波を記録する。刺激
の強さとＭ波・Ｈ波の振幅の変化を解析することで、波形の出現
要因と脊髄反射機構を学習する。

実習ガイドの該当ページをよく読
み、実験内容を把握しておくこと。
（30分）

期限内にレポートを作成し、提出す
ること。（240分）

4

皮膚感覚（木村）：二点識別閾（２点刺激閾）の測定、データ整
理とレポート作成
先端にナイロンテグスを取り付けたデバイダーを用い、人体各部
の皮膚上に加えた２点刺激閾を測定する。
安静時に測定した人体各部の２点刺激閾に及ぼす運動（踏み台昇
降運動）の影響を調べる。

実習ガイドの該当ページをよく読
み、実験内容を把握しておくこと。
（30分）

期限内にレポートを作成し、提出す
ること。（240分）
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6

心電図・血圧（未定）：正常心電図の導出記録、血圧測定、デー
タ整理とレポート作成
肢導出と胸部導出による心電図の記録を行う。
心電図をＰ，ＱＲＳ、Ｔ波について潜時振幅を測定する。
測定した心電図記録を用いて電気軸を求める。
聴診法による血圧測定の原理を理解する。
姿勢変換後の経時的な血圧測定を行い、重力が血圧変動に及ぼす
影響ついて考察する。　

実習ガイドの該当ページをよく読
み、実験内容を把握しておくこと。
（30分）

期限内にレポートを作成し、提出す
ること。（240分）

9 なし なし なし

10 なし なし なし

7

呼吸機能（未定）：スパイログラムの記録、運動時の呼吸数・血
圧を測定、データ整理とレポート作成
スパイロメータを用い、スパイログラム（肺気量曲線）を記録す
る。
背臥位と座位でスパイログラムを記録し、各測定項目の値が姿勢
によって異なる理由について考察する。
中等度運動時の呼吸数・血圧測定を行い、運動負荷による呼吸・
循環機能の変化について考察する。

実習ガイドの該当ページをよく読
み、実験内容を把握しておくこと。
（30分）

期限内にレポートを作成し、提出す
ること。（240分）

8

血液(木村、柴田、)：血液塗抹標本の作製、血球と骨格筋標本の
観察・スケッチとレポート作成
血液塗抹標本を作製し、顕微鏡で血球を観察する。
各血球（赤血球、好中球、好酸球、好塩基球、単球、リンパ球）
を区別し、スケッチする。
各白血球（好中球、好酸球、好塩基球、単球、リンパ球）が全白
血球に占める比率を求める。
骨格筋標本を観察し、筋紡錘をスケッチする。
３つのグループに分かれて行う。
まとめの試験（木村、柴田、）：実習で学んだことを確認する試
験を３つのグループに分かれて行う。

実習ガイドの該当ページをよく読
み、実験内容を把握しておくこと。
（30分）
全ての実習内容について復習してお
くこと。（180分）

期限内にレポートを作成し、提出す
ること。（240分）

13 なし なし なし

14 なし なし なし

11 なし なし なし

12 なし なし なし

定期試験 0

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 実習前課題。実習レポート。まとめの試験。実習参加態度。全ての実験と試験に参加し、全ての課題とレ
ポートを提出しないと単位を認定しない。

15 なし なし なし

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

白衣、ネームプレート、実習靴を必ず着用。
実習に積極的に参加すること。
遅刻欠席厳禁。




備考欄

その他 0

教科書 「生理学実習ガイド」冊子を配布する。

参考文献

1.新生理学実習書、日本生理学会編、南江堂
2.生理学実習ノート、杉春夫緒、南江堂
3.生理学実習ＮＡＶＩ、佐藤昭夫監修、医歯薬出版
4.生理学の講義で使用した教科書
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

900130A1 運動学I 2226 2 1

到達目標

・力学の基礎、運動器の基本構造と機能について理解できる
・身体各関節の構造と機能について理解できる
・姿勢、歩行について理解できる

授業の方法

パワーポイントと教科書を用いて講義形式にて説明する。
各回にテストを実施して理解度を確認する。

ＩＣＴ活用 なし

後期

教員氏名 髙田　雄一、金子　翔拓

授業の位置づけ

ディプロマ・ポリシー「理学療法を行うための基本的な専門的知識・技術を身につけている。（知識・技能） 」と「作業療法を実践する
ために必要な基本的知識を身につけている。（知識・技能）」に関係がある科目である。
理学療法、作業療法を行うための基本的な専門的知識・技術を身につけるための科目である。解剖学Ⅰ、生理学Ⅱと関連し、運動学Ⅱ、運
動学実習の基礎となる。

授業の概要

運動学は身体運動を研究する学問であり、人間の運動・動作を理解するために必要不可欠なものである。ここでは、運動器の構造・機能と
運動との相互関係、身体運動を分析するために必要な力学原理、姿勢や歩行の運動学的特性、運動学習の観点からそれぞれ解説し、身体運
動を理解するための基礎知識を身につけることを目的とする。

1

オリエンテーション
運動器の基本構造と機能①　　　　　　　　　　 骨・関節と筋
の基本構造と機能について学習する (髙田)

運動学P12-19，運動学（羊土社）
P27-43を読んで予習しておくこと
（90分）

授業で学んだことを復習してまとめ
ておくこと（90分）

2

 運動器の基本構造と機能②　　　　　　　　　　 骨・関節と筋
の基本構造と機能について学習する (髙田)

運動学P12-19，運動学（羊土社）
P43-62を読んで予習しておくこと
（90分）

授業で学んだことを復習してまとめ
ておくこと（90分）

実務経験のある
教員の教育内容

髙田、金子ともに整形外科領域のリハビリテーションに従事しており、その経験を踏まえて授業を担当する。

課題に対する
フィードバック

の方法

１～14回に確認テストを実施して理解度を確認した後に解説を行う。
15回目には１～14回の内容についてテストを行い、それまでに学んだ内容について知識の整理と理解を促す。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

手関節・手指関節の運動学について学習する① (金子) 運動学P43-54，運動学（羊土社）
P76-87を読んで予習しておくこと
（90分）

授業で学んだことを復習してまとめ
ておくこと（90分）

6

手関節・手指関節の運動学について学習する② (金子) 運動学P43-54，運動学（羊土社）
P76-87を読んで予習しておくこと
（90分）

授業で学んだことを復習してまとめ
ておくこと（90分）

3

 肩複合体の運動学について学習する (金子) 運動学P21-32，運動学（羊土社）
P63-70を読んで予習しておくこと 
（90分）

授業で学んだことを復習してまとめ
ておくこと（90分）

4

肘関節・前腕の運動学について学習する(金子)  運動学P33-42，基運動学（羊土社）
P71-75を読んで予習しておくこと

授業で学んだことを復習してまとめ
ておくこと（90分）

9


足関節と足部の運動学について学習する(髙田)

運動学P73-82，運動学（羊土社）
P135-147を読んで予習しておくこと
（90分）

第１～8回までの講義内容を復習し
ておくこと（90分）

10

脊柱・体幹の運動学①                                       
   
頸椎・胸椎・胸郭について学習する (髙田)

運動学P83-90，運動学（羊土社）
P95-110を読んで予習しておくこと
（90分）

授業で学んだことを復習してまとめ
ておくこと（90分）

7

股関節の運動学について学習する (髙田) 運動学P55-62，運動学（羊土社）
P118-124を読んで予習しておくこと 
（90分）

授業で学んだことを復習してまとめ
ておくこと（90分）

8

膝関節の運動学について学習する (髙田) 運動学P63-72，運動学（羊土社）
P125-134を読んで予習しておくこと
（90分）

授業で学んだことを復習してまとめ
ておくこと（90分）

13

姿勢と姿勢制御について学習する (髙田) 運動学P111‐119，運動学（羊土
社）P148-152を読んで予習しておく
こと（90分）

授業で学んだことを復習してまとめ
ておくこと（90分）

14

歩行 正常歩行、異常歩行について学習する (髙田) 運動学P121‐130，運動学（羊土
社）P153-165を読んで予習しておく
こと（90分）

授業で学んだことを復習してまとめ
ておくこと（90分）

11

脊柱・体幹の運動学②   腰椎・骨盤 
顔面および頭部の運動学について学習する(髙田)

運動学P91-99，運動学（羊土社）
P111-117を読んで予習しておくこと 
（90分）

授業で学んだことを復習してまとめ
ておくこと（90分）

12

生体力学　 力と運動について学習する(髙田) 運動学P2-10，運動学（羊土社）
P10-26を読んで予習しておくこと
（90分）

授業で学んだことを復習してまとめ
ておくこと（90分）
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定期試験 0 なし

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 1-14回に実施する確認テスト、出席態度等（30％）
15回に実施するテスト：6割以上合格（70％）

15

全体のまとめとテスト (髙田) 1-14回までの内容を整理しておくこ
と（90分）

授業で学んだことを復習してまとめ
ておくこと（90分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

解剖学や生理学との関連で理解を深めること。

備考欄

その他 0 なし

教科書

運動学/石川朗、種村留美/株式会社　中山書店　
運動学第2版 (PT・OTビジュアルテキスト専門基礎)/山﨑敦 /羊土社　

参考文献 基礎運動学第6版/中村隆一著/医歯薬出版
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

108910A1 運動学II 2227 2 2

到達目標

・テコおよび重心について説明できる。
・床反力、床反力作用点について説明できる。
・関節モーメントと筋活動について説明できる。
・歩行のバイオメカニクスを説明できる。
・四肢の運動学各論を説明できる。
・脊柱の運動学各論を説明できる。

授業の方法

パワーポイント、印刷資料を活用しながら講義形式で行う。
確認テストを行い、フィードバックとして確認テストの解説を行う。

ＩＣＴ活用 講義は状況に応じてオンライン授業で行う。

前期

教員氏名 大森　圭、橋田　浩、金子　翔拓

授業の位置づけ

・理学療法、作業療法を実施するための専門的知識・技術を身につける科目である。
・「運動学Ⅰ」と関連し「運動学実習」の基礎となる。

授業の概要

運動学における動作の解析について、三次元動作分析を中心にバイオメカニクスを基礎から学ぶ。特に重心、床反力、床反力作用点、関節
モーメントの理解を深め、リハビリテーションの臨床動作観察の基礎を学ぶ。また、「運動学Ⅰ」で学んだ知識に加えてより専門的な四
肢、脊柱の各論を学ぶ。

1

身体運動のバイオメカニクス①（大森）：力の合成と分解および
生体におけるテコについて理解する

教科書の該当するchapterを読んで
おくこと（90分）

講義の復習をすること（90分）

2

身体運動のバイオメカニクス②（大森）：重心の求め方
および速度、加速度について理解する。

教科書の該当するchapterを読んで
おくこと（90分）

講義の復習をすること（90分）

実務経験のある
教員の教育内容

該当なし

課題に対する
フィードバック

の方法

出席と理解度確認を兼ねて小テストを行い、回収後に解説を行う。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

身体運動のバイオメカニクス⑤（大森）：関節モーメン
トのパワーと筋活動について理解する。

教科書の該当するchapterを読んで
おくこと（90分）

講義の復習をすること（90分）

6

身体運動のバイオメカニクス⑥（大森）：立ち上がりの
バイオメカニクスについて理解する。

教科書の該当するchapterを読んで
おくこと（90分）

講義の復習をすること（90分）

3

身体運動のバイオメカニクス③（大森）：床反力と重心
加速度について理解する。

教科書の該当するchapterを読んで
おくこと（90分）

講義の復習をすること（90分）

4

身体運動のバイオメカニクス④（大森）：床反力作用点
（COP）とは何か理解する。

教科書の該当するchapterを読んで
おくこと（90分）

講義の復習をすること（90分）

9

身体運動のバイオメカニクス⑨（大森）：歩行のバイオ
メカニクス2  重心の動きを滑らかにする機能について
理解する。

教科書の該当するchapterを読んで
おくこと（90分）

講義の復習をすること（90分）

10

身体運動のバイオメカニクス⑩（大森）：歩行のバイオ
メカニクス3 歩行の観察−OGIGの方法について理解す
る。

教科書の該当するchapterを読んで
おくこと（90分）

講義の復習をすること（90分）

7

身体運動のバイオメカニクス⑦（大森）：歩き始めのバ
イオメカニクスについて理解する。

教科書の該当するchapterを読んで
おくこと（90分）

講義の復習をすること（90分）

8

身体運動のバイオメカニクス⑧（大森）：歩行のバイオ
メカニクス1 重心と床反力作用点について理解する。

教科書の該当するchapterを読んで
おくこと（90分）

講義の復習をすること（90分）

11

運動学各論①（橋田）：下肢の運動学（股関節、膝関節、足
関節）について理解する。

教科書の該当するchapterを読んで
おくこと（90分）

講義の復習をすること（90分）
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13

運動学各論③（橋田）：脊柱の運動学（腰椎、骨盤）につい
て理解する。

教科書の該当するchapterを読んで
おくこと（90分）

講義の復習をすること（90分）

14

運動学各論④（金子）：上肢の運動学（肘関節）について
理解する。

教科書の該当するchapterを読んで
おくこと（90分）

講義の復習をすること（90分）

12


運動学各論②（橋田）：脊柱の運動学（顎関節、頚椎、胸椎
）について理解する。

教科書の該当するchapterを読んで
おくこと（90分）

講義の復習をすること（90分）

定期試験 0 定期試験は実施しない

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 復習小テスト、授業参加態度

15

運動学各論⑤（金子）：上肢の運動学（手および手指）に
ついて理解する。

教科書の該当するchapterを読んで
おくこと（90分）

講義の復習をすること（90分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

特になし

備考欄

その他 0 なし

教科書

基礎バイオメカニクス第2版/山本澄子 他 著/医歯薬出版株式会社
筋骨格系のキネシオロジー 原著第3版/Donald A. Neumann/医歯薬出版株式会社

参考文献

基礎運動学 第6版/中村隆一 他 著/医歯薬出版株式会社
観察による歩行分析/Kristen Gotz-Neumann著 月城慶一 他 訳/医学書院
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北海道文教大学　2022年度　理学療法学科　シラバス 2022/04/01

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10014051 運動学実習1組 2230 1 2

到達目標

・運動器（筋・骨格）系の体表解剖を理解し触診ができる
・観察による姿勢、歩行、動作の分析ができる
・機器を使用した動作分析を理解できる
・上肢、手指の運動・動作解析ができる

授業の方法

各授業はじめに配布物やパワーポイント等にて実習の説明と講義を行う。その後、少人数グループに分かれて課題の観察記録や計測を行
う。グループごとでディスカッションとまとめを行い、レポート作成し提出する。

ＩＣＴ活用 必要に応じてオンライン授業を行う。

後期

教員氏名 大森　圭、橋田　浩

授業の位置づけ

理学療法を行うための専門基礎科目である運動学の知識と技術を身につけることを達成するための実習科目である。

授業の概要

運動学を基礎とし、実習において体表解剖、臨床的・運動学的計測を行い、正常な関節講成体の形態および関節運動を理解する。さらに機
器を用いた動作分析を通して四肢、体幹の運動様式について理解を深める。

1

・運動器（筋・骨格）と関節運動　下肢
下肢二関節筋の運動学的影響について
担当：大森

下肢二関節筋について解剖学と運動
学の復習と知識の整理 90分

下肢二関節筋の運動学的影響につい
ての整理とまとめ　90分

2

・姿勢観察
　座位・立位の姿勢観察について
担当：橋田

座位および立位の運動学的特徴の復
習と知識の整理　90分

座位・立位の姿勢観察の整理とまと
め　90分

実務経験のある
教員の教育内容

該当なし

課題に対する
フィードバック

の方法

授業内あるいはオンラインやメール等での質疑応答やディスカッションおよび課題レポートや次回授業時などでフィードバックを行う。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

・定常歩行と応用歩行
　歩行中のCOPの変化について
担当：大森

歩行中のCOPについての復習と知識
の整理　90分

歩行中のCOPの変化についての整理
とまとめ　９０分

6

・歩行観察と解析
　正常歩行観察と解析について
担当：橋田

正常歩行についての復習と知識の整
理　90分

　正常歩行観察と解析の整理とまと
め　90分

3

・歩き始めの動作解析
歩きはじめのCOPの変化について
担当：大森

歩きはじめの運動学的特徴の復習と
知識の整理　90分

歩きはじめのCOPについての整理と
まとめ　90分

4

・動作観察と解析
　寝返りおよび立ち上がり動作の観察と運動学的解析
担当：橋田

寝返り・立ち上がり動作の運動学的
特徴の復習と知識の整理　90分

寝返り・立ち上がり動作の整理とま
とめ　90分

9

・運動器（筋・骨格）と関節運動　　手指
テノデーシスアクションについて
担当：大森

テノデーシスアクションについての
復習と知識の整理　90分

テノデーシスアクションについての
整理とまとめ　90分

10

・筋出力の計測　　握力
肘関節の位置の違いによる握力計測
担当：橋田

握力計測についての復習と知識の整
理　90分

握力計測についての整理とまとめ　
90分

7

・運動器（筋・骨格）と関節運動　上肢帯
　肩甲上腕リズムの運動学的解析
担当：大森

肩甲上腕リズムについての復習と知
識の整理　90分

肩甲上腕リズムについての整理とま
とめ　90分

8

・筋出力の計測１　下肢
膝関節トルク計測について
担当：橋田

関節トルク（関節モーメント）およ
び筋力についての復習と知識の整理　
90分

膝関節トルクの計測についての整理
とまとめ　90分

13 なし なし なし

14 なし なし なし

11

・軟部組織の運動学について１
上肢体表解剖と触診
担当：大森

上肢軟部組織についての復習と知識
の整理　90分

上肢軟部組織についての整理とまと
め　90分

12

・軟部組織の運動学について２
下肢軟部組織の体表解剖と触診
担当：橋田

上肢軟部組織についての復習と知識
の整理　90分

下肢軟部組織についての整理とまと
め　90分

15 なし なし なし
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北海道文教大学　2022年度　理学療法学科　シラバス 2022/04/01

定期試験 0 定期試験は行わない。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 出席、小テスト、参加態度、課題レポート、理解度等により総合的に判断する

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

必要資料は随時配布します。
実習科目につき、白衣、Tシャツ、短パンを用意してください。

備考欄

その他 0

教科書

・観察による歩行分析　訳　月城慶一ら　医学書院
・基礎運動学　第６版補訂　中村隆一著　医歯薬出版株式会社

参考文献 筋骨格系のキネシオロジー　原著第３版　Donald A.Neumann 医歯薬出版株式会社
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北海道文教大学　2022年度　理学療法学科　シラバス 2022/04/01

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10014052 運動学実習2組 2230 1 2

到達目標

・運動器（筋・骨格）系の体表解剖を理解し触診ができる
・観察による姿勢、歩行、動作の分析ができる
・機器を使用した動作分析を理解できる
・上肢、手指の運動・動作解析ができる

授業の方法

各授業はじめに配布物やパワーポイント等にて実習の説明と講義を行う。その後、少人数グループに分かれて課題の観察記録や計測を行
う。グループごとでディスカッションとまとめを行い、レポート作成し提出する。

ＩＣＴ活用 必要に応じてオンライン授業を行う。

後期

教員氏名 大森　圭、橋田　浩

授業の位置づけ

理学療法を行うための専門基礎科目である運動学の知識と技術を身につけることを達成するための実習科目である。

授業の概要

運動学を基礎とし、実習において体表解剖、臨床的・運動学的計測を行い、正常な関節講成体の形態および関節運動を理解する。さらに機
器を用いた動作分析を通して四肢、体幹の運動様式について理解を深める。

1

・運動器（筋・骨格）と関節運動　下肢
下肢二関節筋の運動学的影響について
担当：大森

下肢二関節筋について解剖学と運動
学の復習と知識の整理 90分

下肢二関節筋の運動学的影響につい
ての整理とまとめ　90分　

2

・姿勢観察
　座位・立位の姿勢観察について
担当：橋田

座位および立位の運動学的特徴の復
習と知識の整理　90分

座位・立位の姿勢観察の整理とまと
め　90分

実務経験のある
教員の教育内容

該当なし

課題に対する
フィードバック

の方法

授業内あるいはオンラインやメール等での質疑応答やディスカッションおよび課題レポートや次回授業時などでフィードバックを行う。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

・定常歩行と応用歩行
　歩行中のCOPの変化について
担当：大森

歩行中のCOPについての復習と知識
の整理　90分

歩行中のCOPの変化についての整理
とまとめ　９０分

6

・歩行観察と解析
　正常歩行観察と解析について
担当：橋田

正常歩行についての復習と知識の整
理　90分

正常歩行観察と解析の整理とまとめ　
90分

3

・歩き始めの動作解析
歩きはじめのCOPの変化について
担当：大森

歩きはじめの運動学的特徴の復習と
知識の整理　90分

歩きはじめのCOPについての整理と
まとめ　90分

4

・動作観察と解析
　寝返りおよび立ち上がり動作の観察と運動学的解析
担当：橋田

寝返り・立ち上がり動作の運動学的
特徴の復習と知識の整理　90分

寝返り・立ち上がり動作の整理とま
とめ　90分

9

・運動器（筋・骨格）と関節運動　　手指
テノデーシスアクションについて
担当：大森

テノデーシスアクションについての
復習と知識の整理　90分

テノデーシスアクションについての
整理とまとめ　90分

10

・筋出力の計測　　握力
肘関節の位置の違いによる握力計測
担当：橋田

握力計測についての復習と知識の整
理　90分

握力計測についての整理とまとめ　
90分

7

・運動器（筋・骨格）と関節運動　上肢帯
　肩甲上腕リズムの運動学的解析
担当：大森

肩甲上腕リズムについての復習と知
識の整理　90分

肩甲上腕リズムについての整理とま
とめ　90分

8

・筋出力の計測１　下肢
膝関節トルク計測について
担当：橋田

関節トルク（関節モーメント）およ
び筋力についての復習と知識の整理　
90分

膝関節トルクの計測についての整理
とまとめ　90分

13 なし なし なし

14 なし なし なし

11

・軟部組織の運動学について１
上肢体表解剖と触診
担当：大森

上肢軟部組織についての復習と知識
の整理　90分

上肢軟部組織についての整理とまと
め　90分

12

・軟部組織の運動学について２
下肢軟部組織の体表解剖と触診
担当：橋田

上肢軟部組織についての復習と知識
の整理　90分

下肢軟部組織についての整理とまと
め　90分

15 なし なし なし
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北海道文教大学　2022年度　理学療法学科　シラバス 2022/04/01

定期試験 0 定期試験は行わない。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 出席、小テスト、参加態度、課題レポート、理解度等により総合的に判断する

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

必要資料は随時配布します。
実習科目につき、白衣、Tシャツ、短パンを用意してください。

備考欄

その他 0

教科書

・観察による歩行分析　訳　月城慶一ら　医学書院
・基礎運動学　第６版補訂　中村隆一著　医歯薬出版株式会社

参考文献 筋骨格系のキネシオロジー　原著第３版　Donald A.Neumann 医歯薬出版株式会社
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北海道文教大学　2022年度　理学療法学科　シラバス 2022/04/01

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

907680A1 リハビリテーション工学 2232 1 カリキュラムにより
異なります。

到達目標

リハビリテーション工学の概要を理解し、説明できる。
車いすの種類や構造、その適応について理解し説明できる。
自助具、医療・福祉機器等を用いた生活の支援方法について理解し、説明できる。

授業の方法

パワーポイントと配布資料を用いた講義形式で進める。また、最新のトピックス等の情報も適宜、提供する。
理解度についてまとめのテストを用いて確認する。

ＩＣＴ活用 Google classroom等を用いた資料提供やフィードバック等を実施する予定である。

後期

教員氏名 金谷　匡紘、田中　栄一、佐藤　美由紀、梅田　信吾

授業の位置づけ

リハビリテーションにおける身体機能および能力の補助的な手段に多様な機器等が開発されており、医療から福祉、介護までその領域は広
く、その特性を工学的な視点から実用性に至るまでの視点を身につけるための科目である。作業療法および理学療法を実践するために必要
な基本的知識および技能を身につけるための科目である。ディプロマポリシーの「理学療法を行うための基本的な専門的知識・技術を身に
つけている。」および
「作業療法理論に基づき、生活行為の向上について、対象者の自律性と個別性を尊重できる。」と関連している。「運動学Ⅰ」、「運動学
Ⅱ」、「運動学実習」、「機能代償学」、「理学療法技術セミナーⅠ」と関連する。

授業の概要

リハビリテーションのための工学の基礎を理解するために、その歴史,手法、および実際の使用例について学ぶ。特に理学療法士・作業療
法士に必要な人体の制御機能および情報処理特性などに関して生体力学・人間工学的観点から、その特性に適合した福祉機器の開発とその
利用方法について学習する。

1

リハ工学総論。リハビリテーション工学の歴史をはじめ福祉機器
の開発や医学と工学の連携などリハビリテーション工学の概要を
学習する。（梅田）

これまでの講義で習得したリハビリ
テーションに関する基礎知識を復習
しておくこと（90分）

授業の復習をしておくこと（90分）

2

車椅子の種類、構造など身体機能に合わせた車椅子の知識や技術
について学習する（梅田）

前回授業で興味を持った内容につい
て調べておくこと（90分）

授業の復習をしておくこと（90分）

実務経験のある
教員の教育内容

全ての教員がリハビリテーション工学に携わる実務経験を有する。

課題に対する
フィードバック

の方法

授業中に適宜、質問を受けます。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

自助具、福祉用具の開発や種目、その現状や課題について、リハ
ビリテーション工学の視点から学習する（田中）

福祉機器開発最前線の資料に目を通
すこと（90分）｛福祉機器開発最前
線,https://www.hcr.or.jp/useful/
hightech｝

授業の復習をしておくこと（90分）

6

コミュニケーション・IT機器 、コミュニケーションやIT活用の
実際について学習する。
環境制御・玩具・上肢装具等についての実際や適用について学習
する。（田中）

前回授業で興味を持った内容につい
て調べておくこと（90分）

授業の復習をしておくこと（90分）

3

最新のコミュニケーションやIT機器の種類について学ぶ（佐藤） コミュニケーションに関連する解剖
学生理学について復習しておくこと
（90分）

授業の復習をしておくこと（90分）

4

コミュニケーションやIT機器の導入に関する支援制度について学
ぶ（佐藤）

前回授業で興味を持った内容につい
て調べておくこと（90分）

授業の復習をしておくこと（90分）

9 なし なし なし

10 なし なし なし

7

生活機能分析と機器選択・姿勢と作業活動について学習する。
（田中）

前回授業で興味を持った内容につい
て調べておくこと（90分）

授業の復習をしておくこと（90分）

8

リハビリテーション工学についてまとめとテストを用いて復習
し、理解を深める（金谷）

これまでの授業で学んだことを復習
しておくこと（90分）

全体の授業を通して復習をしておく
こと（90分）

13 なし なし なし

14 なし なし なし

11 なし なし なし

12 なし なし なし

定期試験 0 定期試験は、実施しない

15 なし なし なし

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容
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北海道文教大学　2022年度　理学療法学科　シラバス 2022/04/01

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 定期試験外試験（70％）、受講態度・意欲等（30％）

履修条件・留意
事項等

無断欠席は厳禁。万が一休んだ場合は必ず届けを出すこと。

備考欄

講義開始より10分以上遅れた際は遅刻として扱う．30分以上の遅れは欠席扱いとする．
講義終了時刻よりも10分以上早く退席する場合を早退とし，30分以上前に退席する場合は欠席とする．

その他 0 なし

教科書 その都度、紹介する。

参考文献 その都度、紹介する。
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北海道文教大学　2022年度　理学療法学科　シラバス 2022/04/01

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

906700A1 病理学 2300 2 1

到達目標

1．病院病理の役割や病理診断の意義、加えて病理解剖の意義を説明できる。
2．細胞傷害および細胞死の分類や機序、その形態的特徴を述べることができる。
3．先天異常や遺伝性疾患、代謝異常、循環障害、腫瘍について、それぞれの病態や種類、発症機序を説明できる。また、それぞれの代表
的疾患を挙げ説明できる。
4．各臓器の代表的疾患について、それぞれの発症機序や病態を説明できる。

授業の方法

パワーポイントと配布印刷物を用いて講義形式ですすめる。
必要に応じてオンライン授業を実施する。

ＩＣＴ活用 Google ClassroomのGoogleフォームを用いて練習問題を提供し、自主学習を促す。

後期

教員氏名 瀧山　晃弘

授業の位置づけ

作業療法・理学療法に必要な病理学の基礎的知識・技能を身につけるための科目である。
各学科のディプロマ・ポリシー「理学療法・作業療法を実践するために必要な基本的技術を身につけている（知識・技能） 」および「専
門職の基盤となる知識を習得し科学的根拠に基づいた思考と実践能力のための基本的な能力を有した人材」と特に関係がある科目であり、
またその他の全てと関係している。
「微生物・免疫学」「人間発達学」「医学概論」「解剖学I」｢解剖学II」「生理学I｣「生理学II」「基礎解剖学実習（理学療法学科）」と
関連し、「内科学」「神経内科学」「整形外科学」「小児科学」「老年医学」「救急医学」の基礎となる。

授業の概要

病気の原因やその発症のメカニズムについて、細胞傷害、細胞死と老化、先天異常と遺伝性疾患、代謝異常、循環障害、炎症と感染症、免
疫異常とアレルギー、腫瘍など、原因や機序別に分けて学習する。また、それぞれの代表的な疾患についても学ぶ。

1

総論１．病理学とは
病理学の概念と医学における位置付け、医療における病理診断の
役割について学ぶ。

教科書のp14~p26を読んでおく。
（90分）

教科書・資料を参照し理解を深める
こと。（90分）

2

総論２．細胞傷害
細胞傷害の種類やその機序を学ぶ。また傷害を受けた細胞組織の
形態変化やその修復について学習する。

教科書のp27~p52を読んでおく。
（90分）

教科書・資料を参照し理解を深める
こと。（90分）

実務経験のある
教員の教育内容

病理専門医として病理診断や病理解剖などに従事した経験を活かして授業を行う。

課題に対する
フィードバック

の方法

フィードバックとして、練習問題の解説を行う。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

総論５．炎症
炎症に関わる細胞の種類や液性因子、炎症の分類やその転帰につ
いて学ぶ。

教科書のp76~p87を読んでおく。
（90分）

教科書・資料を参照し理解を深める
こと。（90分）

6

総論６．免疫異常とアレルギー
免疫と免疫系の細胞、アレルギー反応、免疫不全症や自己免疫疾
患などについて学ぶ。

教科書のp88~p102を読んでおく。
（90分）

教科書・資料を参照し理解を深める
こと。（90分）

3

総論３．先天異常
先天異常の種類と代表的な疾患、先天奇形の種類、染色体異常と
その代表的疾患を学ぶ。

教科書のp53~p64を読んでおく。
（90分）

教科書・資料を参照し理解を深める
こと。（90分）

4

総論４．循環障害
体液循環の機構や、局所の循環障害として、血栓、塞栓、梗塞の
関係、出血、うっ血と浮腫、ショックについて、また全身循環障
害について学ぶ。

教科書のp65~p75を読んでおく。
（90分）

教科書・資料を参照し理解を深める
こと。（90分）

9

各論１．
「心臓の疾患」「脈管系の疾患」について学ぶ。

教科書のp136~p166を読んでおく。
（90分）

教科書・資料を参照し理解を深める
こと。（90分）

10

各論２．
「造血系・リンパ系の疾患」について学ぶ。

教科書のp167~p185を読んでおく。
（90分）

教科書・資料を参照し理解を深める
こと。（90分）

7

総論７．感染症
感染の原因となる病原体の種類や感染の成立、宿主の反応などに
ついて学ぶ。

教科書のp103~p117を読んでおく。
（90分）

教科書・資料を参照し理解を深める
こと。（90分）

8

総論８．腫瘍
腫瘍の概念や分類、その形態的特徴、発生機序、がんの浸潤・転
移や病期、宿主への影響や予後の違い、がんの診断などについて
学ぶ。

教科書のp118~p134を読んでおく。
（90分）

教科書・資料を参照し理解を深める
こと。（90分）
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13

各論５．
「肝臓、胆嚢、膵臓の疾患」について学ぶ。

教科書のp238~p254を読んでおく。
（90分）

教科書・資料を参照し理解を深める
こと。（90分）

14

各論６．
「泌尿器系の疾患」「男性生殖器系の疾患」「女性生殖器系と乳
腺の疾患」「内分泌系の疾患」について学ぶ。

教科書のp255~p323を読んでおく。
（90分）

教科書・資料を参照し理解を深める
こと。（90分）

11

各論３．
「呼吸器系の疾患」について学ぶ。

教科書のp186~p212を読んでおく。
（90分）

教科書・資料を参照し理解を深める
こと。（90分）

12

各論４．
「消化管の疾患」について学ぶ。

教科書のp213~p237を読んでおく。
（90分）

教科書・資料を参照し理解を深める
こと。（90分）

定期試験

0 定期試験は実施しない。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 各回で実施する小テストなど。詳細は授業中に伝える。

15

各論７．
「筋・骨格系の疾患」「皮膚の疾患」「脳・神経系の疾患」「眼
と耳の疾患」「全身性疾患」について学ぶ。

教科書のp324~p398を読んでおく。
（90分）

教科書・資料を参照し理解を深める
こと。（90分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

特になし。

備考欄 特になし。

その他 0

教科書 クイックマスター病理学第２版／堤寛著／サイオ出版

参考文献 標準理学療法学・作業療法学 専門基礎分野 病理学 第4版／梶原博毅監修／医学書院
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

111130A1 微生物・免疫学 2262 1 1

到達目標

1．細菌の種類やそれぞれの特性を説明できる。 
2．ウィルスの種類やそれぞれの特性を説明できる。
3．真菌の種類やそれぞれの特性を説明できる。
4．原虫の種類やそれぞれの特性を説明できる。 
5．蠕虫の種類やそれぞれの生活環について説明できる。
6．微生物感染やそれに対する生体防御機構の種類を説明できる。 
7．生体防御機構の中で重要な免疫に係る細胞や液性因子についてそれぞれの機能を説明できる。 
8．自然免疫の仕組みを説明できる。　
9．獲得（適応）免疫の仕組みを説明できる。
10．免疫機構の利点や弱点を説明できる。

授業の方法

パワーポイントや配布印刷物を用いて講義形式ですすめる。
各講義中、講義内容の復習テストを⾏うとともに講義内容への質問・感想を記載してもらう。4回目（微生物）と8回目（免疫）にまとめの
試験を⾏う。


ＩＣＴ活用 適宜、配布資料をWebで公開し、予習と⾃主学習を促す。

前期

教員氏名 木村　一志、續　佳代

授業の位置づけ

理学療法学科のディプロマ・ポリシーの「理学療法を行うための基本的な専門的知識・技術を身につけている。（知識・技能）」ことと特
に関係がある科目である。
作業療法学科のディプロマ・ポリシーの「作業療法を実践するために必要な基本的知識を身につけている。（知識・技能）」ことと関係が
ある科目である。
「医学概論」「解剖学I」｢解剖学II」「生理学I｣「生理学II」と関連し、「病理学」「内科学」「神経内科学」「整形外科学」「小児科
学」「老年医学」「救急医学」を学ぶ基礎となる。

授業の概要

微生物の分類やその種類、それぞれの特性や生活環などの微生物学の基礎を学ぶとともに、それらの微生物の感染に対する生体の防御機
構、特に免疫についての基礎的な機構について学習する。

1

微生物学入門１ー細菌について理解する（木村） 講義内容に関連する参考文献や書籍
に目を通しておくこと。（９０分）

講義内容をノートにまとめること。
（９０分）

2

微生物学入門２ーウィルスについて理解する（木村） 講義内容に関連する参考文献や書籍
に目を通しておくこと。（９０分）

講義内容をノートにまとめること。
（９０分）

実務経験のある
教員の教育内容

木村：該当なし
續：該当なし

課題に対する
フィードバック

の方法

フィードバックとして復習テストは採点後、コメントを付して返却し、授業内容への質問と回答を履修登録者全員で共有します。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

免疫学1
生体が備えている微生物感染に対する防御機構の概要を学ぶ。生
体防御機構としての免疫に携わる細胞や液性因子について学ぶ
（續）

講義内容に関連する参考文献や書籍
に目を通しておくこと（90分）

講義内容をノートにまとめること。
（９０分）

6

免疫学2
自然免疫の仕組みや機能を学ぶ
獲得（適応）免疫の仕組みや機能を学ぶ(續）

講義内容に関連する参考文献や書籍
に目を通しておくこと（90分）

講義内容をノートにまとめること。
（９０分）

3

微生物学入門３ー真菌、原虫、蠕虫について理解する （木村） 講義内容に関連する参考文献や書籍
に目を通しておくこと（90分）

講義内容をノートにまとめること。
（９０分）

4

微生物学入門4ー微生物学についてまとめと試験を行う（木村） 第1-3回講義内容を復習しておくこ
と。（１２０分）

試験の出題内容について確認してお
くこと。（60分）

9

なし  なし   なし 

10

なし  なし   なし 

7

免疫学3
免疫の利点や弱点を理解する（續）

講義内容に関連する参考文献や書籍
に目を通しておくこと（90分）

講義内容をノートにまとめること。
（９０分）

8

免疫学4
免疫学についてまとめの試験を行う（續）

第5-7回講義内容を復習しておくこ
と。（１２０分）

試験の出題内容について確認してお
くこと。（６０分）

11

なし  なし   なし 

12

なし  なし   なし 
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13

 なし   なし   なし 

14

 なし   なし   なし 

定期試験 0

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 授業内での復習テスト、まとめの試験と講義への参加態度をもって総合的に評価する。微生物学５０％、
免疫学５０％

15

 なし   なし   なし 

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

高校の生物基礎の教科書にある免疫の項目について復習してくることを望みます。
3回以上⽋席するとこの科目を不可とする。

備考欄

その他 0

教科書 各講義で資料を配布する

参考文献

よく分かる微生物学の基本としくみ/高麗紀寛著/秀和システム　　　　　　　　　　　　　　　
シンプル微生物学/東匡伸他編集/南江堂　　　　　　　　　　　　　　　　　　
新クイックマスター微生物学/牛島廣治・西條政幸著/医学芸術社
好きになる免疫学第2版/萩原清文著・山本一彦監/講談社サイエンティフィック

- 86 -



北海道文教大学　2022年度　理学療法学科　シラバス 2022/04/01

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

111140A1 終末期医療 2312 1 1

到達目標

・終末期の概念を理解できる。
・終末期を支える理学療法士、作業療法士が役割を理解できる。
・終末期を支える医療者の役割を理解し、チームとしての取り組みが理解できる。

授業の方法

医療の各分野の専門家の講義も含め、講義形式ですすめる。
必要に応じて課題やグループワークを実施する。

ＩＣＴ活用

Google classroomを用いて課題やアンケートを用いて双方向授業を取り入れる。
必要に応じて、オンデマンドやオンライン等での授業展開を検討する。

後期

教員氏名 佐藤　明紀

授業の位置づけ

・終末期の患者と家族の精神、身体的特徴を修得する。
・医療従事者としての基本的な考え方や種々の臨床医学を学ぶ基礎となり、社会人としての知識を修得する。　
・「理学療法概論」、「作業療法概論」と関連し、「内部障害理学療法学」、「内部障害作業療法学」、「臨床実習」の基礎となる科目で
ある。

授業の概要

終末期とは、生から死へと向かう時間的尺度によって定義される概念であるが、そこで行なわれる医療理念は、死の直前まで人間の尊厳性
を追及、保持していくことを目標として患者や家族を支援していくことである。
　理学療法士、作業療法士として生や死を考え、倫理観を学習する。

1

終末期医療の概念と、現状と課題を学習する（佐藤） 講義内容に関連する文献や書籍に目
を通しておくこと。（９０分）

講義内容をノートにまとめること。
（９０分）

2

医療現場における終末期医療の実際を学習する（佐藤） 講義内容に関連する文献や書籍に目
を通しておくこと。（９０分）

講義内容をノートにまとめること。
（９０分）

実務経験のある
教員の教育内容

佐藤は理学療法士として、これまでの臨床・研究の経験を基に授業を展開する。
加えて、臨床経験豊富な医療者をゲスト講師として迎え、チームとして終末期を支える授業を展開する。

課題に対する
フィードバック

の方法

授業内で課題に対してコメントし、補足説明が必要な場合は、随時説明する。
レポート内容によっては次回以降の講義で紹介、コメントを行う。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

終末期を支えるⅠ‐　　緩和ケア（１）総論　緩和ケアとは何か
について理解する　(佐藤)

講義内容に関連する文献や書籍に目
を通しておくこと。（９０分）

講義内容をノートにまとめること。
（９０分）

6

終末期を支える‐Ⅱ　　緩和ケア（２）コメディカルの役割：看
護師の立場を理解する　(佐藤)

講義内容に関連する文献や書籍に目
を通しておくこと。（９０分）

講義内容をノートにまとめること。
（９０分）

3

医療現場や在宅における終末期リハビリテーションについて学習
する（佐藤）

講義内容に関連する文献や書籍に目
を通しておくこと。（９０分）

講義内容をノートにまとめること。
（９０分）

4

「生と死」について、グループワークを通して学習する（佐藤） 講義内容に関連する文献や書籍に目
を通しておくこと。（９０分）

講義内容をノートにまとめること。
（９０分）

9 なし なし なし

10 なし なし なし

7

終末期を支える‐Ⅲ　　緩和ケア（３）コメディカルの役割：
ソーシャルワーカーの立場を理解する(佐藤)

講義内容に関連する文献や書籍に目
を通しておくこと。（９０分）

講義内容をノートにまとめること。
（９０分）

8

終末期を支える‐Ⅳ　　緩和ケア（４）終末期を支えるための医
療人として、何ができるかを考える(佐藤)

講義内容に関連する文献や書籍に目
を通しておくこと。（９０分）

講義内容をノートにまとめること。
（９０分）

13 なし なし なし

14 なし なし なし

11 なし なし なし

12 なし なし なし

定期試験 0 定期試験は実施しない。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 出席・態度（２０％）
レポート課題（8０％）

15 なし なし なし

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

その他

0 出席態度、授業内の課題、その他のレポートなどを総合的に評価する。レポートは自分の考えを論理的に
展開すること。

教科書 必要に応じて、パワーポイントなどの資料を配布する。
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履修条件・留意
事項等

授業中は指定された席に座ること。
欠席の際は、必ず届けを提出すること。

備考欄 医療者に必要な「考える力」を身に着けましょう。

参考文献

介護予防と介護期・終末期リハビリテーション/大田仁史/荘道社
ソフトランディング/BFP/柴田岳三
終末期リハビリテーション臨床アプローチ/安部能成/MEDUICAL　VEIW
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

105680A1 内科学 2302 2 2

到達目標

・各内科疾患について 教科書にある Point を理解したうえで説明できる。
・各内科疾患の概念、臨床症状、検査所見、治療を説明できる。

授業の方法

・パワーポイントと配布印刷物を用いて、講義形式で行う。
・確認テストを行い、自身の理解度を確認する。

ＩＣＴ活用 未定

前期

教員氏名 水越　常徳、林　貴士、松谷　学、明石　浩史、汐谷　優

授業の位置づけ

　理学療法／作業療法を行うための基本的な専門知識・技術を身につけるための科目である。ディプロマ・ポリシーの「作業療法を実践す
るために必要な基本的知識を身につけている。（知識・技能）」「作業療法学を考究し発展させるために必要な基本的知識を身につけてい
る。（知識・技能）」特に関係する科目である。「解剖学」「生理学」「病理学」を基礎に主な内科疾患について学び、治療について理解
し、「臨床実習」に繋げるための科目である。

授業の概要

・患者の全身状態を把握するために必要な、内科疾患の病態や臨床所見について理解する。
・臨床的に重要な疾患と common である疾患について学ぶ。
・疾患概念と臨床所見に重点を置きながら理解し、臨床の現場で役に立つ論理的な思考を習得する。

1

呼吸器①（松谷）
代表的な疾患である、呼吸器感染症、アレルギー・免疫疾患、慢
性閉塞性肺疾患、間質性肺疾患、気道系疾患、肺腫瘍、肺循環疾
患、換気異常、呼吸不全、胸膜疾患、縦隔疾患について学ぶ。

教科書の p51～p92を予習する。
（90分）

授業資料と関連する教科書の範囲を
復習する。（90分）

2

呼吸器②（松谷）
代表的な疾患である、呼吸器感染症、アレルギー・免疫疾患、慢
性閉塞性肺疾患、間質性肺疾患、気道系疾患、肺腫瘍、肺循環疾
患、換気異常、呼吸不全、胸膜疾患、縦隔疾患について学ぶ。

前回の学習範囲を復習し、教科書の 
p51～p92を予習する。（90分）

授業資料と関連する教科書の範囲を
復習する。（90分）

実務経験のある
教員の教育内容

該当なし

課題に対する
フィードバック

の方法

確認テストについては、解説を行う。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

循環器・腎泌尿器②（汐谷）
循環器の主な疾患である、心不全、虚血性心疾患、心筋疾患、心
臓弁膜症、先天性心疾患、高血圧症、動脈硬化、動脈疾患、静脈
疾患について学ぶ。また、腎泌尿器の代表疾患である、慢性腎臓
病、糸球体腎炎（原発性腎疾患）、続発性腎疾患、腎・泌尿器感
染症、泌尿器科疾患、腎不全について学ぶ。

前回の学習範囲を復習し、教科書の 
p385～p421を予習する。（90分）

授業資料と関連する教科書の範囲を
復習する。（90分）

6

循環器・腎泌尿器③と確認テスト（汐谷）
腎泌尿器の代表疾患である、慢性腎臓病、糸球体腎炎（原発性腎
疾患）、続発性腎疾患、腎・泌尿器感染症、泌尿器科疾患、腎不
全について学ぶ。また、到達度を確認するテストを行う。

前回の学習範囲を復習し、教科書の 
p385～p421を予習する。（90分）

授業資料と関連する教科書の範囲を
復習する。（90分）

3

呼吸器③と確認テスト（松谷）
代表的な疾患である、呼吸器感染症、アレルギー・免疫疾患、慢
性閉塞性肺疾患、間質性肺疾患、気道系疾患、肺腫瘍、肺循環疾
患、換気異常、呼吸不全、胸膜疾患、縦隔疾患について学ぶ。ま
た、到達度を確認するテストを行う。

前回の学習範囲を復習し、教科書の 
p51～p92を予習する。（90分）

授業資料と関連する教科書の範囲を
復習する。（90分）

4

循環器・腎泌尿器①（汐谷）
循環器の主な疾患である、心不全、虚血性心疾患、心筋疾患、心
臓弁膜症、先天性心疾患、高血圧症、動脈硬化、動脈疾患、静脈
疾患について学ぶ。

教科書の p116～p120、p129～p169
を予習する。（90分）

授業資料と関連する教科書の範囲を
復習する。（90分）

9

肝胆膵①（明石）
肝臓疾患、胆道疾患、膵疾患について学ぶ。

教科書の p253～p285を予習する。
（90分）

授業資料と関連する教科書の範囲を
復習する。（90分）

7

消化器①（明石）
食道の疾患、胃・十二指腸の疾患、大腸の疾患、肛門の疾患につ
いて学ぶ。

教科書の p192～p232を予習する。
（90分）

授業資料と関連する教科書の範囲を
復習する。（90分）

8

消化器②（明石）
食道の疾患、胃・十二指腸の疾患、大腸の疾患、肛門の疾患につ
いて学ぶ。

前回の学習範囲を復習し、教科書の 
p192～p232を予習する。（90分）

授業資料と関連する教科書の範囲を
復習する。（90分）
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10

肝胆膵②と確認テスト（明石）
肝臓疾患、胆道疾患、膵疾患について学ぶ。また、到達度を確認
するテストを行う。

前回の学習範囲を復習し、教科書の 
p253～p285を予習する。（90分）

授業資料と関連する教科書の範囲を
復習する。（90分）

13

感染症②と確認テスト（水越）
感染症である、細菌性疾患、真菌性疾患、ウイルス性疾患につい
て学ぶ。また、到達度を確認するテストを行う。

前回の学習範囲を復習し、教科書の 
p588～p602を予習する。（90分）

授業資料と関連する教科書の範囲を
復習する。（90分）

14

血液・膠原病①（林）
血液疾患である、赤血球の疾患、白血球の疾患、出血性疾患につ
いて学ぶ。また、膠原病、膠原病と同様の全身性炎症性疾患、膠
原病に関連した疾患、アレルギー性疾患について学ぶ。

教科書の p506～p525、  p544～
p568を予習する。（90分）

授業資料と関連する教科書の範囲を
復習する。（90分）

11

内分泌・代謝①（水越）
内分泌疾患である、視床下部・下垂体疾患、甲状腺疾患、副甲状
腺疾患、副腎疾患について学ぶ。また、代謝疾患である、糖尿
病、低血糖症、肥満症、メタボリックシンドローム、脂質異常症
（高脂血症）、痛風／高尿酸血症、ビタミン欠乏症・過剰症につ
いて学ぶ。

教科書の p300～p322、 p341～p360
を予習する。（90分）

授業資料と関連する教科書の範囲を
復習する。（90分）

12

内分泌・代謝②、感染症①（水越）
代謝疾患である、糖尿病、低血糖症、肥満症、メタボリックシン
ドローム、脂質異常症（高脂血症）、痛風／高尿酸血症、ビタミ
ン欠乏症・過剰症について学ぶ。

前回の学習範囲を復習し、教科書の 
p300～p322、 p588～p602を予習す
る。（90分）

授業資料と関連する教科書の範囲を
復習する。（90分）

定期試験 0 実施しない

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 確認テスト及び授業の取り組み状況によって総合的に判断

15

血液・膠原病②と確認テスト（林）
血液疾患である、赤血球の疾患、白血球の疾患、出血性疾患につ
いて学ぶ。また、膠原病、膠原病と同様の全身性炎症性疾患、膠
原病に関連した疾患、アレルギー性疾患について学ぶ。到達度を
確認するテストを行う。

前回の学習範囲を復習し、教科書の 
p506～p525、 p544～p568を予習す
る。（90分）

授業資料と関連する教科書の範囲を
復習する。（90分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

新型コロナウイルス蔓延等により授業の形態が変わる場合は別途説明する。

備考欄

その他 0

教科書 なるほどなっとく！ 内科学 改訂2版／浅野嘉延／南山堂

参考文献 随時紹介する。
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

104120A1 整形外科学 2304 2 2

到達目標

１．一般的な整形外科疾患について、疫学、予後、病因、症候、検査所見、画像所見、診断、治療について説明できる。
２．一般的な整形外科疾患について、医学的リハビリテーションとの関連性を説明できる。

授業の方法

１．教科書を中心に授業を行い、講義形式ですすめる。
２．整形外科学領域の一般的疾患の症状に関しては、画像をスライドで示しながら講義をすすめる。
３．授業の終わりには質問の時間を設ける。
４．理解度の確認として単元毎に小テストを実施する。合格点に達しなかった場合は、合格点に達するまで繰り返し再テストを実施する。

ＩＣＴ活用 必要に応じてGoogle Meetを用いた双方向授業を行う。

前期

教員氏名 田邉　芳惠

授業の位置づけ

ディプロマポリシーの「理学療法を行うための基本的な専門的知識・技術を身につけている。（知識・技能）」および「作業療法を実践す
るために必要な基本的知識を身につけている。（知識・技能）」に対応する科目である。理学療法および作業療法を行うための基本的な専
門的知識・技術を身につけるための科目であり、臨床医学である整形外科学を学ぶ。これまでに学習した「解剖学」「生理学」「運動学」
「リハビリテーション医学」などと関連し、「運動器障害理学療法学」「運動器障害作業療法学」「臨床実習」の基礎となる。

授業の概要

脊柱および四肢の骨・関節・神経・筋組織は運動器を構成する。運動器の疾患および障害の治療は予防も含めて理学療法士・作業療法士が
行う医学的リハビリテーションである。これら運動器に発生する疾患および障害を機能解剖、病態生理、画像評価の面から学習し、保存
的・外科的治療の適応と方法について理解を深める。

1

・オリエンテーション
・骨の構造について理解する
・骨折の種類について理解する

授業内容について教科書の関連する
部分（1～22ページ）を読んでおく
こと。（90分）

授業内容についてノートにまとめる
こと。（90分）

2

・骨折の治療について理解する
・偽関節と骨壊死について理解する

授業内容について教科書の関連する
部分（23～62ページ）を読んでおく
こと。（90分）

授業内容についてノートにまとめる
こと。（90分）

実務経験のある
教員の教育内容

担当者は、整形外科専門の医療機関において理学療法士としての勤務経験があり、その後も整形外科領域の基礎研究や臨床研究を継続して
いる。この経験を活かして整形外科学の授業を行う。

課題に対する
フィードバック

の方法

小テストの解説を行う。また、小テストの結果、合格点に達しなかった場合は、合格点に達するまで繰り返し再テストやレポート課題を実
施する。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

・講義３、講義４で学習した疾患以外の軟骨・関節の疾患につい
て理解する

授業内容について教科書の関連する
部分（135～154ページ）を読んでお
くこと。（90分）

授業内容についてノートにまとめる
こと。（90分）

6

・小テスト２：講義３、講義４、講義５を対象とする
・靭帯の外傷や疾患について理解する
・腱の外傷や疾患について理解する
・筋肉の外傷や疾患について理解する

小テスト２の試験範囲について教科
書の関連する部分（63～154頁）お
よびノートを確認しておくこと。ま
た、授業内容について教科書の関連
する部分（155～196ページ）を読ん
でおくこと。（90分）

授業内容についてノートにまとめる
こと。（90分）

3

・小テスト１：講義１、講義２を対象とする
・変形性関節症について理解する

小テスト１の試験範囲について教科
書の関連する部分（1～62頁）およ
びノートを確認しておくこと。ま
た、授業内容について教科書の関連
する部分（63～98ページ）を読んで
おくこと。（90分）

授業内容についてノートにまとめる
こと。（90分）

4

・小テスト１の解説を行う
・関節リウマチと類縁疾患について理解する

授業内容について教科書の関連する
部分（99～134ページ）を読んでお
くこと。（90分）

小テスト１の内容について復習する
こと。また、授業内容についてノー
トにまとめること。（90分）

7

・小テスト２の解説を行う
・絞扼性神経障害について理解する

授業内容について教科書の関連する
部分（197～240ページ）を読んでお
くこと。（90分）

小テスト２の内容について復習する
こと。また、授業内容についてノー
トにまとめること。（90分）

8

・神経根の障害について理解する 授業内容について教科書の関連する
部分（241～270ページ）を読んでお
くこと。（90分）

授業内容についてノートにまとめる
こと。（90分）
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9

・小テスト３：講義６、講義７、講義８を対象とする
・脊髄疾患について理解する

小テスト３の試験範囲について教科
書の関連する部分（155～270頁）お
よびノートを確認しておくこと。ま
た、授業内容について教科書の関連
する部分（271～300ページ）を読ん
でおくこと。（90分）

授業内容についてノートにまとめる
こと。（90分）

10

・小テスト３の解説を行う
・小児整形外科について理解する

授業内容について教科書の関連する
部分（301～342ページ）を読んでお
くこと。（90分）

小テスト３の内容について復習する
こと。また、授業内容についてノー
トにまとめること。（90分）

13

・ロコモティブシンドローム、廃用症候群、運動器不安定症につ
いて理解する
・サルコペニア、骨粗鬆症について理解する

授業内容について文献やインター
ネット等を用いて事前に調べておく
こと。（90分）

授業内容についてノートにまとめる
こと。（90分）

14

・小テスト５：講義12、講義13、講義14を対象とする（講義の後
半でテストを実施する）
・整形外科疾患の画像評価について理解する

小テスト５の試験範囲について教科
書の関連する部分（357～368頁）お
よびノートを確認しておくこと。ま
た、授業内容に関連する事柄をイン
ターネットや図書を用いて予習して
おくこと。（90分）

授業内容についてノートにまとめる
こと。（90分）

11

・小テスト４：講義９、講義10を対象とする
・切断に対する治療について理解する
・熱傷に対する治療について理解する

小テスト４の試験範囲について教科
書の関連する部分（271～342頁）お
よびノートを確認しておくこと。ま
た、授業内容について教科書の関連
する部分（343～356ページ）を読ん
でおくこと。（90分）

授業内容についてノートにまとめる
こと。（90分）

12

・小テスト４の解説を行う
・身体各部位における運動器疾患の鑑別疾患について理解する

授業内容について教科書の関連する
部分（357～368ページ）を読んでお
くこと。（90分）

小テスト４の内容について復習する
こと。また、授業内容についてノー
トにまとめること。（90分）

定期試験 0 行わない

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

85 小テスト毎に成績を出し、その結果を総合的に判断する

15

・小テスト５の解説を行う
・まとめ

本講義の内容については講義14で伝
えるので、その内容に関連する事柄
をインターネットや図書を用いて予
習しておくこと。（90分）

小テスト５の内容について復習する
こと。また、授業内容についてノー
トにまとめること。（90分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

聴講に際しては、すでに学んだ運動器の解剖や生理学を十分に復習して臨むこと。

備考欄

学習内容に記載されているものの中で教科書に掲載されていない部分については、インターネットや文献などを用いて予習や復習を行うこ
と。

その他 15 授業の参加態度を評価する

教科書 リハビリテーションのための整形外科学の歩き方　監修・田中栄　著・仲村一郎　南江堂　2020年

参考文献 標準整形外科学　第14版　井樋栄二・他編集　医学書院　2020年
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

103890A1 脳神経内科学 2306 2 カリキュラムにより
異なります。

到達目標

・神経学的症候を神経系の解剖，機能と関連づけて述べることができる．
・神経学的検査および補助検査を理解し，その臨床的意義を述べることができる．
・主な神経内科疾患について，その特徴や臨床経過，治療法等について述べることができる．

授業の方法

・教科書を用いて，講義形式で進める．
・神経疾患について，必要な検査法，病態や症候の考え方などについて，演習でディスカッションを行い，理解を深める．
・まとめの講義と質疑応答，および，確認テストを2回行い，理解の定着を図る．

ＩＣＴ活用 未定

後期

教員氏名 松谷　学、未定

授業の位置づけ

　理学療法／作業療法を行うための基本的な専門知識・技術を身につけるための科目である。ディプロマ・ポリシーの「作業療法を実践す
るために必要な基本的知識を身につけている。（知識・技能）」「作業療法学を考究し発展させるために必要な基本的知識を身につけてい
る。（知識・技能）」特に関係する科目である。　これまでに学習した「解剖学」「生理学」「運動学」「リハビリテーション医学」など
の知識をベースとし、リハビリテーションの学習において必ず習得しておくべき臨床医学のうち，脳神経内科学を学ぶ科目である。

授業の概要

　脳神経内科疾患は，障害が中枢神経系，末梢神経系，自律神経系，筋肉に及ぶので，小児から高齢者までのリハビリテーション治療の対
象として重要である．臨床の現場では神経学的な検査を行い，その結果に基づき適切な治療計画と実施がなさればならない．講義では，神
経系の解剖と機能を理解し，その上で各種の神経・筋疾患の臨床像と病態に基づく治療が理解出来るように計画されている．

1

神経系の解剖と機能：（松谷）
脳，脊髄，末梢神経の解剖と機能を学習する．

教科書の第2章を予習する．（90
分）

講義内容を教科書で復習する．（90
分）

2

神経学的診断と評価：（林）
神経学的評価の実際を学習する．

教科書の第3章を予習する．（90
分）

講義内容を教科書で復習する．（90
分）

実務経験のある
教員の教育内容

該当なし

課題に対する
フィードバック

の方法

フィードバックとして，質疑応答の時間を設けるとともに，確認テスト終了後に解説を行う．

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

錐体外路徴候，不随意運動，運動失調，感覚障害，廃用症候群な
どについて学習する．（松谷）

教科書第8，9，10，33章を予習す
る．（90分）

講義内容を教科書で復習する．（90
分）

6

高次脳機能障害：（松谷）
失語，失認，失行，記憶障害，注意障害，遂行機能障害について
学習する．

教科書第11，12，13，14，15，16章
を予習する．（90分）

講義内容を教科書で復習する．（90
分）

3

神経学的検査法：（林）
画像診断，生理学的検査等を学習する．

教科書の第4章を予習する．（90
分）

講義内容を教科書で復習する．（90
分）

4

意識障害，頭痛，脳神経外科疾患の症候，構音障害，嚥下障害，
排尿障害について学習する．（松谷）

教科書第5，6，17，18，19，34章を
予習する．（90分）

講義内容を教科書で復習する．（90
分）

9

外傷性脳損傷，脊髄疾患について学習する．（林） 教科書第23，24章を予習する．（90
分）

講義内容を教科書で復習する．
（90分）

10

脳腫瘍，認知症，てんかん，小児神経疾患について学習する．　
（松谷）

教科書第22，21，28，32章を予習す
る．（90分）

講義内容を教科書で復習する．（90
分）

7

確認テストとその解説（1回目）（林）
これまでの講義内容のまとめと質疑応答

これまでの講義内容を教科書で確認
する．（90分）

講義内容を教科書で復習する．確認
テストの内容を復習する．
（90分）

8

脳血管障害の分類とその特徴，治療などを学習する．（松谷） 教科書第20章を予習する．（90分） 講義内容を教科書で復習する．（90
分）

13

筋疾患について学習する．（松谷） 教科書第29章を予習する．（90分） 講義内容を教科書で復習する．（90
分）

11

変性疾患，脱髄疾患について学習する．（林） 教科書第25章を予習する．（90分） 講義内容を教科書で復習する．（90
分）

12

錐体外路疾患、睡末梢神経疾患について学習する．（林） 教科書第26，27章を予習する．（90
分）

講義内容を教科書で復習する．（90
分）
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14

感染性神経疾患，中毒性疾患について学習する．
演習：病歴，症候を元にディスカッションを行い，神経疾患を推
測する．（松谷）

教科書第30，31章を予習する．これ
までの講義内容を教科書で確認す
る．（90分）

講義内容を教科書で復習する．（90
分）

定期試験 0 なし

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 確認テスト2回と授業の取り組み状況で総合的に判断

15

確認テスト（2回目）とその解説（松谷）
これまでの講義内容のまとめと質疑応答

これまでの講義内容を教科書で確認
する．（90分）

講義内容を教科書で復習する．確認
テストの内容を復習する．
（90分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

新型コロナウイルス蔓延等により授業の形態が変わる場合は別途説明する。

備考欄

その他

0 なし

教科書 標準理学療法学・作業療法学「神経内科学第5版」／川平和美編／医学書院

参考文献 随時紹介する。
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

103560A1 小児科学 2308 1 2

到達目標

1.　小児の成長や発達に伴う正常な運動および精神発達の評価ができる。
2.　種々の疾患に関する知識を取得，理解し，それらの説明ができる。

授業の方法

対面講義を予定しているが、新型コロナウイルス感染症の流行等で対面講義の実施が難しくなった場合には、Webによる講義に変更する。

ＩＣＴ活用 web講義を行う場合には、ICT(Information and Communication Technology)機能を活用する。

後期

教員氏名 石黒　信久

授業の位置づけ

小児科学は，小児の各種疾患の成因や病態および治療を科学的根拠の上に立って理解し，　また小児の健康的な発育・発達を支援するため
の基礎的な知識を獲得するための授業であり，理学療法士や作業療法士となるために，必ず修めておかなければならない授業である。この
科目は、発達障害理学療法学および発達障害理学療法学実習に関連した講義である。

授業の概要

理学療法士・作業療法士に必要な小児科学の基礎を学習する。特に，小児の成長や発達に伴う正常な運動および精神発達の評価と種々の疾
患の基礎について学習する。

1

新型コロナウイルス感染症：SARS-VoV-2，疾患の概要，検査所
見，治療，感染対策，学生生活を送る上での注意事項について学
ぶ。

指定した教科書を用いて，該当部分
を予習する（90分間程度）。

授業の内容確認と得られた知識と理
解度を確認する（90分間程度）。

2

新生児・未熟児疾患：　新生児特有の問題，新生児・周産期異常
症，中枢神経障害と疾患などの症状・診断・治療などについて学
ぶ。

指定した教科書を用いて，該当部分
を予習する（90分間程度）。

授業の内容確認と得られた知識と理
解度を確認する（90分間程度）。

実務経験のある
教員の教育内容

小児科医として30年以上の経験を有する。

課題に対する
フィードバック

の方法

必要に応じて講義のなかで説明する。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

循環器疾患，呼吸器疾患および感染症：　種々の先天性心疾患お
よび呼吸器疾患，感染症などの症状・診断・治療について学ぶ。

指定した教科書を用いて，該当部分
を予習する（90分間程度）。

授業の内容確認と得られた知識と理
解度を確認する（90分間程度）。

6

消化器疾患，内分泌・代謝疾患および血液疾患：　種々の消化器
疾患，内分泌・代謝疾患および血液疾患などの症状・診断・治療
について学ぶ。

腎・泌尿器疾患，眼科・耳鼻科的疾患：　種々の腎・泌尿器疾
患，眼科・耳鼻科的疾患などの症状・診断・治療について学ぶ。

指定した教科書を用いて，該当部分
を予習する（90分間程度）。

授業の内容確認と得られた知識と理
解度を確認する（90分間程度）。

3

先天異常と遺伝病：　染色体異常，先天奇形，先天代謝異常症な
どの症状・診断・治療について学ぶ。

指定した教科書を用いて，該当部分
を予習する（90分間程度）。

授業の内容確認と得られた知識と理
解度を確認する（90分間程度）。

4

神経・筋・骨系疾患：　中枢神経疾患，てんかん，発達遅滞を伴
う疾患，脊髄疾患，末梢神経疾患，筋疾患などの症状・診断・治
療について学ぶ。

指定した教科書を用いて，該当部分
を予習する（90分間程度）。

授業の内容確認と得られた知識と理
解度を確認する（90分間程度）。

9 なし なし なし

10 なし なし なし

7

免疫・アレルギー疾患および腫瘍性疾患：　種々の免疫・アレル
ギー疾患および腫瘍性疾患などの症状・診断・治療について学
ぶ。

指定した教科書を用いて，該当部分
を予習する（90分間程度）。

授業の内容確認と得られた知識と理
解度を確認する（90分間程度）。

8

まとめのための筆記試験を実施する。 指定した教科書を用いて，該当部分
を予習する（90分間程度）。

試験の内容について復習しておく
（90分間程度）。

13 なし なし なし

14 なし なし なし

11 なし なし なし

12 なし なし なし

定期試験 0 定期試験は実施しない。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 80% 筆記試験を実施する。
20% 授業への参加度や授業態度から判断する。

15 なし なし なし

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容
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履修条件・留意
事項等

特になし

備考欄

その他 0 なし

教科書

医学書院
≪標準理学療法学・作業療法学 専門基礎分野≫≫
小児科学　第5版

参考文献 特になし
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

904140A1 精神医学I 2310 2 1

到達目標

１．精神医学に関する基本的な知識を理解し、説明できる。
２．作業療法士・理学療法士としてリハビリテーションを実践していくときに、精神科疾患を持つ患者をよ く理解し適切に対応できるよ
うになる。 
３．作業療法士･理学療法士国家試験「精神医学」範囲の出題を確実に得点できるようになる。

授業の方法

パワーポイントと配布印刷物を用いて講義形式ですすめる。
必要に応じGoogle Classroomでオンライン授業を行う。
第1回から第14回まで、Google ClassroomのGoogleフォームを用いた理解度確認テストを行う。

ＩＣＴ活用

Google ClassroomのGoogleフォームを用いて練習問題を提供し自主学習を促す。　

後期

教員氏名 瀧山　晃弘

授業の位置づけ

作業療法・理学療法を行うための基本的な専門的知識・技術を身につけるための科目である。
各学科のディプロマ・ポリシー第1項「理学療法・作業療法を実践するために必要な基本的技術を身につけている（知識・技能） 」および
「専門職の基盤となる知識を習得し科学的根拠に基づいた思考と実践能力のための基本的な能力を有した人材」と特に関係がある科目であ
る。また、その他のすべてのディプロマ・ポリシーと関係している。
「精神医学Ⅱ」「精神障害作業療法治療学」「精神障害作業療法治療学演習」「精神障害作業療法治療学特論」の基礎となる。

授業の概要

精神疾患患者のリハビリテーション計画を立案する上で必要となる、主要な精神科疾患についての知識を学 ぶ。精神障害の分類について
の考え方、精神科疾患の概念、疫学的事項、症状、診断、経過、成因と治療の概要について学習する。

1

「精神医学とは」
精神医学の特色を身体医学との比較で学び、かつ協働領域との連
携の重要性について学ぶ。また精神医学の歴史について学ぶ。

教科書のpp.1〜10を読んでおくこ
と。(90分)

教科書・資料を参照し理解を深める
こと。（90分）

2

「精神障害の成因と分類」
「精神機能の障害と精神症状」①
精神障害の３つの成因とその概念、精神障害の分類について学
ぶ。意識とその障害、注意と見当識の障害、知能とその障害、性
格とその障害について学ぶ。

教科書のpp.10〜22を読んでおくこ
と。(90分)

教科書・資料を参照し理解を深める
こと。（90分）

実務経験のある
教員の教育内容

医師としての臨床経験を活かして授業を行う。

課題に対する
フィードバック

の方法

小テストのフィードバックとして解答の解説を行う。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

「精神機能の障害と精神症状」④
神経心理学的症状について学ぶ。

教科書のpp.38〜45を読んでおくこ
と。(90分)

教科書・資料を参照し理解を深める
こと。（90分）

6

「精神障害の診断と評価」①
精神障害の診断や評価の基本となる精神医学的診察法について学
ぶ。脳CTやMRI、脳波などの身体的検査法の概略について学ぶ。

教科書のpp.46〜53を読んでおくこ
と。(90分)

教科書・資料を参照し理解を深める
こと。（90分）

3

「精神機能の障害と精神症状」②
記憶とその障害、感情とその障害、欲動および意志とその障害、
自我意識とその障害について学ぶ。

教科書のpp.22〜28を読んでおくこ
と。(90分)

教科書・資料を参照し理解を深める
こと。（90分）

4

「精神機能の障害と精神症状」③
知覚とその障害、思考とその障害、病識とその障害、主な精神状
態像について学ぶ。

教科書のpp.28〜38を読んでおくこ
と。(90分)

教科書・資料を参照し理解を深める
こと。（90分）

9

「脳器質性精神障害」②
大脳基底核の変性疾患、脳の感染症、頭部外傷と外傷性脳損傷、
中毒、脳腫瘍、脱髄性疾患、代謝障害、正常圧水頭症などについ
て学ぶ。

教科書のpp.81〜93を読んでおくこ
と。(90分)

教科書・資料を参照し理解を深める
こと。（90分）

7

「精神障害の診断と評価」②
心理検査法などの概要、精神症状や社会生活、主観的QOLの評価
法の概略について学ぶ。

教科書のpp.53〜67を読んでおくこ
と。(90分)

教科書・資料を参照し理解を深める
こと。（90分）

8

「脳器質性精神障害」①
脳器質性精神障害の経過による症状の特徴、原因となる主な疾
患、主な老年期の認知症疾患の特徴やリハビリテーションについ
て学ぶ。

教科書のpp.68〜81を読んでおくこ
と。(90分)

教科書・資料を参照し理解を深める
こと。（90分）

- 97 -



北海道文教大学　2022年度　理学療法学科　シラバス 2022/04/01

10

「症状性精神障害」
症状性精神障害の概念と症状の特徴、基礎となる主な疾患、治療
および経過について学ぶ。

教科書のpp.94〜99を読んでおくこ
と。(90分)

教科書・資料を参照し理解を深める
こと。（90分）

13

「統合失調症およびその関連障害」
統合失調症がどのような病気か、病型や診断基準、経過と予後、
急性期・慢性期における精神症状の特徴、社会生活における制限
の特徴、治療法とリハビリテーションの基本について理解する。

教科書のpp.127〜148を読んでおく
こと。(90分)

教科書・資料を参照し理解を深める
こと。（90分）

14

「気分（感情）障害」
気分（感情）障害の概念および病型の分類について学ぶ。うつ病
と躁うつ病について、症状や経過の特徴、誘因・病因と発症の機
制、治療と援助、リハビリテーションのあり方などに関して学
ぶ。

教科書のpp.149〜163を読んでおく
こと。(90分)

教科書・資料を参照し理解を深める
こと。（90分）

11

「精神作用物質による精神および行動の障害」
アルコールや依存性薬物による精神的・社会的障害を理解する。

教科書のpp.100〜114を読んでおく
こと。(90分)

教科書・資料を参照し理解を深める
こと。（90分）

12

「てんかん」
てんかんの概念、原因別の分類、および発作症状や精神症状の特
徴、経過と予後、治療、ケアとリハビリテーションについて学
ぶ。

教科書のpp.115〜126を読んでおく
こと。(90分)

教科書・資料を参照し理解を深める
こと。（90分）

定期試験 0 定期試験は実施しない。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 小テストの提出状況、および最終回の修了テスト。詳細は授業中に伝える。

15

まとめと修了テスト 第1回から第14回までの内容を復習
しておくこと。(90分)

教科書・資料を参照し理解を深める
こと。（90分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

積極的な態度で学習することが推奨される。

備考欄 特記事項なし。

その他 0 なし

教科書 標準理学療法学・作業療法学 専門基礎分野 精神医学 第４版増補版／上野武治 編集／医学書院

参考文献 標準精神医学第７版／尾崎紀夫・三村將・水野雅文・村井俊哉 編集／医学書院
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

108920A1 精神医学II 2311 2 2

到達目標

１．精神科疾患に関する知識を深め、説明できる。
２．これらの知識を、作業療法士・理学療法士としてリハビリテーションを実践していくときに応用できる。
３．精神科疾患を持つ患者をよく理解し適切に対応できるようになる。

授業の方法

パワーポイントと配布印刷物を用いて講義形式ですすめる。
必要に応じてオンライン授業を実施する。
Google Classroomを用いた理解度確認テストを講義時間内に行う。

ＩＣＴ活用 Google Classroomの小テスト機能を用いて練習問題を提供し自主学習を促す。

前期

教員氏名 瀧山　晃弘

授業の位置づけ

作業療法・理学療法を実践するために必要な基本的知識を身につけるための科目である。
各学科のディプロマ・ポリシー第1項「理学療法・作業療法を実践するために必要な基本的技術を身につけている（知識・技能） 」および
「専門職の基盤となる知識を習得し科学的根拠に基づいた思考と実践能力のための基本的な能力を有した人材」と特に関係がある科目であ
る。また、その他のすべてのディプロマ・ポリシーと関係している。
「精神医学Ⅰ」と関連し、「精神障害作業療法治療学」「精神障害作業療法治療学演習」「精神障害作業療法治療学特論」の基礎となる。

授業の概要

精神医学Ⅰで得た主要精神科疾患の症状などについての知識に加え、それぞれの疾患の病因、心理社会的な困難、治療法についての理解を
深める。

1

「神経症性障害」「生理的障害および身体的要因に関連した障
害」
神経症性障害の概念とその種類、臨床的特徴について学ぶ。ま
た、身体的要因と関連した精神障害にはどのようなものがあるか
理解する。

教科書のpp.164〜180を読んでおく
こと。(90分)

教科書・資料を参照し理解を深める
こと。（90分）

2

「成人のパーソナリティ・行動・性の障害」
パーソナリティ障害の概念、代表的なパーソナリティ障害の類型
とその特徴について学ぶ。

教科書のpp.181〜187を読んでおく
こと。(90分)

教科書・資料を参照し理解を深める
こと。（90分）

実務経験のある
教員の教育内容

医師としての臨床経験を活かして授業を行う。

課題に対する
フィードバック

の方法

小テストのフィードバックとして解答の解説を行う。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

「心身医学」
心身医学の概念と治療の基本について学ぶ。

教科書のpp.212〜214を読んでおく
こと。(90分)

教科書・資料を参照し理解を深める
こと。（90分）

6

「ライフサイクルにおける精神医学」
ライフサイクルの観点から、小児期・青年期、成人期、初老期、
老年期の精神・心理特性について学ぶ。

教科書のpp.215〜230を読んでおく
こと。(90分)

教科書・資料を参照し理解を深める
こと。（90分）

3

「心理的発達の障害」「精神遅滞[知的障害]」
心理的発達障害の概念を精神遅滞との比較で学ぶ。特異的発達障
害と広汎性発達障害の臨床的特徴、それぞれの障害に対する治療
やリハビリテーション、教育の現状を学ぶ。

教科書のpp.188〜206を読んでおく
こと。(90分)

教科書・資料を参照し理解を深める
こと。（90分）

4

「コンサルテーション・リエゾン精神医学」
コンサルテーション・リエゾン精神医学の概念を理解し、精神腫
瘍学、臨死状態やターミナルケアにおける精神的問題について学
ぶ。

教科書のpp.207〜211を読んでおく
こと。(90分)

教科書・資料を参照し理解を深める
こと。（90分）

9

「精神障害の治療とリハビリテーション」③
精神療法その２．
芸術療法について学ぶ。

教科書のpp.231〜253を読んでおく
こと。(90分)

教科書・資料を参照し理解を深める
こと。（90分）

10

「精神科保健医療と福祉，職業リハビリテーション」
精神保健福祉法と関連法規、精神障害者の職業リハビリテーショ
ンについて学ぶ。

教科書のpp.254〜272を読んでおく
こと。(90分)

教科書・資料を参照し理解を深める
こと。（90分）

7

「精神障害の治療とリハビリテーション」①
精神障害に対して用いられている主な治療法の種類と特徴、適応
などについて学ぶ。

教科書のpp.231〜253を読んでおく
こと。(90分)

教科書・資料を参照し理解を深める
こと。（90分）

8

「精神障害の治療とリハビリテーション」②
精神療法その１．
認知行動療法の基本技法、行動変容技法、認知変容技法について
学ぶ。

教科書のpp.231〜253を読んでおく
こと。(90分)

教科書・資料を参照し理解を深める
こと。（90分）
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13

「社会・文化とメンタルヘルス」③
家庭のメンタルヘルス（家族精神保健）について学ぶ。

教科書のpp.276〜277を読んでおく
こと。(90分)

教科書・資料を参照し理解を深める
こと。（90分）

14

「社会・文化とメンタルヘルス」④
司法精神医学、社会現象とメンタルヘルスについて学ぶ。

教科書のpp.277〜278を読んでおく
こと。(90分)

教科書・資料を参照し理解を深める
こと。（90分）

11

「社会・文化とメンタルヘルス」①
学校におけるメンタルヘルス（学校精神保健）について学ぶ。

教科書のpp.273〜275を読んでおく
こと。(90分)

教科書・資料を参照し理解を深める
こと。（90分）

12

「社会・文化とメンタルヘルス」②
職場のメンタルヘルス（産業精神保健）について学ぶ。

教科書のpp.275〜276を読んでおく
こと。(90分)

教科書・資料を参照し理解を深める
こと。（90分）

定期試験 0 定期試験は実施しない。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 小テスト、レポートの提出状況等。詳細は授業中に伝える。

15

「社会・文化とメンタルヘルス」⑤
宗教と精神障害について学ぶ。

教科書のp.278を読んでおくこと。
(90分)

教科書・資料を参照し理解を深める
こと。（90分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

精神医学Ⅰの修得を前提とする。

備考欄 特記事項なし。

その他 0 なし

教科書 標準理学療法学・作業療法学 専門基礎分野 精神医学 第４版増補版／上野武治 編集／医学書院

参考文献 標準精神医学第７版／尾崎紀夫・三村將・水野雅文・村井俊哉 編集／医学書院
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

107660A1 リハビリテーション医学 2320 1 1

到達目標

１．リハビリテーション医学における障害の捉え方を理解する。
２．代表的な疾患に関して、リハビリテーション医学の治療目的を理解する。
３．リハビリテーション医学の中の理学療法や作業療法の役割を理解する。

授業の方法

・授業資料のPDFは事前にGoogleクラスルームに載せるので、教科書と併せて確認すること。授業はパワーポイントを用いて講義形式です
すめる。また、理解度の確認として小テストを実施する。授業に関する質問はGoogleクラスルームでのメールで対応する。

ＩＣＴ活用 Googleのクラスルームを利用するのでスマートフォン等を持参する事。

後期

教員氏名 橘内　勇、村上　優衣

授業の位置づけ

・理学療法学科のディプロマ・ポリシー「理学療法を行うための専門的知識・技術を身につけている（知識・技能）」および作業療法学科
のディプロマ・ポリシー「作業療法を実践するために必要な基本的知識を身につけている。（知識・技能）」ことと特に関係がある科目で
ある。
・「リハビリテーション概論」「理学療法概論」「作業療法概論」と関連し、今後の理学療法および作業療法の専門科目の基礎となる。

授業の概要

・リハビリテーション医学の実践であるリハビリテーション医療は障害を最小化し、残存能力を最大化するための治療と予防である。本講
義ではリハビリテーション治療について、代表的な疾患を通して基本的な考え方を学ぶ。また、対象者を中心としてたリハビリテーション
医学とは何かについても学び、あるべき理学療法士像や作業療法士像について考察する。

1

オリエンテーション。
リハビリテーション医療の内容やチームアプローチについて学ぶ
（橘内）
【アクティブラーニング】リハビリテーションではなぜチームア
プローチが必要かをグループ毎に話し合う。
授業内課題（10点満点）


授業内容について事前に配布した資
料および教科書の関連する部分を読
んでおくこと。
（90分）

授業内容についてノートにまとめて
おくこと。（９０分）

2

リハビリテーション医療を実施するための国際生活機能分類につ
いて学ぶ（橘内）
授業内課題（10点満点）

授業内容について事前に配布した資
料および教科書の関連する部分を読
んでおくこと。
（90分）

授業内容についてノートにまとめて
おくこと。（９０分）

実務経験のある
教員の教育内容

橘内～理学療法士として実務経験を活かしたリハビリテーション医学に関する授業を行う。
村上～作業療法士として実務経験を活かしたリハビリテーション医学に関する授業を行う。

課題に対する
フィードバック

の方法

フィードバックは、理解度の確認として実施した小テストを採点後に返却し、その内容について解説または補足説明を行う。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

脳血管障害の臨床症状と理学療法および作業療法の治療手技につ
いて、神経学的な視点から学ぶ（村上）
授業内課題（10点満点）

授業内容について事前に配布した資
料および教科書の関連する部分を読
んでおくこと。
（90分）

授業内容についてノートにまとめて
おくこと。（９０分）

6

リハビリテーションの対象となる神経筋疾患の臨床症状について
理解し、理学療法および作業療法の介入目的とその方法について
学ぶ（村上）
授業内課題（10点満点）

教科書の当該箇所を事前に読んでお
くこと。（９０分）

授業内容についてノートにまとめて
おくこと。（９０分）

3

代表的な運動器疾患の臨床症状と理学療法および作業療法の治療
手技について学ぶ。また、１～３回目の内容について、本講義の
後半に小テストを行う。（橘内）
授業内課題（10点満点）

授業内容について事前に配布した資
料および教科書の関連する部分を読
んでおくこと。
（90分）

授業内容についてノートにまとめて
おくこと。（９０分）

4

高齢者に対するリハビリテーション医療の現状について学ぶ。
（橘内）
授業内小テスト（橘内担当の4回分講義　20点満点）

授業内容について事前に配布した資
料および教科書の関連する部分を読
んでおくこと。
（90分）

授業内容についてノートにまとめて
おくこと。（９０分）

9 なし なし なし

10 なし なし なし

7

認知症について、その分類と臨床症状について学ぶ。また、５～
７回目の内容について、本講義の後半で小テストを行う。（村
上）　
授業内課題（10点満点）

教科書の当該箇所を事前に読んでお
くこと。（９０分）

授業内容についてノートにまとめて
おくこと。（９０分）

8

内部疾患（呼吸器・循環器疾患）により発生する様々な障害につ
いて学ぶ。（村上）
授業内小テスト（村上担当の4回分講義　20点満点）

教科書の当該箇所を事前に読んでお
くこと。（９０分）

授業内容についてノートにまとめて
おくこと。（９０分）
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13 なし なし なし

14 なし なし なし

11 なし なし なし

12 なし なし なし

定期試験 0 定期試験は実施しない。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 毎回授業内で課題もしくは小テストを実施する。
授業内課題10点満点×6回で60点、授業内小テスト20点満点×2回で40点　計100点満点

15 なし なし なし

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

授業へは積極的に参加し、不明な点については、質問等で必ず解決すること。
授業内での小テストで成績を評価するので欠席をしないこと。
但し、止むを得ない理由（公欠と認められる）場合においては代替の手段を講じて評価する。

備考欄

その他 0 なし

教科書 入門リハビリテーション概論　中村隆一編　医歯薬出版

参考文献 とくに指定しない。
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

107820A1 老年医学 2316 1 2

到達目標

１．老化と老年期を包括的に理解し、説明できる。
２．高齢者の個別の疾患、障害への理解を深め、応用できる。
３．高齢者の全人間的復権、リハビリテーション看護などの重要性について理解し、説明できる。

授業の方法

板書と教科書を活用しながら講義形式ですすめる。パワーポイントと配布印刷物も用いる。Google Classroomを用いた理解度確認テストを
時間内に行う(全4回程度)。
フィードバックとして理解度確認テストの解説を行う。

ＩＣＴ活用 Google Classroomの小テスト機能を用いて練習問題を提供し、自主学習を促す。

後期

教員氏名 瀧山　晃弘、續　佳代、佐々木　幸子、辻　幸美

授業の位置づけ

理学療法・作業療法を行うために必要な、老年医学に関連する基本的な専門的知識・技術を身につけるための科目である。
各学科のディプロマ・ポリシー第1項「理学療法・作業療法を実践するために必要な基本的技術を身につけている（知識・技能） 」および
「専門職の基盤となる知識を習得し科学的根拠に基づいた思考と実践能力のための基本的な能力を有した人材」と特に関係がある科目であ
る。また、その他のすべてのディプロマ・ポリシーと関係している。
「高齢者理学療法学」「高齢期作業療法治療学」「高齢期作業療法治療学演習」「高齢期作業療法治療学特論」の基礎となる。

授業の概要

超高齢化社会を迎え、老年学の重要性はいやが上にも増大し、高齢者医療においては、診断や治療を行うのみではなく、社会生活にまで配
慮した、全人的医療の実践が望まれる。そのために、老年医学に関する基本的な知識を習得し、医療、リハビリテーション、看護、など専
門職による理解を深める。

1

加齢と老化（瀧山晃弘）
・老年学とは
・老化と加齢の定義、老化の機序
・老化による生理機能の低下
・老年病と老年症候群

教科書の該当する部分を読んでおく
こと。生理学・運動学などを復習し
ておくこと。(90 分)

内科学・神経内科学・整形外科学・
治療学などの知識と統合すること。
（90分）

2

高齢者に特徴的な症状と疾患１（瀧山晃弘）
・循環器疾患
・呼吸器疾患
・消化器疾患

教科書の該当する部分を読んでおく
こと。生理学・運動学などを復習し
ておくこと。(90 分)

内科学・治療学などの知識と統合す
ること。（90分）

実務経験のある
教員の教育内容

各教員は医師、看護師、薬剤師、理学療法士等の資格に基づく臨床経験を活かして授業を行う。

課題に対する
フィードバック

の方法

講義の中で小テストについて解説する。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

高齢者に特徴的な精神疾患（認知症とうつ）（續佳代）
・加齢によるもの忘れと認知症によるもの忘れの違いについて理
解する。
・認知症の種類とその特徴について理解する。
・老年期のうつ病の特徴と治療について理解する。

教科書p188-204を読んでおくこと。
（90分）

講義で配布した国家試験対策問題を
復習すること。（90分）

6

高齢者のリハビリテーション１　（佐々木幸子）
高齢者に対するリハビリテーションの特徴、目的、注意点につい
て理解する
・サルコペニア・フレイル
・転倒・骨折
・変形性関節症

医療概論・リハビリテーション概論
などの内容をよく復習しておくこ
と。（90分）

内科学・神経内科学・整形外科学・
治療学などの知識と統合すること。
（90分）

3

高齢者に特徴的な症候と疾患２（瀧山晃弘）
・骨･運動器疾患
・精神・神経疾患
・耳鼻咽喉疾患
・眼疾患

教科書の該当する部分を読んでおく
こと。生理学・運動学・精神医学・
臨床心理学などを復習しておくこ
と。(90 分)

内科学・神経内科学・整形外科学・
治療学などの知識と統合すること。
（90分）

4

高齢者に特徴的な症候と疾患３（瀧山晃弘）
・内分泌疾患
・血液・免疫疾患
・腎・泌尿器疾患
・皮膚・口腔疾患

教科書の該当する部分を読んでおく
こと。生理学などを復習しておくこ
と。(90 分)

内科学・神経内科学・治療学などの
知識と統合すること。　（90分）

7

高齢者のリハビリテーション２　（佐々木幸子）
高齢者に対するリハビリテーションの特徴、目的、注意点につい
て理解する
・脳血管疾患
・循環器疾患
・呼吸器疾患

医療概論・リハビリテーション概論
などの内容をよく復習しておくこ
と。（90分）

内科学・神経内科学・整形外科学・
治療学などの知識と統合すること。
（90分）
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9 なし なし なし

10 なし なし なし

8

老年看護学における理論と実際　（辻幸美）
内容：老年看護学の概要や老年看護学の定義、役割
行動目標：医療チームの一員である看護師が基盤としている考え
方が理解できる。

教科書 32 高齢者の医療、看護、介
護・福祉、保健 B を熟読しておく
こと。（90分）

看護師と連携することで得られる患
者にとってのメリットを考える。
（90分）

13 なし なし なし

14 なし なし なし

11 なし なし なし

12 なし なし なし

定期試験 0 定期試験は実施しない。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 一部の講義で小テストを行う。詳細は授業中に伝える。

15 なし なし なし

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

積極的に学修すること。

備考欄 特記事項なし。

その他 0 なし

教科書 標準理学療法学・作業療法学 専門基礎分野　老年学(第5版)　編集：大内 尉義　医学書院

参考文献 必要に応じて紹介する。
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

112410A1 リハビリテーション障害学 2320 1 2

到達目標

1.神経系の構造と機能を再確認し、多様な症状・障害に対する対処法を論理的に説明できるようになる。
2.筋・骨格系の構造と機能を再確認し、運動器疾患とそれらに起因する障害像を把握し、理学療法や作業療法に応用できる臨床的な知識を
習得する。
3.中枢神経障害の神経制御機構について説明できる

授業の方法 小グループによる演習や講義を織り交ぜ、問題解決能力の向上をはかる。

ＩＣＴ活用 なし

後期

教員氏名 金子　翔拓、田邉　芳惠

授業の位置づけ

基礎医学と臨床医学の知識を統合して、理学療法や作業療法の専門領域へつなげる科目であり、問題を発見し、解決に必要な情報を収集・
分析・整理し、論理的な解決法を見いだす能力を養うための科目である。
作業療法学科のディプロマポリシー「知識・技能」の「作業療法を実践するために必要な基本的知識を身につけている。」を達成するため
の科目であり、作業療法を実践するために必要な基本的知識を身につけるために評価学を学ぶ。

授業の概要

本科目では基礎医学と臨床医学の知識を論理的基盤とし、理学療法および作業療法における評価や治療について柔軟に考える。ある特定の
障害を正常と比較しながら運動学的、病理学的、解剖学的および生理学的に考察することで障害の実態を把握する。また、必要なリスク管
理、検査項目の選択および治療プログラムの立案についても根拠をもって考察し、基礎医学と臨床医学の繋がりを体感する。展開する分野
は神経障害、内部障害、運動器障害とし、2年前期までに学んだ専門基礎科目と専門科目の理解を深め、臨床実習に向けて応用力を養いた
い。

1

中枢神経系の解剖生理学①
脳・脊髄の構造（機能局在・伝導路など）と機能を臨床的視点か
ら説明できる。（金子）

解剖学・生理学の教科書を見直して
関連領域の知識をまとめておくこ
と。（90分）

大脳皮質の機能、上行路、下行路に
ついて復習すること。（90分）

2

中枢神経障害でみられる症状①
錐体路障害で出現する様々な症状を臨床神経学的に説明できる。
（金子）

解剖学・生理学の教科書を見直して
関連領域の知識をまとめておくこ
と。（90分）

前回の授業内容もふまえ、中枢神経
の構造と機能について復習するこ
と。（90分）

実務経験のある
教員の教育内容

金子翔拓：病院やクリニックなどの身体障害領域において作業療法士として5年以上勤務した経験を活かし, リハビリテーション障害学の
授業を行う.　

田邉芳恵：病院やクリニックなどの身体障害領域において理学療法士として5年以上勤務した経験を活かし, リハビリテーション障害学の
授業を行う.

課題に対する
フィードバック

の方法

単元別に適宜課題を出し、提出された内容を精査したうえで、重要な内容について講義内でフィードバックする。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

上肢関節の解剖学と運動学：肩関節、肘関節、手関節の構造と関
節運動の特徴を説明できる。（田邉）

上肢の関節について解剖学や運動学
の教科書を見直しておくこと。(90
分）

講義内容をノートにまとめておくこ
と。（90分）

6

脊柱の解剖学と運動学：頚椎、胸椎、腰椎の構造と関節運動の特
徴を説明できる。（田邉）

脊柱の代表的な疾患について整形外
科学の教科書を見直しておくこと。
(90分）

講義内容をノートにまとめておくこ
と。（90分）

3

神経疾患で出現する症状の捉え方
特に上位ニューロン障害と下位ニューロン障害、感覚障害につい
て臨床的な視点から説明できる。（金子）

講義ノートを見直し、脊髄内の上行
路、下行路について予習すること。
（90分）

講義内容をノートにまとめておくこ
と。（90分）

4

中枢神経障害でみられる症状③
球麻痺症状、高次脳機能障害、筋緊張異常などの症状を説明でき
る。（金子）

特に脳神経の機能と脊髄反射のメカ
ニズムについて予習すること。（90
分）

講義内容をノートにまとめておくこ
と。（90分）

9 なし なし なし

10 なし なし なし

7

下肢関節の解剖学と運動学①：股関節の構造と関節運動の特徴を
説明できる。（田邉）

股関節の代表的な疾患について整形
外科の教科書を見直しておくこと。
（90分）

講義内容をノートにまとめておくこ
と。（90分）

8

下肢関節の解剖学と運動学②：膝関節、足関節の構造と関節運動
の特徴を説明できる。（田邉）

膝関節、足関節の代表的な疾患につ
いて整形外科学の教科書を見直して
おくこと。（90分）

講義内容をノートにまとめておくこ
と。（90分）

13 なし なし なし

14 なし なし なし

11 なし なし なし

12 なし なし なし

定期試験 0 実施しない

15 なし なし なし

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容
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定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 単元ごとに簡単な授業内課題を実施する（80％）.出席率20％.　合わせて100％として成績判定する

履修条件・留意
事項等

3 回欠席すると単位を取得できないので注意すること.

備考欄

その他 0 特になし

教科書 特になし. 必要に応じて資料を配布する.

参考文献 随時紹介いたします。
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

107750A1 臨床心理学 2338 1 カリキュラムにより
異なります。

到達目標

１．医療の中での臨床心理学の必要性について説明できる。
２．代表的な臨床心理学的アセスメントの方法について説明できる。
３．代表的な心理療法について説明できる。
４．行動理論の代表的な基礎理論を説明できる。
５．行動理論の代表的なアプローチを説明できる。

授業の方法

パワーポイントと配布印刷物を用いて講義形式ですすめる。
理解度確認テストを実施する（７回）。

ＩＣＴ活用 google formsを用いた双方向授業を取り入れる。

前期

教員氏名 松岡　紘史

授業の位置づけ

理学療法学科のディプロマ・ポリシー「理学療法士としての臨床場面や研究におけるコミュニケーション能力を身につけている。（思考・
判断・表現）」および作業療法学科のディプロマ・ポリシー「作業療法を実践するために必要な基本的知識を身につけている。（知識・技
能）」と関係する科目である。

授業の概要

臨床心理学は，さまざまな問題の理解と解決に心理的要因が大きく関与していると思われる個人を心理学的な立場から理解し，問題解決を
図ろうとする学問である。臨床心理学を支える理論にはさまざまなものがあるが，近年は認知行動的な立場から問題を理解し解決を図る行
動理論に基づく考え方が主流となっている。本講義では，臨床心理学の基本的な考え方を学ぶとともに，行動理論による問題の理解と解決
方法を理解する。

1

臨床心理学とは
臨床心理学で対象となる問題行動や不適応症状を学習するととも
に，どのような領域で臨床心理学が利用されているかを理解す
る。

参考文献を中心に臨床心理学の必要
性について考えておくこと。（60
分）

配布プリントをもとに復習を行うこ
と。（120分）

2

アセスメント
臨床心理学で用いられるアセスメントについて理解する

参考文献を中心に臨床心理学で用い
られるアセスメントについて予習し
ておくこと。（60分）

配布プリントをもとに復習を行うこ
と。特に，国家試験の過去問につい
ては十分復習すること。（120分）

実務経験のある
教員の教育内容

医療機関での臨床心理学の実戦経験を講義におりまぜながら、臨床心理学を用いた患者理解・対応について講義を行う。

課題に対する
フィードバック

の方法

フィードバックとして理解度確認テストを回収後，解説を行う。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

行動理論：機能分析
臨床心理学の実践で不可欠となってきている行動理論のアプロー
チの中で，問題行動の理解の仕方の１つである機能分析を理解す
る。

参考文献を中心に機能分析について
予習しておくこと。（60分）

配布プリントをもとに復習を行うこ
と。（120分）

6

行動理論：行動のコントロール
臨床心理学の実践で不可欠となってきている行動理論のアプロー
チの中で，行動のコントロールに関するアプローチを理解する。

参考文献を中心に行動のコントロー
ルの方法について予習しておくこ
と。（60分）

配布プリントをもとに復習を行うこ
と。（120分）

3

臨床心理学の諸理論
臨床心理学を代表する，精神力動的理論，人間性心理学について
学び，それぞれの理論的立場の異動について理解する。

参考文献を中心に臨床心理学で用い
られる心理療法（行動療法以外）に
ついて予習しておくこと。（60分）

配布プリントをもとに復習を行うこ
と。特に，国家試験の過去問につい
ては十分復習すること。（120分）

4

行動理論：学習理論
臨床心理学の実践で不可欠となってきている行動理論のアプロー
チの中で，問題行動の理解の仕方の基礎となる学習理論について
理解する。

参考文献を中心に学習理論について
予習しておくこと。（60分）

配布プリントをもとに復習を行うこ
と。（120分）　

9 なし なし なし

10

なし


なし なし

7

行動理論：認知のコントロール
臨床心理学の実践で不可欠となってきている行動理論のアプロー
チの中で，認知のコントロールに関するアプローチを理解する。

参考文献を中心に認知のコントロー
ルの方法について予習しておくこ
と。（60分）

配布プリントをもとに復習を行うこ
と。（120分）

8

行動理論：気分・感情のコントロール
臨床心理学の実践で不可欠となってきている行動理論のアプロー
チの中で，気分・感情のコントロールに関するアプローチを理解
する。

参考文献を中心に気分・感情のコン
トロールの方法について予習してお
くこと。（60分）

配布プリントをもとに復習を行うこ
と。（120分）

13 なし なし なし

11 なし なし なし

12 なし なし なし
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14 なし なし なし

定期試験 0 定期試験は実施しない

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 レポート(60%)　
理解度確認テスト（40%）

15 なし なし なし

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

特になし

備考欄

その他 0 なし

教科書 なし

参考文献

リハベーシック　心理・臨床心理学／内山　靖他編／医歯薬出版株式会社
実践家のための認知行動療法テクニックガイド／鈴木伸一他／北大路書房　
認知行動療法事典／日本認知・行動療法学会編／丸善出版
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

110420A1 リハビリテーション栄養学 2340 1 カリキュラムにより
異なります。

到達目標

・栄養素とその働きを説明できる．
・栄養状態の評価に必要な指標，臨床検査値，身体計測法などについて説明できる．
・栄養補給法の概略について説明できる．
・病態と栄養学的対策との関連を説明できる．
・リハビリテーションにおける栄養知識の重要性を説明できる．

授業の方法

スライドおよび配布資料を用いて講義形式で進める．
確認小テストを実施する．

ＩＣＴ活用

授業に関する事項は，Classroomを用いる．
Google Formを用いて小テストを実施する．

前期

教員氏名 佐々木　将太

授業の位置づけ

理学および作業療法を実践するために必要な基本的技能を身につける科目である．
「生理学」「生命科学」「リハビリテーション医学」と関連し，「チーム医療概論」の基礎となる．

授業の概要

理学および作業療法において，治療やリハビリテーションを円滑に進めるうえで栄養の基礎的知識が欠かせない状況となっている．本科目
では栄養の基礎知識から，臨床現場で接する機会の多い高齢者，主な病態に対する栄養療法の基礎を学ぶ．
栄養の基礎的知識を習得し，「栄養」に配慮することでリハビリテーションによる栄養不良を防ぎ，より効率的なリハビリテーションがで
きることを理解する．

1

【ガイダンス】【栄養知識の重要性】
栄養，および栄養素の概念とリハビリテーションにおける栄養知
識の重要性を学ぶ．
【栄養の基礎① 栄養補給ルート】
治療に用いられる栄養補給法の概略について学ぶ．

教科書の序章 (pp.1-12) および第1
章1.栄養補給ルート (pp.20-22)を
読んでおく．(90分)

配布資料および授業内容を整理す
る．(90分)

2

【栄養の基礎② 栄養素の役割】
栄養素代謝の概略について学ぶ．
リハビリテーションを行う患者の必要栄養量を学ぶ．

教科書の第1章3.栄養素の役割 
(pp.28-55) を読んでおく．(90分)

配布資料および授業内容を整理す
る．(90分)

実務経験のある
教員の教育内容

なし

課題に対する
フィードバック

の方法

授業内で確認小テストの解説をする．
レポート課題へのフィードバックは，ルーブリックを通して行う．

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

【主な病態の栄養療法②摂食嚥下障害，フレイル・サルコペニ
ア】
嚥下障害者の病態生理・栄養評価と栄養療法を学ぶ．
フレイル・サルコペニアの病態生理・栄養評価と栄養療法を学
ぶ．

教科書の第2章2.摂食嚥下障害，3.
フレイル，4サルコペニア (pp.92-
120)を読んでおく．(90分)

配布資料および授業内容を整理す
る．(90分)

6

【主な病態の栄養療法③ロコモティブシンドローム】
ロコモティブシンドロームの病態生理・栄養評価と栄養療法を学
ぶ．

教科書の第2章5.ロコモティブ・シ
ンドローム (pp.121-125)を読んで
おく．(90分)

配布資料および授業内容を整理す
る．(90分)

3

【栄養の基礎③エネルギー代謝】
エネルギー代謝の概略と消費エネルギーの算出方法を学ぶ．

教科書の第1章2.エネルギー代謝 
(pp.23-27) を読んでおく．(90分)

配布資料および授業内容を整理す
る．(90分)

4

【栄養学の基礎④ 栄養ケアプロセス】
栄養ケアプロセスの概略を学ぶ．
【主な病態の栄養療法①低栄養】
低栄養の病態生理・栄養評価と栄養療法を学ぶ．

教科書の第1章7.栄養ケアプロセス 
(pp.71-82)，第2章1.低栄養者の栄
養管理 (pp.84-91)を読んでおく．
(90分)

配布資料および授業内容を整理す
る．(90分)

9

なし なし なし

10 なし なし なし

7

【主な病態の栄養療法④メタボリックシンドローム】
メタボリックシンドロームの病態生理・栄養評価と栄養療法を学
ぶ．

教科書の第2章6.メタボリック・シ
ンドローム (pp.126-134)を読んで
おく．(90分)

配布資料および授業内容を整理す
る．(90分)

8

【運動 (スポーツと栄養)】
スポーツ実施者に対する栄養について学ぶ．

スポーツ栄養について調べ，興味を
もったことを整理しておく．(90分)

配布資料および授業内容を整理す
る．(90分)　

11 なし なし なし
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13 なし なし なし

14 なし なし なし

12 なし なし なし

定期試験 0 定期試験は実施しない

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

90 提出された課題の内容により評価する (授業4回目 (35%)および8回目 (55%)終了時にレポートを出題する)

15 なし なし なし

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

必修科目

備考欄

その他 10 毎授業小テストを実施する

教科書 リハビリテーションに役立つ 栄養学の基礎/栢下淳・若林秀隆 編著/医歯薬出版株式会社

参考文献 適宜紹介する
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

107740A1 臨床薬理学 2344 1 カリキュラムにより
異なります。

到達目標

・剤形の種類と投与方法、体内における吸収、代謝、排泄までを概説できる。
・各疾患治療薬の薬効と副作用を概説できる。
・薬と薬、薬と食品やサプリメントの相互作用について概説できる。

授業の方法

最初の時間はパワーポイントを使用する。教科書を用いて講義形式ですすめる。毎回配布する国家試験対策問題で知識が深まるように解説
する。

ＩＣＴ活用 なし

後期

教員氏名 續　佳代

授業の位置づけ

ディプロマ・ポリシーの「理学療法を行うための基本的な専門的知識・技術を身につけている（知識・技能）」また、「作業療法を実践す
るために必要な基本的知識を身につけている（知識・機能）」ことと特に関係のある科目である。解剖学、生理学を習得していることが前
提で、投薬中の患者様の作業療法、理学療法を実践するために必要な基本的知識を身につけるための科目である。

授業の概要

医療において薬物治療の位置づけは非常に重要である。作業療法、理学療法は入院治療の一環として薬物療法と、精神療法とともに行われ
るものである。ほとんど全ての患者は薬物治療で症状をコントロールしながら作業療法、理学療法を受けていることをいつも考えていなけ
ればならない。講義では臨床で頻繁に出会う疾患に使用する薬剤の種類、薬効、薬効の持続、副作用について概説するので、適正な作業療
法、理学療法に生かせる知識を習得する。

1

・作業療法士、理学療法士が薬理学を学ぶ意義について理解す
る。
・薬に関する基礎知識（薬の名称、薬の剤形、投与経路と吸収、
体内動態、薬物作用部位など）を理解する。


自分のお薬手帳に記載されている薬
品名、用法・容量など、まず薬に興
味を持つこと。（90分）

講義で配布した国家試験対策問題を
復習すること。
（90分）

2

薬物依存症
・薬物の依存、耐性、逆耐性現象、離脱症状について理解する。
・依存性薬物の種類と心身に及ぼす作用の特徴について理解す
る。

シラバスを参考にあらかじめ教科書
を読んでおくこと。（90分）

講義で配布した国家試験対策問題を
復習すること。
（90分）

実務経験のある
教員の教育内容

該当なし

課題に対する
フィードバック

の方法

毎回配布する国家試験対策問は講義内でフィードバックします。
復習試験を実施し回収後、問題の解説をします。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

中枢神経系の疾患と治療薬
・中枢神経系疾患（不眠症、睡眠障害、うつ病、双極性障害、神
経症性障害、注意欠如・多動性障害、ナルコレプシー）の治療薬
について理解する。

シラバスを参考にあらかじめ教科書
を読んでおくこと。（90分）

講義で配布する国家試験対策問題を
復習すること。
（90分）

6

循環器系の疾患と薬
・狭心症、心筋梗塞の治療薬について理解する。
・抗凝固薬、抗血小板薬、血栓溶解薬について理解する。
・高血圧治療薬、利尿薬について理解する。

シラバスを参考にあらかじめ教科書
を読んでおくこと。（90分）

講義で配布する国家試験対策問題を
復習すること。
（90分）

3

末梢神経の疾患と薬
・自律神経系における情報伝達を理解する。
・副交感神経系作用薬について理解する。
・交感神経系作用薬について理解する。
・痙縮治療薬について理解する。

シラバスを参考にあらかじめ教科書
を読んでおくこと。（90分）

講義で配布する国家試験対策問題を
復習すること。
（90分）

4

中枢神経系の疾患と薬
・神経伝達物質と受容体の関係を理解する。
・中枢神経系の疾患（統合失調症、パーキンソン病、アルツハイ
マー病）の治療薬について理解する。

シラバスを参考にあらかじめ教科書
を読んでおくこと。（90分）

講義で配布する国家試験問題を復習
すること。
（90分）

9 なし なし なし

7

鎮痛薬
・痛みと鎮痛薬について理解する。
・鎮痛薬（オピオイド鎮痛薬、非オピオイド鎮痛薬、神経障害性
鎮痛薬）について理解する。

シラバスを参考にあらかじめ教科書
を読んでおくこと。（90分）

講義で配布する国家試験対策問題を
復習すること。
（90分）

8

第1回目から第7回目までのまとめの復習試験と解説を行う。 シラバスを参考にあらかじめ教科書
を読んでおくこと。（90分）

講義で配布する復習テストの問題を
復習すること。
（90分）
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10 なし なし なし

13 なし なし なし

14 なし なし なし

11 なし なし なし

12 なし なし なし

定期試験 0

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 筆記による復習試験で評価する。

15 なし なし なし

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

講義は8回ですので3回以上の欠席で単位不認定となります。

備考欄

その他 0

教科書 薬がみえる vol.1 （第2版）メディックメディア

参考文献 なし
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

101550A1 救急医学 2318 1 カリキュラムにより
異なります。

到達目標

（１）医療施設以外の場所で正しい応急処置を行うことができる。
（２）外傷に対する応急処置の必要性を説明することができる。
（３）生命の危険を生じる危険性の高い疾患について説明することができる。
（４）正しい一次救命処置を実施することができる。

授業の方法 指定の教科書を中心に講義を行うが、適時プリントを配布および小テストを実施する。

ＩＣＴ活用 予定なし。

後期

教員氏名 俵　敏弘、高橋　信行

授業の位置づけ

医療の現場において必要とされる救急処置について講義を行う。理学および作業療法を実践にするために必要な基本的知識を身につけるこ
とを目的とする科目である。理学療法学科では、ディプロマ･ポリシーの｢理学療法を行うための基本的な専門的知識・技術を身につけてい
る｣と特に関係がある科目である。また作業療法では、「作業療法えお実践するために必要な基本的知識を身につけている」と関係がある
科目である。さらに、その他すべてのディプロマポリシーと関係している。

授業の概要

応急処置を適切に行うことは医療関係者のみならず、一般の人間にも必要とされる。講義では主な外傷と疾病について応急処置の方法およ
びその必要性を説明する。また、応急処置を必要とする病態についても解説する。

1

外傷（１）皮膚の損傷　　　（俵）
応急処置、病院での処置、皮膚の構造、生体の防御反応、皮膚表
面の細菌、皮膚の再生

教科書の「皮膚の損傷」を読む。
（９０分）

皮膚損傷に対する応急処置をまとめ
る。（９０分）

2

外傷（２）骨折・脱臼・捻挫　　（高橋）
応急処置、病院での処置、骨の構造、骨折の合併症、関節の構
造、四肢の骨折・捻挫・脱臼

教科書の「骨折・脱臼・捻挫」を読
む。（９０分）

四肢の損傷時に応急処置をまとめ
る。（９０分）

実務経験のある
教員の教育内容

救急専門医であった教員が、臨床経験をもとに講義を行う。

課題に対する
フィードバック

の方法

毎回配布するプリントに小テスト（確認テスト）の正解と解説を添付する。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

疾病（１）体温異常・熱傷・感電　　（俵）
応急処置、病院での治療、発熱と解熱、熱傷と凍傷、体温調節、
感電

教科書の「体温異常・熱傷」を読
む。（９０分）

講義内容を整理する（９０分）

6

疾病（２）中毒　　　（俵）
応急処置、病院での治療、ガス中毒、食中毒、アナフィラキシー

教科書の「中毒」を読む。（９０
分）

中毒について整理する。（９０分）

3

外傷（３）重要臓器の外傷　　　（俵）
応急処置、病院での処置、頭部外傷、頭蓋内血腫、頚髄損傷、胸
部外傷

教科書の「重要臓器の外傷」を読
む。（９０分）

頭部外傷と胸部外傷時に対する応急
処置をまとめる。（９０分）

4

外傷（４）出血　　　（俵）
応急処置、病院での処置、大量出血とショック、輸血、血液と感
染症、止血機能障害

教科書の「出血」を読む。（９０
分）

出血がみられた場合の応急処置をま
とめる。（９０分）

9 なし なし なし

10 なし なし なし

7

（疾病３）心筋梗塞・脳梗塞　　　（俵）
血管病変の救急。

教科書の「血管の異常」を読む（９
０分）。

血管病変を原因とする疾患について
まとめる（９０分）。

8

（前半）第７講までの確認テスト　　（俵）
（後半）（疾病４）蘇生

教科書の「蘇生」を読む。（９０
分）

今までの小テストの内容を復習す
る。（９０分）

13 なし なし なし

14 なし なし なし

11 なし なし なし

12 なし なし なし

定期試験 0 なし

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

10 受講態度などで判定する。

15 なし なし なし

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

その他 90 第８講に行われる確認テストの成績で評価する。
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履修条件・留意
事項等

成績は第８講に行われる確認テストで評価されるため、第７講までの内容をテストまでに復習すること。

備考欄

教科書 イラストで見る救急医療／松本真希／南江堂

参考文献 なし。
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

901990A1 言語障害治療学 2336 1 2

到達目標

・言語（失語症を中心に）や聴覚障害者とのコミュニケーション技術、支援方法を習得する。
・医療、福祉、教育の現場等においての言語聴覚士の領域の専門的な知識について理解を深めることで、
　チームとして幅広い対応ができるセラピストになる。

授業の方法

教科書、配布資料、パワーポイントを用いての講義形式で行う。失語症者との接し方については実践体験を行う予定。

ＩＣＴ活用

なし

後期

教員氏名 金浜　悦子

授業の位置づけ

臨床現場で接する可能性が高い言語聴覚及び嚥下障害全般にわたる専門的な知識を得ることにより、患者やサービス利用者とのコミュニ
ケーション能力を高めることができ、より良いリハビリテーションの提供ができる。又、当事者をとりまくあらたな環境整備を考えるため
の応用力を身につけることを目的とする。ディプロマポリシーの「理学療法を行うための基本的な専門的知識・技術を身につけている。」
「理学療法学やリハビリテーション医学の進歩に対応できる能力を身につけている。」「作業療法を実践するために必要な基本的知識を身
につけている。」「作業療法を実践するために必要な基本的技術を身につけている。」と関連する。

授業の概要

失語症を中心に、成人及び小児のコミュニケーション全般について、又高齢者のニーズが高い摂食嚥下障害について、それぞれの機能の仕
組みや障害の特徴について解説し、評価や対応方法を習得する。

1

【オリエンテーション】言語聴覚士の成り立ちや仕事内容などを
紹介する。又言葉の持つ役割やしくみ、主な言語障害について学
ぶ。

教科書巻頭カラーページ
P2～16を読む（90分）

配布資料を復習し、確認事項を整理
する。（90分）

2

【失語症①定義・症状】失語症とは、発話のみに限らず理解の障
害であることを学ぶ。又、主な失語のタイプの症状や特徴を知
り、失語症を正しく理解する。

第1章　失語症
P24～47を読む（90分）

配布資料を読み返し、確認事項を整
理する。（90分）

実務経験のある
教員の教育内容

言語聴覚士として、医療機関や介護保険施設に勤務し、現在はNPO法人で失語症に特化した支援活動に取り組む。20年の臨床経験を活か
し、言語障害全般のとらえ方や支援方法について授業を行う。

課題に対する
フィードバック

の方法

各講義のポイントを配布資料に則って復習チェックしておく。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

【その他のコミュニケーション障害】失語症と間違われやすい構
音障害について、また、聴覚障害について知識を深める。

第Ⅰ部第2章運動性構音障害
ｐ60～72、第Ⅱ部第2章聴覚障害ｐ
138～141まで読む（90分）

配布資料を読み返し、確認事項を整
理する。（90分）

6

【摂食嚥下障害①】高齢者の死亡原因の上位とされる摂食嚥下障
害について嚥下機能や障害の特徴、評価方法について学ぶ。

第Ⅰ部第4章摂食嚥下障害ｐ86～94
を読む（90分）

配布資料を読み返し、確認事項を整
理する。（90分）

3

【失語症②症状・評価・接し方】前回に続き主な言語症状の他、
評価について、又接し方のコツを学ぶ。

第1章　失語症
P48～58を読む（90分）

教科書・配布資料を読み、小テスト
に備える。（90分）

4

【失語症③会話実践体験・小テスト】失語症者との会話場面を想
定し、接し方や会話のコツについて実践を通して学ぶ。まとめと
して失語症についての小テストを行う。

配布資料の接し方のコツを読み、次
回実践学習に備える。（90分）

配布資料を読み返し、確認事項を整
理する。（90分）

9

なし なし なし

10 なし なし なし

7

【摂食嚥下障害②】嚥下障害の評価時の観察点や簡易検査の方
法、訓練内容や対応を理解し、多職種がチームとなり関わる重要
性を知る。次回のテストに向けてポイントを整理する。

第Ⅰ章第4部摂食嚥下障害ｐ90～94
を読む（90分）

配布資料、教科書を読み返し、小テ
ストに備える。
（90分）

8

【小児の言語障害・小テスト】近年、小児の言葉の発達や学習支
援のニーズが増加傾向にある。小児の主な言語障害について学
ぶ。摂食嚥下障害について小テストを行う。

第Ⅱ部第6章学習障害ｐ192～202を
読む（90分）

全講義の配布資料に目を通し、復習
する（90分）

13 なし なし なし

14 なし なし なし

11 なし なし なし

12 なし なし なし

15 なし なし なし
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定期試験 0 実施なし

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

90 講義時間内に行う小テストの成績、出席態度。

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

教科書、配布資料の持参。

備考欄

その他 10 欠席届、遅刻届は提出必須。

教科書 図解やさしくわかる言語聴覚障害　　小嶋知幸　編著　　ナツメ社

参考文献

・脳卒中後のコミュニケーション障害　竹内愛子／河内十郎　編著　　協同医書
・絵でわかる言語障害　　毛束真知子　著　　学研
・失語症の理解とケア　　遠藤尚志　著　　雲母書房　
・神経心理学入門　　山鳥　重　著　　医学書院　　　　　　他
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

100120A1 医学概論 2282 1 カリキュラムにより
異なります。

到達目標

・医学・医療の必要性について論じることができる
・健康にとって必要なことは何かについて論じることができる
・医学・医療の過去、現在、未来について論じることができる
・現代日本の医療制度について説明することができる
・医学・医療の倫理や生命倫理について説明することができる

授業の方法

・教科書を中心に授業を行い、講義形式ですすめる。
・授業内においては、質問の時間を設ける。
・授業の終わりに簡単な課題を提示し、時間内で実施する。

ＩＣＴ活用 　必要に応じてGoogle Meetを用いた双方向授業を行う。

前期

教員氏名 田邉　芳惠

授業の位置づけ

ディプロマポリシーの「医療に関わる他の職種の役割を理解し、協力関係を築くことができる。（関心・意欲・態度）」および「作業療法
を実践するために必要な基本的知識を身につけている。（知識・技能）」に対応する科目である。理学療法士・作業療法士を目指す学生が
医学とは何かを考え、医療職としての社会性や常識を学ぶ科目である。「リハビリテーション概論」「理学療法概論」「作業療法概論」
「リハビリテーション医学」と関連し、各専門科目の基礎となる。

授業の概要

　現代の医療は、複雑化や高度化したことに加えて生命の質が求められている。様々な専門職が協働する医療の現場では、医学・医療に関
して共通の基盤に立った認識が必要である。本講義は今日の医学がどの様に発展してきたのか、現代医学はどのように成り立っているの
か、これからの医学は何を目指しているのかを学び、「医学・医療とは何か」を客観的に把握する。

1

オリエンテーション
医療の基本、患者の権利、医療現場の倫理について考える。

教科書１～40ページを予習するこ
と。（90分）

講義内容をノートにまとめておくこ
と。（90分）

2

情報共有、チーム医療、医療職の責務について考える。 教科書41～60ページを予習するこ
と。（90分）

講義内容をノートにまとめておくこ
と。（90分）

実務経験のある
教員の教育内容

　担当者は医療機関において理学療法士としての勤務経験があり、その後も基礎研究や臨床研究を継続している。この経験を活かして本講
義を行う。

課題に対する
フィードバック

の方法

　授業内の課題については、その次の講義で解説を行う。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

感染症対策、生活習慣病、健康に影響を与える事柄について考え
る。

教科書104～160ページを予習するこ
と。（90分）

講義内容をノートにまとめておくこ
と。（90分）

6

近代医療の進歩について考える。 教科書161～199ページを予習するこ
と。（90分）

講義内容をノートにまとめておくこ
と。（90分）

3

健康とは何かについて考える。 教科書62～75ページを予習するこ
と。（90分）

講義内容をノートにまとめておくこ
と。（90分）

4

Well-beingについて考える。 教科書76～102ページを予習するこ
と。（90分）

講義内容をノートにまとめておくこ
と。（90分）

9

 なし なし なし

10 なし なし なし

7

日本の医療制度について考える。 教科書202～266ページを予習するこ
と。（90分）

講義内容をノートにまとめておくこ
と。（90分）

8

医療職に求められる態度について考える。
本科目全体のまとめ。

教科書267～274ページを予習するこ
と。本科目の１～７回の内容を総復
習しておくこと。（90分）

講義内容をノートにまとめておくこ
と。（90分）

13 なし なし なし

14 なし なし なし

11 なし なし なし

12 なし なし なし

定期試験 0 実施しない

15 なし なし なし

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容
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定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

80 各回の授業内で提示する課題を評価する。

履修条件・留意
事項等

準備学習で教科書を読んでいることを前提に授業をすすめる。
質問や確認がある場合は、積極的に発言すること。

備考欄

その他 20 授業への参加態度を評価する。

教科書 学生のための医療概論 第4版／小橋元、近藤克則、黒田研二、千代豪昭／医学書院

参考文献 必要に応じて授業中に参考図書を紹介する。
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

107670A1 リハビリテーション概論 2284 1 1

到達目標

1. リハビリテーションの定義と理念を述べることができる
2. 健康の概念、病気や障害のとらえ方を説明できる
3. 各種リハビリテーション分野の定義や現状を具体的に説明できる
4. 各リハビリテーション分野関連職種の名称を述べることができる
5. リハビリテーションを支える社会制度や社会資源，法律についておおまかに説明できる　

授業の方法

パワーポイントとビデオ画像を用いて講義形式ですすめる。学生のノートテーキングを徹底する。
講義の最後にクイズを実施する。毎回の用語の説明を教科書を調べて事後学習時にまとめること。これらの用語についての確認テストを講
義期間中に3回行い、理解の定着をはかる。
与えたテーマについて学生間でディスカッションする時間を設ける。

ＩＣＴ活用

スマートフォンなどの媒体を用いて、授業中にアンケート・クイズ・確認テストなどをGoogle Formで行う予定。
遠隔授業が中心になる場合は、Google MeetとGoogle classroomを用いる。

前期

教員氏名 渡辺　明日香、牧野　均

授業の位置づけ

ディプロマポリシー「[理学療法・作業療法を実践するための基本的な専門的知識を身につけている（知識・技能）」を達成するための最
初の科目である。総合教養講座・医学概論・日本国憲法・現代医療と福祉・介護と関連し、チーム医療概論、リハビリテーション医学、理
学療法概論(理学)・作業療法概論(作業)・基礎作業学(作業)の基礎となる科目である。

授業の概要

　リハビリテーション概念の確立にいたる歴史，リハビリテーションの理念・目標を学習する。また，病気・障害・健康概念の関連からリ
ハビリテーション対象者の状態像を理解させる。さらに，今日における医学的リハビリテーションについての基礎知識，教育的・職業的・
地域リハビリテーション分野やこれらを統合した総合リハビリテーションについて概観する。合わせて，わが国のリハビリテーションを支
える社会制度や社会資源，関連職種間のチームワークの重要性について概説する。

1

リハビリテーション総論１（渡辺）
障害の概念の歴史的変遷，自立生活運動とノーマライゼーショ
ン，　
健康の概念，リハビリテーションの定義，
リハ対象者はどんな人なのか？　クイズ1回目

教科書第1章を予習する。（90分）  最後に挙げる用語の説明をまとめ
る。（90分）

2

リハビリテーション総論２（渡辺）
リハビリテーションを支える社会保障制度，
近年の法的整備
ユニバーサルデザイン　
　　　クイズ２回目と，1-2回目の確認テスト

リハビリテーションに関連する新
聞・Web記事を読むよう心がける。
障害者・高齢者関連の法律について
第8章を予習する。（90分）

 最後に挙げる用語の説明をまとめ
る。（90分）

実務経験のある
教員の教育内容

渡辺：高齢期、精神科、児童デイサービスの作業療法、身体障害や発達障害のある人の生活支援、特別支援教育など幅広い臨床経験をもつ
認定作業療法士で、リハビリテーション総論や教育・職業・社会的分野のリハビリテーションについて教授する。
牧野：美唄労災病院（現北海道せき損センター）において理学療法士として23年勤務した臨床経験を生かし、障害の概念や、中枢神経障
害・脊髄損傷についての医学的リハビリテーション・地域分野のリハビリテーションを中心に教授する。

課題に対する
フィードバック

の方法

フィードバックとして確認テストは解答終了後に解説を行う（Classroomのストリームページに解説することもある）。学生からの質問に
は，教員のコメントをまとめて掲示する（この科目のClassroom上に）。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

リハビリテーションの流れと分野１-3　医学的分野その３（牧
野）　
・脳卒中とリハ　
・脊髄損傷とリハ　他　　　　　クイズ5回目

教科書p233-236の脳卒中と脊髄損傷
について予習する。
(90分）

 最後に挙げる用語の説明をまとめ
る。（90分）

3

リハビリテーションの諸領域　医学的・教育・職業・社会的・地
域リハビリテーション，地域包括ケアシステム）（牧野）
リハビリテーションの流れと分野１-1　
医学的分野その１医療現場におけるリハビリテーションの実際　
・ 急性期/回復期/生活期/終末期のリハ医療　
・チーム医療とリハ関連職種　　
　　　　　　　　　　　　　　　クイズ３回目

教科書第5章を予習する。（90分）  最後に挙げる用語の説明をまとめ
る。（90分）

4

リハビリテーションの流れと分野１-2　医学的分野その２（牧
野）
・生活機能障害の評価とリハビリテーション介入（国際生活機能
分類ICF，国際疾病分類ICD-10）
・廃用症候群とリハ　
　　　　　　　　　　　　　クイズ４回目

第2章を読み，ICIDHとICFの違いを
調べノートに記載すること。（90
分）　

 最後に挙げる用語の説明をまとめ
る。（90分）

- 119 -



北海道文教大学　2022年度　理学療法学科　シラバス 2022/04/01

6

リハビリテーションの流れと分野２　地域分野（牧野）　
・地域リハビリテーション　
・保健/介護/福祉分野との連携、社会的リハビリテーション、地
域包括ケアシステム
　　　　　　　6回目クイズと3~6回目確認テスト

教科書ｐ150-154，363-365を予習す
る。（90分）　

 最後に挙げる用語の説明をまとめ
る。（90分）

9 なし なし なし

10 なし なし なし

7

リハビリテーションの流れと分野３　教育的分野（渡辺）　（ビ
デオ画像)
・発達障害リハビリテーション　障害者の心理
・教育的リハビリテーションの定義・歴史　
・特別支援教育　関連職種　現状と問題点　
・個別の教育支援計画　
　　　　　　　　　　　　　　　　クイズ７回目

教科書で教育的リハビリテーション
について予習する。(90分）

 最後に挙げる用語の説明をまとめ
る。（90分）

8

リハビリテーションの流れと分野4　職業的分野（渡辺）　（ビ
デオ画像)
・職業的リハビリテーションの定義　
・最近の障害者雇用施策 ・障害者雇用率制度と雇用納付金制度　

・障害者雇用のための援助等関係機関，施設　・就労支援を支え
る職種　　
　　　クイズ８回目と，7~8回目の確認テスト

確認テストのため6、7回の復習をす
る。教科書で職業的リハビリテー
ションについて予習する。（90分）

 最後に挙げる用語の説明をまとめ
る。（90分）。

13 なし なし なし

14 なし なし なし

11 なし なし なし

12 なし なし なし

定期試験 0 なし

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 各回のクイズと確認テストによる。

15 なし なし なし

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

授業のパワーポイントはClassroomにpdfファイルとして配信する。授業中は持参したノートにノートテーキングすること。授業中のアン
ケート・クイズ・確認テストなどに充電したスマートフォンなどを用いるので毎回，必ず持参すること。授業中に充電することはできな
い。

備考欄

遠隔授業が中心になる場合に備え、パソコン・iPAD・スマホなどいずれかの用意とWiFi環境の準備、プロバイダ・携帯電話会社などと授業
参加に使用できる十分な容量の契約を行うことが望ましい。

その他 0 なし

教科書 入門リハビリテーション概論/中村隆一編/医歯薬出版

参考文献 リハビリテーション概論-医学生・コメディカルのための手引書(第3版)/上好昭孝ほか/永井書店
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

102200A1 公衆衛生学 2286 2 カリキュラムにより
異なります。

到達目標

・公衆衛生の定義・概念を理解し、各領域とその活動の特徴についての概略を理解することができる。
・わが国の医療保険制度の特色とその仕組みの概略について理解することができる。
・生活習慣病対策として取り組んでいる健康づくりの施策について理解することができる。

授業の方法

パワーポイントと教科書を活用しながら講義形式ですすめる。


ＩＣＴ活用 なし

前期

教員氏名 佐々木　幸子

授業の位置づけ


ディプロマポリシーの「理学療法を行うための基本的な専門的知識・技術を身につけている (知識・技能)」ことと特に関係がある科目で
ある。また、「作業療法学を考究し発展させるために必要な基本的知識を身につけている (知識・技能)」こととも関係する。「現代医療
と福祉・介護」「統計と社会調査法」と関連し、「リハビリテーション医学」の基礎となる。

授業の概要

物理化学的、生物学的、社会的環境は人々の生理機能に影響を与え、健康ひいては健康障害の発生に関わっている。本講義は疾病に罹る前
の予防から、健康障害を残した人々のより良い健康レベルの獲得までを目指すための学習であり、組織されたコミュニティについても学
ぶ。総合的に人々の健康を守り、増進するための基礎的知識を学ぶ。

1

公衆衛生と健康の概念
・公衆衛生の定義、健康の定義を理解する。
・予防医学の概念を理解する。
・プライマリヘルスケアとヘルスプロモーションについて理解す
る。

シラバスを参考にしてあらかじめ教
科書を読んでおくこと。(90 分)

講義で配布した国家試験対策問題を
復習すること。　　（90分）

2

感染症対策
・感染症成立の3要因について理解する。
・感染症法について理解する。
・標準予防策について理解する。

シラバスを参考にしてあらかじめ教
科書を読んでおくこと。(90 分)

講義で配布した国家試験対策問題を
復習すること。　（90分）

実務経験のある
教員の教育内容

該当なし

課題に対する
フィードバック

の方法

復習試験を実施し回収後、問題を解説します。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

成人保健と健康増進
・健康日本21（第2次）について理解する。
・生活習慣病対策について理解する。

シラバスを参考にしてあらかじめ教
科書を読んでおくこと。(90 分)

講義で配布した国家試験対策問題を
復習すること。　（90分）

6

医の倫理と患者の人権
・医の倫理をめぐる歴史と医の倫理に関する規定を理解する。
・ヘルシンキ宣言とインフォームド・コンセントについて理解す
る。

シラバスを参考にしてあらかじめ教
科書を読んでおくこと。(90 分)

講義で配布した国家試験対策問題を
復習すること。　（90分）

3

主要感染症の動向
・主要感染症の発生状況について理解する。
・主要感染症の感染経路と特徴について理解する。

シラバスを参考にしてあらかじめ教
科書を読んでおくこと。(90 分)

講義で配布した国家試験対策問題を
復習すること。　（90分）

4

食品保健
・食品の種類と機能について理解する。
・食中毒の種類と特徴について理解する。

シラバスを参考にしてあらかじめ教
科書を読んでおくこと。(90 分)

講義で配布した国家試験対策問題を
復習すること。　（90分）

9 なし なし なし

10 なし なし なし

7

疫学
・疫学の概念について理解する。
・疾病、死亡の指標を理解する。　
保健統計
・人口構造の変化を理解する。
・死因統計について理解する。

シラバスを参考にしてあらかじめ教
科書を読んでおくこと。(90 分)

講義で配布した国家試験対策問題を
復習すること。　（90分）

8

環境保健
・大気汚染に関わる指標について理解する。
復習テストと解説

シラバスを参考にしてあらかじめ教
科書を読んでおくこと。(90 分)

講義で配布した復習テストの題を復
習すること。(90分）

11

なし なし なし

12 なし なし なし
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13 なし なし なし

14 なし なし なし

定期試験 0

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 筆記による復習テストで評価する。

15 なし なし なし

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

講義は8回ですので3回以上の欠席で単位不認定になります。

備考欄

その他 0

教科書 シンプル衛生公衆衛生学2021、辻一郎/小山洋、南江堂

参考文献 特になし
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

111150A1 地域包括ケアシステム論 2290 1 3

到達目標

・地域連携の基本的な連携について説明できる。
・地域包括ケアシステムにおける保健・医療・福祉と専門職の役割について説明できる。
・在宅療養者と家族を中心とする地域包括ケアシステムについて説明できる。

授業の方法

・パワーポイントと配布資料、視聴覚教材を用いた講義形式で進める。
・授業の理解度確認のため小テストを実施する。
・ゲストスピーカーによる地域における実践例について、レポート課題を実施する。

ＩＣＴ活用

・Google classroomやGoogle Formを用いて、課題やアンケートを行い、双方向授業を取り入れる。
・必要に応じて、オンデマンドやオンライン等での授業展開を検討する。

後期

教員氏名 水本　淳

授業の位置づけ

ディプロマ・ポリシーの「対象者に配慮しながら理学療法士として主体的に行動できる。」、「医療に関わる他の職種の役割を理解し、協
力関係を築くことができる。」と特に関係がある科目である。また、「理学療法士としての臨床場面での技能や研究におけるコミュニケー
ション能力を身につけている。」、「作業療法を実践するために必要な基本的知識を身につけている。」、「作業療法理論に基づき、生活
行為の向上について、対象者の自律性と個別性を尊重できる。」などとも関係する。

授業の概要

在宅療養者と家族の生活を支える社会保障サービスおよび介護保険制度の仕組みを理解し、地域包括ケアシステムにおける関係職種・関係
機関の役割について理解する。

1

地域包括ケアシステム論の概要について（水本）
1)地域包括ケアの概念
2)地域連携の理論と方法
3)我が国の社会保障制度の変遷
4)我が国の医療の背景と特徴，ケアサイクルの概念と理論

教科書の関連する内容を読む．（90
分）

テキストと講義資料の内容を復習す
る．（90分）

2

地域連携の方法論と地域包括ケアシステムにおける地域連携と多
職種連携について（水本）
1)インテグレートケア
2)連携の方法
3)地域包括ケアシステムが求められる背景

教科書の関連する内容を読む．（90
分）

テキストと講義資料の内容を復習す
る．（90分）

実務経験のある
教員の教育内容

水本は理学療法士として、これまで臨床・研究、行政職の経験があり、地域リハビリテーションについて幅広い知識を有している。この経
験を活かして地域包括ケアシステムに関する授業を行う。

課題に対する
フィードバック

の方法

・アクティブラーニングとして小テストを実施し、実施後には、解答・解説を行い知識を深める。
・小テストの最後に質問事項の記述欄を設け、次回の授業時に回答する。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

小テスト【2回目】
地域包括ケアシステムにおける多職種の役割（水本）
1)薬剤師、ソーシャルワーカーなど他の役割
2)地域連携の展望と課題
3)認知症ケアが必要とする地域連携
4)小規模多機能型居宅介護が進める地域連携

教科書の関連する内容を読む．（90
分）

テキストと講義資料の内容を復習す
る．（90分）

6

地域包括ケアにおける地域連携の実践（水本）
ゲストスピーカー：未定

【課題①】レポート

教科書の関連する内容を読む．（90
分）

講義資料の内容を復習する．課題：
講義から学んだこと，感想について
レポートにまとめる．（90分）

3

小テスト【1回目】

地域医療と介護のシステム化（水本）
1)様々な地域の事例から地域包括ケアシステム構築に向けた取り
組み

教科書の関連する内容を読む．（90
分）

テキストと講義資料の内容を復習す
る．（90分）

4

小テスト【1回目】の解説

地域包括ケアシステムにおけるリハ職の役割（水本）
1)退院支援から地域連携におけるリハ職や看護職の役割
2)退院支援のプロセス

教科書の関連する内容を読む．（90
分）

テキストと講義資料の内容を復習す
る．（90分）

7

生活をつなぐ地域連携、医療・介護・福祉の地域ネットワークづ
くりの取り組み（水本）
ゲストスピーカー：未定

【課題②】レポート

教科書の関連する内容を読む．（90
分）

講義資料の内容を復習する．課題：
講義から学んだこと，感想について
レポートにまとめる．（90分）
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9 なし なし なし

10 なし なし なし

8

小テスト【2回目】の解説 

地域包括ケアシステムの展望について（水本）

【課題③】レポート「課題：自身が考える地域包括ケアシステム
の課題と展望について」

教科書の関連する内容を読む．第1
～7回の講義資料を読む．（90分）

講義資料の内容を復習する．（90
分）

13 なし なし なし

14 なし なし なし

11 なし なし なし

12 なし なし なし

定期試験 0 定期試験は行わない

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

50 出席を含む講義・演習への参加態度（20％）
課題レポート（30％：各10％）

15 なし なし なし

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

地域のサービスについて興味を持って学ぶこと。

備考欄

その他 50 小テスト：2回（50％：各25％）

教科書 地域連携論－医療・看護・介護・福祉の協働と包括的支援－　高橋紘士・武藤正樹，オーム社

参考文献 講義内で紹介する.
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

105590A1 統計と社会調査法 2288 2 カリキュラムにより
異なります。

到達目標

①学生が、社会調査法の理論に基づいた方法で、調査計画を立てることができるようになる。
②学生が、社会調査法の理論に基づいた方法で、質問紙を作成することができるようになる。
③学生が、社会調査法の理論に基づいた方法で、データを分析し、まとめることができるようになる。

授業の方法 板書とパワーポイント、配付印刷物を活用しながら、講義形式で進める。

ＩＣＴ活用 なし

後期

教員氏名 小田　史郎

授業の位置づけ

ディプロマポリシーのうち、全学科に共通する問題解決能力の修得、すなわち（１）問題を発見し、必要な情報を収集する能力、（２）得
られた情報に基づき、適正に評価をする能力、（３）これをまとめて他者に伝える能力を身につける能力を修得する科目である。

授業の概要

統計に関する基礎知識の上に立って、自らの課題解決のための調査実施の原理と方法を理解し、疫学的調査の基本技術を身につける。特に
社会集団を観察するとはどのようなことなのか、母集団や標本の設定、質問票の作成や集計、統計処理など、社会調査全般について実践的
に学ぶ。

1

ガイダンスにおいて講義の流れや評価の方法について確認する。
また社会調査とは何か、社会調査の目的やその分類について学
ぶ。

シラバスを読み、社会調査の定義に
ついて調べておく（30分）

自分が調査したいテーマについて関
連する資料を探しておく（150
分）。

2

社会調査の流れについて、フローチャートに基づいて学ぶ。全体
像をつかんだ後、最初に行うべき基礎資料の収集法について学
ぶ。

社会調査の流れについて示した文献
を探し、読んでおく（60分）。

講義で習った方法を用いて、調査
テーマに関連する文献検索と収集を
行う（120分）。

実務経験のある
教員の教育内容

該当なし

課題に対する
フィードバック

の方法

毎回の小レポートに対しては、内容に関する質問に回答します。
最終レポートについては第15回の講義時に講評します。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

調査バイアスや交絡因子について学ぶ。バイアスが入ったデータ
は精度が低くなることを理解し、調査の精度を高めるためにこれ
らをできるだけ少なくするための方法を学ぶ。

調査時に起きるバイアスや交絡の考
え方について事前に調べておく（30
分）。

講義で習った内容を参考に、調査質
問紙の構成について整理する。また
文献検討により、「方法」の部分に
記載する事項について調べる（150
分）。

6

妥当性と信頼性について学び、調査質問紙を作成する際にどのよ
うな点に注意するかについて学ぶ。また報告書の「方法」の部分
の記載方法について学ぶ。

調査における妥当性や信頼性につい
て事前に調べておく（30分）。

講義で習った内容を参考に、調査質
問紙の構成や内容について精査す
る。また講義で習った記載方法に基
づいて、自身の調査の「方法」の部
分を文章化する（150分）。

3

文献の読み方について学ぶ。調査テーマに関連する学術論文を題
材に、どこまで明らかにされており、何が課題として残っている
か、またどのような方法が用いられているかを読み解く方法につ
いて学ぶ。

収集した文献を読み、必要な部分を
まとめておく（90分）。

講義で習ったことを参考に、収集し
た論文で明らかにされていること、
課題として残されていることをまと
める（90分）。

4

考察やまとめを意識した学術論文の収集方法、整理方法について
学ぶ。調査テーマに関する論文だけでなく、関係性を説明できる
学術論文の集め方について学ぶ。さらに社会調査における倫理的
な配慮についても学ぶ。

収集した文献を読み、研究背景とし
て使える部分をまとめておく（90
分）。

先行研究を参考に、研究背景と研究
目的をレポートにまとめる（90
分）。

9

データの種類に合わせた統計解析の方法について学ぶ。分割表の
検定について学ぶ。

「統計の基礎」で習ったデータの検
定方法について復習する（60分）。

調査質問紙を精査する。また自分の
データをどのように解析するかにつ
いてのレポート作成を開始する
（120分）。

10

データの種類に合わせた統計解析の方法について学ぶ。差の検定
について学ぶ。

「統計の基礎」で習ったデータの検
定方法について復習する（60分）。

架空のデータを入れて集計・解析す
る。する。その結果に基づき、調査
質問紙の修正する（120分）。

7

質問の文章化、選択肢の作り方のルール、質問紙のレイアウトに
ついて学ぶ。

調査質問紙作成のルールについて事
前に調べておく（30分）。

講義で習った内容を参考に、調査内
容を具体的に文章化する。また選択
肢も作成する（150分）。

8

アンケート実施後のデータの編集方法、パソコンへの入力方法、
集計方法について学ぶ。

「統計の基礎」で習ったデータの集
計方法について復習する（30分）。

講義内容をもとに、自身の調査結果
を入力するデータベースを作成する
（150分）。
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13

標本誤差の考え方と社会調査で必要とされる標本数の求め方につ
いて学ぶ。

標本誤差や必要なサンプル数につい
て事前に調べておく（30分）。

講義の内容を復習するとともに、レ
ポートを完成させる（150分）。

14

有効回収率とこれを高める必要性について学ぶ。さらに有効回収
率を高める工夫について学ぶ。最終レポートの提出を行う。

有効回収率に関して事前に調べてお
く。また最終レポートを完成し、提
出できるように印刷しておく（120
分）。

講義の内容をまとめる（60分）。

11

データの種類に合わせた統計解析の方法について学ぶ。相関係数
の検定について学ぶ。

「統計の基礎」で習ったデータの検
定方法について復習する（60分）。

調査質問紙、自分のデータをどのよ
うに解析するかについてのレポート
を作成する（120分）。

12

データの種類に合わせた統計解析の方法について学ぶ。重複測定
―分散分析法について学ぶ。さらに母集団と標本について理解
し、母集団から標本を抽出する無作為抽出法について学ぶ。

全数調査と標本調査について調べて
おく（30分）。

講義の内容を復習するとともに、レ
ポートを作成する（150分）。

定期試験 0 実施しない

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 毎回の小レポート、あるいは課題（50点）、研究背景、研究目的、質問紙、解析計画に関するレポート
（50点）の総合点で評価する。

15

最終レポートへの講評により学びを深める。研究デザインとエビ
デンスレベルについて学び、症例対照研究、コホート研究、ラン
ダム化比較試験の特徴について理解する。

症例対照研究、コホート研究、ラン
ダム化比較試験について事前に調べ
ておく（30分）。

第15回の講義内容をまとめるととも
に、講義全体で習ったことを整理す
る（150分）。

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

この講義は、「統計の基礎」の応用科目に位置づけられる。

備考欄

その他 0 なし

教科書 なし

参考文献

「統計の基礎」で使用した「4stepエクセル統計」をデータ解析の説明時に用います。
第8-12回の授業時には持参ください。
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

904970A1 チーム医療概論 2384 1 3

到達目標

・医療は誰のものか医療が目指すものは何かを理解できる。
・医療システムとしてのチーム医療の目指すものは何かについて考えることができる。
・チーム医療の方法論、課題等理解を深めることができる。

授業の方法

講義形式ですすめる。パワーポイントと配布印刷物も用いる。
グループワークとグループ発表を行う。

ＩＣＴ活用

Google classroomを用いて課題やアンケートを用いて双方向授業を取り入れる。
必要に応じて、オンデマンドやオンライン等での授業展開を検討する。

後期

教員氏名 佐藤　明紀、續　佳代、鹿内　あずさ、金谷　匡紘、未定

授業の位置づけ

理学療法または作業療法を実践するため必要な専門的知識・技術を身につけるための科目である。
「リハビリテーション概論」「理学療法概論」「作業療法概論I」「作業療法概論II」と関連する。

授業の概要

病と老いの障害の連続化の中で、障害者、高齢者を支えるために医療と福祉と保健、施設と在宅がどう結び合っていくべきか、新しいパラ
ダイムが求められる。予防から治療、リハビリ、社会復帰に至るまで、各専門分野のスタッフとともに職能を存分に発揮するだけではな
く、相互理解と綿密な連携によるチームアプローチが必要である。そのためには、本学における生活習慣病および栄養管理のあり方として
の栄養学はもとより、保健予防医学、スポーツ障害に対する運動療法学、日常の諸活動を対象とする作業療法学、コミュニケーション、介
護、看護学など全人的ケアに欠かせない分野の理解を深める。

1

チーム医療総論（佐藤）　
チーム医療が推進される背景や概念などを学び、多職種チーム連
携をの重要性を理解し学習する。

チーム医療に関する最新の情報を調
べておくこと（90分）

授業の復習をしておくこと（90分）

2

チーム医療における作業療法士の役割（金谷）　
　・ “作業”とは？
　・作業療法士は何をする職種なのか？
　・作業療法士がチーム医療で大切にしていること

作業療法士の専門性について調べて
おくこと（90分）

授業の復習をしておくこと（90分）

実務経験のある
教員の教育内容

佐藤（理学療法士）、金谷（作業療法士）、續（薬剤師）、鹿内（看護師）らは、これまでの臨床・研究の経験を基に授業を展開する。

課題に対する
フィードバック

の方法

フィードバックとして授業中に適宜、質問を受けます。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

保健医療チームにおける看護師の活動、及び、他職種との連携
(鹿内)
 様々な活動の場における看護師の活動内容と他職種との連携の
方法、及び、その重要性について学ぶ。

前回の講義資料を読んでくること
（90分）

授業の復習をすること（90分）

6

チーム医療における管理栄養士の役割（未定）
栄養士・管理栄養士の専門性とチーム医療における役割を学ぶ。

管理栄養士の専門性について調べて
おくこと（90分）

授業の復習をしておくこと（90分）

3

チーム医療における薬剤師の役割（續）　　
チーム医療において、薬剤師がどのような役割を果たしているの
か、理解する。

薬剤師の専門性について調べておく
こと（90分）

授業の復習をしておくこと（90分）

4

保健医療チームにおける看護職の職種と役割（鹿内）
 看護職の国家資格には、保健師、助産師、看護師、准看護師が
ある。対象者の健康レベルやライフステージに合わせた看護職の
役割について学ぶ。

看護師の専門性について考えてくる
こと（90分）

授業の復習をすること（90分）

9 なし なし なし

10 なし なし なし

7

チーム医療における理学療法士の役割（佐藤）
 理学療法の専門性と、チームにおける役割を学ぶ。

理学療法士のの専門性について調べ
ておくこと（90分）

授業の復習をしておくこと（90分）

8

チーム医療のコミュニケーション実習（佐藤）
チーム医療はコミュニケーションや多職種への理解不足が主な要
因である。グループワークを通じ、課題の解決方法を体得する。

チーム医療（特に多職種連携）につ
いて調べておくこと（90分）

授業の復習をしておくこと（90分）

13 なし なし なし

14 なし なし なし

11 なし なし なし

12 なし なし なし

15

なし なし なし
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定期試験 0 定期試験は実施しない

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 レポート課題（80％）
受講態度・意欲等（20％）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

無断欠席は厳禁。休んだ場合は欠席届を提出すること。

備考欄

その他 0 なし

教科書 適宜、資料を配布します。

参考文献 「チーム医療」とは何か　/　細田満和子　著　/　日本看護協会出版会
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10756051 理学療法概論 3400 2 カリキュラムにより
異なります。

到達目標

・リハビリテーション理念の発展の歴史と、理学療法・理学療法士の歴史的経緯を説明できる。
・理学療法の定義、理念、対象と目的を説明できる。
・理学療法士に関する関係法規,教育制度、職域および職能団体などについて説明できる。

授業の方法

・プレゼンテーションの方法：パワーポイント等の視聴覚教材を用いた講義形式で進める。
・授業形態：教科書の内容を中心とした講義形式で進める。
・アクティブラーニングの内容：提示した課題に対し、グループで検討したものを発表する。

ＩＣＴ活用 googleのクラスルームを利用するのでスマートフォン等を持参する事。

前期

教員氏名 橘内　勇、橋田　浩

授業の位置づけ

・ディプロマ・ポリシーの「理学療法を行うための基本的な専門的知識・技術を身につけている。（知識・技能）」ことと特に関係がある
科目である。また、「医療に関わる他の職種の役割を理解し、協力関係を築くことができる。（関心・意欲・態度）」こととも関係する。
・初年次教育の一環として、専門領域を学習するための心構えを養うための科目である。

授業の概要

・理学療法の歴史と理念、定義と業務、教育体系、理学療法士の職域、研究や組織・専門職団体等について理解し、理学療法士にふさわし
い心構えと能力を身につける。
・理学療法や理学療法士の医療や福祉における役割、各種理学療法の手法や業務内容、他職種の理解とチーム医療等の重要性について理解
する。

1

オリエンテーション 。　リハビリテーションに影響を与えた理
念・思想、理学療法の概念と歴史を紹介する。
【アクティブラーニング】確認課題実施　（橘内）

教科書で該当する部分を事前学習す
ること。（90分）

授業内容の復習をしておくこと。 
（90分）

2

理学療法士には専門職としての高い職業倫理が求められる。専門
職に必要な倫理感と何か,患者の権利について考える。【アク
ティブラーニング】確認課題実施。（橘内）

教科書で該当する部分を事前学習す
ること。（90分）

授業内容の復習をしておくこと。 
（90分）

実務経験のある
教員の教育内容

病院での理学療法士としての勤務経験を活かし授業を行う。

課題に対する
フィードバック

の方法

・授業での確認課題については、その授業内で解答の解説を行った後に回収する。
・回収した確認課題については、後日まとめて返却する。
・授業での確認テストについては、その授業内で回収した後に解答の解説を行う。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

理学療法士教育は卒前・卒後教育に大別される。卒前教育は指定
規則に基づき、卒後教育は日本理学療法士協会の生涯教育プログ
ラムが利用されているので、これらを紹介する。【アクティブ
ラーニング】確認課題実施。（橋田）

教科書で該当する部分を事前学習す
ること。（90分）

授業内容の復習をしておくこと。
（90分）

6

臨床実習は理学療法士になるために不可欠で、卒業までに学外で
20週以上の実習が義務付けられている。その具体的な内容につい
て紹介する。【確認テスト：授業１～５の範囲】（橋田）

教科書で該当する部分を事前学習す
ること。（90分）

授業内容の復習をしておくこと。
（90分）

3

理学療法士が医療機関や介護保険施設で行う理学療法について、
疾病や障害に応じた各種方法を紹介する。【アクティブラーニン
グ】確認課題実施。（橘内）

教科書で該当する部分を事前学習す
ること。（90分）

授業内容の復習をしておくこと。
（90分）

4

理学療法を安全に提供するには、転倒や転落予防、感染症予防な
どの安全管理が必要である。そのための具体的方策について紹介
する。【アクティブラーニング】確認課題実施。（橘内）

教科書で該当する部分を事前学習す
ること。（90分）

授業内容の復習をしておくこと。
（90分）

9

理学療法では一連の評価から国際生活機能分類（ＩＣＦ）に当て
はめて考え、対象者の目標設定を行う。この生活機能分類の考え
方を紹介する。【アクティブラーニング】確認課題実施。（橘
内）

教科書で該当する部分を事前学習す
ること。（90分）

授業内容の復習をしておくこと。
（90分）

7

理学療法を提供するには、対象者の状態を把握し問題点を探るた
めの検査・測定が必要である。その代表的な評価方法について紹
介する。【アクティブラーニング】確認課題実施　（橘内）

教科書で該当する部分を事前学習す
ること。（90分）

授業内容の復習をしておくこと。
（90分）

8

理学療法の目的は対象者の自立度を高めることであり、日常生活
動作（ADL）や手段的ADL等で評価される。これらの方法について
紹介する。
【確認テスト 授業１～８回の範囲 15点満点】（橘内）

教科書で該当する部分を事前学習す
ること。（90分）

授業内容の復習をしておくこと。
（90分）
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10

運動療法は理学療法の中核となる方法である。関節可動域運動、
筋力増強運動、持久性運動、協調性運動、基本動作練習など主な
ものを紹介する。
【アクティブラーニング】確認課題実施。（橋田）

教科書で該当する部分を事前学習す
ること。（90分）

授業内容の復習をしておくこと。
（90分）

13

運動器障害理学療法の一例として、大腿骨頸部骨折受傷後から手
術、術後の理学療法を通して歩行の獲得をめざす一連の理学療法
を紹介する。【アクティブラーニング】確認課題実施（橋田）

教科書で該当する部分を事前学習す
ること。（90分）

授業内容の復習をしておくこと。
（90分）

14

中枢神経障害（脳卒中）は、脳の血流障害により片麻痺を起こす
障害である。脳卒中により出現する代表的な症状と、各種リハビ
リテーション医療を紹介する。
【アクティブラーニング】確認課題実施。（橘内）

教科書で該当する部分を事前学習す
ること。（90分）

授業内容の復習をしておくこと。
（90分）

11

物理療法は運動療法に併用し、温熱・寒冷・光線・電気・力学刺
激を用いて体の機能回復をめざす治療である。これら各種方法を
紹介する。【アクティブラーニング】確認課題実施。　（橘内）

教科書で該当する部分を事前学習す
ること。（90分）

授業内容の復習をしておくこと。
（90分）

12

障害の軽減と活動性を高めるため、義手や義足、装具を用いて理
学療法を行うことが多い。そこで一般的によく用いられる義肢装
具を紹介する。【アクティブラーニング】確認課題実施。（橋
田）

教科書で該当する部分を事前学習す
ること。（90分）

授業内容の復習をしておくこと。
（90分）

定期試験

0 定期試験は実施しない。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 授業内での課題提出　13回×5点＝65点
8回目確認テスト15点満点　15回目確認テスト20点満点　合計100点満点で評価する。

15

内部障害理学療法とは、呼吸、循環、消化など内蔵器の疾患によ
る障害に対して理学療法を行うものである.
その主なものを紹介する。
【確認テスト：授業1～15の範囲 20点満点】（橘内）

教科書で該当する部分を事前学習す
ること。（90分）

授業内容の復習をしておくこと。
（90分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

毎回の授業における授業課題提出、グループ発表や確認テストで成績を評価するので欠席をしないこと。
但し、止むを得ない理由（公欠と認められる）場合においては代替の手段を講じて評価する。

備考欄

その他

0 なし。

教科書

千住秀明監修　理学療法概論（第4版）　神陵文庫

参考文献 理学療法概論　上杉雅之監修　医歯薬出版
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10017051 運動生理学 2218 2 カリキュラムにより
異なります。

到達目標

・有酸素運動と無酸素運動の違いを平易な表現で説明できる。
・運動強度の違いがもたらす身体機能の変化やエネルギー代謝系への影響を説明できる。
・体力向上や健康増進に有用なトレーニングの実施方法を科学的に理解するための基礎知識を説明できる。

授業の方法

パワーポイントと教科書、配布資料を用いて講義形式で進める。授業後に「理解度確認フォーム」を回答させ、重要語句や授業ポイント、
質問・感想などを記載させる。最終回に、「理解度確認と課題レポート」により授業全体のまとめを行う。

ＩＣＴ活用

・配布資料(記入式講義資料および授業内容補足版)をGoogle Classroomで公開し、準備学習と事後学習などの自主学習を支援する。
・Google Formのアンケート作成機能を用いて授業後の理解度確認と質問・意見を回答させる。

後期

教員氏名 侘美　靖

授業の位置づけ

ディプロマ・ポリシーの「理学療法を行うための基本的な知識・技術を身につけている(知識・技能)」ことと特に関係がある科目である。
また、「医療に関わる他の職種の役割を理解し、協力関係を築くことができる(関心・意欲・態度)」こととも関係する。「生理学Ⅰ・Ⅱ」
「運動学Ⅰ・Ⅱ」と関連し、「基礎運動療法学」の基礎となる。

授業の概要

｢身体活動・運動｣を健康で豊かな生活を送るための不可欠要素としてとらえ､運動と体力向上・健康増進の関連について学ぶ｡また、身体活
動に伴う人体内の様々な現象をエネルギー代謝､呼吸・循環器系､骨格系および栄養学との関連に注目しながら理解する。特に、対象者の身
体特性や生活環境に応じて安全で効果的な運動指導を実施するための科学的トレーニング理論や知識を修得する。

1

運動生理学の概要と運動の効果（１）
・健康とは
・「やせる」方法
・ルーの3法則（原則）　運動不足病　運動の生活化
・「運動生理学」の範囲

教科書p1-7､p67を読んでおくこと。
WHOの｢健康｣の定義を調べておくこ
と。(20分）

「ルーの3法則」と「やせる」方法
の区分についてまとめておくこと。
(25分）

2

運動生理学の概要と運動の効果（２）
・安静状態、身体活動、運動、スポーツ、生活活動
・健康関連体力と運動技能関連体力
・ヘルスプロモーションの考え方
・女性アスリートの三主徴

教科書p1-7､p67-70を読んでおくこ
と。(20分）

　｢健康関連体力」の内容をまとめ
ること。(25分）

実務経験のある
教員の教育内容

該当なし

課題に対する
フィードバック

の方法

フィードバックとして、授業の後にGoogle Formを利用して「理解度確認フォーム」を提出させる。後日確認課題の正答と補足説明資料を
全員に配布する。また、質問などがあれば次回以降の授業で回答したり、補足資料配布を行う。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

運動強度と主要エネルギー源
・AT (Anaerobic Threshold:無酸素性作業闘値）
・運動強度とエネルギー源栄養素　　呼吸商（RQ)

教科書p14-17を読んでおくこと。
(20分）

運動時の糖質の重要性を確認してお
くこと。(25分)

6

エネルギー代謝量
・基礎代謝量と安静時代謝量
・身体活動レベルと推定エネルギー必要量
・メッツによるエネルギー消費量推定

教科書p12-24を読んでおくこと。1
カロリーの定義､アトウォーター係
数について復習しまとめておくこ
と。（20分）

メッツを使って、自分や家族・知人
が大学から恵庭駅まで歩いた際のエ
ネルギー消費量を試算すること。
(25分）

3

エネルギー理論の基礎知識
・エネルギーの循環　・エネルギー保存の法則
・カロリーの定義　　・ATPの構造と役割
・ATP生産システム　・有酸素運動と無酸素運動

教科書p8-12を読んでおくこと。食
品パッケージ記載の栄養成分表の内
容を数点確かめておくこと。（20
分）

1カロリー[cal]の定義を暗記し、加
工食品中の栄養成分とカロリー数の
関係を復習すること。(25分）

4

エネルギー供給システム
・ATP-PCr系　　・乳酸系　・有酸素系
・無酸素系エネルギー生産（非乳酸性、乳酸性）
・有酸素系エネルギー生産
・スポーツドーピングと健康管理

教科書p8-12、ｐ152-159を読んでお
くこと。ATP生産システムを説明で
きるようにすること。(20分）

エネルギー連続体の概念による3種
類のエネルギー供給システム利用割
合を運動継続時間で説明できるよう
にすること。(25分）

7

運動強度と酸素動態（１）
・「メッツ･時」 (Ex：ｴｸｻｻｲｽﾞ)
・酸素需要 、酸素負債
・％最大酸素摂取量(V02max)
・メッツ　RMR　Activity factor (Af)

基礎代謝量　安静時代謝量　運動時
代謝量　身体活動レベルの定義を確
認しておくこと。教科書p35-37を読
んでおくこと。（20分）

メッツ・時を使って、自分や家族・
知人の1週間の「運動によるエネル
ギー消費量」を推定してみること。
(25分）

- 131 -



北海道文教大学　2022年度　理学療法学科　シラバス 2022/04/01

9

トレーニング理論の基礎（１）
・トレーニングの原則
・運動処方の内容　（FITTの原則）
・ウォーミングアップとクーリングダウン

教科書p1-7、p74-76、p95-99を読ん
でおくこと。(20分)

トレーニングの原則の内容をまとめ
ておくこと。整理運動(クーリング
ダウン）の必要性を説明できるよう
にすること。(25分）

10

トレーニング理論の基礎（２）
・スポーツ貧血への対応
・健康づくりのための運動基準と運動指針(アクティブガイド）
・健康運動指導士

教科書ｐ18-20、p67-73、p95-99、
p108-110、p163-195を読んでおくこ
と。(20分)

｢アクティブガイド｣の概要を把握し
ておくこと。(25分)

8

運動強度と酸素動態（２）
・％HRmax　　　・％HRR　　・Hb酸素解離曲線
・乳酸蓄積と分解能力　（トレーニングへの応用）
・自覚的運動強度(RPE)

教科書p25-37を読んでおくこと。
（20分）

自分自身や家族・知人の運動強度
50％､60％のときの心拍数を算出し
てみること。(25分)

13

身体特性に応じた運動指導プログラム（２）
・介護予防とリハビリテーション
・アダプテッドスポーツ

教科書ｐ117-130を読んでおくこ
と。(20分)

障がい者スポーツを取り巻く環境に
ついて情報を集めておくこと（25
分）

14

地域特性に応じた運動指導
・地域差、季節差、自然を生かした運動
・災害被災地における運動指導

教科書ｐ196-212を読んでおくこ
と。(20分)

近年の災害被災地域(地震、水害、
雪害など）の運動不足に伴う健康問
題について情報を集めておくこと
（25分）

11

健康づくりのための運動プログラム
・健康づくりのための身体活動基準2013
・ポピュレーションアプローチ

教科書p67-73、p85-94、p108-110、
p163-195を読んでおくこと。(20分)

｢健康づくりのための身体活動基準
2013｣の概要を把握しておくこと(25
分)

12

身体特性に応じた運動指導プログラム（１）
・ハイリスクアプローチ
・メタボリックシンドローム
・糖尿病　・高血圧症　・脂質代謝異常症

教科書p96-99､110-114を読んでおく
こと。糖尿病の治療・生活習慣改善
方法についてまとめておくこと。
(20分)

糖尿病療法士､健康運動指導士など
の活動についでも情報を得ておくこ
と。(25分)

定期試験 0 実施しない。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 各講義後に提出する「理解度確認フォーム」の評価（50%）および15回目に実施する「理解度確認と課題レ
ポート」（50％）による評価

15

これからの健康づくり
・生涯スポーツと地域支援
・健康生活サポート

「理解度確認と課題レポート」

教科書p213-217を読んでおくこと。
(20分)

専門職としての健康サポートのあり
方を考えてみること。（25分)

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

電卓（計算機）を使用することがある。

備考欄

その他 0 なし

教科書 新版 生涯スポーツと運動の科学／上杉尹宏・晴山紫恵子・川初清典監修､侘美靖・花井篤子編集／市村出版

参考文献 ウエルビクス運動のすすめ－健康づくりと自立維持を目指す運動の実践のために－／竹島伸生編著／ナップ
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10669051 病態運動学 3406 1 カリキュラムにより
異なります。

到達目標

正常な状態における運動や動作を適切な用語で表現できる。
病的な状態における運動や動作を適切な用語で表現できる。
正常な動作と病的な動作の違いを適切な用語で記述できる。

授業の方法

パワーポイントと配布印刷物を用いて、講義形式ですすめる。
予習、復習の確認のため、確認テストを数回実施する。
正常な動作と病的な動作の違いを数人のグループでまとめ発表を行う。
教科書に付属するweb動画を応用する。

ＩＣＴ活用 e-learningシステムのテスト作成機能を用いて練習問題を提供し自主学習を促す。

後期

教員氏名 牧野　均

授業の位置づけ

理学療法専門科目の基礎理学療法学分野の科目の１つである。
理学療法学やリハビリテーション医学の進歩に対応できる能力を身につけるための科目である。
理学療法学における課題を論理的に探求する能力を身につけるための科目である。
対象者に配慮しながら理学療法士として主体的に行動できる能力を養うための科目である。 
「運動学Ⅰ・Ⅱ」、「運動学実習」と関連し、「日常生活活動学」、「日常生活活動学実習」、「運動器障害理学療法学」、「神経障害理
学療法学」などの基礎となる。　また、「臨床実習」を理解するための基礎ともなります。

授業の概要

運動機能障害を有する病的状態における運動や動作の特徴について知り、臨床上の問題点について理解を深める。

1

オリエンテーション
　講義の進め方、成績評価の方法について
　病態運動学の領域について学ぶ
　観察による姿勢・動作分析の手順について
正常動作　①

教科書pp14-51を事前に読んでおく
こと（90分）

授業内容を復習しておくこと（90
分）

2

正常動作　②
　寝返り起き上がり動作から歩行までの基本動作について、多く
のヒトがとる動作パターンについて観察の手順について学ぶ。

教科書pp14-51を事前に読んでおく
こと（90分）

小テストを実施するので、復習して
おくこと（90分）

実務経験のある
教員の教育内容

科目担当者は、病院施設での実務経験を有している.

課題に対する
フィードバック

の方法

確認テストの実施後には、解答の解説を行う。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

運動器障害の病態と姿勢・動作・歩行分析　②
　変形性膝関節症の基本的姿勢と動作のチェックポイントについ
て学ぶ。

教科書pp85-101を事前に読んでおく
こと（90分）

復習をしておくこと（90分）

6

高齢者の姿勢・動作・歩行分析　
　高齢者の基本的姿勢と動作のチェックポイントについて大腿骨
頸部骨折と変形性腰椎症を中心に学ぶ。

教科書pp125-145を事前に読んでお
くこと（90分）

復習をしておくこと（90分）

3

異常動作
　歩行を中心に異常動作のチェックポイントを学ぶ。

教科書pp52-66を事前に読んでおく
こと（90分）

小テストを実施するので、復習して
おくこと（90分）

4

運動器障害の病態と姿勢・動作・歩行分析　①
　変形性股関節症の基本的姿勢と動作のチェックポイントについ
て学ぶ。

教科書pp67-84を事前に読んでおく
こと（90分）

復習をしておくこと（90分）

9 なし なし なし

10 なし なし なし

7

脳卒中片麻痺の姿勢・動作・歩行分析　①
　脳卒中片麻痺の病態について学ぶ。
　中枢神経系の問題による異常姿勢・動作について学ぶ。

教科書pp146－196を事前に読んでお
くこと、特に前半部分を読んでおく
こと（90分）

復習をしておくこと（90分）

8

脳卒中片麻痺の姿勢・動作・歩行分析　②
　中枢神経系の問題による異常姿勢・動作について学ぶ。

教科書pp146－196を事前に読んでお
くこと、特に後半部分を読んでおく
こと（90分）

復習をしておくこと（90分）

13 なし なし なし

11 なし なし なし

12 なし なし なし
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14 なし なし なし

定期試験 0% なし

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 毎回行う課題を70％、および最終課題を30％として評価に加味し、総合評価とする。

15 なし なし なし

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

主体的かつ積極的な授業態度が望まれる。

備考欄

その他

0 なし。

教科書 姿勢・動作・歩行分析　臨床歩行分析研究会・畠中泰彦　羊土社

参考文献

臨床運動学　第3版　中村隆一他　医歯薬出版
運動療法学総論  第3版　吉尾雅春（編）　医学書院
神経解剖カラーテキスト　第2版　野村嶬（訳）　医学書院
神経局在診断　第5版　花北順哉（訳）　文光堂
運動器疾患の評価　D.J.Magee  医歯薬出版
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10885051 基礎解剖学実習1組 3408 1 カリキュラムにより
異なります。

到達目標

1.骨の部位の名称をその形態に応じて分類することができる。
2.骨格筋の起始・停止及び支配神経を説明できる。
3.腕神経叢及び腰仙神経叢から出る神経を部位により分類し、それらが支配する筋の働きを説明できる。

授業の方法

骨学（関節と靭帯含む）においては、教科書と配布印刷物及び骨格標本を活用しながら実習形式ですすめる。
筋学においては、教科書と配布印刷物及び動画教材を活用しながら実習形式ですすめる。
札幌医科大学での解剖遺体見学実習を通して人体のしくみを立体的に学習する。
理解度確認テストを次回の授業の初めに実施する。
フィードバックとして理解度確認テストを回収後、解答の解説を行う(毎回）。

ＩＣＴ活用 Webアプリのvisible body 等、必要に応じてを活用し自主学習を促す。

後期

教員氏名 池野　秀則、未定

授業の位置づけ

初年次教育の一環として、理学療法を行うための基本的な専門知識・技術を身につけるための科目である。
ディプロマ・ポリシーの「理学療法を行うための基本的な専門的知識・技術を身につける（知識・技能）」
ことと特に関係がある科目である。
「解剖学Ⅰ」「解剖学Ⅱ」と関連し、「応用解剖学実習」の基礎となる。

授業の概要

1年次前期に学習した人体の構造と各器官の連関を人体模型を通して理解を深める。特に、骨の構造と筋の起始・停止、腕神経叢・腰仙神
経叢から出る筋の支配神経について深く理解する。

1

骨学オリエンテーション。脊柱、個々の椎骨、胸郭、上肢帯の形
態について学ぶ。特に脊柱については弯曲のしかた、個々の椎骨
についてはその特徴、胸郭及び上肢帯については骨連結について
理解する。（池野）


教科書1のp146～p156を読んでおく
こと（30分）

配布プリントを復習しておくこと。
（30分）

2

自由上肢骨、下肢帯骨、骨盤の形態について学ぶ。特に自由上肢
帯については左右の違い、下肢帯骨については寛骨の構成、骨盤
については形態における男女差について理解する。（池野）


教科書1のp157～p166を読んでおく
こと（30分）

配布プリントを復習しておくこと。
（30分）

実務経験のある
教員の教育内容

池野は総合病院・介護老人保健施設にて理学療法士として勤務し、その経験を活かして実習を担当。

課題に対する
フィードバック

の方法

フィードバックとして理解度確認テスト回収後、解答の解説を行う。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

筋学オリエンテーション。上肢の筋。特に肘関節、肩関節、脊柱
周囲の筋について学ぶ。
（池野）

教科書1のp261～p266を読んでおく
こと。（30分）

配布プリントを復習しておくこと。
（30分）

6

上肢、体幹、頸部の筋。上肢では特に手関節・手指筋について学
ぶ。
（未定）

教科書1のp241～p260、p286～p292
を読んでおくこと。
（30分）

配布プリントを復習しておくこと。
（30分）

3

自由下肢骨、頭蓋、関節と靭帯について学ぶ。特に自由下肢骨に
ついては左右の違い、頭蓋についてはその構成、関節と靭帯につ
いては関節の一般構造と靭帯の種類について理解する。（池野）


教科書1のp166～p172、p139～
p145、p30～p57を読んでおくこと。
（30分）

配布プリントを復習しておくこと。
（30分）

4

骨学のまとめ（口頭試問）。1回～3回の授業内容についてその理
解度を確認する。
（池野）


1回～3回の授業内容について復習し
ておくこと。（30分）

口頭試問で答えられなかった項目に
ついて復習しておくこと。（30分）

7

下肢の筋。特に膝関節、股関節周囲の筋について学ぶ。
（未定）

教科書1のp293～p304を読んでおく
こと　（30分）

配布プリントを復習しておくこと。
（30分）

8

下肢の筋。特に下腿、足関節の筋について学ぶ。
（未定）

教科書1のp305～p320
を読んでおくこと。（３０分）

配布プリントを復習しておくこと。
（30分）
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9

総論（骨と関節・筋系）。骨、骨格筋の構造について学ぶ。
（未定）

教科書1のp30～p58
を読んでおくこと。（30分）

配布プリントを復習しておくこと。
（30分）

10

筋学のまとめ（口頭試問）5回〜9回までの授業内容についてその
理解度を確認する。
札幌医大解剖学見学実習オリエンテーション
（池野）

5回〜9回までの授業内容について復
習しておくこと。（30分）

口頭試問で答えられなかった項目を
復習しておくこと。（30分）

13 なし なし なし

14 なし なし なし

11

札幌医大解剖学見学実習①
ご遺体の見学を通して人体のしくみを立体的に
観察する。①では特に浅層筋の見学を中心に見学する。（池野）

浅層筋についての図譜をよく見てお
くこと。（30分）

見学したご遺体の考察を書いておく
こと。（30分）　

12

札幌医大解剖学見学実習②
ご遺体の見学を通して人体のしくみを立体的に観察する。②では
特に深層筋の見学を中心に学習する。
（未定）

深層筋についての図譜をよく見てお
くこと。（30分）

見学したご遺体の考察を書いておく
こと（30分）

定期試験

0 定期試験は行わない。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 理解度確認テスト10％、口頭試問（骨学・筋学）各10％  レポート等の課題70％

15 なし なし なし

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

実習科目なので原則として欠席の場合は単位取得できない。

備考欄

その他 0 なし

教科書

PT・OT・STのための解剖学　渡辺正仁監修　廣川書店
イラスト解剖学　松村譲児著　中外医学社
ネッター解剖学アトラス　相磯貞和訳　南江堂

参考文献 運動学　小島悟　中山書店　　　運動学　第2版　山﨑敦　羊土社
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10885052 基礎解剖学実習2組 3408 1 カリキュラムにより
異なります。

到達目標

1.骨の部位の名称をその形態に応じて分類することができる。
2.骨格筋の起始・停止及び支配神経を説明できる。
3.腕神経叢及び腰仙神経叢から出る神経を部位により分類し、それらが支配する筋の働きを説明できる。

授業の方法

骨学（関節と靭帯含む）においては、教科書と配布印刷物及び骨格標本を活用しながら実習形式ですすめる。
筋学においては、教科書と配布印刷物及び動画教材を活用しながら実習形式ですすめる。
札幌医科大学での解剖遺体見学実習を通して人体のしくみを立体的に学習する。
理解度確認テストを次回の授業の初めに実施する。
フィードバックとして理解度確認テストを回収後、解答の解説を行う(毎回）。

ＩＣＴ活用 Webアプリのvisible body 等、必要に応じてを活用し自主学習を促す。

後期

教員氏名 池野　秀則、未定

授業の位置づけ

初年次教育の一環として、理学療法を行うための基本的な専門知識・技術を身につけるための科目である。
ディプロマ・ポリシーの「理学療法を行うための基本的な専門的知識・技術を身につける（知識・技能）」
ことと特に関係がある科目である。
「解剖学Ⅰ」「解剖学Ⅱ」と関連し、「応用解剖学実習」の基礎となる。

授業の概要

1年次前期に学習した人体の構造と各器官の連関を人体模型を通して理解を深める。特に、骨の構造と筋の起始・停止、腕神経叢・腰仙神
経叢から出る筋の支配神経について深く理解する。

1

骨学オリエンテーション。脊柱、個々の椎骨、胸郭、上肢帯の形
態について学ぶ。特に脊柱については弯曲のしかた、個々の椎骨
についてはその特徴、胸郭及び上肢帯については骨連結について
理解する。（池野）


教科書1のp146～p156を読んでおく
こと（30分）

配布プリントを復習しておくこと。
（30分）

2

自由上肢骨、下肢帯骨、骨盤の形態について学ぶ。特に自由上肢
帯については左右の違い、下肢帯骨については寛骨の構成、骨盤
については形態における男女差について理解する。（池野）


教科書1のp157～p166を読んでおく
こと（30分）

配布プリントを復習しておくこと。
（30分）

実務経験のある
教員の教育内容

池野は総合病院・介護老人保健施設にて理学療法士として勤務し、その経験を活かして実習を担当。

課題に対する
フィードバック

の方法

フィードバックとして理解度確認テスト回収後、解答の解説を行う。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

筋学オリエンテーション。上肢の筋。特に肘関節、肩関節、脊柱
周囲の筋について学ぶ。
（池野）

教科書1のp261～p266を読んでおく
こと。（30分）

配布プリントを復習しておくこと。
（30分）

6

上肢、体幹、頸部の筋。上肢では特に手関節・手指筋について学
ぶ。
（未定）

教科書1のp241～p260、p286～p292
を読んでおくこと。
（30分）

配布プリントを復習しておくこと。
（30分）

3

自由下肢骨、頭蓋、関節と靭帯について学ぶ。特に自由下肢骨に
ついては左右の違い、頭蓋についてはその構成、関節と靭帯につ
いては関節の一般構造と靭帯の種類について理解する。（池野）


教科書1のp166～p172、p139～
p145、p30～p57を読んでおくこと。
（30分）

配布プリントを復習しておくこと。
（30分）

4

骨学のまとめ（口頭試問）。1回～3回の授業内容についてその理
解度を確認する。
（池野）


1回～3回の授業内容について復習し
ておくこと。（30分）

口頭試問で答えられなかった項目に
ついて復習しておくこと。（30分）

7

下肢の筋。特に膝関節、股関節周囲の筋について学ぶ。
（未定）

教科書1のp293～p304を読んでおく
こと　（30分）

配布プリントを復習しておくこと。
（30分）

8

下肢の筋。特に下腿、足関節の筋について学ぶ。
（未定）

教科書1のp305～p320
を読んでおくこと。（３０分）

配布プリントを復習しておくこと。
（30分）
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9

総論（骨と関節・筋系）。骨、骨格筋の構造について学ぶ。
（未定）

教科書1のp30～p58
を読んでおくこと。（30分）

配布プリントを復習しておくこと。
（30分）

10

筋学のまとめ（口頭試問）5回〜9回までの授業内容についてその
理解度を確認する。
札幌医大解剖学見学実習オリエンテーション
（池野）

5回〜9回までの授業内容について復
習しておくこと。（30分）

口頭試問で答えられなかった項目を
復習しておくこと。（30分）

13 なし なし なし

14 なし なし なし

11

札幌医大解剖学見学実習①
ご遺体の見学を通して人体のしくみを立体的に
観察する。①では特に浅層筋の見学を中心に見学する。（池野）

浅層筋についての図譜をよく見てお
くこと。（30分）

見学したご遺体の考察を書いておく
こと。（30分）　

12

札幌医大解剖学見学実習②
ご遺体の見学を通して人体のしくみを立体的に観察する。②では
特に深層筋の見学を中心に学習する。
（未定）

深層筋についての図譜をよく見てお
くこと。（30分）

見学したご遺体の考察を書いておく
こと（30分）

定期試験

0 定期試験は行わない。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 理解度確認テスト10％、口頭試問（骨学・筋学）各10％  レポート等の課題70％

15 なし なし なし

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

実習科目なので原則として欠席の場合は単位取得できない。

備考欄

その他 0 なし

教科書

PT・OT・STのための解剖学　渡辺正仁監修　廣川書店
イラスト解剖学　松村譲児著　中外医学社
ネッター解剖学アトラス　相磯貞和訳　南江堂

参考文献 運動学　小島悟　中山書店　　　運動学　第2版　山﨑敦　羊土社
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10763051 理学療法研究法 3410 1 3

到達目標

理学療法における研究の意義、用語、理論、倫理が説明できる。
実験・調査計画、計測・データ分析の基本的手法について説明できる。
文献的考察を実施することができる。
論文の作成に関する基本的な手法、考え方について説明できる。

授業の方法

教科書を用いるが、適宜、参考資料となるプリントを用いて、講義形式ですすめる。
学生同士で議論、発表する回を設ける。
また、興味のある理学療法領域の先行研究の論文を読み、その内容について自身の考えをまとめたレポートを提出する。

ＩＣＴ活用 Google Form のアンケート作成機能を用いて双方向授業を取り入れる。

後期

教員氏名 佐々木　幸子

授業の位置づけ

ディプロマ・ポリシーの「理学療法学における課題を論理的に探求する能力を身につけている (思考・判断・表現)」、「幅広く教養を高
める意識と、理学療法学の発展に貢献するという使命感を持っている (関心・意 欲・態度)」ことと特に 関係がある科目である。これま
でに学んできた専門領域の科目と関連し、「理学療法研究セミナー」「理学療法研究Ⅰ」「理学療法研究Ⅱ」の基礎となる。

授業の概要

理学療法における研究の意義、研究計画の立案、先行研究論文の収集の仕方、調査・実験方法および測定機器、計測・データ分析、文献的
考察および論文の書き方について学ぶとともに、国内・外の研究論文の読解演習を通して理学療法研究を理解する。

1

理学療法研究総論：理学療法学における研究の位置付けと概要に
ついて理解する。

教科書の当該箇所を事前に読んでお
くこと。（９０分）

授業内容についてノートにまとめて
おくこと。（９０分）

2

研究デザイン：研究デザインの分類、各手法の利点と欠点につい
て実例を通して学ぶ。
対象者のサンプリングについて学ぶ。

教科書の当該箇所を事前に読んでお
くこと。（９０分）

授業内容についてノートにまとめて
おくこと。（９０分）

実務経験のある
教員の教育内容

理学療法士として調査・研究を行なってきた経験を活かして指導を行う。

課題に対する
フィードバック

の方法

フィードバックとして発表課題に対するコメント、解説を行う。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

研究倫理：ヘルシンキ宣言、人を対象とした医学系研究の倫理指
針について学ぶ。
個人情報の取り扱いについて学ぶ。

教科書の当該箇所を事前に読んでお
くこと。（９０分）

授業内容についてノートにまとめて
おくこと。また、興味のある研究分
野の論文を探すこと。　（９０分）

6

統計解析：基本的な統計技法について学ぶ。 教科書の当該箇所を事前に読んでお
くこと。（９０分）

授業内容についてノートにまとめて
おくこと。また、興味のある分野の
論文に目を通すこと。（９０分）

3

文献検索：文献検索の目的および文献データベースを用いた具体
的検索手法について学ぶ

教科書の当該箇所を事前に読んでお
くこと。（９０分）

授業内容についてノートにまとめて
おくこと。（９０分）

4

測定手法：理学療法研究で測定する変数とその信頼性、妥当性に
ついて学ぶ。
研究における各種バイアスについて学ぶ。

教科書の当該箇所を事前に読んでお
くこと。（９０分）

授業内容についてノートにまとめて
おくこと。（９０分）

9 　なし なし なし

10 　なし なし なし

7

研究計画書の作成法：グループディスカッションを通して、研究
計画書を作成する

教科書の当該箇所を事前に読んでお
くこと。（９０分）

授業内容についてノートにまとめて
おくこと。また、興味のある分野の
論文を熟読すること。（９０分）

8

課題発表：グループで作成した研究計画書の内容を発表する。 第8回目に発表するプレゼンテー
ション資料を作成する。（９０分）

課題発表時に指摘された部分につい
て修正を行う。（９０分）

13 　なし なし なし

14 　なし なし なし

11 　なし なし なし

12 　なし なし なし

定期試験 0 　定期試験は実施しない。

15 　なし なし なし

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容
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定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 　授業への参加態度および授業内での課題によって総合的に判定する。

履修条件・留意
事項等

　特になし

備考欄

その他 0 　なし

教科書 　標準理学療法学　専門分野　理学療法研究法　内山靖編集　医学書院

参考文献 特になし

- 140 -



北海道文教大学　2022年度　理学療法学科　シラバス 2022/04/01

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10761051 理学療法研究セミナー 3412 1 カリキュラムにより
異なります。

到達目標

①研究テーマ決定に必要な文献を収集しその概要について紹介することができる。
②集めた文献等から生じた研究や臨床に対する疑問を基にして研究テーマを立案することができる。
③具体的な卒業研究計画書を作成することができる。

授業の方法

セミナー担当教員の指導の下、少人数による理学療法手技の確認、理学療法研究に関する文献検索など、学生の主体性を重視した演習形式
で実施する。

ＩＣＴ活用 必要に応じて、オンラインセミナーを行う。

後期

教員氏名

橋田　浩、橘内　勇、大森　圭、横井　裕一郎、池野　秀則、牧野　均、佐々木　幸子、髙田　雄一、佐藤　明紀、柴田　恵理子、水本　
淳、松田　直樹

授業の位置づけ

幅広く教養を高める意識と、理学療法学の発展に貢献するという使命感を持つための科目であり、理学療法の専門領域で学んだ知識を基盤
として、特定領域の学習を通して科学的思考を深める。これまでに学んだ全ての科目と関連し、収集した文献等を通して研究テーマに発展
させる。卒業研究計画書を作成することにより「理学療法研究Ⅰ」「理学療法研究Ⅱ」の基礎となる。本科目はディプロマポリシーの、理
学療法学における課題を論理的に探求する能力を身につけている　と関連している。

授業の概要

理学療法の専門領域で学んだ知識を基盤に、「理学療法研究法」で各自が興味を持った研究テーマの研究背景について理解を深めるため
に、先行研究の検索および収集を行い、卒業研究に向けて研究テーマを模索する。少人数グループにおいて担当セミナー教員の指導の下に
特定領域の学習や討議を通して理学療法についての科学的思考を深める。さらにそれらを基礎として、理学療法研究に向けての研究課題と
研究計画を立案する。

1

オリエンテーション　本科目の課題や内容およびセミナーの進め
方、文献収集の方法を学ぶ。　（橋田）

自身の研究内容について、ゼミ担当
教員と打ち合わせを行うこと。（２
５分）

自身の研究内容について、ゼミ担当
教員と打ち合わせをし、今後の研究
の準備を行うこと。（２０分）

2

文献収集 研究テーマを探索するために文献の収集を行う。　
（ゼミ担当教員）

ゼミ担当教員の指導のもと、研究
テーマにそった資料の収集を行うこ
と。（２５分）

ゼミ担当教員の指導のもと、研究
テーマについて熟考すること。（２
０分）

実務経験のある
教員の教育内容

該当なし

課題に対する
フィードバック

の方法

フィードバックとして、ゼミナール担当教員や所属学生と共に理学療法手技や研究内容の確認および討論を行う。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

文献講読・紹介③　収集した文献を講読し、その内容を少人数グ
ループ内で紹介し、批判的な立場から討議する。　（ゼミ担当教
員）

ゼミ担当教員の指導のもと、研究
テーマにそった資料の収集を行うこ
と。（２５分）

ゼミ担当教員の指導のもと、研究
テーマについて熟考すること。（２
０分）

6

文献講読・紹介④　収集した文献を講読し、その内容を少人数グ
ループ内で紹介し、考察に対する自身の意見を発表する。　（ゼ
ミ担当教員）

ゼミ担当教員の指導のもと、研究
テーマにそった資料の収集を行うこ
と。（２５分）

ゼミ担当教員の指導のもと、研究
テーマについて熟考すること。（２
０分）

3

文献講読・紹介①　収集した文献を熟読し、その内容をまとめ
る。　（ゼミ担当教員）

ゼミ担当教員の指導のもと、研究
テーマにそった資料の収集を行うこ
と。（２５分）

ゼミ担当教員の指導のもと、研究
テーマについて熟考すること。（２
０分）

4

文献講読・紹介②　収集した文献を講読し、その内容を少人数グ
ループ内で紹介する。　（ゼミ担当教員）

ゼミ担当教員の指導のもと、研究
テーマにそった資料の収集を行うこ
と。（２５分）

ゼミ担当教員の指導のもと、研究
テーマについて熟考すること。（２
０分）

9

研究テーマに関する文献収集・講読② 研究テーマに関連した文
献の収集と講読を行う。（ゼミ担当教員）

ゼミ担当教員の指導のもと、研究
テーマにそった資料の収集を行うこ
と。（２５分）

ゼミ担当教員の指導のもと、研究
テーマについて熟考すること。（２
０分）

10

研究テーマに関する文献収集・講読③ 研究テーマに関連した文
献の収集と講読を行い、その内容をまとめる。（ゼミ担当教員）

ゼミ担当教員の指導のもと、研究
テーマにそった資料の収集を行うこ
と。（２５分）

ゼミ担当教員の指導のもと、研究
テーマについて熟考すること。（２
０分）

7

研究テーマの検討 ４年次に行う理学療法研究における研究テー
マを検討する。　（ゼミ担当教員）

ゼミ担当教員の指導のもと、研究
テーマにそった資料の収集を行うこ
と。（２５分）

ゼミ担当教員の指導のもと、研究
テーマについて熟考すること。（２
０分）

8

研究テーマに関する文献収集・講読① 研究テーマに関連した文
献の収集を行う。（ゼミ担当教員）

ゼミ担当教員の指導のもと、研究
テーマにそった資料の収集を行うこ
と。（２５分）

ゼミ担当教員の指導のもと、研究
テーマについて熟考すること。（２
０分）
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13

研究テーマを遂行するために必要なデータ収集手段を検討し、少
人数グループの中で発表する。　（ゼミ担当教員）

ゼミ担当教員の指導のもと、研究
テーマにそった資料の収集を行うこ
と。（２５分）

ゼミ担当教員の指導のもと、研究
テーマについて熟考すること。（２
０分）

14

研究テーマ解析方法の検討を行う。　（ゼミ担当教員） ゼミ担当教員の指導のもと、研究
テーマにそった資料の収集を行うこ
と。（２５分）

ゼミ担当教員の指導のもと、研究
テーマについて熟考すること。（２
０分）

11

研究テーマの決定と研究仮説の検討を行う。　（ゼミ担当教員） ゼミ担当教員の指導のもと、研究
テーマにそった資料の収集を行うこ
と。（２５分）

ゼミ担当教員の指導のもと、研究
テーマについて熟考すること。（２
０分）

12

研究テーマを遂行するために必要なデータ収集手段を検討する。　
（ゼミ担当教員）

ゼミ担当教員の指導のもと、研究
テーマにそった資料の収集を行うこ
と。（２５分）

ゼミ担当教員の指導のもと、研究
テーマについて熟考すること。（２
０分）

定期試験 0 定期試験は実施しない

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 卒業研究計画書の作成およびその内容と参加態度を総合的に評価する

15

卒業研究計画書案を作成する。　（ゼミ担当教員） ゼミ担当教員の指導のもと、作成し
た研究計画書の内容を熟考するこ
と。（２５分）

ゼミ担当教員の指導のもと、作成し
た研究計画書の内容を熟考し、完成
させること。（２０分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

学生自身の主体的な取り組み、積極的な研究態度が望まれる。

備考欄

その他 0 なし

教科書 理学療法研究法/内山靖編集/医学書院（理学療法研究法で購入）

参考文献 なし
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10894051 理学療法研究I 4601 1 4

到達目標

①研究の目的に沿った実験・調査方法を立案することができる。
②可能であれば実験・調査を行い、信頼性のあるデータを収集することができる。
③研究計画にて研究方法まで具体的に立案して、わかりやすくプレゼンテーションすることができる。

授業の方法

ゼミナー担当教員の指導のもと自らの課題を探求し、その解決を同じゼミナーの所属学生と共に演習形式で実施していく。

ＩＣＴ活用 対面指導の他にオンライン指導を行う

前期

教員氏名

橋田　浩、橘内　勇、大森　圭、横井　裕一郎、池野　秀則、牧野　均、佐々木　幸子、髙田　雄一、佐藤　明紀、柴田　恵理子、水本　
淳、松田　直樹

授業の位置づけ

理学療法学における課題を論理的に探求する能力を身につけるための科目であり、研究課題に沿った対象者や実験機器の選択、調査表の作
成をし、理学療法における科学的検証能力を養う。卒業研究論文作成や卒業研究発表を目指すため「理学療法研究法」「理学療法研究セミ
ナー」と関連し「理学療法研究Ⅱ」の基礎となる。このため理学療法研究ⅠとⅡは連動して実施する。最終的にはＤＰである、理学療法学
における課題を論理的に探求する能力、理学療法学やリハビリテーション医学の進歩に対応できる能力を身につける。

授業の概要

セミナー教員の指導の下に、理学療法研究セミナーⅠで計画した研究を、より具体的にするため、論文精読をして、より具体的な計画を立
案する。さらに研究課題に沿った妥当な実験および調査方法の選択を行う。必要に応じて、対象者および実験機器の選択あるいは調査表を
作成し、少人数グループによる実験や調査を通して理学療法における科学的検証能力を養う。

1

オリエンテーションを受講し、研究の進め方や注意点について理
解する。（橋田）

自身の研究内容について、ゼミ担当
教員と打ち合わせを行い、本科目内
での実施方法について熟考するこ
と。（２５分）

ゼミ担当教員との打ち合わせから本
科目内での実施方法についての改善
点を熟考すること。（２０分）

2

研究を立案する①　先行研究と照らし合わせ、自身の研究につい
て考える。

ゼミ担当教員の指導の下、自身の研
究に必要な知識の補完に努めるこ
と。（２５分）

ゼミ担当教員の指導のもと、研究内
容の見直しを行うこと。（２０分）

実務経験のある
教員の教育内容

該当なし

課題に対する
フィードバック

の方法

ゼミナー担当教員や所属学生と共に研究内容の確認や討論を行い、各課題へのフィードバックを行う。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

研究を立案する④　自身の研究疑問について、幅広く研究論文を
精読して、研究の可能性を検討する。

ゼミ担当教員の指導の下、自身の研
究に必要な知識の補完に努めるこ
と。（２５分）

ゼミ担当教員の指導のもと、研究内
容の見直しを行うこと。（２０分）

6

研究を立案する⑤　自身の研究疑問について、幅広く研究論文を
精読して、研究の可能性を検討する。

ゼミ担当教員の指導の下、自身の研
究に必要な知識の補完に努めるこ
と。（２５分）

ゼミ担当教員の指導のもと、研究内
容の見直しを行うこと。（２０分）

3

研究を立案する②　先行研究と照らし合わせ、自身の研究疑問を
検討する。

ゼミ担当教員の指導の下、自身の研
究に必要な知識の補完に努めるこ
と。（２５分）

ゼミ担当教員の指導のもと、研究内
容の見直しを行うこと。（２０分）

4

研究を立案する③　先行研究と照らし合わせ自身の研究疑問を検
討する。

ゼミ担当教員の指導の下、自身の研
究に必要な知識の補完に努めるこ
と。（２５分）

ゼミ担当教員の指導のもと、研究内
容の見直しを行うこと。（２０分）

9

研究を立案する⑧　自身の研究疑問について、明らかにするため
の具体的な研究手法、研究データ収集方法、研究手順を検討す
る。

ゼミ担当教員の指導の下、自身の研
究に必要な知識の補完に努めるこ
と。（２５分）

ゼミ担当教員の指導のもと、研究内
容の見直しを行うこと。（２０分）

10

研究を立案する⑨　具体的な研究手法、研究データ収集方法、研
究手順を検討するするためパイロットスタディを行う。

ゼミ担当教員の指導の下、自身の研
究に必要な知識の補完に努めるこ
と。（２５分）

ゼミ担当教員の指導のもと、研究内
容の見直しを行うこと。（２０分）

7

研究を立案する⑥　自身の研究疑問について、幅広く研究論文を
精読して、研究の可能性を検討する。

ゼミ担当教員の指導の下、自身の研
究に必要な知識の補完に努めるこ
と。（２５分）

ゼミ担当教員の指導のもと、研究内
容の見直しを行うこと。（２０分）

8

研究を立案する⑦　自身の研究疑問について、明らかにするため
の具体的な研究手法、研究データ収集方法、研究手順を検討す
る。

ゼミ担当教員の指導の下、自身の研
究に必要な知識の補完に努めるこ
と。（２５分）

ゼミ担当教員の指導のもと、研究内
容の見直しを行うこと。（２０分）

13

研究計画のまとめ③
発表原稿、発表スライドの作成

ゼミ担当教員の指導の下、自身の研
究に必要な知識の補完に努めるこ
と。（２５分）

ゼミ担当教員の指導のもと、研究内
容の見直しを行うこと。（２０分）

11

研究計画のまとめ①
発表原稿、発表スライドの作成

ゼミ担当教員の指導の下、自身の研
究に必要な知識の補完に努めるこ
と。（２５分）

ゼミ担当教員の指導のもと、研究内
容の見直しを行うこと。（２０分）

12

研究計画のまとめ②
発表原稿、発表スライドの作成

ゼミ担当教員の指導の下、自身の研
究に必要な知識の補完に努めるこ
と。（２５分）

ゼミ担当教員の指導のもと、研究内
容の見直しを行うこと。（２０分）
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14

研究計画の発表①
プレゼンテーションによる発表

ゼミ担当教員の指導の下、自身の研
究に必要な知識の補完に努めるこ
と。（２５分）

ゼミ担当教員の指導のもと、研究内
容の見直しを行うこと。（２０分）

定期試験 0 定期試験は実施しない。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 研究立案への論理性、研究方法の実現性、プレゼンテーションを総合的に評価する

15

研究計画の発表②
プレゼンテーションによる発表

ゼミ担当教員の指導の下、自身の研
究に必要な知識の補完に努めるこ
と。（２５分）

ゼミ担当教員の指導のもと、研究内
容の見直しを行うこと。（２０分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

学生自身の主体的な取り組み、積極的な研究態度が望まれる。ただし、遵守事項が多いので指導教員の指導のもとにすすめること。

備考欄

その他 0 研究実施に対する参加態度を評価する

教科書 なし

参考文献 なし
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10895051 理学療法研究II 4602 1 4

到達目標

①研究の目的に沿った実験・調査方法を立案することができる。
②障がいを持ち、理学療法が必要な対象者を、研究の対象者として研究を立案することができる
③実験や調査データを解析および分析から、論理的に考察することができる。
④研究論文の抄録を所定の書式で完成させることができる。
⑤研究論文発表のためのスライドを用いてプレゼンテーションできる。
⑥研究論文発表における基本的技術、マナーを身につけることができる。

授業の方法

セミナー担当教員の指導のもと自らの課題を探求し、その解決を同じゼミナーの所属学生と共に演習形式で実施していく。

ＩＣＴ活用 対面指導の他にオンライン指導を行う

後期

教員氏名

橋田　浩、橘内　勇、大森　圭、横井　裕一郎、池野　秀則、牧野　均、佐々木　幸子、髙田　雄一、佐藤　明紀、柴田　恵理子、水本　
淳、松田　直樹

授業の位置づけ

理学療法学における課題を論理的に探求する能力を身につけるための科目であり、理学療法研究Ⅰで得られたデータを元に実験・調査研究
を完成させることにより、基本的研究能力を養い、卒業研究論文作成や卒業研究発表を行う。このため「理学療法研究Ⅰ」と連動して実施
する科目であり、卒後の理学療法研究の基礎となる。最終的にはＤＰである、理学療法学における課題を論理的に探求する能力、理学療法
学やリハビリテーション医学の進歩に対応できる能力を身につける。

授業の概要

セミナー教員の指導の下に、理学療法研究Ⅰで得られた実験や調査データを解析および分析し、その結果を考察する。考察の過程の中で、
グループ討議を通して実験および調査研究を完成させ、学科内における研究発表、論文作成まで一連の作業を通して基本的な研究能力を養
う。

1

研究計画の立案①
研究対象者を、理学療法の対象者（運動器疾患や、神経障害など
障がいのある人）から検討する。

ゼミ担当教員の指導のもと、自身の
研究に必要な知識の補完に努めるこ
と。（２５分）

ゼミ担当教員の指導のもと、研究内
容の見直しを行うこと。（２０分）

2

研究計画の立案②
研究対象者を、理学療法の対象者（運動器疾患や、神経障害など
障がいのある人）から検討する。

ゼミ担当教員の指導のもと、自身の
研究に必要な知識の補完に努めるこ
と。（２５分）

ゼミ担当教員の指導のもと、研究内
容の見直しを行うこと。（２０分）

実務経験のある
教員の教育内容

該当なし

課題に対する
フィードバック

の方法

ゼミナール担当教員や所属学生と共に研究内容の確認や討論を行い、各課題へのフィードバックを行う。また、研究成果の発表会に伴い、
内容についてのコメントを行います。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

研究計画の立案④
研究疑問の検討として、研究論文を精読して、現時点での研究状
況を把握する。

ゼミ担当教員の指導のもと、自身の
研究に必要な知識の補完に努めるこ
と。（２５分）

ゼミ担当教員の指導のもと、研究内
容の見直しを行うこと。（２０分）

6

研究計画の立案⑥
研究疑問の検討として、研究論文を精読して、現時点での研究状
況を把握する。

ゼミ担当教員の指導のもと、自身の
研究に必要な知識の補完に努めるこ
と。（２５分）

ゼミ担当教員の指導のもと、研究内
容の見直しを行うこと。（２０分）

3

研究計画の立案③
研究疑問の検討として、研究論文を精読する。

ゼミ担当教員の指導のもと、自身の
研究に必要な知識の補完に努めるこ
と。（２５分）

ゼミ担当教員の指導のもと、研究内
容の見直しを行うこと。（２０分）

4

研究計画の立案④
研究疑問の検討として、研究論文を精読する。

ゼミ担当教員の指導のもと、自身の
研究に必要な知識の補完に努めるこ
と。（２５分）

ゼミ担当教員の指導のもと、研究内
容の見直しを行うこと。（２０分）

9

研究計画の立案⑨
実現可能な研究方法を立案する。

ゼミ担当教員の指導のもと、自身の
研究に必要な知識の補完に努めるこ
と。（２５分）

ゼミ担当教員の指導のもと、研究内
容の見直しを行うこと。（２０分）

10

研究計画の立案⑩
研究データのまとめ方、用いる統計解析方法の検討

ゼミ担当教員の指導のもと、自身の
研究に必要な知識の補完に努めるこ
と。（２５分）

ゼミ担当教員の指導のもと、研究内
容の見直しを行うこと。（２０分）

7

研究計画の立案⑦
研究疑問の検討として、研究論文を精読して、現時点での研究状
況を把握する。

ゼミ担当教員の指導のもと、自身の
研究に必要な知識の補完に努めるこ
と。（２５分）

ゼミ担当教員の指導のもと、研究内
容の見直しを行うこと。（２０分）

8

研究計画の立案⑧
実現可能な研究方法を立案する。

ゼミ担当教員の指導のもと、自身の
研究に必要な知識の補完に努めるこ
と。（２５分）

ゼミ担当教員の指導のもと、研究内
容の見直しを行うこと。（２０分）

13

研究データの収集② ゼミ担当教員の指導のもと、自身の
研究に必要な知識の補完に努めるこ
と。（２５分）

ゼミ担当教員の指導のもと、研究内
容の見直しを行うこと。（２０分）

11

研究計画の立案⑪
研究データのまとめ方、用いる統計解析方法の検討

ゼミ担当教員の指導のもと、自身の
研究に必要な知識の補完に努めるこ
と。（２５分）

ゼミ担当教員の指導のもと、研究内
容の見直しを行うこと。（２０分）

12

研究データの収集① ゼミ担当教員の指導のもと、自身の
研究に必要な知識の補完に努めるこ
と。（２５分）

ゼミ担当教員の指導のもと、研究内
容の見直しを行うこと。（２０分）
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14

研究報告会①　自身の研究内容について、プレゼンテーションと
原稿を準備して発表する。

他者の研究発表内容に対する質問を
考える。（２５分）

他者の研究発表内容に対する質問を
考える。（２0分）

定期試験 0 定期試験は実施しない

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 研究立案への論理性、研究方法の実現性、プレゼンテーション、参加態度を総合的に評価する。

15

研究報告会②　自身の研究内容について、プレゼンテーションと
原稿を準備して発表する。

他者の研究発表内容に対する質問を
考える。（２５分）

他者と自身の研究との相違点につい
て考察する。（２０分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

学生自身の主体的な取り組み、積極的な研究態度が望まれる。ただし、遵守事項が多いので指導教員の指導のもとにすすめること。

備考欄

その他 0 研究実施に対する参加態度を評価する。また、理学療法研究Ⅰの成績評価と連動する。

教科書 なし

参考文献 なし
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10011051 医療統計学 3414 1 カリキュラムにより
異なります。

到達目標

統計学の基本的な内容を復習し、上記3つのテーマに関する内容を活用できるようになることを到達目標とする。

授業の方法

1回90分の講義において、前半の60分はパワーポイントを用いた座学講義を行う。必要に応じて統計フリーソフト「R」を用いた実践法を紹
介する。
学習内容の定着のため、最後の30分は筆記による演習を行う。

ＩＣＴ活用 なし

前期

教員氏名 加茂　憲一

授業の位置づけ

様々な現象を表すデータから、本質的な内容を抽出するためには、統計学およびデータ解析の知識が必須である。本講義は、医学的なデー
タ解析を視野に入れつつ、そのためのツールである統計学を習得する事を目標としている。「統計の基礎」の発展的科目である。

授業の概要

統計学の基礎的な知識を基として、保健医療分野における様々な統計的手法について学習する。8回の講義を用いて、大きく3つのテーマに
ついて解説する。一つ目は、検査の有効性を評価する「感度・特異度」に関連する内容である。2つ目は、関連を持つ変数を取り扱う際に
多用される「回帰分析」に関連する内容である。3つ目は、センサリングを含むイベント発生までの時間を対象とする「生存時間解析」に
関連する内容である。

1

「統計学」の復習①・・・既に学習済の「統計学」から重要な内
容を復習する。母集団とサンプルの概念、統計量、確率分布につ
いて復習する。

高校数学および第一学年における
「統計学」の復習（90分）

演習問題を完答できるようになって
おくこと。（90分）

2

「統計学」の復習②・・・引き続き、推定、仮説検定に関して復
習する。

高校数学および第一学年における
「統計学」の復習（90分）

演習問題を完答できるようになって
おくこと。（90分）

実務経験のある
教員の教育内容

該当なし

課題に対する
フィードバック

の方法

各回の講義の最後に行う演習問題について、解答およびポイントの解説を行う。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

回帰分析①・・・単回帰の復習を行い、その概念を重回帰に拡張
する。最小２乗法に基づくパラメータ推定を理解する。

推定
単回帰     （90分）

演習問題を完答できるようになって
おくこと。（90分）

6

回帰分析②・・・重回帰に関する様々な事例分析に取り組む。ダ
ミー変数の取り扱いと意味を理解する。

単回帰    （90分） 演習問題を完答できるようになって
おくこと。（90分）

3

感度と特異度・・・検査結果の有効性の評価指標である感度と特
異度について学習する。これらの間に存在するトレードオフの概
念を理解する。

二項分布
区間推定      （90分）

演習問題を完答できるようになって
おくこと。（90分）

4

ＲＯＣ曲線とカットオフ値・・・陽性・陰性の判断といった意思
決定における数値をどのように決定すれば良いのかを理解する。

二項分布
感度・特異度     （90分）

演習問題を完答できるようになって
おくこと。（90分）

9

10

7

生存時間解析①・・・イベント発生までの時間に関する解析方法
を学習する。センサー症例について理解し、カプラン・マイヤー
法に基づき生存曲線を描くことを目標とする。

カイ2乗分布   （90分） 演習問題を完答できるようになって
おくこと。（90分）

8

生存時間解析②・・・生存時間の異なる群を比較し、その差異の
有無をログランク検定により判断する。併せて仮説検定の考え方
についても復習する。

カイ2乗分布
生存関数
センサー
検定            （90分）

演習問題を完答できるようになって
おくこと。（90分）

13

14

11

12

定期試験 0 実施しない

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

20 講義後のミニレポート

15

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容
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履修条件・留意
事項等

高校までの「数学」および第一学年で学習した「統計学」の知識を用いるので、復習をしておくこと。

備考欄

その他 80 期末レポート

教科書 なし（毎回講義内容のプリントを配布し、最後に演習問題を配布する）

参考文献 なし
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10757051 理学療法管理学 3402 2 カリキュラムにより
異なります。

到達目標

１．理学療法部門の管理・運営について説明できる。
２．医療専門職として倫理感を有し、理学療法を遂行できる。
３．チーム医療を認識し、その中での理学療法士の役割について説明できる。
４．医療事故の原因を理解し、事故の予防に努め、リスク管理ができる。
５．臨床における問題解決法について述べることができる。

授業の方法

・授業資料のPDFは事前にGoogleクラスルームに載せるので、教科書と併せて確認すること。授業はパワーポイントを用いて講義形式です
すめる。また、理解度の確認として小テストを実施する。授業に関する質問はGoogleクラスルームでのメールで対応する。　

ＩＣＴ活用 Googleのクラスルームを利用するのでスマートフォン等を持参する事。

前期

教員氏名 橘内　勇、横井　裕一郎

授業の位置づけ

・ディプロマ・ポリシーの「医療に関わる他の職種の役割を理解し、協力関係を築くことができる。（関心・意欲・態度）」ことと特に関
係がある科目である。また、幅広く教養を高める意識と、理学療法学の発展に貢献するという使命感を持っている。（関心・意欲・態
度）」こととも関係する。
・「理学療法概論」と関連し、「理学療法研究法」、「各臨床実習」科目の基礎となる。

授業の概要

・理学療法士として職業倫理、チーム医療における理学療法士の役割について理解するとともに、病院・施設の組織および記録・報告、臨
床におけるリスク管理、理学療法施設基準、診療報酬等の理学療法部門の管理運営について学習する。

1

オリエンテーション。　理学療法士と管理の関わりについて紹
介。組織とは何か、管理（マネージメント）とは何かについて理
解する。（橘内）
（授業内課題5点）

授業内容について事前に配布した資
料および教科書の関連する部分を読
んでおくこと。
（90分）

授業内容についてノートにまとめる
こと。（90分）

2

理学療法士の業務に関わる法令と、社会保障制度における理学療
法士の役割について理解する。（橘内）
（授業内課題5点）

授業内容について事前に配布した資
料および教科書の関連する部分を読
んでおくこと。
（90分）

授業内容についてノートにまとめる
こと。（90分）

実務経験のある
教員の教育内容

理学療法士としての病院勤務経験をもとに、理学療法士に必要とされる管理業務全般について講義を行う。

課題に対する
フィードバック

の方法

小テスト実施後には、解答、解説を行う。また、授業についての質問は適宜受けつける。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

医療保険における各種リハビリテーション料の内容と、施設基準
（設備・人的基準）を理解する。（橘内）（授業内課題5点）

授業内容について事前に配布した資
料および教科書の関連する部分を読
んでおくこと。
（90分）

授業内容についてノートにまとめる
こと。（90分）

6

リハビリテーション医療に必要な診療録、ならびに帳票類につい
て理解する。（橘内）（授業内課題5点）

授業内容について事前に配布した資
料および教科書の関連する部分を読
んでおくこと。
（90分）

授業内容についてノートにまとめる
こと。（90分）

3

専門職と倫理、患者の権利（リスボン宣言）、理学療法士の職業
倫理について理解する。（橘内） （授業内課題5点）

授業内容について事前に配布した資
料および教科書の関連する部分を読
んでおくこと。
（90分）

授業内容についてノートにまとめる
こと。（90分）

4

理学療法におけるリスク管理、とくに安全管理と感染対策につい
て理解する。（橘内）（授業内課題5点）

授業内容について事前に配布した資
料および教科書の関連する部分を読
んでおくこと。
（90分）

授業内容についてノートにまとめる
こと。（90分）

9

介護保険制度が成立した背景と制度の概要、および主なサービス
の内容を理解する。（橘内）（授業内課題5点）

授業内容について事前に配布した資
料および教科書の関連する部分を読
んでおくこと。
（90分）

授業内容についてノートにまとめる
こと。（90分）

7

職場における人事管理（採用から退職まで）、人的資源計画につ
いて検討する。（橘内）（授業内課題5点）

授業内容について事前に配布した資
料および教科書の関連する部分を読
んでおくこと。
（90分）

授業内容についてノートにまとめる
こと。（90分）

8

リハビリテーション部門の業務及び管理について、実際の事例を
みて実務を理解する。（横井）
（課題レポート①20点）

授業内容について事前に配布した資
料および教科書の関連する部分を読
んでおくこと。
（90分）

授業内容についてノートにまとめる
こと。（90分）
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10

理学療法士が関わる介護保険サービス（通所リハビリテーショ
ン、訪問リハビリテーション）から、維持期リハビリテーション
の重要性を理解する。（橘内）（授業内課題5点）

授業内容について事前に配布した資
料および教科書の関連する部分を読
んでおくこと。
（90分）

授業内容についてノートにまとめる
こと。（90分）

13

理学療法士の卒前・卒後教育の具体的内容と、専門職に必要な生
涯学習の重要性を理解する。（横井）（授業内課題5点）

授業内容について事前に配布した資
料および教科書の関連する部分を読
んでおくこと。
（90分）

授業内容についてノートにまとめる
こと。（90分）

14

理学療法士が将来、教員や研究者をめざすにはどのような取り組
みが必要かを理解する。（横井）（授業内課題5点）

授業内容について事前に配布した資
料および教科書の関連する部分を読
んでおくこと。
（90分）

授業内容についてノートにまとめる
こと。（90分）

11

介護保険施設での業務管理（人事管理・帳票管理・多職種連携）
について検討する。（橘内）（授業内課題5点）

授業内容について事前に配布した資
料および教科書の関連する部分を読
んでおくこと。
（90分）

授業内容についてノートにまとめる
こと。（90分）

12

介護保険施設での業務や管理の実際の事例を見て、実務を理解す
る。（横井）（授業内課題5点）

授業内容について事前に配布した資
料および教科書の関連する部分を読
んでおくこと。
（90分）

授業内容についてノートにまとめる
こと。（90分）

定期試験

0 定期試験は実施しない。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 授業内課題　13回×各5点＝75点　課題レポート①20点　課題レポート②15点を合計し
100点満点で評価する

15

理学療法士の経験をもとに起業するには、どのような取り組みが
必要かを理解する。（横井）（課題レポート②15点）

授業内容について事前に配布した資
料および教科書の関連する部分を読
んでおくこと。
（90分）

授業内容についてノートにまとめる
こと。（90分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

授業に臨む態度を重視する。
毎回の授業で授業内課題を行うので欠席をしない事。
但し、止むを得ない理由（公欠と認められる）場合においては代替の手段を講じて評価する。

備考欄

その他

0 特になし

教科書 リハビリテーション管理学　第1版　齋藤昭彦・下田信明編　羊土社

参考文献 必要に応じて紹介する。
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

50968051 理学療法評価学I 3442 1 1

到達目標

1. 理学療法評価の概念・意義および目的を理解できる。
2. 身体評価(physical assessment)全般の基本原則を理解できる。
3. 評価に必要な検査・測定の意義と正しい方法を理解できる。
4. 疾患を持つ患者の全体像を全人的な視点で捉えることの必要性を理解できる。

授業の方法

パワーポイントと配布資料物を用いて講義形式ですすめる。
理解度を確認するため小テストを実施する。

ＩＣＴ活用

Google classroomを用いて課題やアンケートを用いて双方向授業を取り入れる。
必要に応じて、オンデマンドやオンライン等での授業展開を検討する。

後期

教員氏名 佐藤　明紀、柴田　恵理子、松田　直樹

授業の位置づけ

理学療法評価は、問診にはじまり、観察・検査・測定・統合・解釈へと続く一連の思考過程を習得する。
「理学療法評価学Ⅱ」、「理学療法評価学実習Ⅰ、Ⅱ」と関連し、「臨床実習」の基礎となる重要な科目で、理学療法を行うための基本的
な専門的知識・技術を身につける。

授業の概要

理学療法における評価の意義を理解し、様々な障害像をWHO国際生活機能分類（ICF）に基づき、構造と機能、活動状態、社会参加および個
人・環境要因といった面からシステマチックに理解するための基礎を学ぶ。また、個々の疾病・障害について原因と問題点を探索し治療の
方針を決定するための検査・測定方法について学習する。

1

理学療法評価総論（佐藤）
理学療法評価の概念について学習する。

教科書1の「総論、第1章　一般的評
価事項」を事前に読んでおくこと。
必要時間：90分

小テストを実施するので、講義内容
の復習し理解を深めること。　
必要時間：90分

2

理学療法評価総論（佐藤）
情報収集、医療面接について学習する。

教科書1の「総論、各論第1章　一般
的評価事項」を事前に読んでおくこ
と。
必要時間：90分

小テストを実施するので、講義内容
の復習し理解を深めること。　
必要時間：90分

実務経験のある
教員の教育内容

佐藤、柴田は理学療法士として、これまでの臨床・研究経験を基に授業を展開する。

課題に対する
フィードバック

の方法

授業内容や小テスト課題に対し、その都度、解説や補足説明を実施する。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

検査・測定（松田）
関節可動域の概論と特徴について学習する。

教科書1の「各論第4章　関節可動域
測定」を事前に読んでおくこと。
必要時間：90分

小テストを実施するので、講義内容
の復習し理解を深めること。　
必要時間：90分

6

検査・測定（松田）
関節可動域測定（上肢・下肢）について学習する。

教科書1の「各論第4章　関節可動域
測定」を事前に読んでおくこと。
必要時間：90分

小テストを実施するので、講義内容
の復習し理解を深めること。　
必要時間：90分

3

検査・測定（柴田）
バイタルチェックについて学習する。

教科書1の「各論第2章　バイタルサ
イン」を事前に読んでおくこと。
必要時間：90分

小テストを実施するので、講義内容
の復習し理解を深めること。　
必要時間：90分

4

検査・測定（柴田）
形態計測について学習する。

教科書1の「各論第3章　形態測定」
を事前に読んでおくこと。
必要時間：90分

小テストを実施するので、講義内容
の復習し理解を深めること。　
必要時間：90分

9 なし なし なし

10 なし なし なし

7

検査・測定（松田）
筋力の概論と特徴について学習する。　
筋力（上肢・下肢・体幹）について学習する。

教科書1の「各論第5章　筋力検査」
を事前に読んでおくこと。
必要時間：90分

小テストを実施するので、講義内容
の復習し理解を深めること。　
必要時間：90分

8

まとめと試験（佐藤）
理学療法評価のまとめと復習を含めた試験を行う。

これまで学んだことに対し、内容を
深めるため復習すること
必要時間：90分

講義内容の復習をし理解を深めるこ
と。
必要時間：90分

13 なし なし なし

14 なし なし なし

11 なし なし なし

12 なし なし なし

15 なし なし なし

- 151 -



北海道文教大学　2022年度　理学療法学科　シラバス 2022/04/01

定期試験 0 定期試験は実施しない

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 まとめと試験（９０％）
授業内の課題、小テスト、授業への参加態度等（１０％）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

復習のための小テストを行う

備考欄

その他 0 なし

教科書

1.理学療法評価学：松澤正他／金原出版
2.新・徒手筋力検査法：Hislop, Montgomery他／協同医書出版

参考文献

1.ベッドサイドの神経の診かた：田崎義昭他/南山堂
2.図解理学療法検査・測定ガイド：奈良勲他/文光堂

- 152 -



北海道文教大学　2022年度　理学療法学科　シラバス 2022/04/01

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

50969051 理学療法評価学II 3443 1 2

到達目標

１．理学療法評価の概念・意義および目的を理解できる。
２．理学療法評価の基本原則を理解できる。
３．評価に必要な検査・測定の目的と方法を理解できる。
４．評価技術の基盤となる理論的背景が理解できる。

授業の方法

教科書、スライド、配布印刷物を用いて、講義形式ですすめる。
本講義内容を理解するためには、その基礎となる解剖学・生理学・運動学的知識が必要である。これらの理解を促すため、毎講義ごとに理
解度確認の課題を行う。
学生は十分に予習をして講義に望むことが望ましい。


ＩＣＴ活用

予習課題の達成度確認のため、学生と教員相互にウェブ上でのデータ整理を活用する。
必要に応じてオンライン・オンデマンド等の対応を検討する。

前期

教員氏名 柴田　恵理子、松田　直樹

授業の位置づけ

ディプロマ・ポリシーの「理学療法を行うための基本的な専門的知識・技術を身につけている」、「理学療法学やリハビリテーション医学
の進歩に対応できる能力を身につけている」、「理学療法学における課題を論理的に探求する能力を身につけている」ことと特に関係があ
る科目である。
多岐にわたる理学療法評価のなかから、主に神経症候学的検査及び姿勢・動作評価に関連する項目を扱うものである。
本科目は、「解剖学I」「生理学I」など多くの専門基礎科目全般と関連し、「理学療法評価学実習I」、「神経障害理学療法学」などの基
礎となる。

授業の概要

理学療法評価とは、様々な検査・測定を通して得られた情報を統合・解釈して対象者の障害像を明らかにしていく過程である。この科目で
は、評価の基本的技術のうち主に神経症候及び姿勢・動作の評価に必要な理論と技術を学ぶ。特に、検査・測定技術の背景にある基礎理論
を十分に理解することを求めたい。

1

・理学療法評価について（柴田）
評価の意義、目的を学ぶ。本講義に必要な神経解剖学・神経生理
学的知識を概説する。


教科書を事前に読んでおくこと（90
分）
「総論」p13-25、「一般的評価事
項」p27-38。

授業内容を復習しておくこと
（90分）

2

・脳神経検査（柴田）
脳神経障害を理解し、検査方法を学ぶ。

教科書の該当部分を事前に読んでお
くこと(90分）

授業内容を復習しておくこと
（90分）

実務経験のある
教員の教育内容

担当教員は理学療法士として勤務した経験を活かして授業を行う。

課題に対する
フィードバック

の方法

フィードバックとして確認課題を回収後、課題の解説を行う。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

・協調性検査（松田）
協調性障害を理解し、その検査方法を学ぶ。

教科書の該当部分を事前に読んでお
くこと(90分）

授業内容を復習しておくこと
（90分）

6

・バランス・姿勢反射検査（松田）
それぞれの障害を理解し、その検査方法を学ぶ。

教科書の該当部分を事前に読んでお
くこと(90分）

授業内容を復習しておくこと
（90分）

3

・知覚検査（柴田）
知覚とその障害を理解し、検査方法を学ぶ。


教科書の該当部分を事前に読んでお
くこと(90分）

授業内容を復習しておくこと
（90分）

4

・反射・筋緊張検査（柴田）
それぞれの障害を理解し、検査方法を学ぶ。

教科書の該当部分を事前に読んでお
くこと(90分）

授業内容を復習しておくこと
（90分）

9 なし なし なし

10 なし なし なし

7

・片麻痺機能検査，高次脳機能検査（松田）
これらの検査について理解し、その検査方法を学ぶ。
片麻痺機能検査についての歴史的背景と変遷について学ぶ。

教科書の該当部分を事前に読んでお
くこと(90分）

授業内容を復習しておくこと
（90分）

8

まとめ（柴田）
これまでの授業内容の理解度確認のためテストを行う。

これまでの授業内容を復習しておく
こと(90分）

テスト内容を復習しておくこと
（90分）

11 なし なし なし
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13 なし なし なし

14 なし なし なし

12 なし なし なし

定期試験 0 なし

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 まとめテスト（80％）
確認課題・授業参加態度（20％）

15 なし なし なし

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

基礎的な解剖生理学的な用語については、皆さんがある程度理解しているものとして授業を進めることがあります。教科書の予習部位は事
前にお伝えしますので、十分に準備してから授業に臨んでください。
講義内容についての質問は積極的にお受けしますので、積極的な参加を期待します。

備考欄

その他

0 なし

教科書

理学療法評価学 第6版，松澤正，江口勝彦（著），金原出版,2018
神経診察クローズアップ 改訂第2版，鈴木則宏（編），MEDICALVIEW,2015

参考文献

神経症候学，改訂第2版，平山恵三（著），文光堂
神経局在診断，第6版，　Peter Duus（著），花北順哉（訳），文光堂，2016
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

11116051 理学療法評価学Ⅲ 3444 1 3

到達目標

1、健康関連QoLの評価、他職種との隣接領域の評価について理解できる
2、医用画像の撮像原理とその読影法の基礎を身につけることができる
3、脳画像を活用した理学療法評価について理解できる
4、喀痰吸引の理論と実際を理解できる

授業の方法

教科書、スライド、配布印刷物を用いて、講義形式ですすめる．
本講義内容を理解するためには，その基礎となる解剖学・生理学・運動学的知識が必要である．学生は十分に予習をして講義に望むことが
望ましい．


ＩＣＴ活用 Google classroomを活用して講義資料配布、ミニテストなどを実施する。

後期

教員氏名 松田　直樹

授業の位置づけ

ディプロマ・ポリシーのうち、「理学療法を行うための基本的な専門的知識・技術を身につけている。(知識・技能)
」に関連する科目である。
理学療法評価に必要な知識および技術を身につけるための科目である．
理学療法評価のうち、脳画像読読影の基礎と臨床応用、理学療法の隣接領域で扱う評価方法を扱うものである．
本科目は，「理学療法評価学II」、「神経障害理学療法学」などの専門基礎科目全般と関連し、「臨床実習III/IV/V」などの基礎となる．

授業の概要

近年の医療技術の高度化や地域包括ケアシステムの推進に伴い，理学療法が対象とする障害の構造は重複かつ複雑化している．この状況に
対応すべく，理学療法の根幹をなす評価学の基礎をより多角的な視点と卒後の臨床推論能力の向上の礎とするため画像等の評価も含め、教
授する．

1

理学療法及び関連領域で用いられる評価尺度（松田）
コメディカルを中心とした多職種連携に必要な隣接領域の評価項
目を学ぶ。

教科書を事前に読んでおくこと
（90分）


授業内容を復習しておくこと
（90分）

2

脳画像の基礎1（松田）
頭部CT, MRI, 拡散テンソル画像の撮像原理と基本的読影方法を
学ぶ。

教科書の該当部分を事前に読んでお
くこと
事前配布した予習課題に取り組むこ
と(90分）．

授業内容を復習しておくこと
（90分）

実務経験のある
教員の教育内容

担当教員は病院で理学療法士としての実務経験あり．

課題に対する
フィードバック

の方法

ミニテストの解答解説を講義内で行う。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

脳画像を活用した神経理学療法の実際2（松田）
脳卒中患者における脳画像診断の臨床応用の実際を症例を通して
学ぶ。


教科書の該当部分を事前に読んでお
くこと
事前配布した予習課題に取り組むこ
と(90分）．

授業内容を復習しておくこと
（90分）

6

患者報告型アウトカムを活用した理学療法の実際（松田）
理学療法における健康関連QoL尺度、および患者特異的尺度の基
本的概念とその臨床応用について解説する。

教科書の該当部分を事前に読んでお
くこと
事前配布した予習課題に取り組むこ
と(90分）．

授業内容を復習しておくこと
（90分）

3

脳画像の基礎2（松田）
頭部CT, MRI, 拡散テンソル画像の基本的読影方法と臨床応用の
実際を学ぶ。

教科書の該当部分を事前に読んでお
くこと
事前配布した予習課題に取り組むこ
と(90分）．

授業内容を復習しておくこと
（90分）

4

脳画像を活用した神経理学療法の実際1（松田）
脳卒中患者における脳画像診断の臨床応用についての基本的な考
え方を学ぶ。

教科書の該当部分を事前に読んでお
くこと
事前配布した予習課題に取り組むこ
と(90分）．

授業内容を復習しておくこと
（90分）

9 なし なし なし

7

喀痰吸引（松田）
喀痰吸引のの理論と実際について学ぶ。

教科書の該当部分を事前に読んでお
くこと
事前配布した予習課題に取り組むこ
と(90分）．

授業内容を復習しておくこと
（90分）

8

まとめ（松田）
これまでの授業内容の理解度確認のためテストを行う。

これまでの授業内容を復讐しておく
こと(90分）．

テスト内容を復習しておくこと
（90分）
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10 なし なし なし

13 なし なし なし

14 なし なし なし

11 なし なし なし

12 なし なし なし

定期試験 0 なし

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 まとめテスト（80％）
予習課題の達成度・授業参加態度（20％）

15 なし なし なし

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

基本的な解剖生理の用語については，皆さんがある程度理解しているものとして授業を進めることがあります．
講義内容についての質問は積極的にお受けしますので，積極的な参加を期待します．

備考欄

その他

0 なし

教科書 未定　後期開講前に指定します。

参考文献 未定
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10755051 理学療法評価学実習I1組 3446 1 カリキュラムにより
異なります。

到達目標

１．障害特徴に合わせた身体構造・機能の基礎を説明できる。
２．各評価内容を模擬患者役に適切に説明できる。
３．各評価の目的と方法を正しく理解し、施行することができる。
４．評価した結果の意義を理解し、その結果を正しく記載することができる　。

授業の方法

教員が評価の理論的な背景について解説し、デモンストレーションを行う。
その後学生同士で実技練習を行い、評価方法を学習する。
複数教員で巡回し、各評価の正確性・信頼性の向上に努める。

ＩＣＴ活用 Google Formのアンケート作成機能を用いて双方向授業を取り入れる。

後期

教員氏名 佐藤　明紀、水本　淳、松田　直樹

授業の位置づけ

理学療法評価は、問診にはじまり、観察・検査・測定・統合・解釈へと続く一連の思考過程を習得する科目である。
なかでも、評価学実習Ⅰで実施する評価は理学療法士が行う一般的な評価項目であり、「臨床実習」へ向けた
専門分野の基礎となり、理学療法を行うための基本的な専門的知識・技術を身につける。

授業の概要

理学療法評価は解剖学、生理学、運動学などの形態・機能に関する基本的知識を基盤とした検査・測定の実施により、障害に対する原因や
問題点を探索するものであり、治療方針を決定するための根拠となる。本科目では、神経系や呼吸・循環器系の障害に対する評価を主に学
習し、結果の記載法やその解釈について学ぶ。
　実習では学生間で理学療法士役と模擬患者役となり学習する。

1

バイタルサイン：血圧測定、呼吸・脈拍測定（佐藤）
学生同士で検者・被検者となり、血圧・呼吸・脈拍などのバイタ
ルサインを測定、観察する

教科書のバイタルサイン：血圧測
定、呼吸・脈拍測定の項目を読んで
おくこと。
必要時間:25分

バイタルサイン：血圧測定、呼吸・
脈拍測定の復習をすること。　
必要時間:20分

2

脳神経検査、高次脳機能障害検査（松田）
学生同士で検者・被検者となり、脳神経検査、各種高次脳機能障
害の検査を実施する

教科書の脳神経検査、高次脳機能障
害検査の関連項目を読んでおくこ
と。
必要時間:25分

脳神経検査、高次脳機能障害検査の
復習をすること。　
必要時間:20分

実務経験のある
教員の教育内容

各教員が理学療法士としての臨床経験を活かして指導する。

課題に対する
フィードバック

の方法

授業中の課題に対して、その都度、解説や補足説明を実施する。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

姿勢反射検査：座位での傾斜反応など（佐藤）
学生同士で検者・被検者となり、姿勢反射検査を実施し、反応を
観察する

教科書の姿勢反射検査の項目を読ん
でおくこと。
必要時間:25分

姿勢反射検査の復習をすること。　
必要時間:20分

6

協調性検査：測定障害の検査、変換運動障害の検査、ロンベルグ
試験等（水本）
学生同士で検者・被検者となり、協調性検査を実施する

教科書の協調性検査の項目を読んで
おくこと。
必要時間:25分

協調性検査の復習をすること。　
必要時間:20分

3

感覚検査：表在感覚、深部感覚、複合感覚（佐藤）
学生同士で検者・被検者となり、検査器具を用いて感覚検査を実
施する

教科書の感覚検査の項目を読んでお
くこと。
必要時間:25分

感覚検査の復習をすること。　
必要時間:20分

4

反射検査：腱反射、表在反射、病的反射（松田）
学生同士で検者・被検者となり、反射検査を実施し、反応を観察
する

教科書の反射検査の項目を読んでお
くこと。
必要時間:25分

反射検査の復習をすること。　
必要時間:20分

9

片麻痺機能検査：下肢（松田）
学生同士で検者・被検者となり、Brunnstrom test および12段階
片麻痺機能テストを実施する

教科書の片麻痺機能検査（下肢）の
項目を読んでおくこと。
必要時間:25分

片麻痺機能検査（下肢）の復習をす
ること。　
必要時間:20分

10

日常生活活動 （ADL) 検査と動作分析、介助方法（水本）
学生同士で検者・被検者となり、ADL検査及び動作分析、起居動
作～移乗介助方法等を実施する

教科書のADL 検査、動作分析、介助
方法の項目を読んでおくこと。
必要時間:25分

ADL 検査、動作分析、介助方法の復
習をすること。　
必要時間:20分

7

筋緊張検査：安静時および動作時筋緊張の評価等（水本）
学生同士で検者・被検者となり、安静時と動作時の筋緊張の程度
やその違いについて観察する

教科書の筋緊張検査の項目を読んで
おくこと。
必要時間:25分

筋緊張検査の復習をすること。　
必要時間:20分

8

片麻痺機能検査：上肢・手指（松田）
学生同士で検者・被検者となり、Brunnstrom test および12段階
片麻痺機能テストを実施する

教科書の片麻痺機能検査（上肢・手
指）の項目を読んでおくこと。
必要時間:25分

片麻痺機能検査（上肢・手指）の復
習をすること。　
必要時間:20分
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13 なし なし なし

14 なし なし なし

11

ケーススタディ（佐藤）
患者例を提示し、評価項目の立案・模擬患者へのオリエンテー
ション・評価の実施・結果の記載についてグループで討議を行っ
た後、発表する

これまでに学習した実習項目を整理
し、復習しておくこと。
必要時間:25分

グループ討議、発表の内容を整理
し、復習しておくこと。
必要時間:20分

12

まとめ（実技試験）（水本）
臨床で患者を評価することを想定し、オリエンテーション・各評
価の実施・結果の記載までを連続して実施する

これまでに学んだ各評価の目的や方
法を復習し、練習する。
必要時間:25分

これまでに学んだ各評価の目的や方
法を復習し、練習する。
必要時間:20分

定期試験 0 なし。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 まとめ（実技試験）で、臨床実習を終了できると考えられるレベルを合格とする。実習内の課題や参加態
度等も考慮する。

15 なし なし なし

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

本科目は臨床実習の履修用件の1つとなる。
後期授業開始前から授業が予定されている。

備考欄

その他 0 なし。

教科書

理学療法評価学：松澤正他/南江堂
神経診療クローズアップ：鈴木則宏/MEDICAL VIEW

参考文献 ベッドサイドの神経の診かた：田崎義昭他/南山堂
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10755052 理学療法評価学実習I2組 3446 1 カリキュラムにより
異なります。

到達目標

１．障害特徴に合わせた身体構造・機能の基礎を説明できる。
２．各評価内容を模擬患者役に適切に説明できる。
３．各評価の目的と方法を正しく理解し、施行することができる。
４．評価した結果の意義を理解し、その結果を正しく記載することができる　。

授業の方法

教員が評価の理論的な背景について解説し、デモンストレーションを行う。
その後学生同士で実技練習を行い、評価方法を学習する。
複数教員で巡回し、各評価の正確性・信頼性の向上に努める。

ＩＣＴ活用 Google Formのアンケート作成機能を用いて双方向授業を取り入れる。

後期

教員氏名 佐藤　明紀、水本　淳、松田　直樹

授業の位置づけ

理学療法評価は、問診にはじまり、観察・検査・測定・統合・解釈へと続く一連の思考過程を習得する科目である。
なかでも、評価学実習Ⅰで実施する評価は理学療法士が行う一般的な評価項目であり、「臨床実習」へ向けた
専門分野の基礎となり、理学療法を行うための基本的な専門的知識・技術を身につける。

授業の概要

理学療法評価は解剖学、生理学、運動学などの形態・機能に関する基本的知識を基盤とした検査・測定の実施により、障害に対する原因や
問題点を探索するものであり、治療方針を決定するための根拠となる。本科目では、神経系や呼吸・循環器系の障害に対する評価を主に学
習し、結果の記載法やその解釈について学ぶ。
　実習では学生間で理学療法士役と模擬患者役となり学習する。

1

バイタルサイン：血圧測定、呼吸・脈拍測定（佐藤）
学生同士で検者・被検者となり、血圧・呼吸・脈拍などのバイタ
ルサインを測定、観察する

教科書のバイタルサイン：血圧測
定、呼吸・脈拍測定の項目を読んで
おくこと。
必要時間:25分

バイタルサイン：血圧測定、呼吸・
脈拍測定の復習をすること。　
必要時間:20分

2

脳神経検査、高次脳機能障害検査（松田）
学生同士で検者・被検者となり、脳神経検査、各種高次脳機能障
害の検査を実施する

教科書の脳神経検査、高次脳機能障
害検査の関連項目を読んでおくこ
と。
必要時間:25分

脳神経検査、高次脳機能障害検査の
復習をすること。　
必要時間:20分

実務経験のある
教員の教育内容

各教員が理学療法士としての臨床経験を活かして指導する。

課題に対する
フィードバック

の方法

授業中の課題に対して、その都度、解説や補足説明を実施する。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

姿勢反射検査：座位での傾斜反応など（佐藤）
学生同士で検者・被検者となり、姿勢反射検査を実施し、反応を
観察する

教科書の姿勢反射検査の項目を読ん
でおくこと。
必要時間:25分

姿勢反射検査の復習をすること。　
必要時間:20分

6

協調性検査：測定障害の検査、変換運動障害の検査、ロンベルグ
試験等（水本）
学生同士で検者・被検者となり、協調性検査を実施する

教科書の協調性検査の項目を読んで
おくこと。
必要時間:25分

協調性検査の復習をすること。　
必要時間:20分

3

感覚検査：表在感覚、深部感覚、複合感覚（佐藤）
学生同士で検者・被検者となり、検査器具を用いて感覚検査を実
施する

教科書の感覚検査の項目を読んでお
くこと。
必要時間:25分

感覚検査の復習をすること。　
必要時間:20分

4

反射検査：腱反射、表在反射、病的反射（松田）
学生同士で検者・被検者となり、反射検査を実施し、反応を観察
する

教科書の反射検査の項目を読んでお
くこと。
必要時間:25分

反射検査の復習をすること。　
必要時間:20分

9

片麻痺機能検査：下肢（松田）
学生同士で検者・被検者となり、Brunnstrom test および12段階
片麻痺機能テストを実施する

教科書の片麻痺機能検査（下肢）の
項目を読んでおくこと。
必要時間:25分

片麻痺機能検査（下肢）の復習をす
ること。　
必要時間:20分

10

日常生活活動 （ADL) 検査と動作分析、介助方法（水本）
学生同士で検者・被検者となり、ADL検査及び動作分析、起居動
作～移乗介助方法等を実施する

教科書のADL 検査、動作分析、介助
方法の項目を読んでおくこと。
必要時間:25分

ADL 検査、動作分析、介助方法の復
習をすること。　
必要時間:20分

7

筋緊張検査：安静時および動作時筋緊張の評価等（水本）
学生同士で検者・被検者となり、安静時と動作時の筋緊張の程度
やその違いについて観察する

教科書の筋緊張検査の項目を読んで
おくこと。
必要時間:25分

筋緊張検査の復習をすること。　
必要時間:20分

8

片麻痺機能検査：上肢・手指（松田）
学生同士で検者・被検者となり、Brunnstrom test および12段階
片麻痺機能テストを実施する

教科書の片麻痺機能検査（上肢・手
指）の項目を読んでおくこと。
必要時間:25分

片麻痺機能検査（上肢・手指）の復
習をすること。　
必要時間:20分
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13 なし なし なし

14 なし なし なし

11

ケーススタディ（佐藤）
患者例を提示し、評価項目の立案・模擬患者へのオリエンテー
ション・評価の実施・結果の記載についてグループで討議を行っ
た後、発表する

これまでに学習した実習項目を整理
し、復習しておくこと。
必要時間:25分

グループ討議、発表の内容を整理
し、復習しておくこと。
必要時間:20分

12

まとめ（実技試験）（水本）
臨床で患者を評価することを想定し、オリエンテーション・各評
価の実施・結果の記載までを連続して実施する

これまでに学んだ各評価の目的や方
法を復習し、練習する。
必要時間:25分

これまでに学んだ各評価の目的や方
法を復習し、練習する。
必要時間:20分

定期試験 0 なし。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 まとめ（実技試験）で、臨床実習を終了できると考えられるレベルを合格とする。実習内の課題や参加態
度等も考慮する。

15 なし なし なし

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

本科目は臨床実習の履修用件の1つとなる。
後期授業開始前から授業が予定されている。

備考欄

その他 0 なし。

教科書

理学療法評価学：松澤正他/南江堂
神経診療クローズアップ：鈴木則宏/MEDICAL VIEW

参考文献 ベッドサイドの神経の診かた：田崎義昭他/南山堂
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10896051 理学療法評価学実習II1組 3447 1 2

到達目標

１．障害特徴に合わせた身体構造・機能の基礎を理解できる。
２．各評価内容を模擬患者役に適切に説明できる。
３．各評価の目的と方法を正しく理解し、施行することができる。
４．評価した結果を正しく記載し、その意義を理解することができる。

授業の方法

教員が評価の理論的な背景について解説し、デモンストレーションを行う。
その後学生同士で実技練習を行い、評価方法を学習する。
複数教員で巡回し、形態計測、関節可動域測定、徒手筋力検査の正確性・信頼性の向上に努める。

ＩＣＴ活用

Google classroomを用いて課題やアンケートを用いて双方向授業を取り入れる。
必要に応じて、オンデマンドやオンライン等での授業展開を検討する。

前期

教員氏名 佐藤　明紀、柴田　恵理子、松田　直樹

授業の位置づけ

理学療法評価は、問診にはじまり、観察・検査・測定・統合・解釈へと続く一連の思考過程を習得する科目である。
なかでも、形態計測、関節可動域、筋力検査は理学療法士が行う重要な評価項目であり、「臨床実習」へ向けた
専門分野の基礎となり、理学療法を行うための基本的な専門的知識・技術を身につける。

授業の概要

理学療法評価は、解剖学、生理学、運動学などの形態・機能に関する基礎知識を基盤とし、検査・測定を行うことで、障害に対する原因や
問題点を探索し、治療の方針を決定するために不可欠なものである。本科目では、形態測定、関節可動域測定および徒手筋力検査による、
運動器に関わる評価を主に実習し、評価結果の解釈や問題点抽出までの過程を学ぶ。
　実習では、学生間で理学療法士役と模擬患者役となり学習する。

1

イントロダクション
徒手筋力検査（肩、肘関節）（松田）
　　肩、肘関節の徒手筋力検査の評価方法を学び、実践する。

肩、肘関節の解剖学や運動学の復習
と、徒手筋力検査の教科書を読んで
おくこと。
必要時間:25分

肩、肘関節の徒手筋力検査の復習を
すること。　
必要時間:20分

2

徒手筋力検査（手関節、手指）（松田）
　　手関節、手指の手筋力検査の評価方法を学び、実践する。

手関節、手指の解剖学や運動学の復
習と、徒手筋力検査の教科書を読ん
でおくこと。
必要時間:25分

手関節、手指の徒手筋力検査の復習
をすること。　
必要時間:20分

実務経験のある
教員の教育内容

佐藤、柴田は理学療法士としての臨床・研究経験を基に授業を展開する。

課題に対する
フィードバック

の方法

授業中の課題に対して、その都度、解説や補足説明を実施する。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

徒手筋力検査（頚部、肩甲帯、体幹）（柴田）
　　頚部、肩甲帯、体幹の手筋力検査の評価方法を学び、実践す
る。

頚部、肩甲帯、体幹の解剖学や運動
学の復習と、徒手筋力検査の教科書
を読んでおくこと。
必要時間:25分

頚部、肩甲帯、体幹の徒手筋力検査
の復習をすること。
必要時間：20分

6

徒手筋力検査（脳神経支配筋）（松田）
　　脳神経支配筋の徒手筋力検査の方法を学び、実践する。
復習：徒手筋力検査法の一連の手技について再確認する

脳神経支配筋の解剖学、生理学およ
び運動学の復習と、徒手筋力検査の
教科書を読んでおくこと。
必要時間:25分

脳神経支配筋の徒手筋力検査の復習
をすること。
必要時間:20分　
手関節、手指の徒手筋力検査の復習
をすること。　
必要時間:20分

3

徒手筋力検査（股、膝関節）（柴田）
　　股、膝関節の手筋力検査の評価方法を学び、実践する。

股、膝関節の解剖学や運動学の復習
と、徒手筋力検査の教科書を読んで
おくこと。
必要時間:25分

股、膝関節の徒手筋力検査の復習を
すること。　
必要時間:20分

4

徒手筋力検査（足関節、足趾）（柴田）
　　足関節、足趾の手筋力検査の評価方法を学び、実践する。

足関節、足趾の解剖学や運動学の復
習と、徒手筋力検査の教科書を読ん
でおくこと。
必要時間:25分

足関節、足趾の徒手筋力検査の復習
をすること。　
必要時間:20分

9

関節可動域測定（股、膝、足、足趾関節）（佐藤）
　　股、膝、足、足趾関節の関節可動域測定の評価方法を学び、
実践する。

股、膝、足、足趾関節の解剖学や運
動学の復習と、関節可動域測定の教
科書を読んでおくこと。
必要時間:25分

股、膝、足、足趾関節の関節可動域
測定の復習をすること。　
必要時間:20分

7

形態測定（佐藤）
　　四肢長と肢節長、および四肢周径の評価方法を学び、実践す
る。

教科書の形態測定を読んでおくこ
と。
必要時間:25分

形態測定の復習をすること。　
必要時間:20分

8

関節可動域測定（肩、肘、手、手指関節）（佐藤）
　　肩、肘、手、手指関節の関節可動域測定の評価方法を学び、
実践する。

肩、肘、手、手指関節の解剖学や運
動学の復習と、関節可動域測定の教
科書を読んでおくこと。
必要時間:25分

肩、肘、手、手指関節の関節可動域
測定の復習をすること。　
必要時間:20分
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10

関節可動域測定（頚部、肩甲帯、体幹）（佐藤）
　　頚部、肩甲帯、体幹の関節可動域測定の評価方法を学び、実
践する。
復習：関節可動域測定、形態計測の一連の手技について再確認す
る

頚部、肩甲帯、体幹の解剖学や運動
学の復習と、関節可動域測定の教科
書を読んでおくこと。
必要時間:25分

頚部、肩甲帯、体幹の関節可動域測
定の復習をすること。　
必要時間:20分

13 なし なし なし

14 なし なし なし

11

まとめと実技試験１（松田）
　　徒手筋力検査の方法と実践の確認をする。

徒手筋力検査の目的や方法を復習
し、練習する。　
必要時間:25分

徒手筋力検査の目的や方法を復習
し、練習する。　
必要時間:20分

12

まとめと実技試験２（柴田）
　　形態計測と関節可動域測定の方法と実践の確認をする。

形態計測と関節可動域測定の目的や
方法を復習し、練習する。　
必要時間:25分

形態計測と関節可動域測定の目的や
方法を復習し、練習する。　
必要事項：20分

定期試験 0 なし

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 まとめと実技試験で、臨床実習を終了できると考えられるレベルを合格とする。実習内の課題や参加態度
等も考慮する。

15 なし なし なし

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

本科目は、臨床実習の履修要件の1つとなる。
実技の際にはTシャツと短パン、必要器具を準備すること。

備考欄

その他 0 なし

教科書

理学療法評価学：松澤正他/金原出版
新・徒手筋力検査法：Hislop他/協同医書出版

参考文献

理学療法評価学テキスト：細田多穂他/南江堂
臨床ROM：隈元庸夫他/ヒューマン・プレス
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10896052 理学療法評価学実習II2組 3447 1 2

到達目標

１．障害特徴に合わせた身体構造・機能の基礎を理解できる。
２．各評価内容を模擬患者役に適切に説明できる。
３．各評価の目的と方法を正しく理解し、施行することができる。
４．評価した結果を正しく記載し、その意義を理解することができる。

授業の方法

教員が評価の理論的な背景について解説し、デモンストレーションを行う。
その後学生同士で実技練習を行い、評価方法を学習する。
複数教員で巡回し、形態計測、関節可動域測定、徒手筋力検査の正確性・信頼性の向上に努める。

ＩＣＴ活用

Google classroomを用いて課題やアンケートを用いて双方向授業を取り入れる。
必要に応じて、オンデマンドやオンライン等での授業展開を検討する。

前期

教員氏名 佐藤　明紀、柴田　恵理子、松田　直樹

授業の位置づけ

理学療法評価は、問診にはじまり、観察・検査・測定・統合・解釈へと続く一連の思考過程を習得する科目である。
なかでも、形態計測、関節可動域、筋力検査は理学療法士が行う重要な評価項目であり、「臨床実習」へ向けた
専門分野の基礎となり、理学療法を行うための基本的な専門的知識・技術を身につける。

授業の概要

理学療法評価は、解剖学、生理学、運動学などの形態・機能に関する基礎知識を基盤とし、検査・測定を行うことで、障害に対する原因や
問題点を探索し、治療の方針を決定するために不可欠なものである。本科目では、形態測定、関節可動域測定および徒手筋力検査による、
運動器に関わる評価を主に実習し、評価結果の解釈や問題点抽出までの過程を学ぶ。
　実習では、学生間で理学療法士役と模擬患者役となり学習する。

1

イントロダクション
徒手筋力検査（肩、肘関節）（松田）
　　肩、肘関節の徒手筋力検査の評価方法を学び、実践する。

肩、肘関節の解剖学や運動学の復習
と、徒手筋力検査の教科書を読んで
おくこと。
必要時間:25分

肩、肘関節の徒手筋力検査の復習を
すること。　
必要時間:20分

2

徒手筋力検査（手関節、手指）（松田）
　　手関節、手指の手筋力検査の評価方法を学び、実践する。

手関節、手指の解剖学や運動学の復
習と、徒手筋力検査の教科書を読ん
でおくこと。
必要時間:25分

手関節、手指の徒手筋力検査の復習
をすること。　
必要時間:20分

実務経験のある
教員の教育内容

佐藤、柴田は理学療法士としての臨床・研究経験を基に授業を展開する。

課題に対する
フィードバック

の方法

授業中の課題に対して、その都度、解説や補足説明を実施する。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

徒手筋力検査（頚部、肩甲帯、体幹）（柴田）
　　頚部、肩甲帯、体幹の手筋力検査の評価方法を学び、実践す
る。

頚部、肩甲帯、体幹の解剖学や運動
学の復習と、徒手筋力検査の教科書
を読んでおくこと。
必要時間:25分

頚部、肩甲帯、体幹の徒手筋力検査
の復習をすること。
必要時間：20分

6

徒手筋力検査（脳神経支配筋）（松田）
　　脳神経支配筋の徒手筋力検査の方法を学び、実践する。
復習：徒手筋力検査法の一連の手技について再確認する

脳神経支配筋の解剖学、生理学およ
び運動学の復習と、徒手筋力検査の
教科書を読んでおくこと。
必要時間:25分

脳神経支配筋の徒手筋力検査の復習
をすること。
必要時間:20分　
手関節、手指の徒手筋力検査の復習
をすること。　
必要時間:20分

3

徒手筋力検査（股、膝関節）（柴田）
　　股、膝関節の手筋力検査の評価方法を学び、実践する。

股、膝関節の解剖学や運動学の復習
と、徒手筋力検査の教科書を読んで
おくこと。
必要時間:25分

股、膝関節の徒手筋力検査の復習を
すること。　
必要時間:20分

4

徒手筋力検査（足関節、足趾）（柴田）
　　足関節、足趾の手筋力検査の評価方法を学び、実践する。

足関節、足趾の解剖学や運動学の復
習と、徒手筋力検査の教科書を読ん
でおくこと。
必要時間:25分

足関節、足趾の徒手筋力検査の復習
をすること。　
必要時間:20分

9

関節可動域測定（股、膝、足、足趾関節）（佐藤）
　　股、膝、足、足趾関節の関節可動域測定の評価方法を学び、
実践する。

股、膝、足、足趾関節の解剖学や運
動学の復習と、関節可動域測定の教
科書を読んでおくこと。
必要時間:25分

股、膝、足、足趾関節の関節可動域
測定の復習をすること。　
必要時間:20分

7

形態測定（佐藤）
　　四肢長と肢節長、および四肢周径の評価方法を学び、実践す
る。

教科書の形態測定を読んでおくこ
と。
必要時間:25分

形態測定の復習をすること。　
必要時間:20分

8

関節可動域測定（肩、肘、手、手指関節）（佐藤）
　　肩、肘、手、手指関節の関節可動域測定の評価方法を学び、
実践する。

肩、肘、手、手指関節の解剖学や運
動学の復習と、関節可動域測定の教
科書を読んでおくこと。
必要時間:25分

肩、肘、手、手指関節の関節可動域
測定の復習をすること。　
必要時間:20分
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10

関節可動域測定（頚部、肩甲帯、体幹）（佐藤）
　　頚部、肩甲帯、体幹の関節可動域測定の評価方法を学び、実
践する。
復習：関節可動域測定、形態計測の一連の手技について再確認す
る

頚部、肩甲帯、体幹の解剖学や運動
学の復習と、関節可動域測定の教科
書を読んでおくこと。
必要時間:25分

頚部、肩甲帯、体幹の関節可動域測
定の復習をすること。　
必要時間:20分

13 なし なし なし

14 なし なし なし

11

まとめと実技試験１（松田）
　　徒手筋力検査の方法と実践の確認をする。

形態計測と関節可動域測定の目的や
方法を復習し、練習する。　
必要時間:25分

形態計測と関節可動域測定の目的や
方法を復習し、練習する。　
必要事項：20分

12

まとめと実技試験２（柴田）
　　形態計測と関節可動域の方法と実践の確認をする。

徒手筋力検査の目的や方法を復習
し、練習する。　
必要時間:25分

徒手筋力検査の目的や方法を復習
し、練習する。　
必要時間:20分

定期試験 0 なし

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 まとめと実技試験で、臨床実習を終了できると考えられるレベルを合格とする。実習内の課題や参加態度
等も考慮する。

15 なし なし なし

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

本科目は、臨床実習の履修要件の1つとなる。
実技の際にはTシャツと短パン、必要器具を準備すること。

備考欄

その他 0 なし

教科書

理学療法評価学：松澤正他/金原出版
新・徒手筋力検査法：Hislop他/協同医書出版

参考文献

理学療法評価学テキスト：細田多穂他/南江堂
臨床ROM：隈元庸夫他/ヒューマン・プレス
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

90217051 高次脳機能障害学 3450 1 3

到達目標

1. 高次脳機能障害の各症状について説明することができる。
2. 高次脳機能障害の各症状に対する評価方法について述べることができる。
3. 検査結果から症状の特徴を説明することができる。
4. 頭部のCT画像やMRIから病巣部位を説明することができる。
5. 脳の損傷部位から起こりうる高次脳機能障害を推定できる。
6. 高次脳機能障害に対する基本的な治療、介入方法について述べることができる。

授業の方法

パワーポイントと配布印刷物（ハンドアウト）のほか、視聴覚教材（DVD）を活用しながら，講義形式で進める。
学習内容の理解度を確認するために、2回目，4回目，6回目の講義時間内に確認テスト（計3回）を実施する。

ＩＣＴ活用 なし

前期

教員氏名 太田　久晶

授業の位置づけ

理学療法を行うための基本的な専門的知識・技術を修得するための科目である。
「解剖学Ⅰ」や「解剖学実習」と関連し、「神経障害理学療法学」の基礎となる。

授業の概要

大脳半球損傷後の患者において、運動機能や感覚機能に低下が生じるのみならず、高次脳機能障害も伴う場合がある。そのため、理学療法
士がそうした患者に対して、円滑に評価および治療介入を行うためには、患者の示す高次脳機能障害の症状特性について知識を有する必要
がある。本講義では、こうした症状の特徴および、その責任病巣について紹介するのみならず、評価方法や頭部画像の読影のポイント、高
次脳機能障害に対するリハビリテーションの考え方について学習する。

1

・高次脳機能障害を学ぶための基礎知識
　高次脳機能障害を理解するための脳解剖、頭部画像のみかた、
利き手と大脳機能の側性化との関係、病因からみた症状の特徴、
評価の進め方について学習する。 
・視空間認知障害
　半側空間無視、および構成障害の定義と症状の特徴、評価方
法、病巣部位について学習する。

教科書のP1-20, 157-178, 193-185
を読んでおくこと。(90分）

講義資料をもとに復習をすること。
（90分）

2

・半側身体に対する認識障害
　片麻痺に対する病態失認、半側身体失認、身体パラフレニアな
ど、病巣対側身体に対する認識の障害についての定義と評価方法
について学習する。
・頭頂葉機能障害
　Bálint症候群、ゲルストマン症候群、視覚運動失調の各症状に
対する定義および、評価方法について学習する。
・理解度確認テスト 1

教科書のP179-192を読んでおくこ
と。(90分)

講義資料をもとに復習をすること。
（90分）

実務経験のある
教員の教育内容

脳神経外科病院や総合病院での作業療法士の勤務経験があり、脳損傷後の高次脳機能障害およびそれに対するリハビリテーションについて
幅広い知識を有している。この経験を生かして、高次脳機能障害学の授業を行う。

課題に対する
フィードバック

の方法

理解度確認テストについては，解答の解説を行います。
確認テストに関しても，解答を説明します。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

・健忘（記憶障害）と認知症
　記憶の処理過程、記憶の分類方法、疾患または、損傷部位に対
応した記憶障害の特徴、認知症の原因と特徴、記憶障害に対する
検査方法について学習する。

教科書のP206-230を読んでおくこ
と。(90分)

講義資料をもとに復習をすること。
（90分）

6

・失行、行為および行動障害
　失行症の症状分類とそのメカニズム、脳梁離断症状や前頭葉症
状として認められる行為、行動の障害の特徴およびそのメカニズ
ム、これらに対する検査方法について学習する。
・理解度確認テスト 3

教科書のP63-101を読んでおくこ
と。(90分)

講義資料をもとに復習をすること。
（90分）

3

・失語・失読・失書
　失語症状を理解するための基礎知識、症状の定義と特徴、評価
および鑑別方法に加え、症状に対応した責任病巣について学習す
る。

教科書のP21-58を読んでおくこと。
(90分)

講義資料をもとに復習をすること。
（90分）

4

・失認
　失認の定義、視覚情報の処理過程にもとづいた視覚失認の定義
と症状の区分、および評価方法について学習する。また、視覚対
象に基づいた視覚失認の分類、視覚以外の触覚、聴覚における失
認 についても学習する。
・理解度確認テスト 2

教科書のP111-148を読んでおくこ
と。(90分)

講義資料をもとに復習をすること。
（90分）
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9 なし なし なし

10 なし なし なし

7

・頭部外傷
　損傷部位やその特徴について学習する。また、損傷に伴う高次
機能障害の特徴を学習する。
・遂行機能障害・注意障害
　注意の転換、注意の持続性、注意の配分、セットの保持、選択
性、流暢性、decision makingなどについて、学習する。

教科書のP281-291, 201-205を読ん
でおくこと。(90分)

講義資料をもとに復習をすること。
（90分）

8

・知的機能検査
　代表的な知的機能検査である、HDS-R、MMS、WAIS-Ⅲ、レーヴ
ン色彩マトリックス検査、Kohs立方体テストの特徴と結果の解釈
の方法について学習する。
・高次脳機能障害に対するリハビリテーション
　高次脳機能障害に対する基本的な治療、介入方法について学習
する。
・確認テスト

教科書のP5-6及び各症状に対するリ
ハビリテーションに関する項目を読
んでおくこと。(90分)

講義資料をもとに復習をすること。
（90分）

13 なし なし なし

14 なし なし なし

11 なし なし なし

12 なし なし なし

定期試験 0 定期試験は実施しない。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 ・確認テストを実施する（70％）
・理解度確認テスト（3回）の成績は、最終成績の30%に当てる。

15 なし なし なし

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

「解剖学Ⅰ」や「応用解剖学実習」の単位を取得していること。


備考欄

その他 0 特になし

教科書 高次脳機能障害学　第3版／石合純夫　著／医歯薬出版

参考文献

CR BOOKS 高次脳機能障害のリハビリテーションVer.3／武田克彦、三村　將、渡邉　修　編／医歯薬出版
実践　高次脳機能障害のみかた／小林俊輔　編／中外医学社
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

90676051 物理療法学 3500 2 2

到達目標

１．物理療法で用いられる基本用語を用いて各治療法を説明できる。
２．物理的刺激と生体反応の関係を説明できる。
３．各種物理療法の適応と禁忌を説明できる。
４．機器の特殊性を理解し、各機器の特徴や相違点を説明できる。

授業の方法

・【プレゼンテーションの方法】パワーポイント等の視聴覚教材を用いた講義形式で進める。
・【授業形態】教科書の内容を中心とした講義形式で進める。
・【アクティブラーニング】　授業内課題もしくは確認テストで授業の理解を確認する。

ＩＣＴ活用 Googleのクラスルームを利用するのでスマートフォン等を持参する事。

後期

教員氏名 橘内　勇、水本　淳

授業の位置づけ

・ディプロマ・ポリシーの「理学療法を行うための基本的な知識・技術を身につけている。（知識・技能）」ことと特に関係のある科目で
ある。また、「対象者に配慮しながら理学療法士として主体的に行動できる。（関心・意欲・態度）」こととも関係する。
・この科目は3年に開講される「物理療法学実習」の基礎となる科目である。

授業の概要

医療機関において広く利用されている水、電気、光線、力などの物理的エネルギーを応用した各種物理療法の種類、目的、物理療法機器の
特性、生理学的作用、治療効果、禁忌等につい概説するので、これらを理解する。

1

オリエンテーション　 物理療法総論、物理療法の歴史、理学療
法における物理療法の位置付けを学ぶ。
【アクティブラーニング】物理療法について知っているものを挙
げよ。　（橘内）

授業内容について事前に配布した資
料および教科書の関連する部分を読
んでおくこと。
（90分）

授業内容についてノートにまとめる
こと。（90分）

2

温熱療法におけるリスク管理、理学療法士に係る医療事故・医療
過誤について学ぶ。
【アクティブラーニング】確認課題実施　（水本）

授業内容について事前に配布した資
料および教科書の関連する部分を読
んでおくこと。
（90分）

授業内容についてノートにまとめる
こと。（90分）

実務経験のある
教員の教育内容

病院での理学療法士としての実務経験を活かし授業を行う。

課題に対する
フィードバック

の方法

・授業での確認課題はついては、その授業内で解答の解説を行った後に回収する。
・回収した確認課題については、後日まとめて返却する。
・授業での確認テストについては、その授業内で回収した後に解答の解説を行う。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

電磁波療法Ⅰ、逆自乗の法則、ランバートの余弦則、高周波の熱
発生原理と治療機器について学ぶ。
【アクティブラーニング】確認課題実施（水本）

授業内容について事前に配布した資
料および教科書の関連する部分を読
んでおくこと。
（90分）

授業内容についてノートにまとめる
こと。（90分）

6

高周波治療における 超短波治療法、極超短波療法の生理学的効
果、適応と禁忌について学ぶ。 
【アクティブラーニング】確認課題実施　（水本）

授業内容について事前に配布した資
料および教科書の関連する部分を読
んでおくこと。
（90分）

授業内容についてノートにまとめる
こと。（90分）

3

温熱療法、温熱の基礎　温熱の生理的反応　熱の伝達様式、温熱
療法実施上の注意点を学ぶ。
【アクティブラーニング】確認課題実施（橘内）

授業内容について事前に配布した資
料および教科書の関連する部分を読
んでおくこと。
（90分）

授業内容についてノートにまとめる
こと。（90分）

4

寒冷療法、 寒冷療法の生理学的作用、寒冷療法の適応および禁
忌、寒冷療法の種類、RICE処置について学ぶ。
【確認テスト：授業1～4の範囲】　
教科書の寒冷療法について（橘内）

授業内容について事前に配布した資
料および教科書の関連する部分を読
んでおくこと。
（90分）

授業内容についてノートにまとめる
こと。（90分）

9

超音波発生メカニズム、伝播、周波数と深達度、有効照射面積、
ビーム不均等率、適当と禁忌 を学ぶ。
【アクティブラーニング】確認課題実施　（水本）

授業内容について事前に配布した資
料および教科書の関連する部分を読
んでおくこと。
（90分）

授業内容についてノートにまとめる
こと。（90分）

10

電気刺激療法の基礎、生体への電流作用、皮膚の電気整理、電気
での生体制御などを学ぶ。
【アクティブラーニング】確認課題実施　（橘内）

授業内容について事前に配布した資
料および教科書の関連する部分を読
んでおくこと。
（90分）

授業内容についてノートにまとめる
こと。（90分）

7

電磁波療法Ⅱ、光線療法の歴史、紫外線・赤外線・レーザー光線
の医学的応用について学ぶ。
【アクティブラーニング】確認課題実施　（水本）

授業内容について事前に配布した資
料および教科書の関連する部分を読
んでおくこと。
（90分）

授業内容についてノートにまとめる
こと。（90分）

8

光線療法各論、 紫外線・赤外線・レーザー治療の生理学的作
用、適応と禁忌、治療上の注意を学ぶ。
【確認テスト：授業5～8の範囲】　（水本）

授業内容について事前に配布した資
料および教科書の関連する部分を読
んでおくこと。
（90分）

授業内容についてノートにまとめる
こと。（90分）

11

電気刺激の臨床応用Ⅰ、痛み軽減を目的にした各種電気刺激療法
の概要を学ぶ。　
【アクティブラーニング】確認課題実施　（橘内）

授業内容について事前に配布した資
料および教科書の関連する部分を読
んでおくこと。
（90分）

授業内容についてノートにまとめる
こと。（90分）

12

電気刺激の臨床応用Ⅱ、機能を補うための各種電気刺激療法を学
ぶ。
【確認テスト：授業9～12の範囲】　（橘内）

授業内容について事前に配布した資
料および教科書の関連する部分を読
んでおくこと。
（90分）

授業内容についてノートにまとめる
こと。（90分）
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13

温泉を含めた水治療法の紹介、生理学的作用、適応と禁忌を学
ぶ。
【アクティブラーニング】確認課題実施　（橘内）

授業内容について事前に配布した資
料および教科書の関連する部分を読
んでおくこと。
（90分）

授業内容についてノートにまとめる
こと。（90分）

14

牽引療法、力学的機器を用いた治療　牽引療法、生理学的作用、
適応と禁忌　ＣＰＭ等を学ぶ。
【アクティブラーニング】確認課題実施（水本）

授業内容について事前に配布した資
料および教科書の関連する部分を読
んでおくこと。
（90分）

授業内容についてノートにまとめる
こと。（90分）

定期試験

0 定期試験は実施しない。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 授業内課題の配点（授業毎の配点2点で10回行う。合計20点）
確認テストの配点（授業4回目、8回目、12回目、15回目に行う。各20点満点で合計80点）

15

マッサージの基本手技　生理学的作用、および物理療法の総括。
【確認テスト：授業1～15の範囲】　（橘内）

授業内容について事前に配布した資
料および教科書の関連する部分を読
んでおくこと。
（90分）

授業内容についてノートにまとめる
こと。（90分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

毎回の授業における授業課題や確認テストで成績を評価するので欠席をしないこと。
但し、已むを得ない理由（公欠と認められる）場合においては代替の手段を講じて評価する。

備考欄

その他

0 なし。

教科書 物理療法学改訂版第3版　松澤　正・江口勝彦　金原出版

参考文献

理学療法学テキスト　物理療法学　編集 吉田秀樹　MEDICAL VIEW　
理学療法学講座　物理療法学　編著　烏野　大　川村博文　医歯薬出版
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10677051 物理療法学実習1組 3502 1 3

到達目標

１．物理療法を安全かつ効果的に実施できる。
２．リスク管理を考慮し、各種物理療法機器を安全に操作できる。
３．物理療法により得られる生体反応・効果を測定し、結果に基づいて治療効果を考察できる。

授業の方法

・グループ単位で各種の物理療法機器を使用し、患者役、治療者役の双方を経験した実習を行う。
・また、物理療法に関する課題を各グループに割り振り、その検討した内容を発表する。

ＩＣＴ活用 googleのクラスルームを利用するのでスマートフォン等を持参すること。

前期

教員氏名 橘内　勇、水本　淳

授業の位置づけ

・ディプロマ・ポリシーの「理学療法を行うための基本的な知識・技術を身につけている（知識・技能）」ことと特に関係がある科目であ
る。また、「対象者に配慮しながら理学療法士として主体的に行動できる。（関心・意欲・態度）」こととも関係する。

授業の概要

・理学療法学で学んだ知識をもとに各種物理療法機器を用いて実習を行う。
・機器の使用方法、適応と禁忌、リスク管理を学ぶとともに物理療法の効果について学ぶ。

1

オリエンテーション　（橘内）
この実習で行う物理療法機器全般の紹介と適応、禁忌に学ぶ。
実習後半に発表する課題について、各グループごとの分担、およ
び今後の進め方を検討する。

物理療法学で学んだ内容を復習して
おくこと。

オリエンテーションで示された内容
について、予習すべきことを確認す
る。

2

温熱療法（ホットパック・パラフィン浴など）に関する機器につ
いて作用機序や使用方法等について学ぶ．（橘内）

各種物理療法について作用機序と手
順等について教科書の当該部分を読
んでおくこと。

指定されたレポートを作成・提出す
ること。

実務経験のある
教員の教育内容

理学療法士としての病院勤務の経験から臨床に即した情報を加えながら実習を進めていく。

課題に対する
フィードバック

の方法

PowerPointによるｸﾞﾙｰﾌﾟ発表を最終回に行う。各発表を基に行われるディスカッションに対し適宜教員からのフィードバックを行う。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

各種電気療法に関する機器について作用機序や使用方法等につい
て学ぶ。（水本）

各種物理療法について作用機序と手
順等について教科書の当該部分を読
んでおくこと。

指定されたレポートを作成・提出す
ること。

6

超音波療法、レーザー光線等に関する機器について作用機序や使
用方法等を学ぶ。
（水本）

各種物理療法について作用機序と手
順等について教科書の当該部分を読
んでおくこと。

指定されたレポートを作成・提出す
る事。

3

温熱療法（高周波療法・光線療法）関する機器について作用機序
や使用方法等について学ぶ。　（水本）

各種物理療法について作用機序と手
順等について教科書の当該部分を読
んでおくこと。

指定されたレポートを作成・提出す
ること。

4

寒冷療法・水治療法に関する機器について作用機序や使用方法等
について学ぶ。（水本）

各種物理療法について作用機序と手
順等について教科書の当該部分を読
んでおくこと。

指定されたレポートを作成・提出す
ること。

9 なし。 なし。 なし。

10 なし。 なし。 なし。

7

力学的作用を用いた治療（牽引療法、バイブレーターなど）に関
する機器について作用機序や使用方法を学ぶ。（橘内）

各種物理療法について作用機序と手
順等について教科書の当該部分を読
んでおくこと。

指定されたレポートを作成・提出す
ること。

8

プレゼンテーション。
各グループ別に割り振られた課題について、パワーポイントを用
いた資料を発表し、その内容について全体で検討する。（橘内）

グループ発表の準備をしておくこ
と。

発表会での意見を参考に、発表資料
を整理し提出すること。

13 なし。 なし。 なし。

14 なし。 なし。 なし。

11 なし。 なし。 なし。

12 なし。 なし。 なし。

定期試験 0 定期試験は実施しない。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 毎回の授業で提出された課題の内容、及び授業態度で評価する。
課題の内容70％、授業態度30％。

15 なし。 なし。 なし。

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

その他 0 とくに無し。
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履修条件・留意
事項等

実習に応じケーシー着用もしくはＴシャツ・短パン着用の指示あり。
機材の都合等により順序の入れ替えあり。
毎回の授業で課題があるので欠席をしないこと。
但し、止むを得ない理由（公欠と認められる）場合においては代替の手段を講じて評価する。

備考欄

教科書 物理療法学改訂第2版   松澤正・江口勝彦 　金原出版

参考文献

最新理学療法学講座　物理療法学　烏野　大・川村博文編著　医歯薬出版
CrossLink理学療法学テキスト　物理療法学　吉田英樹編　MEDICAL VIEW
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10677052 物理療法学実習2組 3502 1 3

到達目標

１．物理療法を安全かつ効果的に実施できる。
２．リスク管理を考慮し、各種物理療法機器を安全に操作できる。
３．物理療法により得られる生体反応・効果を測定し、結果に基づいて治療効果を考察できる。

授業の方法

・グループ単位で各種の物理療法機器を使用し、患者役、治療者役の双方を経験した実習を行う。
また、物理療法に関する課題を各グループに割り振り、その検討した内容を発表する。

ＩＣＴ活用 googleのクラスルームを利用するのでスマートフォン等を持参すること。

前期

教員氏名 橘内　勇、水本　淳

授業の位置づけ

・ディプロマ・ポリシーの「理学療法を行うための基本的な知識・技術を身につけている（知識・技術）」ことと特に関係がある科目であ
る。また、「対象者に配慮しながら理学療法士として主体的に行動できる。（関心・意欲・態度」こととも関係する。

授業の概要

・理学療法学で学んだ知識をもとに各種物理療法機器を用いて実習を行う。
・機器の使用方法、適応と禁忌、リスク管理を学ぶとともに物理療法の効果について学ぶ。

1

オリエンテーション。
この実習で行う物理療法機器全般の紹介と適応、禁忌に学ぶ。
実習後半に発表する課題について、各グループごとの分担、およ
び今後の進め方を検討する。　（橘内）

物理療法学で学んだ内容を復習して
おくこと。

オリエンテーションで示された内容
について、予習すべきことを確認す
る。

2

温熱療法（ホットパック・パラフィン浴など）に関する機器につ
いて作用機序や使用方法等について学ぶ．
（橘内）

各種物理療法について作用機序と手
順等について教科書の当該部分を読
んでおくこと。

指定されたレポートを作成・提出す
ること。

実務経験のある
教員の教育内容

理学療法士としての病院勤務の経験から臨床に即した情報を加えながら実習を進めていく。

課題に対する
フィードバック

の方法

PowerPointによるｸﾞﾙｰﾌﾟ発表を最終回に行う。各発表を基に行われるディスカッションに対し適宜教員からのフィードバックを行う。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

各種電気療法に関する機器について作用機序や使用方法等につい
て学ぶ。（水本）

各種物理療法について作用機序と手
順等について教科書の当該部分を読
んでおくこと。

指定されたレポートを作成・提出す
ること。

6

超音波療法、レーザー光線等に関する機器について作用機序や使
用方法等を学ぶ。
（水本）

各種物理療法について作用機序と手
順等について教科書の当該部分を読
んでおくこと。

指定されたレポートを作成・提出す
る事。

3

温熱療法（高周波療法・光線療法）関する機器について作用機序
や使用方法等について学ぶ。（水本）

各種物理療法について作用機序と手
順等について教科書の当該部分を読
んでおくこと。

指定されたレポートを作成・提出す
ること。

4

寒冷療法・水治療法に関する機器について作用機序や使用方法等
について学ぶ。（水本）

各種物理療法について作用機序と手
順等について教科書の当該部分を読
んでおくこと。

指定されたレポートを作成・提出す
ること。

9 なし。 なし。 なし。

10 なし。 なし。 なし。

7

力学的作用を用いた治療（牽引療法、バイブレーターなど）に関
する機器について作用機序や使用方法を学ぶ。（橘内）

各種物理療法について作用機序と手
順等について教科書の当該部分を読
んでおくこと。

指定されたレポートを作成・提出す
ること。

8

プレゼンテーション。
各グループ別に割り振られた課題について、パワーポイントを用
いた資料を発表し、その内容について全体で検討する。（橘内）

グループ発表の準備をしておくこ
と。

発表会での意見を参考に、発表資料
を整理し提出すること。

13 なし。 なし。 なし。

14 なし。 なし。 なし。

11 なし。 なし。 なし。

12 なし。 なし。 なし。

定期試験 0 定期試験は実施しない。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 毎回の授業で提出された課題の内容、及び授業態度で評価する。
課題の内容70％、授業態度30％。

15 なし。 なし。 なし。

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

その他 0 とくに無し。
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履修条件・留意
事項等

実習に応じケーシー着用もしくはＴシャツ・短パン着用の指示あり。
機材の都合等により順序の入れ替えあり。
毎回の授業で課題があるので欠席をしないこと。
但し、止むを得ない理由（公欠と認められる）場合においては代替の手段を講じて評価する。

備考欄

教科書 物理療法学改訂第2版   松澤正・江口勝彦 　金原出版

参考文献

最新理学療法学講座　物理療法学　烏野　大・川村博文編著　医歯薬出版
CrossLink理学療法学テキスト　物理療法学　吉田英樹編　MEDICAL VIEW
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

90138051 基礎運動療法学 3504 1 2

到達目標

① 運動療法に関する基礎知識と基本的な考え方を理解する。
② 運動療法に関する基本的な用語を説明できる。
③ 運動療法に関する基本的な方法を見て理解できる。

授業の方法 教科書を用いる講義形式ですすめる。適宜、講義資料を配布する。確認課題を実施し、内容の確認を行う。

ＩＣＴ活用

必要に応じてオンライン・オンデマンド等の対応を検討する。
授業資料をGoogle Classroomにて公開し、復習に活用できるようにする。

後期

教員氏名 柴田　恵理子

授業の位置づけ

ディプロマ・ポリシーの「理学療法を行うための基本的知識・技術を身につけている（知識・技能）」ことと特に関係がある科目である。
また、「理学療法学やリハビリテーション医学の進歩に対応できる能力を身につけている（知識・技能）」および「対象者に配慮しながら
理学療法士として主体的に行動できる（関心・意欲・態度）」ことにも関連する。
「解剖学」、「生理学」、「運動学」、「整形外科学」、「内科学」と関連し、3年生で履修する「専門科目」の実習の基礎となる。ま
た、「臨床実習」を理解するための基礎ともなる。

授業の概要

理学療法における運動療法の歴史、意義、目的について概説し、運動による呼吸・循環・代謝系への影響、筋の収縮様式、関節拘縮、筋萎
縮、日常生活におけるバランスやスタビリティ等、運動療法の基礎となる問題について学習する。また、総論講義後に各運動療法の各論に
ついても基礎を学ぶ。

1

・オリエンテーション
・運動療法の基礎１：
骨・関節の基礎知識を確認し、骨・関節の運動療法に関する基本
事項を整理する。（柴田）

教科書ｐ43～ｐ68を読んでおくこ
と。（90分）

授業内容を復習すること。
骨・関節に関し、解剖学・生理学・
運動学の知識を運動療法と関連させ
て理解すること。（90分）

2

・運動療法の基礎２：
筋・神経の基礎知識を確認し、筋・神経の運動療法に関する基本
事項を整理する。（柴田）

教科書ｐ69～ｐ104を読んでおくこ
と。（90分）

授業内容を復習すること。
筋・神経に関し、解剖学・生理学・
運動学の知識を運動療法と関連させ
て理解すること。（90分）

実務経験のある
教員の教育内容

柴田は、理学療法士としての臨床経験、臨床実習の指導の経験を活かし講義を担当する。

課題に対する
フィードバック

の方法

フィードバックとして確認課題を回収後、課題の解説を行う。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

・基本的な運動療法１：
関節と筋に対する運動療法の実際について基本事項を理解する。
（柴田）

教科書ｐ186～252を読んでおくこ
と。（90分）

授業内容を復習すること。
関節と筋肉に対する運動療法につい
て理解しまとめること。（90分）

6

・基本的な運動療法２：
脳・神経障害に対する運動療法の実際について基本事項を理解す
る。（柴田）

教科書ｐ269～281、325〜336、370
～385を読んでおくこと。（90分）

授業内容を復習すること。
脳・神経障害に対する運動療法につ
いて理解しまとめること。（90分）

3

・運動療法の基礎３：
運動と呼吸・循環・代謝の基礎知識を確認し、運動と呼吸・循
環・代謝の運動療法に関する基本事項を整理する。（柴田）

教科書ｐ105～ｐ134,421～489を読
んでおくこと。（90分）

授業内容を復習すること。
運動と呼吸・循環・代謝に関し、解
剖学・生理学・運動学の知識を運動
療法と関連させて理解すること。
（90分）

4

・運動療法の基礎４：
運動制御と運動学習の基礎知識を確認し、運動制御と運動学習の
運動療法に関する基本事項を整理する。（柴田）

教科書ｐ135～160を読んでおくこ
と。（90分）

授業内容を復習すること。
運動制御と運動学習に関し、運動療
法と関連させて理解すること。（90
分）

9 なし  なし  なし

10 なし  なし  なし

7

・基本的な運動療法３：
姿勢障害・歩行障害に対する運動療法の実際について基本事項を
理解する。（柴田）

教科書ｐ337～ｐ369を読んでおくこ
と。（90分）

授業内容を復習すること。
姿勢・歩行障害に対する運動療法に
ついて理解しまとめること。（90
分）

8

・まとめのテスト（柴田） 授業で配布した資料や教科書をよく
読み、復習しておくこと。（90分）

全授業内容について復習すること。
（90分）

13 なし  なし  なし

14 なし  なし  なし

11 なし  なし  なし

12 なし  なし  なし

15 なし  なし  なし

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容
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定期試験 0 定期試験を行わない。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 第1〜7回講義の確認課題を50%、第8回講義の最終課題を50%として評価に加味し、総合評価とする。

履修条件・留意
事項等

解剖学、機能解剖学、生理学、運動学、内科、整形外科で学んだ知識について十分復習して授業に望むこと。

備考欄

その他 0 なし。

教科書 運動療法学　障害別アプローチの理論と実際　第2版　市橋則明編集　文光堂

参考文献 運動療法学　第3版　吉尾雅春編集　医学書院
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10136051 義肢装具学 3508 2 3

到達目標

①　義肢、装具、自助具および車椅子の基本的用語を説明できる。
②　義肢、装具、自助具および車椅子の適合判定ができる。
③　義肢、装具、自助具および車椅子を用いた理学療法が説明できる

授業の方法

教科書を用い、講義形式ですすめる。適宜、パワーポイントと参考資料を配布する。課題を行い、内容の確認を行う。教科書に付属する
web動画を応用する。

ＩＣＴ活用 e-learningシステムのテスト作成機能を用いて練習問題を提供し自主学習を促す。

前期

教員氏名 牧野　均

授業の位置づけ

運動器疾患や中枢神経疾患を運動学的に理解し、機能障害に対する効果的な装具や義肢を用いることにより活動能力を高める治療法を学ぶ
ための科目である。「整形外科学」「運動器障害理学療法学」「神経障害理学療法学」「発達障害理学療法学」「日常生活活動学」等多く
の科目と関連し、「運動器障害理学療法学実習」「神経障害理学療法学実習」「発達障害理学療法学実習」「日常生活活動学実習」や「臨
床実習」等多くの科目の基礎となる。

授業の概要

 義肢、装具および自助具の基本的知識について学習する。装具学では、部位別および機能別装具と装着目的、適合判定について学習す
る。義肢学では、歴史、切断術および股義足、大腿義足、下腿義足などの各種義足と上腕・前腕義手の構造、目的、特徴について理解する
とともに、断端管理、義足の適合判定および切断者に対する理学療法の進め方について学習する。

1

オリエンテーション
義肢装具概論
義肢学　①
　　義肢学総論
下肢切断の理学療法評価

下肢体幹の解剖、運動学について確
認をしておく。　　
教科書のｐ16-ｐ46を読んでおくこ
と。（90分）　

配布プリントを復習し、義肢の基本
的用語と下肢切断の理学療法評価に
ついて確認する。（90分）

2

義肢学　②
　大腿義足ソケットの種類と適合評価　　
　膝義足ソケットの種類と適合評価　

下肢体幹の解剖、運動学について確
認をしておく。教科書のｐ47～ｐ67
を読んでおくこと。（90分）

課題を行います。義肢の基本的構造
について確認しておくこと。（90
分）

実務経験のある
教員の教育内容

美唄労災病院（現北海道せき損センター）において理学療法士として23年勤務し、義肢装具士の国家資格を有する。この経験を活かして義
肢装具学実習について実習を行う。

課題に対する
フィードバック

の方法

フィードバックとして小テストを回収後、回答の確認を行います。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

義肢学　④　
　股義足ソケットの種類
　股義足のアライメント
　足部部分義足の種類と適合評価

下肢体幹の解剖、運動学について確
認をしておく。教科書のｐ131～ｐ
149を読んでおくこと。（90分）

課題を行います。下腿義足とサイム
義足の種類・構造とアライメントに
ついて確認しておくこと。（90分）

6

義肢学　⑤
　継ぎ手の種類とその設定調整法
　下肢切断者に対する理学療法プログラム
　下肢切断の理学療法

下肢体幹の解剖、運動学について確
認をしておく。教科書ｐ150～ｐ227
を読んでおくこと。（90分）

課題を行います。股義足の種類・構
造とアライメントについて確認して
おくこと。足部部分義足の種類と適
合評価ついて確認しておくこと。
（90分）

3

義肢学　③
　大腿義足・膝義足のアライメント

下肢体幹の解剖、運動学について確
認をしておく。教科書1のｐ68～ｐ
89を読んでおくこと（90分）

課題を行います。大腿義足ソケット
の種類と適合評価、膝義足ソケット
の種類と適合評価について確認して
おくこと。（90分）

4

義肢学　③
　下腿義足ソケットの種類と適合評価
　サイム義足ソケットの種類と適合評価
　下腿義足・サイム義足アライメント

下肢体幹の解剖、運動学について確
認をしておく。教科書のｐ90～ｐ
130を読んでおくこと（90分）

課題を行います。大腿義足・膝義足
のアライメントについて確認してお
くこと。（90分）

7

義肢学　⑥
　上肢切断のリハビリテーション
義肢学のまとめ

下肢体幹の解剖、運動学について確
認をしておく。教科書ｐ228～ｐ241
を読んでおくこと。ｐ16-ｐ227を復
習しておくこと。（90分）

課題を行います。継ぎ手の種類とそ
の設定調整法、下肢切断者の理学療
法を確認しておくこと。（90分）

8

装具学　①　
　装具学総論
　下肢装具の構成部品とそのチェックアウト
　足継ぎ手の制御機構

下肢体幹の解剖、運動学について確
認をしておく。教科書ｐ244～ｐ274
を読んでおくこと。（90分）

課題を行います。上肢切断のリハビ
リテーションと前回の義肢学のまと
めについて理解しておくこと。（90
分）
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9

装具学　②　
　疾患別の装具療法　
　　脳卒中片麻痺の装具
　　対麻痺の装具

脳卒中片麻痺、対麻痺の病態につい
て確認しておくこと。教科書ｐ275
～ｐ294を読んでおくこと。（90
分）

課題を行います。下肢装具の構成部
品とチェックアウト、足継ぎ手の制
御機構について理解しておくこと。
（90分）

10

装具学　③　
　疾患別の装具療法
　　 整形外科的装具
　　 末梢神経障害の装具

整形外科的疾患、上肢の末梢神経疾
患について確認しておくこと。教科
書ｐ295～ｐ301、ｐ318～ｐ327を読
んでおくこと。（90分）

課題を行います。脳卒中片麻痺の装
具、対麻痺の装具について理解して
おくこと。（90分）

13

装具学　⑥　
　 靴型装具
　 車いす・杖

足部の疾患、車いすを使用する疾患
について確認しておくこと。教科書
ｐ353-ｐ366を読んでおくこと。
（90分）

課題を行います。小児の疾患の装
具、関節リウマチの装具について理
解しておくこと。（90分）

14

装具学　⑦
　 義肢装具の給付制度
　 短下肢装具装着における歩行分析
装具学のまとめ

福祉制度、歩行の運動学について確
認しておくこと。教科書ｐ367～ｐ
382を読んでおくこと。（90分）

課題を行います。靴型装具、車いす
の構造と処方について理解しておく
こと。（90分）

11

装具学　④
　疾患別の装具療法
　　 頸椎疾患・胸腰椎疾患の装具
　　 脊柱側弯症の装具

脊柱疾患について確認しておくこ
と。教科書ｐ302～ｐ317、ｐ328～
ｐ335を読んでおくこと。（90分）

課題を行います。整形外科的装具、
末梢神経疾患の装具について理解し
ておくこと。（90分）

12

装具学　⑤
　疾患別の装具療法
　 　小児疾患の装具
　 　関節リウマチの装具

小児の疾患、関節リウマチについて
確認しておくこと。教科書ｐ336～
ｐ352を読んでおくこと。（90分）

課題を行います。脊椎疾患の装具に
ついて理解しておくこと。（90分）

定期試験 0 定期試験は行わない。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 授業内での課題、および課題提出と参加態度を総合的に評価する。

15

義肢・装具の最近の動向について
まとめの課題

義肢装具の給付制度について確認し
ておくこと。90分）

義肢装具について知識の確認を行う
こと。（90分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

新しく憶えなければならないことがたくさんあります。毎講義の小テストを通してしっかりと身につけてください。

備考欄

その他

0 なし

教科書 ＰＴ・ＯＴビジュアルテキスト　義肢・装具　高田治実監修　羊土社

参考文献

装具学　第4版　加倉井周一編集　医歯薬出版株式会社
義肢学　石川　朗・永富史子編集　中山書店　
義肢製作マニュアル　田澤英二著　医歯薬出版株式会社
義肢学 第3版　澤村誠志編集　医歯薬出版株式会社
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10137051 義肢装具学実習1組 3510 1 3

到達目標

①　義肢、装具、自助具および車椅子の基本的用語を説明できる。
②　義肢、装具、自助具および車椅子の適合判定ができる。
③　義肢、装具、自助具および車椅子を用いた理学療法が説明できる。

授業の方法

基本的には小グループを編成し、各グループごとに装具製作や車いすの設計をを行い、製作の実際について学ぶ。また、適宜プリントを用
いて内容を確認する。

ＩＣＴ活用 e-learningシステムのテスト作成機能を用いて練習問題を提供し自主学習を促す。

後期

教員氏名 牧野　均

授業の位置づけ

義肢装具学の実際について理解し、効果的な臨床応用を学ぶための科目である。その他の実習科目や「臨床実習」の基礎となる。

授業の概要

装具の実習では、足底板,、プラスチック短下肢装具を製作することにより、装具の機能と実際の処方について理解を深める。義肢に関し
ては、実際の下腿切断の患者様、大腿切断の患者様を通して義肢使用調整の実習を行い、義足の機能と異常歩行に対する対処方法について
理解を深める。自助具に関しては、種々の自助具の装着により機能を理解する。また、車椅子の採型については車いすの患者様を通して実
際の採寸を行い理解を深める。

1

オリエンテーション
歩行分析

プラスチック短下肢装具の製作
　①　採型と製作
　プラスチック短下肢装具の採型・製作を行う。


歩行とバランスに関する基本事項を
確認しておく。足部の筋・骨関節の
確認をしておく。（90分）

プラスチック短下肢装具の設計を行
う。実習の工程をまとめる。（90
分）

2

プラスチック短下肢装具の製作　
　②　陽性モデル修正　

足底板の製作　
　①　採型と製作
歩行時の足底圧分布を計測し足底板の設計と採型・製作を行う。

足底板を設計し確認する。足部の
筋・骨関節の確認をしておく。（90
分）

得られた歩行データから足底板の設
計を行う。実習の工程をまとめる。
（90分）

実務経験のある
教員の教育内容

美唄労災病院（現北海道せき損センター）において理学療法士として23年勤務し、義肢装具士の国家資格を有する。この経験を活かして義
肢装具学実習について実習を行う。

課題に対する
フィードバック

の方法

各実習において、課題レポートを提出し、回収後、レポートの解説を行う。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

義肢製作所見学
義肢装具の制作の実際について実習する。下腿切断者のデモを通
して、義足の構造と異常歩行への対処について理解する。

下腿義足のアライメントについて確
認しておく。（90分）

義肢装具の制作の実際について確認
する。見学、実習の工程をまとめ
る。（90分）

6

歩行分析と大腿義足の処方の実際
製作物を修正、完成し
①　製作物を用いて正常歩行と装具歩行の違いについて筋電図学
的に解釈し、歩容改善への応用について理解する。
②　模擬大腿義足を用いて、義足の構造と異常歩行への対処につ
いて理解する。

歩行周期と大腿義足の基礎事項につ
いて確認しておく。大腿義足のアラ
イメントについて確認しておく。
（90分）

正常歩行、大腿義足の処方と異常歩
行の対処の実際について確認する。
実習の工程をまとめる。（90分）

3

プラスチック短下肢装具の製作　
　③　プラスチック成型へ　

足底板の製作　
　②　製作

足底板の設計・修正、プラスチック
短下肢装具の設計を行う。足部の
筋・骨関節の確認をしておく。（90
分）

プラスチック短下肢装具の修正・確
認を行う。実習の工程をまとめる。
（90分）

4

プラスチック短下肢装具の製作　
　④　製作、完成へ　

足底板の製作　
　③　製作、完成へ

歩行とバランスに関する基本事項を
確認しておく。プラスチック短下肢
装具の設計・修正を行う。（90分）

歩行時の足底板挿入前後の足底圧分
布を比較し考察を行う。実習の工程
をまとめる。（90分）

7

義肢装具の知識の整理と車いす採型
①　義肢装具のパーツ、構造について理解する。
②　車いすの基本事項について確認する。車いすの処方、設計の
実際について実習する。

車いすの基本事項について確認す
る。車いすの処方、設計について確
認する。義肢・装具の構造について
確認する。（90分）

車いすの設計を行う。シーティング
の基本について確認する。実習の工
程をまとめる。（90分）
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9 なし  なし  なし

10 なし  なし  なし

8

車いす設計の実際とシーティング
①　車いすの処方、設計の実際について実習する。
②　シーティングの基本について理解する。
③　義肢装具の知識の整理

車いすの基本事項について確認して
おく。体幹、下肢の筋関節系の基本
について確認しておく。（90分）

車いすの処方の実際について確認
し、設計図の修正を行う。シーティ
ングの基本について確認する。実習
の工程をまとめる。（90分）

13 なし  なし  なし

14 なし  なし  なし

11 なし  なし  なし

12 なし  なし  なし

定期試験 0 定期試験を行わない。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 実習内で製作する装具と製作に取り組む態度、実習に取り組む態度、および毎回のレポート課題および最
終課題にて総合的に評価する。

15 なし  なし  なし

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

前期の義肢装具学を十分に理解していることが履修条件となります。
実際の装具製作では、服装は自由ですが汚れても良いものを身につけてください。

備考欄

その他

0 なし。

教科書

なし。
適宜資料配布。

参考文献

ＰＴ・ＯＴビジュアルテキスト　義肢・装具　高田治実監修　羊土社

義肢製作マニュアル　日本義肢装具学会監修　田澤英二著　医歯薬出版株式会社　
装具学　第4版　加倉井周一編集　医歯薬出版株式会社
義肢学　石川　朗・永富史子編集　中山書店　
義肢学 第3版　澤村誠志編集　医歯薬出版株式会社
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10137052 義肢装具学実習2組 3510 1 3

到達目標

①　義肢、装具、自助具および車椅子の基本的用語を説明できる。
②　義肢、装具、自助具および車椅子の適合判定ができる。
③　義肢、装具、自助具および車椅子を用いた理学療法が説明できる。

授業の方法

基本的には小グループを編成し、各グループごとに装具製作や車いすの設計をを行い、製作の実際について学ぶ。また、適宜プリントを用
いて内容を確認する。

ＩＣＴ活用 e-learningシステムのテスト作成機能を用いて練習問題を提供し自主学習を促す。

後期

教員氏名 牧野　均

授業の位置づけ

義肢装具学の実際について理解し、効果的な臨床応用を学ぶための科目である。その他の実習科目や「臨床実習」の基礎となる。

授業の概要

装具の実習では、足底板,、プラスチック短下肢装具を製作することにより、装具の機能と実際の処方について理解を深める。義肢に関し
ては、実際の下腿切断の患者様、大腿切断の患者様を通して義肢使用調整の実習を行い、義足の機能と異常歩行に対する対処方法について
理解を深める。自助具に関しては、種々の自助具の装着により機能を理解する。また、車椅子の採型については車いすの患者様を通して実
際の採寸を行い理解を深める。

1

オリエンテーション
歩行分析

プラスチック短下肢装具の製作
　①　採型と製作
　プラスチック短下肢装具の採型・製作を行う。

歩行とバランスに関する基本事項を
確認しておく。足部の筋・骨関節の
確認をしておく。（90分）

プラスチック短下肢装具の設計を行
う。実習の工程をまとめる。（90
分）

2

プラスチック短下肢装具の製作　
　②　陽性モデル修正　

足底板の製作　
　①　採型と製作
歩行時の足底圧分布を計測し足底板の設計と採型・製作を行う。

足底板を設計し確認する。足部の
筋・骨関節の確認をしておく。（90
分）

得られた歩行データから足底板の設
計を行う。実習の工程をまとめる。
（90分）

実務経験のある
教員の教育内容

美唄労災病院（現北海道せき損センター）において理学療法士として23年勤務し、義肢装具士の国家資格を有する。この経験を活かして義
肢装具学実習について実習を行う。

課題に対する
フィードバック

の方法

各実習において、課題レポートを提出し、回収後、レポートの解説を行う。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

義肢製作所見学
義肢装具の制作の実際について実習する。下腿切断者のデモを通
して、義足の構造と異常歩行への対処について理解する。

下腿義足のアライメントについて確
認しておく。（90分）

義肢装具の制作の実際について確認
する。見学、実習の工程をまとめ
る。（90分）

6

歩行分析と大腿義足の処方の実際
製作物を修正、完成し
①　製作物を用いて正常歩行と装具歩行の違いについて筋電図学
的に解釈し、歩容改善への応用について理解する。
②　模擬大腿義足を用いて、義足の構造と異常歩行への対処につ
いて理解する。

歩行周期と大腿義足の基礎事項につ
いて確認しておく。大腿義足のアラ
イメントについて確認しておく。
（90分）

正常歩行、大腿義足の処方と異常歩
行の対処の実際について確認する。
実習の工程をまとめる。（90分）

3

プラスチック短下肢装具の製作　
　③　プラスチック成型へ　

足底板の製作　
　②　製作

足底板の設計・修正、プラスチック
短下肢装具の設計を行う。足部の
筋・骨関節の確認をしておく。（90
分）

プラスチック短下肢装具の修正・確
認を行う。実習の工程をまとめる。
（90分）

4

プラスチック短下肢装具の製作　
　④　製作、完成へ　

足底板の製作　
　③　製作、完成へ

歩行とバランスに関する基本事項を
確認しておく。プラスチック短下肢
装具の設計・修正を行う。（90分）

歩行時の足底板挿入前後の足底圧分
布を比較し考察を行う。実習の工程
をまとめる。（90分）

7

義肢装具の知識の整理と車いす採型
①　義肢装具のパーツ、構造について理解する。
②　車いすの基本事項について確認する。車いすの処方、設計の
実際について実習する。

車いすの基本事項について確認す
る。車いすの処方、設計について確
認する。義肢・装具の構造について
確認する。（90分）

車いすの設計を行う。シーティング
の基本について確認する。実習の工
程をまとめる。（90分）
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9 なし  なし  なし

10 なし  なし  なし

8

車いす設計の実際とシーティング
①　車いすの処方、設計の実際について実習する。
②　シーティングの基本について理解する。
③　義肢装具の知識の整理

車いすの基本事項について確認して
おく。体幹、下肢の筋関節系の基本
について確認しておく。（90分）

車いすの処方の実際について確認
し、設計図の修正を行う。シーティ
ングの基本について確認する。実習
の工程をまとめる。（90分）

13 なし  なし  なし

14 なし  なし  なし

11 なし  なし  なし

12 なし  なし  なし

定期試験 0 定期試験を行わない。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 実習内で製作する装具と製作に取り組む態度、実習に取り組む態度、および毎回のレポート課題および最
終課題にて総合的に評価する。

15 なし  なし  なし

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

前期の義肢装具学を十分に理解していることが履修条件となります。
実際の装具製作では、服装は自由ですが汚れても良いものを身につけてください。

備考欄

その他

0 なし。

教科書

なし。
適宜資料配布。

参考文献

義肢製作マニュアル　日本義肢装具学会監修　田澤英二著　医歯薬出版株式会社　
装具学　第4版　加倉井周一編集　医歯薬出版株式会社
義肢学　石川　朗・永富史子編集　中山書店　
義肢学 第3版　澤村誠志編集　医歯薬出版株式会社
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10015051 運動器障害理学療法学 3512 2 3

到達目標

1. 各々の運動器障害の評価において系統的に評価の進め方を説明できる。
2. 評価に基づいて障害像を把握し、説明できる。
3. 各種障害に対する適切な理学療法を選択でき、治療計画を立案できる。

授業の方法

授業資料のPDFは事前にGoogleクラスルームに載せるので、教科書と併せて確認すること。授業はパワーポイントを用いて講義形式ですす
める。また、理解度の確認として小テストを実施する。授業に関する質問はGoogleクラスルームでのメールで対応する。

ＩＣＴ活用 Googleのクラスルームを利用するのでスマートフォン等を持参する事。

前期

教員氏名 橋田　浩、橘内　勇、牧野　均

授業の位置づけ

ディプロマ・ポリシーにある「理学療法を行うための基本的な専門的知識・技術を身につける（知識・技能）」ことと特にに関係のある科
目である。また、「対象者に配慮しながら理学療法士として主体的に行動できる（関心・意欲・態度）」こととも関係する。運動器疾患を
運動学的および解剖学的に理解し、効果的な治療法を学ぶ。「整形外科学」「基礎運動療法学」と関連し、「運動器障害理学療法学実習」
や「臨床実習」の基礎となる。

授業の概要

筋・骨関節の運動器障害に対する理学療法について総合的・系統的に理解する。主な整形外科疾患について部位別、疾患別に病態の確認
と、それによって生じる障害の評価や診断について理解する。また、運動療法を主体とした基本的な治療法について学習するとともに治療
効果やリスク管理についても理解を深める

1

総論 運動器障害の評価と理学療法 （橘内）
運動器障害に対する理学療法の目的、種類、治療手順を理解す
る。
【アクティブラーニング】確認課題実施

授業内容について事前に配布した資
料および教科書の関連する部分を読
んでおくこと。（90分）

授業内容についてノートにまとめる
こと。（90分）

2

脊椎・脊髄疾患の病態像、評価、治療手順の基本を理解する。
（牧野）
【アクティブラーニング】確認課題実施

授業内容について事前に配布した資
料および教科書の関連する部分を読
んでおくこと。（90分）

授業内容についてノートにまとめる
こと。（90分）

実務経験のある
教員の教育内容

病院での理学療法士としての実務経験を活かした授業を行う。

課題に対する
フィードバック

の方法

・授業での確認課題については、その授業内で解答の解説を行った後に回収する。
・回収した確認課題については、後日まとめて返却する。
・授業での確認テストについては、その授業内で回収した後に解答の解説を行う。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

頸髄・脊髄損傷の病態像や評価、理学療法の治療手順を理解す
る。（牧野）
【アクティブラーニング】 確認課題実施

授業内容について事前に配布した資
料および教科書の関連する部分を読
んでおくこと。（90分）

授業内容についてノートにまとめる
こと。（90分）

6

肩関節障害の病態像や評価、理学療法の治療手順
を理解する。（橋田）
【確認テスト：授業1回〜5回の範囲より出題する】

授業内容について事前に配布した資
料および教科書の関連する部分を読
んでおくこと。（90分）

授業内容についてノートにまとめる
こと。（90分）

3

末梢神経障害の評価と理学療法、その治療手順を理解する（橘
内）
【アクティブラーニング】確認課題実施

授業内容について事前に配布した資
料および教科書の関連する部分を読
んでおくこと。（90分）

授業内容についてノートにまとめる
こと。（90分）

4

関節リウマチの病態、評価、治療手順を理解する。（橘内）
【アクティブラーニング】確認課題実施

授業内容について事前に配布した資
料および教科書の関連する部分を読
んでおくこと。（90分）

授業内容についてノートにまとめる
こと。（90分）

9

大腿骨頸部骨折、変形性股関節症などの病態、評価、理学療法の
治療手順を理解する。（橋田）
【アクティブラーニング】確認課題実施

授業内容について事前に配布した資
料および教科書の関連する部分を読
んでおくこと。（90分）

授業内容についてノートにまとめる
こと。（90分）

7

肘関節障害の評価と理学療法の治療手順を理解する（橋田）
【アクティブラーニング】確認課題実施

授業内容について事前に配布した資
料および教科書の関連する部分を読
んでおくこと。（90分）

授業内容についてノートにまとめる
こと。（90分）

8

頸椎疾患、腰部脊柱管狭窄症、腰痛の病態像、評価、理学療法の
治療手順を理解する。 （牧野）
【アクティブラーニング】 確認課題実施

授業内容について事前に配布した資
料および教科書の関連する部分を読
んでおくこと。（90分）

授業内容についてノートにまとめる
こと。（90分）
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10

膝関節周囲の骨折、変形性膝関節症などの病態、評価、理学療法
の治療手順を理解する。（橋田）
【アクティブラーニング】確認課題実施

授業内容について事前に配布した資
料および教科書の関連する部分を読
んでおくこと。（90分）

授業内容についてノートにまとめる
こと。（90分）

13

スポーツ障害・傷害〜とくに下肢の病態、評価、理学療法の治療
手順を理解する。火傷による関節拘縮予防の理学療法について理
解する。（橋田）
【アクティブラーニング】確認課題実施

授業内容について事前に配布した資
料および教科書の関連する部分を読
んでおくこと。（90分）

授業内容についてノートにまとめる
こと。（90分）

14

腕神経叢麻痺、胸郭出口症候群の病態、評価、理学療法の治療手
順を理解する。（橘内）
【アクティブラーニング】確認課題実施

授業内容について事前に配布した資
料および教科書の関連する部分を読
んでおくこと。（90分）

授業内容についてノートにまとめる
こと。（90分）

11

足関節周囲の骨折、足部変形などの病態、評価、理学療法の治療
手順を理解する。（橋田）
【確認テスト：授業6回〜10回より出題する】

授業内容について事前に配布した資
料および教科書の関連する部分を読
んでおくこと。（90分）

授業内容についてノートにまとめる
こと。（90分）

12

スポーツ障害・傷害〜とくに上肢の病態、評価、理学療法の治療
手順を理解する。（橋田）
【アクティブラーニング】確認課題実施

授業内容について事前に配布した資
料および教科書の関連する部分を読
んでおくこと。（90分）

授業内容についてノートにまとめる
こと。（90分）

定期試験 0 定期試験は実施しない

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 授業内での確認テスト（計3回実施し各回のテストでいずれも6割以上を合格とする）

15

運動器障害理学療法のまとめ、これまでの授業を振り返り総括す
る。（橘内）
【確認テスト：11回〜14回より出題する】

授業内容について事前に配布した資
料および教科書の関連する部分を読
んでおくこと。（90分）

授業内容についてノートにまとめる
こと。（90分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

定期試験は行わず、授業内の確認テストで成績を評価するので欠席をしないこと。
但し、止むを得ない事情（公欠と認められる）場合においては代替の手段を講じて評価する。

備考欄 なし

その他 0 なし

教科書 標準理学療法学 専門分野 骨関節理学療法学 編集：吉尾雅春・小柳琢磨 医学書院

参考文献

理学療法学テキスト 運動器障害理学療法学 編集 加藤浩 MEDICAL VIEW
脊髄損傷理学療法マニュアル 第2版 編集 岩崎 洋 文光堂
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10016051 運動器障害理学療法学実習1組 3514 1 3

到達目標

１．運動器障害に対する理学療法評価を理解できる。
２．運動器障害に対する評価結果から問題点抽出までの一連の過程を理解できる。
３．運動器障害に対する治療プログラム立案について理解できる。
４．適切な治療方法の選択を理解し、基本的な治療手技を実施できる。
５．術後のリスク管理を理解できる。

授業の方法

１．ペーパーペイシェントを用いて運動器疾患に対する一連の理学療法評価、問題点の抽出、治療プログラムを立案する。一連の過程をグ
ループワークを基にまとめ、報告会を実施する。
２．パワーポイント、教科書を基に説明を行い、運動器疾患の評価、治療手技の実習を行う。

ＩＣＴ活用 なし

前期

教員氏名 髙田　雄一、牧野　均

授業の位置づけ

理学療法を行うための基本的な専門的知識・技術を身につけるための科目である。整形外科学、基礎運動療法学、運動器障害理学療法学に
関連して臨床実習Ⅳ・Ⅴの基礎となる。

授業の概要

運動器に対する運動療法の基本的な技術を学生相互の実習を通して習得するとともに、障害例に対する評価・問題点の把握、治療手技の選
択、治療プログラムの立案を系統的に実施できる能力を養う。

1

オリエンテーションを行う。

上肢運動器障害に対する理学療法（高田）
肩関節を中心に実習する。　　　　　　　　　　　　　ペーパー
ペイシェント（肩関節周囲炎）を用いて運動器疾患に対する一連
の理学療法評価、問題点の抽出、治療プログラムを立案する。

授業内容に関連する教科書の部分を
確認しておくこと。　骨関節理学療
法学P71-81,254-275。運動器障害理
学療法学ⅡP67-106.

授業で行った実技について練習して
おくこと。ペーパーペイシェントに
関する課題のまとめを行う。

2

下肢運動器障害に対する理学療法①（高田）
股関節を中心に実習する。
ペーパーペイシェント（大腿骨頸部骨折）を用いて運動器疾患に
対する一連の理学療法評価、問題点の抽出、治療プログラムを立
案する。

授業内容に関連する教科書の部分を
確認しておくこと。骨関節理学療法
学P110-128。運動器障害理学療法学
ⅠP73-116。

授業で行った実技について練習して
おくこと。ペーパーペイシェントに
関する課題のまとめを行う。

実務経験のある
教員の教育内容

髙田は整形外科で理学療法士として勤務経験があり、現在も継続して整形外科疾患の理学療法に携わっている。その経験を活かして実習を
担当する。牧野はせき損センターにおいて理学療法士として23年勤務した経験を活かして基礎運動療法について授業を行う。

課題に対する
フィードバック

の方法

１．二人一組もしくは三人一組となり技術練習を行い、方法について確認、指導を行う。
２．必要に応じてレポート課題を出して理解度を確認して、解説を行う。
３．報告会を実施し、フィードバックを行う。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

神経筋促通手技（牧野）
神経筋促通手技の基本手技の理解と応用を実習する。

授業内容に関連する教科書の部分を
確認しておくこと。

授業で行った実技について練習して
おくこと。

6

頸髄損傷・脊髄損傷のリハビリテーション①（牧野）
脊髄・頸髄損傷の急性期から慢性期までの運動療法を実習する。
ペーパーペイシェント（脊損頚損急性期）を用いて理学療法評
価、問題点の抽出、治療プログラムを立案する。

授業内容に関連する教科書の部分を
確認しておくこと。骨関節理学療法
学P187-203。

授業で行った実技について練習して
おくこと。　ペーパーペイシェント
に関する課題のまとめを行う。

3

下肢運動器障害に対する理学療法①（高田）
股関節、足関節を中心に実習する。
ペーパーペイシェント（変形性膝関節症）を用いて運動器疾患に
対する一連の理学療法評価、問題点の抽出、治療プログラムを立
案する。

授業内容に関連する教科書の部分を
確認しておくこと。骨関節理学療法
学P51-70,128-152。運動器障害理学
療法学ⅠP73-116。運動器障害理学
療法学ⅡP107-138。

授業で行った実技について練習して
おくこと。ペーパーペイシェントに
関する課題のまとめを行う。

4

１～３回でグループでまとめたペーパーペイシェント課題を報告
する。発表はパワーポイントを用いるものとして、資料をA3サマ
リーとして配布して説明を行う。（髙田）

まとめのテストを行う（30分）

発表の準備を行うとともに、他の発
表に対する質問を準備する。

ペーパーペイシェントに関する課題
について、修正を行いサマリーを完
成させる。
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9 なし なし なし

10 なし なし なし

7

頸髄損傷・脊髄損傷のリハビリテーション②（牧野）
脊髄・頸髄損傷の日常生活動作中心に実習する。
ペーパーペイシェント（脊損頚損慢性期）を用いて理学療法評
価、問題点の抽出、治療プログラムを立案する。
６回でグループでまとめたペーパーペイシェント課題を報告す
る。発表はパワーポイントを用いるものとして、資料をA3サマ
リーとして配布して説明を行う。　

授業内容に関連する教科書の部分を
確認しておくこと。骨関節理学療法
学P187-203。

授業で行った実技について練習して
おくこと。　ペーパーペイシェント
に関する課題のまとめを行う。　
ペーパーペイシェントに関する課題
について、修正を行いサマリーを完
成させる。

8

腰痛のリハビリテーション　（牧野）
腰痛症の運動療法を実習する。
ペーパーペイシェント（頸椎脊椎疾患）を用いて理学療法評価、
問題点の抽出、治療プログラムを立案する。

まとめのテストを行う（30分）

授業内容に関連する教科書の部分を
確認しておくこと。骨関節理学療法
学P237-252。運動器障害理学療法学
ⅡP21-44。

授業で行った実技について練習して
おくこと。　ペーパーペイシェント
に関する課題のまとめを行う。

13 なし なし なし

14 なし なし なし

11 なし なし なし

12 なし なし なし

定期試験 0 実施しない。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 授業での課題、参加態度などを総合的に評価する。まとめのテストは髙田、牧野担当いずれも6割以上を合
格とする。

15 なし なし なし

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

運動器疾患に関連する解剖学、運動学を復習して臨むこと。
運動器障害理学療法学や整形外科学の内容について予習、復習をして臨むこと。
授業へは積極的に参加すること。
分からない事柄については、質問等によってその日のうちに解決すること。

備考欄

その他 0 なし

教科書

運動器障害理学療法学Ｉ・Ⅱ/河村廣幸/羊土社
臨床運動学/小林麻衣,小島　悟/羊土社
骨関節理学療法学/吉尾雅春,小柳磨毅/医学書院

参考文献

PNFマニュアル 改訂第3版　　柳澤 健、 乾 公美　南江堂
脊髄損傷理学療法マニュアル　第２版　編集 岩﨑洋　文光堂
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10016052 運動器障害理学療法学実習2組 3514 1 3

到達目標

１．運動器障害に対する理学療法評価を理解できる。
２．運動器障害に対する評価結果から問題点抽出までの一連の過程を理解できる。
３．運動器障害に対する治療プログラム立案について理解できる。
４．適切な治療方法の選択を理解し、基本的な治療手技を実施できる。
５．術後のリスク管理を理解できる。

授業の方法

１．ペーパーペイシェントを用いて運動器疾患に対する一連の理学療法評価、問題点の抽出、治療プログラムを立案する。一連の過程をグ
ループワークを基にまとめ、報告会を実施する。
２．パワーポイント、教科書を基に説明を行い、運動器疾患の評価、治療手技の実習を行う。

ＩＣＴ活用 なし

前期

教員氏名 髙田　雄一、牧野　均

授業の位置づけ

理学療法を行うための基本的な専門的知識・技術を身につけるための科目である。整形外科学、基礎運動療法学、運動器障害理学療法学に
関連して臨床実習Ⅳ・Ⅴの基礎となる。

授業の概要

運動器に対する運動療法の基本的な技術を学生相互の実習を通して習得するとともに、障害例に対する評価・問題点の把握、治療手技の選
択、治療プログラムの立案を系統的に実施できる能力を養う。

1

オリエンテーションを行う。

上肢運動器障害に対する理学療法（高田）
肩関節を中心に実習する。　　　　　　　　　　　　　ペーパー
ペイシェント（肩関節周囲炎）を用いて運動器疾患に対する一連
の理学療法評価、問題点の抽出、治療プログラムを立案する。

授業内容に関連する教科書の部分を
確認しておくこと。　骨関節理学療
法学P71-81,254-275。運動器障害理
学療法学ⅡP67-106.

授業で行った実技について練習して
おくこと。ペーパーペイシェントに
関する課題のまとめを行う。

2

下肢運動器障害に対する理学療法①（高田）
股関節を中心に実習する。
ペーパーペイシェント（大腿骨頸部骨折）を用いて運動器疾患に
対する一連の理学療法評価、問題点の抽出、治療プログラムを立
案する。

授業内容に関連する教科書の部分を
確認しておくこと。骨関節理学療法
学P110-128。運動器障害理学療法学
ⅠP73-116。

授業で行った実技について練習して
おくこと。ペーパーペイシェントに
関する課題のまとめを行う。

実務経験のある
教員の教育内容

髙田は整形外科で理学療法士として勤務経験があり、現在も継続して整形外科疾患の理学療法に携わっている。その経験を活かして実習を
担当する。牧野はせき損センターにおいて理学療法士として23年勤務した経験を活かして基礎運動療法について授業を行う。

課題に対する
フィードバック

の方法

１．二人一組もしくは三人一組となり技術練習を行い、方法について確認、指導を行う。
２．必要に応じてレポート課題を出して理解度を確認して、解説を行う。
３．報告会を実施し、フィードバックを行う。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

神経筋促通手技（牧野）
神経筋促通手技の基本手技の理解と応用を実習する。

授業内容に関連する教科書の部分を
確認しておくこと。

授業で行った実技について練習して
おくこと。

6

頸髄損傷・脊髄損傷のリハビリテーション①（牧野）
脊髄・頸髄損傷の急性期から慢性期までの運動療法を実習する。
ペーパーペイシェント（脊損頚損急性期）を用いて理学療法評
価、問題点の抽出、治療プログラムを立案する。

授業内容に関連する教科書の部分を
確認しておくこと。骨関節理学療法
学P187-203。

授業で行った実技について練習して
おくこと。　ペーパーペイシェント
に関する課題のまとめを行う。

3

下肢運動器障害に対する理学療法①（高田）
股関節、足関節を中心に実習する。
ペーパーペイシェント（変形性膝関節症）を用いて運動器疾患に
対する一連の理学療法評価、問題点の抽出、治療プログラムを立
案する。

授業内容に関連する教科書の部分を
確認しておくこと。骨関節理学療法
学P51-70,128-152。運動器障害理学
療法学ⅠP73-116。運動器障害理学
療法学ⅡP107-138。

授業で行った実技について練習して
おくこと。ペーパーペイシェントに
関する課題のまとめを行う。

4

１～３回でグループでまとめたペーパーペイシェント課題を報告
する。発表はパワーポイントを用いるものとして、資料をA3サマ
リーとして配布して説明を行う。

まとめのテストを行う（30分）

発表の準備を行うとともに、他の発
表に対する質問を準備する。

ペーパーペイシェントに関する課題
について、修正を行いサマリーを完
成させる。
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9 なし なし なし

10 なし なし なし

7

頸髄損傷・脊髄損傷のリハビリテーション②（牧野）
脊髄・頸髄損傷の日常生活動作中心に実習する。
ペーパーペイシェント（脊損頚損慢性期）を用いて理学療法評
価、問題点の抽出、治療プログラムを立案する。
６回でグループでまとめたペーパーペイシェント課題を報告す
る。発表はパワーポイントを用いるものとして、資料をA3サマ
リーとして配布して説明を行う。　

授業内容に関連する教科書の部分を
確認しておくこと。骨関節理学療法
学P187-203。

授業で行った実技について練習して
おくこと。　ペーパーペイシェント
に関する課題のまとめを行う。　
ペーパーペイシェントに関する課題
について、修正を行いサマリーを完
成させる。

8

腰痛のリハビリテーション　（牧野）
腰痛症の運動療法を実習する。
ペーパーペイシェント（頸椎脊椎疾患）を用いて理学療法評価、
問題点の抽出、治療プログラムを立案する。

まとめのテストを行う（30分）

授業内容に関連する教科書の部分を
確認しておくこと。骨関節理学療法
学P237-252。運動器障害理学療法学
ⅡP21-44。

授業で行った実技について練習して
おくこと。　ペーパーペイシェント
に関する課題のまとめを行う。

13 なし なし なし

14 なし なし なし

11 なし なし なし

12 なし なし なし

定期試験 0 実施しない。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 授業での課題、参加態度などを総合的に評価する。まとめのテストは髙田、牧野担当いずれも6割以上を合
格とする。

15 なし なし なし

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

運動器疾患に関連する解剖学、運動学を復習して臨むこと。
運動器障害理学療法学や整形外科学の内容について予習、復習をして臨むこと。
授業へは積極的に参加すること。
分からない事柄については、質問等によってその日のうちに解決すること。

備考欄

その他 0 なし

教科書

運動器障害理学療法学Ｉ・Ⅱ/河村廣幸/羊土社
臨床運動学/小林麻衣,小島　悟/羊土社
骨関節理学療法学/吉尾雅春,小柳磨毅/医学書院

参考文献

PNFマニュアル 改訂第3版　　柳澤 健、 乾 公美　南江堂
脊髄損傷理学療法マニュアル　第２版　編集 岩﨑洋　文光堂

- 186 -



北海道文教大学　2022年度　理学療法学科　シラバス 2022/04/01

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10387051 神経障害理学療法学 3516 2 3

到達目標

1，対象となる神経疾患の病態・症状・治療・予後について理解できる
2，神経理学療法の基盤をなす神経系の構造・機能と理学療法との関連を理解できる
3，神経理学療法の基本的な評価，介入戦略．目標設定について理解できる
4，神経理学療法における臨床推論の過程を理解できる

授業の方法

教科書，スライド，レジメを用いて講義形式で進める．
必要に応じ，基本的な解剖生理学的用語は理解しているものとして授業をすすめることがある．
よって学生は，事前に教科書を熟読し予習したうえで授業に望むことが望ましい．
授業内での確認テストを実施する．

ＩＣＴ活用

ウェブを利用した画像診断の学習法の紹介などを授業内で行う．
学生・教員の相互のコミュニケーションや質疑応答などにGoogle classroomを利用する．

前期

教員氏名 柴田　恵理子、松田　直樹

授業の位置づけ

ディプロマ・ポリシーのうち、「理学療法を行うための基本的な専門的知識・技術を身につけている。(知識・技能)
」に関連する科目である。
神経障害を有する対象者への理学療法に必要な臨床推論能力の基礎を身につけるための科目である．
臨床推論能力とは，考慮すべき病態，症状，治療，予後を理解したうえで，適切な理学療法介入の意思決定を行うことである．学生には，
十分な基礎知識に基づいた柔軟な思考能力を養うことが望まれる．
本科目は，「内科学，「神経内科学」、「高次脳機能障害学」などに関連し，「神経障害理学療法学実習」，「臨床実習III・IV・V」の基
礎となる．

授業の概要

神経理学療法に必要な臨床推論能力を身につけるための基礎事項の理解を目的とする．
臨床推論とは，対象者の病態・症状・治療・予後を考慮したうえで，適切な理学療法介入の意思決定を行う過程を指す．学生には，十分な
基礎知識に基づいた柔軟な思考能力を養うことが望まれる．
講義では，脳卒中，パーキンソン病関連疾患，脊髄小脳変性症，運動ニューロン疾患（筋萎縮性側索硬化症），免疫性神経疾患（多発性硬
化症，ギランバレー症候群，重症筋無力症）における理学療法の基本戦略について理解する．またこれらの基盤をなす神経系の構造と機能
及び神経科学との関連を理解する．また、本領域における最近のトピックスであるニューロリハビリテーションについて解説する。

1

神経理学療法 Introduction （柴田）
授業の概要，範囲，到達目標
神経理学療法の歴史
国際生活機能分類（ICF)との関連

教科書、参考文献の関連する部分を
読んでおくこと（90分）

授業内容を復習しておくこと（90
分）

2

神経理学療法の基礎1  （柴田）
神経系の機能と構造

教科書、参考文献の関連する部分を
読んでおくこと（90分）

授業内容を復習しておくこと（90
分）

実務経験のある
教員の教育内容

科目担当者は病院で理学療法士としての実務経験を有している．

課題に対する
フィードバック

の方法

授業内での質疑応答、確認テストの解答解説を実施する。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

神経理学療法の基礎4 （柴田）
ここまでのまとめと小テスト

教科書、参考文献の関連する部分を
読んでおくこと（90分）

授業内容を復習しておくこと（90
分）

6

脳卒中と理学療法　各論1（柴田）
急性期脳卒中患者の理学療法におけるリスク管理
脳卒中急性期における早期リハビリテーションについて

教科書、参考文献の関連する部分を
読んでおくこと（90分）　　

授業１～５の内容を復習しておくこ
と（90分）

3

神経理学療法の基礎2  （柴田）
感覚・運動システムの障害発生メカニズム1 -運動機能の観点か
ら-

教科書、参考文献の関連する部分を
読んでおくこと（90分）

授業内容を復習しておくこと（90
分）

4

神経理学療法の基礎3 （柴田）
感覚・運動システムの障害発生メカニズム2 -感覚機能の観点か
ら-

教科書、参考文献の関連する部分を
読んでおくこと（90分）

授業内容を復習しておくこと（90
分）

9

脳卒中と理学療法　各論4（松田）
脳卒中の理学療法における歩行障害と治療戦略

教科書、参考文献の関連する部分を
読んでおくこと（90分）

授業内容を復習しておくこと（90
分）

7

脳卒中と理学療法　各論2（柴田）
脳卒中患者の理学療法における装具療法・電気刺激療法

教科書、参考文献の関連する部分を
読んでおくこと（90分）

授業内容を復習しておくこと（90
分）

8

脳卒中と理学療法　各論3（松田）
脳卒中・神経障害における回復期・生活期リハ

教科書、参考文献の関連する部分を
読んでおくこと（90分）

授業内容を復習しておくこと（90
分）
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10

脳卒中と理学療法　各論5（松田）
脳卒中における姿勢・バランス障害と治療戦略

教科書、参考文献の関連する部分を
読んでおくこと（90分）

授業内容を復習しておくこと（90
分）

13

神経難病1（柴田）
運動失調患者における理学療法の基本戦略　
免疫性神経疾患患者における理学療法の基本戦略
筋萎縮性側索硬化症患者における理学療法の基本戦略と呼吸理学
療法

教科書、参考文献の関連する部分を
読んでおくこと（90分）

授業内容を復習しておくこと（90
分）

14

神経難病2（柴田）
パーキンソン病における理学療法の基本戦略

教科書、参考文献の関連する部分を
読んでおくこと（90分）

授業内容を復習しておくこと（90
分）

11

ニューロリハビリテーション1（柴田）
ニューロリハビリテーションについて概説する

教科書、参考文献の関連する部分を
読んでおくこと（90分）

授業内容を復習しておくこと（90
分）

12

ニューロリハビリテーション2（柴田）
脳卒中に対するニューロリハビリテーションの実際について解説
する

教科書、参考文献の関連する部分を
読んでおくこと（90分）

授業内容を復習しておくこと（90
分）

定期試験 0 なし

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 確認テスト：60％，小テスト40%



15

まとめ　確認テスト（柴田） これまでの授業内容を十分に復習し
ておくこと（90分）

授業内容を復習しておくこと（90
分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

予習・復習を怠らず，主体的かつ積極的な授業への参加を望みます．

備考欄

その他 0 なし

教科書

神経局在診断，第6版，　Peter Duus（著），花北順哉（訳），文光堂，2016　
標準神経理学療法学第2版，吉尾雅春ら（編），医学書院，2018

参考文献

高次脳機能障害学.第3版.　石合純夫（著）,医歯薬出版,2022
病気がみえるVol.7 脳神経，MEDIC MEDIA
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10388051 神経障害理学療法学実習1組 3518 1 3

到達目標

神経疾患に伴う運動および呼吸障害を理解できる．
神経理学療法における運動療法を理解し基本的な手技が実践できる．
神経筋疾患に対する呼吸療法の要点を理解し基本的な手技を実践できる．

授業の方法

講義で配布した資料やパワーポイント、実技での方法を提示、説明を行った後、実技を行う。
適宜、ディスカッション時間を設ける。理解度の確認テストを行う。

ＩＣＴ活用 評価治療機器の取り扱い説明や画像診断の理解補助に授業内でのウェブ活用を行う．

後期

教員氏名 柴田　恵理子、松田　直樹

授業の位置づけ

ディプロマ・ポリシーのうち、「理学療法を行うための基本的な専門的知識・技術を身につけている。(知識・技能)
」に関連する科目である。
神経理学療法を行うための基本的な専門的知識・技術・態度・探究心を身につけるための科目である．
「内科学」，「神経内科学」，「高次脳機能障害学」に関連し，「臨床実習III/IV/V」などの基礎となる．

授業の概要

講義で学んだ知識をもとに,主に脳卒中,神経難病の運動・動作障害に対する理学療法評価と運動療法，呼吸療法の実践における要点を習得
する.

1

神経理学療法実習の基礎（松田）
神経理学療法に必要な基本所見のとりかたを学ぶ．
神経疾患患者の姿勢・歩行のみかたの基礎を学ぶ．

講義での授業内容を復習していくこ
と （90分）

授業内容を復習をしておくこと　
（45分）

2

神経理学療法実習の基礎（松田）
神経理学療法に必要な基本所見のとりかたを学ぶ.
感覚機能・運動機能のみかたの基礎を学ぶ.


講義での授業内容を復習していくこ
と （90分）

授業内容を復習をしておくこと　
（45分）

実務経験のある
教員の教育内容

担当教員は病院で理学療法士としての実務経験を有している

課題に対する
フィードバック

の方法

確認テストの解答・解説をする．
実技試験内では学生の理解を促すためのフィードバックを行う．

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

パーキンソン病・運動失調症の理学療法（柴田）
疾患特異的な評価方法について学ぶ．
姿勢や動作の定量的な評価・測定方法について学ぶ．

講義での授業内容を復習していくこ
と （90分）

授業内容を復習をしておくこと　
（45分）

6

筋萎縮性側索硬化症の理学療法（柴田）
疾患特異的な評価方法について学ぶ．
神経筋疾患の拘束性換気障害に対する呼吸療法の実際を学ぶ．

講義での授業内容を復習していくこ
と （90分）

授業内容を復習をしておくこと　
（45分）

3

脳卒中の理学療法（松田）
脳卒中急性期・回復期における運動療法の要点を学ぶ．
長・短下肢装具を用いた歩行練習の技術について学ぶ

講義での授業内容を復習していくこ
と （90分）

授業内容を復習をしておくこと　
（45分）

4

脳卒中の理学療法（柴田）
機能的電気刺激（FES)を応用した歩行練習の実際を学ぶ．
機器の適切な取り扱い方法を習得する．

講義での授業内容を復習していくこ
と （90分）

授業内容を復習をしておくこと　
（45分）

9 なし なし なし

10 なし なし なし

7

まとめテスト1（松田）
これまでの内容について実技の確認と口頭試問を行う．

講義での授業内容を復習していくこ
と
（90分）

授業内容を復習をしておくこと　
（45分）

8

まとめテスト2（柴田）
これまでの内容について筆記テストを行い理解度を確認する．

これまでの実習内容、講義での授業
内容を復習していくこと （90分）

授業内容を復習をしておくこと　
（45分）

13 なし なし なし

14 なし なし なし

11 なし なし なし

12 なし なし なし

15 なし なし なし
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定期試験 0 なし

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 授業態度10％
実技・口頭試問40％
筆記テスト50％

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

予習・復習を怠らないこと。
主体的かつ積極的な授業態度であること。

備考欄

その他 0 なし

教科書 標準神経障害理学療法学，第2版，医学書院，2018

参考文献 授業内で適宜紹介する．
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10388052 神経障害理学療法学実習2組 3518 1 3

到達目標

神経疾患に伴う運動および呼吸障害を理解できる．
神経理学療法における運動療法を理解し基本的な手技が実践できる．
神経筋疾患に対する呼吸療法の要点を理解し基本的な手技を実践できる．

授業の方法

講義で配布した資料やパワーポイント、実技での方法を提示、説明を行った後、実技を行う。
適宜、ディスカッション時間を設ける。理解度の確認テストを行う。

ＩＣＴ活用 評価治療機器の取り扱い説明や画像診断の理解補助に授業内でのウェブ活用を行う．

後期

教員氏名 柴田　恵理子、松田　直樹

授業の位置づけ

ディプロマ・ポリシーのうち、「理学療法を行うための基本的な専門的知識・技術を身につけている。(知識・技能)
」に関連する科目である。
神経理学療法を行うための基本的な専門的知識・技術・態度・探究心を身につけるための科目である．
「内科学」，「神経内科学」，「高次脳機能障害学」に関連し，「臨床実習III/IV/V」などの基礎となる．

授業の概要

講義で学んだ知識をもとに,主に脳卒中,神経難病の運動・動作障害に対する理学療法評価と運動療法，呼吸療法の実践における要点を習得
する.

1

神経理学療法実習の基礎（松田）
神経理学療法に必要な基本所見のとりかたを学ぶ．
神経疾患患者の姿勢・歩行のみかたの基礎を学ぶ．

講義での授業内容を復習していくこ
と （90分）

授業内容を復習をしておくこと　
（45分）

2

神経理学療法実習の基礎（松田）
神経理学療法に必要な基本所見のとりかたを学ぶ．
感覚機能・運動機能のみかたの基礎を学ぶ．

講義での授業内容を復習していくこ
と （90分）

授業内容を復習をしておくこと　
（45分）

実務経験のある
教員の教育内容

担当教員は病院で理学療法士としての実務経験を有している

課題に対する
フィードバック

の方法

確認テストの解答・解説をする．
実技試験内では学生の理解を促すためのフィードバックを行う．

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

パーキンソン病・運動失調症の理学療法（柴田）
疾患特異的な評価方法について学ぶ．
姿勢や動作の定量的な評価・測定方法について学ぶ．

講義での授業内容を復習していくこ
と （90分）

授業内容を復習をしておくこと　
（45分）

6

筋萎縮性側索硬化症の理学療法（柴田）
疾患特異的な評価方法について学ぶ．
神経筋疾患の拘束性換気障害に対する呼吸療法の実際を学ぶ．

講義での授業内容を復習していくこ
と （90分）

授業内容を復習をしておくこと　
（45分）

3

脳卒中の理学療法（松田）
脳卒中急性期・回復期における運動療法の要点を学ぶ．
長・短下肢装具を用いた歩行練習の技術について学ぶ

講義での授業内容を復習していくこ
と （90分）

授業内容を復習をしておくこと　
（45分）

4

脳卒中の理学療法（柴田）
機能的電気刺激（FES)を応用した歩行練習の実際を学ぶ．
機器の適切な取り扱い方法を習得する．

講義での授業内容を復習していくこ
と （90分）

授業内容を復習をしておくこと　
（45分）

9 なし なし なし

10 なし なし なし

7

まとめテスト1（松田）
これまでの内容について実技の確認と口頭試問を行う．

講義での授業内容を復習していくこ
と
（90分）

授業内容を復習をしておくこと　
（45分）

8

まとめテスト2（柴田）
これまでの内容について筆記テストを行い理解度を確認する．

これまでの実習内容、講義での授業
内容を復習していくこと （90分）

授業内容を復習をしておくこと　
（45分）

13 なし なし なし

14 なし なし なし

11 なし なし なし

12 なし なし なし

15 なし なし なし

成績評価の方法
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定期試験 0 なし

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 授業態度10％
実技・口頭試問40％
筆記テスト50％

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

予習・復習を怠らないこと。
主体的かつ積極的な授業態度であること。

備考欄

その他 0 なし

教科書 標準神経理学療法学第2版，医学書院，2018

参考文献 授業内で適宜紹介する．
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10569051 内部障害理学療法学 3520 2 3

到達目標

内部障害疾患の病態を理解する。
主な疾患に対する評価指標と理学療法における治療を理解する。
内部障害リハビリテーション・チームの中での理学療法の役割を理解する。

授業の方法

教科書および配布資料を基にした講義形式で進める．
適宜パワーポイントを用いる．
毎回講義の初めに確認小テストを行う．

ＩＣＴ活用 適宜ClassRoomにて学習の補助教材の配布、学習到達度の確認などを実施する．

前期

教員氏名 佐藤　明紀、根木　亨

授業の位置づけ

理学療法を行うための基本的な専門的知識・技術を身につける，理学療法学における課題を論理的に探究する能力を身につける，理学療法
士として主体的に行動できる　ことを目的とする科目である．
この科目では内科領域の疾患に対する理学療法について学ぶ．
特に内科学や老年医学などと関連し，他領域の理学療法とも併せて施行される分野である．
この講義を基に内部障害理学療法学実習を行う．

授業の概要

内部障害とは，WHOによる国際障害分類試案の機能障害の一つに分類される。循環器，呼吸器，代謝系および癌における機能障害の総称で
ある。講義ではこれら対象疾患の病態と評価方法，理学療法の治療とリスク管理について学習する。

1

イントロダクション　（佐藤）
内部障害に対するリハビリテーションの必要性と理学療法の役割
について学ぶ．　

がんのリハビリテーション1　（佐藤）
がんの病態の理解と治療について学ぶ．　

教科書全体を概観し内部障害に対す
るイメージをつかんでおくこと．教
科書の当該部分および事前配布資料
を読んでおくこと．（90分）

教科書，講義資料を見直し理解を深
めること．（90分）

2

がんのリハビリテーション２　（佐藤）
がんのリハビリテーションについて学ぶ．

教科書の当該部分および事前配布資
料を読んでおくこと．（90分）

教科書，講義資料を見直し理解を深
めること．（90分）

実務経験のある
教員の教育内容

佐藤：総合病院での呼吸リハビリテーション、癌リハビリテーション、代謝リハビリテーションの臨床経
験をもとに癌、代謝リハビリテーション、リスク管理に関する指導を行う。
その他：心大血管リハビリテーションに対しては専門領域の経験がある教員が指導を行う。

課題に対する
フィードバック

の方法

講義内で行う確認小テストに対し適宜フィードバックとして解説を行う．

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

呼吸器疾患の理学療法１　（佐藤）
呼吸器疾患の病態について学ぶ．

教科書の当該部分および事前配布資
料を読んでおくこと．（90分）

教科書，講義資料を見直し理解を深
めること．（90分）

6

呼吸器疾患の理学療法２　（佐藤）
呼吸器疾患の検査データの読み方について学ぶ．

教科書の当該部分および事前配布資
料を読んでおくこと．（90分）

教科書，講義資料を見直し理解を深
めること．（90分）

3

代謝・内分泌疾患の理学療法　（佐藤）
糖尿病の病態・評価・治療について学ぶ．

教科書の当該部分および事前配布資
料を読んでおくこと．（90分）

教科書，講義資料を見直し理解を深
めること．（90分）

4

リスク管理　（佐藤）
内部障害疾患のリスク管理、感染症予防について学ぶ.

教科書の当該部分および事前配布資
料を読んでおくこと．（90分）

教科書，講義資料を見直し理解を深
めること．（90分）

9

循環器疾患の理学療法１　（根木）
循環器系の解剖と生理について学ぶ．

教科書の当該部分および事前配布資
料を読んでおくこと．（90分）

教科書，講義資料を見直し理解を深
めること．（90分）

10

循環器疾患の理学療法２（根木）
虚血性心疾患・心不全・末梢動脈疾患の病態を理解し、治療プロ
グラムについて学ぶ．

教科書の当該部分および事前配布資
料を読んでおくこと．（90分）

教科書，講義資料を見直し理解を深
めること．（90分）

7

呼吸器疾患の理学療法３　（佐藤）
呼吸器疾患の評価と理学療法について学ぶ．

教科書の当該部分および事前配布資
料を読んでおくこと．（90分）

教科書，講義資料を見直し理解を深
めること．（90分）

8

呼吸器疾患の理学療法４　（佐藤）
呼吸器疾患の理学療法について学ぶ．　

教科書の当該部分および事前配布資
料を読んでおくこと．（90分）

教科書，講義資料を見直し理解を深
めること．（90分）

13

循環器疾患の理学療法５　（根木）
循環器疾患回復期以降の理学療法について学ぶ．

教科書の当該部分および事前配布資
料を読んでおくこと．（90分）　

教科書，講義資料を見直し理解を深
めること．（90分）

11

循環器疾患の理学療法３　（根木）
理学療法治療に必要な循環器機能の評価を学ぶ．

教科書の当該部分および事前配布資
料を読んでおくこと．（90分）

教科書，講義資料を見直し理解を深
めること．（90分）

12

循環器疾患の理学療法４　（根木）
循環器疾患の急性期の理学療法について学ぶ．

教科書の当該部分および事前配布資
料を読んでおくこと．（90分）

教科書，講義資料を見直し理解を深
めること．（90分）
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14

循環器疾患の理学療法６　（根木）
循環器疾患患者の疾病管理と再発予防とについて学ぶ．

教科書の当該部分および事前配布資
料を読んでおくこと．（90分）

教科書，講義資料を見直し理解を深
めること．（90分）

定期試験 0 定期試験は実施しない。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 授業態度・授業態度(15%)
最終回の授業で理解度の確認を行う(85%)

15

内部障害理学療法学のまとめと　確認試験　（根木）
これまでに学んだ内容についての確認を行う．

前回までの授業内容について復習し
ておくこと。

不十分であった項目を確認し、復習
し理解を深めること。

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

解剖学・生理学・運動生理学・内科学・病理学が基礎となるため，履修前に十分に復習しておくこと．

備考欄

その他 0 なし

教科書

内部障害理学療法学 / 高橋哲也ほか / 医学書院
がんのﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ / 辻 / 医学書院
運動療法の指針 原著第8版 / 南江堂

参考文献

生涯スポーツと運動の科学 / 森谷潔 / 市村出版　
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10570051 内部障害理学療法学実習1組 3522 1 3

到達目標

バイタルサインの評価からのリスク管理が説明できる。
運動耐容能を評価し、適切な運動プログラムを作成できる。
呼吸機能検査を実施し、得られたデータの解釈ができる。
呼吸理学療法の徒手的な検査、治療流れが説明できる。

授業の方法

教科書，配布資料を使用し実習を行う．
終了後に各回レポートを提出する．
実習中は他の学生の迷惑なならないように努め，疑問点はその場で質問するなどして理解を深めること．
生体データを測定する実習ではそれぞれの結果についてグループディスカッションを行う．

ＩＣＴ活用 適宜classroomにて学習の補助教材の配布などを予定．

後期

教員氏名 佐藤　明紀、未定

授業の位置づけ

理学療法を行うための基本的知識・技術，課題を論理的思考や判断をもとに探究する能力を身につけることを目的とする科目である．
内部障害理学療法学で学んだ内容に基づき実習を行う．
内科学や運動生理学などの理解が必要である．

授業の概要

講義で学んだ知識をもとに、内部障害を有する患者の評価方法、科学的根拠に基づいた運動療法プログラムの作成方法について実習を通し
て学習する。

1

呼吸理学療法評価　バイタルサインのチェック　触診・聴診・打
診などについて学ぶ　（佐藤）

教科書の当該部分を読んでおくこ
と．

用意されたレポートを作成し提出す
る．

2

呼吸理学療法評価　スパイロメトリー について学ぶ　（佐藤） 教科書の当該部分を読んでおくこ
と．

用意されたレポートを作成し提出す
る．

実務経験のある
教員の教育内容

各科目担当者の理学療法士としての経験から臨床に即した情報を加えながら実習を進めていく．

課題に対する
フィードバック

の方法

実習で実際に測定されたデータを基にレポートを作成し，得られたデータの意味や数値の平均・分布に関し教員からのフィードバックを与
える．

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

心電図について学ぶ（未定）　　 教科書の当該部分を読んでおくこ
と．

用意されたレポートを作成し提出す
る．

6

運動負荷試験（フィールド・テスト）について学ぶ　（未定） 教科書の当該部分を読んでおくこ
と．

用意されたレポートを作成し提出す
る．

3

呼吸理学療法１　胸部に対する徒手的テクニック・呼吸器疾患に
対する運動療法　などについて学ぶ（佐藤）

教科書の当該部分を読んでおくこ
と．

用意されたレポートを作成し提出す
る．

4

リンパ浮腫　医療徒手リンパドレナージ、圧迫療法、運動療法に
ついて学ぶ（佐藤）

教科書の当該部分を読んでおくこ
と．

用意されたレポートを作成し提出す
る．

9 なし なし なし

10 なし なし なし

7

心肺運動負荷試験　CPXについて・CPX実施・運動処方箋の作成に
ついて学ぶ （未定）

教科書の当該部分を読んでおくこ
と．

用意されたレポートを作成し提出す
る．

8

運動療法について学ぶ　（未定）　　 教科書の当該部分を読んでおくこ
と．

用意されたレポートを作成し提出す
る．

13

なし なし なし　　

14 なし なし なし

11 なし なし なし

12

なし　 なし なし

定期試験 0 なし

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 各実習後の提出課題　80％
出席状況および態度　20％

15

なし　 なし なし

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容
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履修条件・留意
事項等

ケーシー，Tシャツ等薄着になれるよう準備する．各回の準備は適宜掲示．
進行順を変更する場合がある．

備考欄

その他 0 なし

教科書

内部障害理学療法学 / 高橋哲也 /医学書院
呼吸ケア　第３版 /　高橋仁美 / メディカルビュー
運動療法の指針 原著第8版 / 南江堂

参考文献 生涯スポーツと運動の科学 / 森谷潔 / 市村出版
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10570052 内部障害理学療法学実習2組 3522 1 3

到達目標

バイタルサインの評価からのリスク管理が説明できる。
運動耐容能を評価し、適切な運動プログラムを作成できる。
呼吸機能検査を実施し、得られたデータの解釈ができる。
呼吸理学療法の徒手的な検査、治療流れが説明できる。

授業の方法

教科書，配布資料を使用し実習を行う．
終了後に各回レポートを提出する．
実習中は他の学生の迷惑なならないように努め，疑問点はその場で質問するなどして理解を深めること．
生体データを測定する実習ではそれぞれの結果についてグループディスカッションを行う．

ＩＣＴ活用 適宜classroomにて学習の補助教材の配布などを予定．

後期

教員氏名 佐藤　明紀、未定

授業の位置づけ

理学療法を行うための基本的知識・技術，課題を論理的思考や判断をもとに探究する能力を身につけることを目的とする科目である．
内部障害理学療法学で学んだ内容に基づき実習を行う．
内科学や運動生理学などの理解が必要である．

授業の概要

講義で学んだ知識をもとに、内部障害を有する患者の評価方法、科学的根拠に基づいた運動療法プログラムの作成方法について実習を通し
て学習する。

1

呼吸理学療法評価　バイタルサインのチェック　触診・聴診・打
診などについて学ぶ　（佐藤）

教科書の当該部分を読んでおくこ
と．

用意されたレポートを作成し提出す
る．

2

呼吸理学療法評価　スパイロメトリー について学ぶ　（佐藤） 教科書の当該部分を読んでおくこ
と．

用意されたレポートを作成し提出す
る．

実務経験のある
教員の教育内容

各科目担当者の理学療法士としての経験から臨床に即した情報を加えながら実習を進めていく．

課題に対する
フィードバック

の方法

実習で実際に測定されたデータを基にレポートを作成し，得られたデータの意味や数値の平均・分布に関し教員からのフィードバックを与
える．

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

心電図について学ぶ（未定）　　 教科書の当該部分を読んでおくこ
と．

用意されたレポートを作成し提出す
る．

6

運動負荷試験（フィールド・テスト）について学ぶ　（未定） 教科書の当該部分を読んでおくこ
と．

用意されたレポートを作成し提出す
る．

3

呼吸理学療法１　胸部に対する徒手的テクニック・呼吸器疾患に
対する運動療法　などについて学ぶ（佐藤）

教科書の当該部分を読んでおくこ
と．

用意されたレポートを作成し提出す
る．

4

リンパ浮腫　医療徒手リンパドレナージ、圧迫療法、運動療法に
ついて学ぶ（佐藤）

教科書の当該部分を読んでおくこ
と．

用意されたレポートを作成し提出す
る．

9 なし なし なし

10 なし なし なし

7

心肺運動負荷試験　CPXについて・CPX実施・運動処方箋の作成に
ついて学ぶ （未定）

教科書の当該部分を読んでおくこ
と．

用意されたレポートを作成し提出す
る．

8

運動療法について学ぶ　（未定）　　 教科書の当該部分を読んでおくこ
と．

用意されたレポートを作成し提出す
る．

13

なし なし なし　　

14 なし なし なし

11 なし なし なし

12

なし　 なし なし

定期試験 0 なし

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 各実習後の提出課題　80％
出席状況および態度　20％

15

なし　 なし なし

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容
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履修条件・留意
事項等

ケーシー，Tシャツ等薄着になれるよう準備する．各回の準備は適宜掲示．
進行順を変更する場合がある．

備考欄

その他 0 なし

教科書

内部障害理学療法学 / 高橋哲也 /医学書院
呼吸ケア　第３版 /　高橋仁美 / メディカルビュー
運動療法の指針 原著第8版 / 南江堂

参考文献 生涯スポーツと運動の科学 / 森谷潔 / 市村出版
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10627051 子どもの理学療法学 3524 2 カリキュラムにより
異なります。

到達目標

1.正常運動発達と反射の関係を理解し、理学療法へ応用できる
2.脳性まひを持つ児・者の発達・神経障害・運動器障害、知覚運動障害と理学療法について理解できる
3.発達性協調運動障害の問題と理学療法について理解できる
4.発達障害に対するクリニカルリーズニング（理学療法評価、治療、目標設定など）を理解できる
5.障がいを持つ子どもと成人を取り巻く社会環境について理解できる

授業の方法

教科書、パワーポイント、動画、配付資料を使用して講義形式ですすめる。
理解度を確認するために、まとめ小テストを行う。

ＩＣＴ活用 必要に応じてオンライン授業を行う。動画を使用して障がいのある子どもを説明する。

前期

教員氏名 横井　裕一郎

授業の位置づけ

理学療法学における課題を論理的に探求する能力を身につけるための科目である。人間発達学、小児科学、神経内科学、整形外科学、理学
療法評価学などを基礎とした専門かつ応用的な講義である。本講義はディプロマポリシーの対象者に配慮しながら理学療法士として主体的
に行動できるようになると関連している。

授業の概要

発達過程に障がい持った人の特徴と理学療法評価・治療について学習する。正常発達の理解に加えて神経障害、運動器障害に起因する運動
障害の違いを学習し、それに対する運動療法に関する理論的背景を理解する。脳性まひ、二分脊椎症、ダウン症、早産低出生体重児、発達
性協調運動障害などの理学療法を学習する。

1

発達障害・肢体不自由児療育の総論、正常運動発達と異常運動発
達①
オリエンテーション
発達障害理学療法学の対象となる疾患・概念・歴史、Frame 
work、発達に関する概念、生後6ヶ月までの運動発達と原始・姿
勢反射について学習する。

教科書①第1～4章を読んでおく（90
分）

配付資料の見直し（90分）

2

正常運動発達と異常運動発達②
発達に関する概念、生後6ヶ月以降の運動発達と原始・姿勢反射
について学習する
正常児と障がいを持つ子どもの発達の違いについて学習する

教科書①第1～4章を読んでおく（90
分）

配付資料の見直し（90分）

実務経験のある
教員の教育内容

小児理学療法の実務経験があり、現在でも病院にて小児理学療法を行い、33年経験している。この経験を生かして新生児・乳幼児から大人
まで成長した人の障がいに対する理学療法について講義する。障がい種類は発達の遅れや発達性協調運動障害から神経障害である脳性麻痺
まで幅広く講義する。

課題に対する
フィードバック

の方法

フィードバックとして出席確認の試験を行い、試験回収後、解説する

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

脳性まひの評価と理学療法③
アテトーゼ型・失調型の特徴・評価・理学療法、成人期の問題、
姿勢ポジショニング、理学療法の必要性について学習する。

教科書①第10章を読んでおく。教科
書②第5～７章を読んで動画を確認
する（90分）

配付資料の見直し（90分）

6

ハイリスク児の特徴と理学療法
NICUにおける児の認知・運動特性と評価・理学療法、呼吸・嚥下
の問題、ポジショニング、カンガルーケアなどを利用した母子愛
着形成、退院後の子育て指導などについて学習する

教科書①第6章と15章を読んでお
く。教科書②の第１章を読んで、動
画を確認する（90分）。

配付資料の見直し（90分）

3

脳性まひの総論、評価と理学療法①
脳性まひの原因、定義、筋の性状による分類
脳性まひの運動発達経過（神経系の問題と運動器系の問題）、痙
直型四肢麻痺の特徴を学習する。

教科書①第6章を読んでおく（90
分）

配付資料の見直し（90分）

4

脳性まひの評価と理学療法②
痙直型両麻痺の特徴・評価・理学療法を学習する
脳室周囲白質軟化症による脳性まひの理学療法を学習する。さら
に多く見られる筋骨格系の問題と装具療法、筋緊張を減弱する手
術療法、薬物治療について学習する。

教科書①第7～9章を読んでおく。教
科書②2～4章を読んで、動画を確認
する（90分）

配付資料の見直し（90分）

7

発達性協調運動障害、精神運動発達遅滞児の特徴と理学療法
近年増加傾向である運動の協調性が問題となる自閉症スペクトラ
ム障害、注意欠陥多動性障害、不器用児などの発達の特徴、ダウ
ン症候群をはじめとする筋緊張低下を呈する精神運動発達遅滞児
の特徴と理学療法について学習する。

教科書①第12章を読んでおく。教科
書②第8･12章を読んで、動画を確認
する（90分）。

配付資料の見直し（90分）

8

運動発達遅滞児、子どものスポーツ障害の特徴
運動発達遅滞児の理学療法を学習し、子どもの成長過程中によく
見られるスポーツ障害の原因と特徴を理解する。

参考書の子どものスポーツ障害とリ
ハビリテーションを読んでおく（90
分）

配付資料の見直し（90分）
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9

神経・筋疾患、脳炎後遺症の特徴と理学療法
先天性筋ジストロフィー、脊髄性筋萎縮症などの遺伝形式、運動
特徴、評価、理学療法について学習する。また小児期に見られる
脳炎後遺症の特徴について学習する。

教科書①第13章を読んでおく。教科
書②第9章を読んで動画を確認する
（90分）

配付資料の見直し（90分）

10

小児整形疾患の特徴と理学療法
二分脊椎症、骨形成不全症、軟骨異栄養症、ペルテス病などの特
徴・評価・手術療法・理学療法について学習する

教科書①第11章を読んでおく。教科
書②の第10章を読んで動画を確認す
る（90分）

配付資料の見直し（90分）

13

障害のある子どものクリニカルリーズニングと評価について
（ICFに基づく障害構造の理解）
ＧＭＦＭ，ＧＭＦＣＳ，ＰＥＤＩ、ＳＭＴＣＰなどの評価バッテ
リーの意義、評価・治療の具体的進め方、制限因子、目標、プロ
グラムの立案について学習する

教科書①第2章を読んでおく（90
分）

配付資料の見直し（90分）

14

発達障害の児・者に対する運動療法①
運動療法の基盤である運動学習理論、ダイナミックシステムズ理
論、アフォーダンスの理論、筋緊張の解釈、機能的理学療法、ボ
イタ法等について学習する

教科書①第6章を読んでおく（90
分）

配付資料の見直し（90分）

11

重症心身障害児・者の特徴・評価と理学療法①
運動機能評価、姿勢運動の特徴、摂食、嚥下、呼吸機能の問題と
評価・理学療法を学習する
24時間姿勢ケアをはじめとするポジショニングによる身体への影
響について学習する　

教科書①第14～15章、理学療法評価
学の呼吸機能検査を読んでおく（90
分）

配付資料の見直し（90分）

12

重症心身障害児・者の特徴・評価と理学療法②
運動機能評価、姿勢運動の特徴、摂食、嚥下、呼吸機能の問題と
評価・理学療法を学習する。在宅で生活している医療的ケア児の
フォロー体制、理学療法的視点について学習する。

教科書①第14～15章、理学療法評価
学の呼吸機能検査を読んでおく（90
分）

配付資料の見直し（90分）

定期試験 0 なし

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 レポート課題　振り返りテストの点数、講義の参加姿勢

15

発達障害の児・者に対する運動療法②、発達障害児を取り巻く環
境
ボバース概念について歴史的背景、理論背景、治療例から学習す
る。また日本・北海道内の障害児療育における現状を理解する

事前配付資料、教科書①第16章を読
んでおく（90分）。

配付資料の見直し（90分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

遅刻3回を1回の欠席として計算する。理解度を確認するために、小テストを行うので予習・復習すること。

備考欄

その他

0 なし

教科書

①小児理学療法学テキスト改訂第3版／細田多穂監修／南江堂
②イラストでわかる小児理学療法学演習／上杉雅之監修／医歯薬出版（後期の実習でも使用します）


参考文献

脳性まひ児の24時間姿勢ケア／今川忠男監訳／三輪書店
子どものスポーツ障害とリハビリテーション／小山郁／ラピュータ
人間発達学/上杉雅之/医歯薬出版
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10628051 子どもの理学療法学実習1組 3526 1 カリキュラムにより
異なります。

到達目標

1．正常運動発達を獲得する背景と理学療法への応用を学習する
2．障がいを持つ人、健常者の姿勢・動作を観察して、専門用語にて表現できるようになる
3．障がいを持つ子どもを観察の中から評価し、評価プログラム、制限因子まで統合解釈できるようになる
4．以上の内容をサマリーシートにまとめることができる
5．模擬患者に対する治療ハンドリングの考え方、応用方法を修得し実践できる

授業の方法

・運動発達の順序に従って実際に運動する
・2人一組で模擬的患者役、理学療法士役になって評価、治療実習を行う。
・動画、写真を見て、姿勢運動を観察・分析し、グループディスカッションする
・それぞれのケースに対してサマリーシートを作製する。
・担当教員の理学療法場面を見学しながら分析し、レポートする。

ＩＣＴ活用

障がいのある子どもの動画をオンデマンド方式で視聴しながら実習を行う

後期

教員氏名 横井　裕一郎

授業の位置づけ

理学療法学における課題を論理的に探求する能力を身につけるための科目である。発達障害理学療法学の講義で学んだことを中心に、理学
療法評価学、基礎運動療法学、人間発達学、神経内科学、運動学等で学んだ知識を実習形式で学習する。本科目はディプロマポリシーの、
対象者に配慮しながら理学療法士として主体的に行動できるようになると関連している。

授業の概要

講義で学んだ知識をもとに、実習を通して、正常運動発達、正常運動、各種発達障害に対する理学療法評価と治療の具体的方法について学
習する。学内外の観察実習を通して、発達障害を持つ子どもの運動評価、制限因子、障がい構造、目標の立案、治療プログラムの立案まで
のClinical Reasoningを学習する。

1

オリエンテーション　正常運動発達と正常運動分析、治療ハンド
リング実習①
背臥位～歩行までの正常運動発達、正常運動を実習する。
正常運動から運動学、生体力学、知覚・認知等の知識を応用して
分析する

前期科目の発達障害理学療法学の運
動発達を復習する（1時間）

実習内容を復習する（1時間）

2

正常運動発達と正常運動分析、治療ハンドリング実習②
正常運動を学習させるためのハンドリング、また摂食およびその
介助などの正常運動を実習する。
正常運動から運動学、生体力学、知覚・認知等の知識を応用して
分析する

前回の配付資料を確認する（30分） ハンドリングを復習する（1時間）

実務経験のある
教員の教育内容

小児理学療法の実務経験があり、現在でも病院にて小児理学療法を行い、33年経験している。この小児理学療法分野での長い臨床経験を生
かして、実践に応用できる正常運動発達の知識や、模擬的患者から治療実践を学習する。

課題に対する
フィードバック

の方法

実習中の課題については、回収して、到達度をチェックします。必要に応じてコメントにてフィードバックします。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

観察実習②
肢体不自由のある子どもの動画と写真を使用して個人とグループ
でこどもの施設、病院、養護学校で障がいのある子どもの理学療
法場面を観察から評価する。各グループで動作分析、理学療法内
容、背景などをもとに、制限因子、目標、治療プログラムの立案
までの一連のClinical Reasoningを学習する

事前に提示する動画とサマリーシー
トの雛形を確認しておく（1時間）

実習で学習した評価から問題点・目
標までについて実習サマリーシート
を作成する（3時間）

3

障がいのある人の動作観察・分析
教科書の動画と写真を使用して個人とグループで動作・姿勢を評
価する。それをまとめて報告書を作成する

教科書第5章、第8章の動画を確認し
ておく。前回の配付資料を確認して
おく（2時間）

実習で学習した評価から問題点・目
標までについて実習サマリーシート
を作成する（3時間）

4

観察実習①
肢体不自由のある子どもの動画と写真を使用して個人と3・4人の
グループで動作・姿勢を評価する。運動場面、治療場面、補装具
療法や姿勢ポジショニングなどを監察の中で評価する。サマリー
シートの記載方法、ICFによる機能レベルについて実習する

事前に提示する動画とサマリーシー
トの雛形を確認しておく（1時間）

実習で学習した評価から問題点・目
標までについて実習サマリーシート
を作成する（3時間）
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6

観察実習③
重症心身障害のある子どもの動画を使用して個人とグループで動
作・姿勢、呼吸、姿勢ポジショニング等の理学療法場面かを観察
から評価する。各グループで動作分析、理学療法内容、背景など
をもとに、制限因子、目標、治療プログラムの立案までの一連の
Clinical Reasoningを学習する　


事前に提示する動画とサマリーシー
トの雛形を確認しておく（1時間）

実習で学習した評価から問題点・目
標までについて実習サマリーシート
を作成する（3時間）

9 なし なし なし

10 なし なし なし

7

評価・治療実習
観察実習で見た脳性麻痺や運動発達に問題のある子どもに対する
治療アプローチ、評価について実習する。模擬患者とセラピスト
役の2人一組で行う。

前回までの治療動画内容を確認して
おく（1時間）

実習内容を確認しておく（1時間）

8

まとめと発達障がいを持つ人の講演・座談会（1.2組合同）
当事者から障がいを持って生きること、生活することについて講
演を頂き、意見交換会を通して学習する。

障害を持ちながら生きることの意義
について考えておくこと（1時間）

講演についての感想文の作製（1時
間）

13 なし なし なし

14 なし なし なし

11 なし なし なし

12 なし なし なし

定期試験 0 実施しない

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

90 レポート、サマリーの内容、治療手技のまとめテスト

15 なし なし なし

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

実習参加は原則、白衣着用とする。教科書やgoogle classroomで提示する動画を視聴できるパソコンやタブレットが必要である。
遅刻、欠席は原則、認めません。
積極的に発言できる人は成績ポイントを付与し、最終成績に加えます

備考欄

その他 10 実習の積極的態度、意見等を加味する。

教科書 ①イラストでわかる小児理学療法学演習／上杉雅之監修／医歯薬出版（前期購入済み）

参考文献 小児理学療法学テキスト改訂第3版／細田多穂監修／南江堂（前期購入済み）
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10628052 子どもの理学療法学実習2組 3526 1 カリキュラムにより
異なります。

到達目標

1．正常運動発達を獲得する背景と理学療法への応用を学習する
2．障がいを持つ人、健常者の姿勢・動作を観察して、専門用語にて表現できるようになる
3．障がいを持つ子どもを観察の中から評価し、評価プログラム、制限因子まで統合解釈できるようになる
4．以上の内容をサマリーシートにまとめることができる
5．模擬患者に対する治療ハンドリングの考え方、応用方法を修得し実践できる

授業の方法

・運動発達の順序に従って実際に運動する
・2人一組で模擬的患者役、理学療法士役になって評価、治療実習を行う。
・動画、写真を見て、姿勢運動を観察・分析し、グループディスカッションする
・それぞれのケースに対してサマリーシートを作製する。
・担当教員の理学療法場面を見学しながら分析し、レポートする。

ＩＣＴ活用

障がいのある子どもの動画をオンデマンド方式で視聴しながら実習を行う

後期

教員氏名 横井　裕一郎

授業の位置づけ

理学療法学における課題を論理的に探求する能力を身につけるための科目である。発達障害理学療法学の講義で学んだことを中心に、理学
療法評価学、基礎運動療法学、人間発達学、神経内科学、運動学等で学んだ知識を実習形式で学習する。本科目はディプロマポリシーの、
対象者に配慮しながら理学療法士として主体的に行動できるようになると関連している。

授業の概要

講義で学んだ知識をもとに、実習を通して、正常運動発達、正常運動、各種発達障害に対する理学療法評価と治療の具体的方法について学
習する。学内外の観察実習を通して、発達障害を持つ子どもの運動評価、制限因子、障がい構造、目標の立案、治療プログラムの立案まで
のClinical Reasoningを学習する。

1

オリエンテーション　正常運動発達と正常運動分析、治療ハンド
リング実習①
背臥位～歩行までの正常運動発達、正常運動を実習する。
正常運動から運動学、生体力学、知覚・認知等の知識を応用して
分析する

前期科目の発達障害理学療法学の運
動発達を復習する（1時間）

実習内容を復習する（1時間）

2

正常運動発達と正常運動分析、治療ハンドリング実習②
正常運動を学習させるためのハンドリング、また摂食およびその
介助などの正常運動を実習する。
正常運動から運動学、生体力学、知覚・認知等の知識を応用して
分析する

前回の配付資料を確認する（30分） ハンドリングを復習する（1時間）

実務経験のある
教員の教育内容

小児理学療法の実務経験があり、現在でも病院にて小児理学療法を行い、33年経験している。この小児理学療法分野での長い臨床経験を生
かして、実践に応用できる正常運動発達の知識や、模擬的患者から治療実践を学習する。

課題に対する
フィードバック

の方法

実習中の課題については、回収して、到達度をチェックします。必要に応じてコメントにてフィードバックします。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

観察実習②
肢体不自由のある子どもの動画と写真を使用して個人とグループ
でこどもの施設、病院、養護学校で障がいのある子どもの理学療
法場面を観察から評価する。各グループで動作分析、理学療法内
容、背景などをもとに、制限因子、目標、治療プログラムの立案
までの一連のClinical Reasoningを学習する

事前に提示する動画とサマリーシー
トの雛形を確認しておく（1時間）

実習で学習した評価から問題点・目
標までについて実習サマリーシート
を作成する（3時間）

3

障がいのある人の動作観察・分析
教科書の動画と写真を使用して個人とグループで動作・姿勢を評
価する。それをまとめて報告書を作成する

教科書第5章、第8章の動画を確認し
ておく。前回の配付資料を確認して
おく（2時間）

実習で学習した評価から問題点・目
標までについて実習サマリーシート
を作成する（3時間）

4

観察実習①
肢体不自由のある子どもの動画と写真を使用して個人と3・4人の
グループで動作・姿勢を評価する。運動場面、治療場面、補装具
療法や姿勢ポジショニングなどを監察の中で評価する。サマリー
シートの記載方法、ICFによる機能レベルについて実習する

事前に提示する動画とサマリーシー
トの雛形を確認しておく（1時間）

実習で学習した評価から問題点・目
標までについて実習サマリーシート
を作成する（3時間）
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6

観察実習③
重症心身障害のある子どもの動画を使用して個人とグループで動
作・姿勢、呼吸、姿勢ポジショニング等の理学療法場面かを観察
から評価する。各グループで動作分析、理学療法内容、背景など
をもとに、制限因子、目標、治療プログラムの立案までの一連の
Clinical Reasoningを学習する　


事前に提示する動画とサマリーシー
トの雛形を確認しておく（1時間）

実習で学習した評価から問題点・目
標までについて実習サマリーシート
を作成する（3時間）

9 なし なし なし

10 なし なし なし

7

評価・治療実習
観察実習で見た脳性麻痺や運動発達に問題のある子どもに対する
治療アプローチ、評価について実習する。模擬患者とセラピスト
役の2人一組で行う。

前回までの治療動画内容を確認して
おく（1時間）

実習内容を確認しておく（1時間）

8

まとめと発達障がいを持つ人の講演・座談会（1.2組合同）
当事者から障がいを持って生きること、生活することについて講
演を頂き、意見交換会を通して学習する。

障害を持ちながら生きることの意義
について考えておくこと（1時間）

講演についての感想文の作製（1時
間）

13 なし なし なし

14 なし なし なし

11 なし なし なし

12 なし なし なし

定期試験 0 実施しない

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

90 レポート、サマリーの内容、治療手技のまとめテスト

15 なし なし なし

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

実習参加は原則、白衣着用とする。教科書やgoogle classroomで提示する動画を視聴できるパソコンやタブレットが必要である。
遅刻、欠席は原則、認めません。
積極的に発言できる人は成績ポイントを付与し、最終成績に加えます

備考欄

その他 10 実習の積極的態度、意見等を加味する。

教科書 ①イラストでわかる小児理学療法学演習／上杉雅之監修／医歯薬出版（前期購入済み）

参考文献 小児理学療法学テキスト改訂第3版／細田多穂監修／南江堂（前期購入済み）

- 204 -



北海道文教大学　2022年度　理学療法学科　シラバス 2022/04/01

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

90573051 日常生活活動学 3528 1 2

到達目標

日常生活活動、生活関連動作の概念について説明することができる。
国際生活機能分類の概念について説明することができる。
日常生活活動における基本動作を運動学的に説明することができる。
一般的な福祉用具の種類や使用方法を説明することができる。
代表的な疾患の日常生活活動障害の特徴や問題点を説明することができる。

授業の方法

教科書を用いるが、適宜、参考資料となるプリントを用いて、講義形式ですすめる。また、小テストを実施し、内容の確認を行う。

ＩＣＴ活用 Google Formのアンケート作成機能を用いて双方向授業を取り入れる。

後期

教員氏名 佐々木　幸子

授業の位置づけ

ディプロマ・ポリシーの「理学療法を行うための基本的な専門的知識・技術を身につけている (知識・技能)」ことと特に 関係がある科目
である。また、「対象者に配慮しながら理学療法士として主体的に行動できる (関心・意欲・態度)」こととも関係する。「整形外科学」
や「神経内科学」などの疾患学とそれに対する理学療法学に関連し、「臨床実習」や「地域理学療法」の基礎となる。

授業の概要

理学療法の目的は、疾患や外傷による日常生活活動や生活関連動作の障害を正確に把握し、対象者の活動能力を引き出し、生活の質を高め
ることである。本科目では日常生活活動や生活関連動作の概念、その評価法および動作分析について学習すると共に、対象者の障害要因を
国際生活機能分類の概念から理解し、問題解決のための方策について学習する。

1

日常生活活動の概念と範囲およびQOLについて理解する。 教科書の第１章を事前に読んでおく
こと。（９０分）

授業内容についてノートにまとめて
おくこと。（９０分）

2

日常生活活動の各種評価法について理解する。 教科書の第２章を事前に読んでおく
こと。（９０分）

授業内容についてノートにまとめて
おくこと。（９０分）

実務経験のある
教員の教育内容

理学療法士として病院勤務した経験を活かし、日常生活活動の概念、評価法及び実際の患者への介入法の要点について抗議を行う。

課題に対する
フィードバック

の方法

フィードバックとして小テストを回収後、解答の解説を行う。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

日常生活活動を支援する福祉用具について理解する。１～４回目
までの内容について小テストを行う。

教科書の当該箇所を事前に読んでお
くこと。また、小テストに向けて１
～4回までの総復習をすること。
（９０分）

授業内容についてノートにまとめて
おくこと。（９０分）

6

片麻痺患者のADLの特徴や評価・介入の要点について理解する。 教科書第６章-１を事前に読んでお
くこと。また、片麻痺について復習
しておくこと。（９０分）

授業内容についてノートにまとめて
おくこと。（９０分）

3

日常生活活動における姿勢や基本動作を理解し、運動療法の考え
方を理解する。

教科書第３章-１を事前に読んでお
くこと。（９０分）

授業内容についてノートにまとめて
おくこと。（９０分）

4

日常生活活動の評価と動作分析について理解する。 教科書第３章２−６を事前に読んで
おくこと。（９０分）

授業内容についてノートにまとめて
おくこと。（９０分）

9 　なし なし なし

10 　なし なし なし

7

脊髄損傷患者のADLの特徴や評価・介入の要点について理解す
る。

教科書第６章-２を事前に読んでお
くこと。また、脊髄損傷について復
習しておくこと。８回目のまとめの
テストに向けて復習をしておくこと
（９０分）

授業内容についてノートにまとめて
おくこと。（９０分）

8

変形性関節症、関節リウマチのADLの特徴や評価・介入の要点に
ついて理解する。授業の最後にまとめのテストを実施する。

これまでの講義内容をまとめておく
こと。（９０分）

授業内容についてノートにまとめて
おくこと。（９０分）

13 　なし なし なし

14 　なし なし なし

11 　なし なし なし

12 　なし なし なし

定期試験 0 なし

15 　なし なし なし

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容
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定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 　授業内で実施する小テスト、まとめのテスト及び授業への参加態度により評価する。

履修条件・留意
事項等

　特になし

備考欄

その他 0 　なし

教科書 Crosslink 理学療法学テキスト　日常生活活動学／臼田滋／MEDICAL VIEW

参考文献 姿勢と動作／斎藤宏他／メヂカルフレンド社
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10574051 日常生活活動学実習1組 3530 1 3

到達目標

日常生活に必要となる基本動作および各種障害に応じた基本的な日常生活活動評価が実施できる。
基本動作の介助・指導・治療が実施できる。
生活環境に合わせた福祉機器等の使用法を説明することができる。
住宅改善の評価、指導等が実施できる。

授業の方法

配布資料、教科書に基づき、講義および実習をグループ学習とし、学生間ディスッションを取り入れる。授業開始時に課題を提示し、授業
内で作成する。

ＩＣＴ活用 Google Formのアンケート作成機能を用いて双方向授業を取り入れる。

前期

教員氏名 佐々木　幸子、水本　淳

授業の位置づけ

ディプロマ・ポリシーの「理学療法を行うための基本的な専門的知識・技術を身につけている (知識・技能)」ことと特に 関係がある科目
である。また、「対象者に配慮しながら理学療法士として主体的に行動できる (関心・意欲・態度)」、「医療に関わる他の職種の役割を
理解し、協力関係を築くことができる (関心・意欲・態度)」こととも関係する。「解剖学Ⅰ・Ⅱ」、「運動学Ⅰ・Ⅱ」、「理学療法評価
学Ⅰ・Ⅱ」および「日常生活活動学」と関連し、各種障害治療学等科目の基礎となる。

授業の概要

各種障害に応じた日常生活動作の実際について介助法や指導法を学ぶ。また、福祉機器の適応、生活現場の調整の指導法についても日常生
活活動室および福祉機器等を使用し、学習する。

1

オリエンテーション
基本姿勢と基本動作1（佐々木）
基本姿勢の特徴と評価法について理解する。


教科書の関連する部分を読んでおく
こと（45分）

授業内容についてノートにまとめる
こと（45分）。

2

基本姿勢と基本動作2（佐々木）
寝返り、起き上がり動作の特徴と評価法、指導及び介助法につい
て理解する。3-4名にグループ分けし、学生同士で患者と治療
者、介護者の役割を経験、修得する。

教科書の関連する部分を読んでおく
こと（45分）

授業内容についてノートにまとめる
こと（45分）。

実務経験のある
教員の教育内容

理学療法士として急性期病院、介護老人保健福祉施設に勤務した経験を活かして指導する（佐々木）
理学療法士として病院、訪問看護事業所、通所介護施設で勤務した経験を活かして指導する（水本）

課題に対する
フィードバック

の方法

授業内で示した課題に対して、授業時間の最後に解説を行う。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

基本姿勢と基本動作5（水本）
車いす操作と車いす移動の介助、指導方法について理解する。3-
4名にグループ分けし、学生同士で患者と治療者、介護者の役割
を経験、修得する。車いすに乗車、操作、介助を屋外環境なども
含め実施する。

教科書の関連する部分を読んでおく
ことが望ましい。
（90分）

授業内容についてノートにまとめる
こと（45分）。

6

身の回りの動作と生活関連動作１（水本）
入浴、更衣動作における姿勢・動作構成を知り、動作実施困難な
場合の介助・指導方法を検討する。具体的な症例を想定し、動作
中に支障が生じえる場面での対応、自立度に影響する機能や能力
の検討を行う。小グループに分かれ、環境設定を変更しながら複
数回実施する。



関連する知識の復習をしておくこと
（45分）

授業内容についてノートにまとめる
こと（45分）。

3

基本姿勢と基本動作3（佐々木）
起立、着座動作、歩行動作の特徴と評価法、指導及び介助法につ
いて理解する。3-4名にグループ分けし、学生同士で患者と治療
者、介護者の役割を経験、修得する。


教科書の関連する部分を読んでおく
こと（45分）

授業内容についてノートにまとめる
こと（45分）。

4

基本姿勢と基本動作4（佐々木）
歩行補助として用いられる様々な杖や歩行補助器を知り、実際に
使用しながら利用方法や歩行介助・指導方法を検討する。

教科書の関連する部分を読んでおく
こと（45分）

授業内容についてノートにまとめる
こと（45分）。
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9 なし なし なし

10 なし なし なし

7

身の回りの動作と生活関連動作２、及び身体活動量評価（水本）
・排泄動作における姿勢・動作構成を知り、動作実施困難な場合
の介助・指導方法を検討する。具体的な症例を想定し、動作中に
支障が生じえる場面での対応、自立度に影響する機能や能力の検
討を行う。小グループに分かれ、環境設定を変更しながら複数回
実施する。

関連する知識の復習をしておくこと
（45分）

授業内容についてノートにまとめる
こと（45分）。

8

Functional Independence Measure(FIM)の実際　 （水本）
日常生活活動の評価方法の一つである機能的自立度評価法（ＦＩ
Ｍ）の内容を理解する。教科書に則って、FIM（Ver.3）の採点項
目、採点対象、採点基準について学ぶ。実際に使用頻度が多いこ
とから、FIM採点内容の概要および特徴的な採点基準についての
確認を実習中に確認し、また筆記でも確認を行う。教科書使用必
須。

関連する知識の復習をしておくこと
（45分）

授業内容についてノートにまとめる
こと（45分）。

13 なし なし なし

14 なし なし なし

11 なし なし なし

12 なし なし なし

定期試験 0 なし

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

90 授業内で作成した課題に対して評価する

15 なし なし なし

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

原則、すべての出席が必要である
主体的かつ積極的な授業態度であること
実習開始前までにケーシーに着替えておくこと

備考欄

その他

10 受講態度・意欲、発表等

教科書

Crosslink 理学療法学テキスト／臼田　滋編／メジカルビュー社
脳卒中の機能評価－SIASとFIM／千野直一他／金原出版

参考文献 標準理学療法日常生活活動学・生活環境学／鶴見隆正／医学書院
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10574052 日常生活活動学実習2組 3530 1 3

到達目標

日常生活に必要となる基本動作および各種障害に応じた基本的な日常生活活動評価が実施できる。
基本動作の介助・指導・治療が実施できる。
生活環境に合わせた福祉機器等の使用法を説明することができる。
住宅改善の評価、指導等が実施できる。

授業の方法

配布資料、教科書に基づき、講義および実習をグループ学習とし、学生間ディスッションを取り入れる。授業開始時に課題を提示し、授業
内で作成する。

ＩＣＴ活用 Google Formのアンケート作成機能を用いて双方向授業を取り入れる。

前期

教員氏名 佐々木　幸子、水本　淳

授業の位置づけ

ディプロマ・ポリシーの「理学療法を行うための基本的な専門的知識・技術を身につけている (知識・技能)」ことと特に 関係がある科目
である。また、「対象者に配慮しながら理学療法士として主体的に行動できる (関心・意欲・態度)」、「医療に関わる他の職種の役割を
理解し、協力関係を築くことができる (関心・意欲・態度)」こととも関係する。「解剖学Ⅰ・Ⅱ」、「運動学Ⅰ・Ⅱ」、「理学療法評価
学Ⅰ・Ⅱ」および「日常生活活動学」と関連し、各種障害治療学等科目の基礎となる。

授業の概要

各種障害に応じた日常生活動作の実際について介助法や指導法を学ぶ。また、福祉機器の適応、生活現場の調整の指導法についても日常生
活活動室および福祉機器等を使用し、学習する。

1

オリエンテーション
基本姿勢と基本動作1（佐々木）
基本姿勢の特徴と評価法について理解する。


教科書の関連する部分を読んでおく
こと（45分）

授業内容についてノートにまとめる
こと（45分）。

2

基本姿勢と基本動作2（佐々木）
寝返り、起き上がり動作の特徴と評価法、指導及び介助法につい
て理解する。3-4名にグループ分けし、学生同士で患者と治療
者、介護者の役割を経験、修得する。

教科書の関連する部分を読んでおく
こと（45分）

授業内容についてノートにまとめる
こと（45分）。

実務経験のある
教員の教育内容

理学療法士として急性期病院、介護老人保健福祉施設に勤務した経験を活かして指導する（佐々木）
理学療法士として病院、訪問看護事業所、通所介護施設で勤務した経験を活かして指導する（水本）

課題に対する
フィードバック

の方法

授業内で示した課題に対して、授業時間の最後に解説を行う。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

基本姿勢と基本動作5（水本）
車いす操作と車いす移動の介助、指導方法について理解する。3-
4名にグループ分けし、学生同士で患者と治療者、介護者の役割
を経験、修得する。車いすに乗車、操作、介助を屋外環境なども
含め実施する。

教科書の関連する部分を読んでおく
ことが望ましい。
（90分）

授業内容についてノートにまとめる
こと（45分）。

6

身の回りの動作と生活関連動作１（水本）
入浴、更衣動作における姿勢・動作構成を知り、動作実施困難な
場合の介助・指導方法を検討する。具体的な症例を想定し、動作
中に支障が生じえる場面での対応、自立度に影響する機能や能力
の検討を行う。小グループに分かれ、環境設定を変更しながら複
数回実施する。



関連する知識の復習をしておくこと
（45分）

授業内容についてノートにまとめる
こと（45分）。

3

基本姿勢と基本動作3（佐々木）
起立、着座動作、歩行動作の特徴と評価法、指導及び介助法につ
いて理解する。3-4名にグループ分けし、学生同士で患者と治療
者、介護者の役割を経験、修得する。


教科書の関連する部分を読んでおく
こと（45分）

授業内容についてノートにまとめる
こと（45分）。

4

基本姿勢と基本動作4（佐々木）
歩行補助として用いられる様々な杖や歩行補助器を知り、実際に
使用しながら利用方法や歩行介助・指導方法を検討する。

教科書の関連する部分を読んでおく
こと（45分）

授業内容についてノートにまとめる
こと（45分）。
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9 なし なし なし

10 なし なし なし

7

身の回りの動作と生活関連動作２、及び身体活動量評価（水本）
・排泄動作における姿勢・動作構成を知り、動作実施困難な場合
の介助・指導方法を検討する。具体的な症例を想定し、動作中に
支障が生じえる場面での対応、自立度に影響する機能や能力の検
討を行う。小グループに分かれ、環境設定を変更しながら複数回
実施する。

関連する知識の復習をしておくこと
（45分）

授業内容についてノートにまとめる
こと（45分）。

8

Functional Independence Measure(FIM)の実際　 （水本）
日常生活活動の評価方法の一つである機能的自立度評価法（ＦＩ
Ｍ）の内容を理解する。教科書に則って、FIM（Ver.3）の採点項
目、採点対象、採点基準について学ぶ。実際に使用頻度が多いこ
とから、FIM採点内容の概要および特徴的な採点基準についての
確認を実習中に確認し、また筆記でも確認を行う。教科書使用必
須。

関連する知識の復習をしておくこと
（45分）

授業内容についてノートにまとめる
こと（45分）。

13 なし なし なし

14 なし なし なし

11 なし なし なし

12 なし なし なし

定期試験 0 なし

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

90 授業内で作成した課題に対して評価する

15 なし なし なし

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

原則、すべての出席が必要である
主体的かつ積極的な授業態度であること
実習開始前までにケーシーに着替えておくこと

備考欄

その他

10 受講態度・意欲、発表等

教科書

Crosslink 理学療法学テキスト／臼田　滋編／メジカルビュー社
脳卒中の機能評価－SIASとFIM／千野直一他／金原出版

参考文献 標準理学療法日常生活活動学・生活環境学／鶴見隆正／医学書院

- 210 -



北海道文教大学　2022年度　理学療法学科　シラバス 2022/04/01

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10762051 理学療法総合セミナー 4580 1 カリキュラムにより
異なります。

到達目標

・基礎医学、臨床医学、理学療法学のそれぞれの内容を正しく理解出来る。
・障害の診断に必要な基本的なデータを理解出来る。
・各種症例に対し、基礎医学、臨床医学、理学療法学の知識を応用し評価治療計画を立案し、治療手技の選択が出来る。

授業の方法

パワーポイント、配布印刷物、教科書などを用いて講義形式で進める
模擬試験の結果についてはグループ学習を行う

ＩＣＴ活用 講義は状況に応じてオンライン授業で行う。

後期

教員氏名

佐藤　明紀、橘内　勇、橋田　浩、大森　圭、横井　裕一郎、池野　秀則、牧野　均、佐々木　幸子、髙田　雄一、田邉　芳惠、木村　一
志、柴田　恵理子、水本　淳、松田　直樹

授業の位置づけ

ディプロマ・ポリシーのうち、「理学療法を行うための基本的な専門的知識・技術を身につけている。(知識・技能)」、「幅広く教養を高
める意識と、理学療法学の発展に貢献するという使命感を持っている。(関心・意 欲・態度)」に関連する科目である。
理学療法を実施するための基本的な専門知識・技術を身につける科目であり、それまでに履修した専門科目の総まとめとなる。

授業の概要

基礎医学、臨床医学、理学療法学の全領域について、4年間を通して学習した知識を整理し、理解を深める。またそれらの
知識を応用して種々の疾患・症例に対し適切な理学療法評価・治療ができる能力を高めることを目的とする。学習の形態は
課題に沿って行う少人数グループ学習を中心とし、各領域については教員が講義を行う。

1

ガイダンス（佐藤）
講義内容の説明、スケジュールの確認をする。

シラバスを読んでおくこと（9
0分）

講義スケジュールを確認するこ
と（90分）

2

国家試験共通分野1(池野）
 解剖学分野の問題を理解する。

該当分野について事前に教科書
を読むこと（90分）

講義の復習をすること（90分）

実務経験のある
教員の教育内容

該当なし

課題に対する
フィードバック

の方法

模擬試験の結果について解説を行います。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

国家試験共通分野4(田邉） 
整形外科学分野の問題を理解する。

該当分野について事前に教科書
を読むこと（90分）

講義の復習をすること（90分）

6

国家試験専門分野１ (松田） 
理学療法評価学分野の問題を理解する。

該当分野について事前に教科書
を読むこと（90分）

講義の復習をすること（90分）

3

国家試験共通分野2(木村） 
生理学分野の問題を理解する。

該当分野について事前に教科書
を読むこと（90分）

講義の復習をすること（90分）

4

国家試験共通分野３(大森） 
運動学分野の問題を理解する。

該当分野について事前に教科書
を読むこと（90分）

講義の復習をすること（90分）

9

国家試験専門分野4(柴田） 
運動療法分野分野（中枢神経障害）の問題を理解する。

該当分野について事前に教科書
を読むこと（90分）

講義の復習をすること（90分）

10

国家試験専門分野5(髙田） 
運動療法分野（運動器障害）の問題を理解する。

該当分野について事前に教科書
を読むこと（90分）

講義の復習をすること（90分）

7

国家試験専門分野2 (横井） 
発達障害理学療法学分野の問題を理解する。

該当分野について事前に教科書
を読むこと（90分）

講義の復習をすること（90分）

8

国家試験専門分野3(橘内） 
物理療法学分野の問題を理解する。

該当分野について事前に教科書
を読むこと（90分）

講義の復習をすること（90分）

13

国家試験専門分野8(佐々木） 
日常生活活動分野の問題を理解する。

該当分野について事前に教科書
を読むこと（90分）

講義の復習をすること（90分）

14

国家試験専門分野9(橋田） 
内部障害理学療法分野の問題を理解する。

該当分野について事前に教科書
を読むこと（90分）

講義の復習をすること（90分）

11

国家試験専門分野6(牧野） 
補装具療法分野の問題を理解する。

該当分野について事前に教科書
を読むこと（90分）

講義の復習をすること（90分）

12

国家試験専門分野7 (水本） 
地域理学療法分野の問題を理解する。

該当分野について事前に教科書
を読むこと（90分）

講義の復習をすること（90分）
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定期試験 0 定期試験は実施しない

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

30 小テスト及び講義への参加態度により評価する

15

国家試験専門分野10 (佐藤） 
がん理学療法分野の問題を理解する。

該当分野について事前に教科書
を読むこと（90分）

講義の復習をすること（90分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

国家試験の願書を提出した後であっても、この科目の単位を取得できない時は卒業不可となるので、国家試験を受験することができない。

備考欄

その他 70 模擬試験の結果により評価する

教科書 教科書販売期間外に提示する

参考文献 理学療法士国家試験対象各科目で使用した教科書
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10758051 徒手理学療法技術セミナー1組 3532 1 カリキュラムにより
異なります。

到達目標

・理学療法における徒手療法の意義について説明できる。
・骨運動と関節運動（副運動）の関係を理解し、評価・治療技術を適用できる。
・運動機能障害の問題点を系統的に説明できる。
・関節および関節の動きや、筋肉を触知でき、徒手療法の基本的評価・治療手技を遂行できる。

授業の方法 テキスト、パワーポイントによる基本事項の説明とデモンストレーションおよび実技を行う。

ＩＣＴ活用 必要に応じてオンラインでの授業を行う。

前期

教員氏名 大森　圭、橋田　浩

授業の位置づけ

理学療法のうち徒手的理学療法を行うための基本的な関節と軟部組織の機能評価と治療の専門的知識と技術を身につけるための「運動学」
を基礎とした科目であり、「臨床実習」につながる。

授業の概要

運動器系（筋骨格系）障害に対する徒手療法（マニュアルセラピー）について学習する。上肢、下肢、脊柱、骨盤に対し運動学的観点から
治療の概念を理解し、系統的な障害の評価・診断の進め方および基本的な評価・治療手技について学習する。

1

総論Ⅰ：徒手療法の歴史と国際的位置付けについて。治療概念、
用語の定義、徒手療法の効果、適応と禁忌について。

担当：橋田

テキストの該当箇所を読み予習をし
ておくこと　90分

講義の復習をする事90分

2

総論Ⅱ：関節の構造と運動、組織の治癒過程、評価方法につい
て。

担当：大森

テキストの該当箇所を読み予習をし
ておくこと90分

講義の復習をする事90分

実務経験のある
教員の教育内容

両教員とも総合病院および整形外科での勤務経験があり、徒手理学療法の幅広い知識と臨床経験および最新の知見を有しており、これらを
活かした講義と実技について指導を行う。

課題に対する
フィードバック

の方法

実技巡回にて個別にフィードバックする。オンライン授業の場合、メール等にて質問とフィードバックを行う。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

・上肢の徒手療法③
　手関節、手指の徒手療法　理論と実技（評価、モビライゼー
ション、ストレッチ、マッサージ、スタビライゼーション）を行
う。

担当：橋田

テキストの該当箇所を読み予習をし
ておくこと90分

講義の復習と実技の練習をする事90
分

6

・下肢の徒手療法①
　股関節の徒手療法　理論と実技（評価、モビライゼーション、
ストレッチ、マッサージ、スタビライゼーション）を行う。

担当：大森

テキストの該当箇所を読み予習をし
ておくこと90分

講義の復習と実技の練習をする事90
分

3

・上肢の徒手療法①
　肩甲帯、肩関節の徒手療法　理論と実技（評価、モビライゼー
ション、ストレッチ、マッサージ、スタビライゼーション）を行
う。

担当：橋田

テキストの該当箇所を読み予習をし
ておくこと90分

講義の復習と実技の練習をする事90
分

4

・上肢の徒手療法②
　肘関節の徒手療法　理論と実技（評価、モビライゼーション、
ストレッチ、マッサージ、スタビライゼーション）を行う。

担当：大森

テキストの該当箇所を読み予習をし
ておくこと90分

講義の復習と実技の練習をする事90
分

7

・下肢の徒手療法②
　膝関節の徒手療法　理論と実技（評価、モビライゼーション、
ストレッチ、マッサージ、スタビライゼーション）を行う。

担当：橋田

テキストの該当箇所を読み予習をし
ておくこと90分

講義の復習と実技の練習をする事90
分
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9

・脊柱の徒手療法①
　脊柱の触診（頭部、頸椎）、セキュリティーテストを行う。

担当：橋田

テキストの該当箇所を読み予習をし
ておくこと90分

講義の復習と実技の練習をする事90
分

10

・脊柱の徒手療法②
　頭部、頸椎の徒手療法　理論と実技（評価、モビライゼーショ
ン、ストレッチ、マッサージ、スタビライゼーション）を行う。

担当：大森

テキストの該当箇所を読み予習をし
ておくこと90分

講義の復習と実技の練習をする事90
分

8

・下肢の徒手療法③
　足関節、足部の徒手療法　理論と実技（評価、モビライゼー
ション、ストレッチ、マッサージ、スタビライゼーション）を行
う。

担当：大森

テキストの該当箇所を読み予習をし
ておくこと90分

講義の復習と実技の練習をする事90
分

13

脊柱の徒手療法⑤
　脊柱の触診（腰椎、骨盤）を行う。

担当：橋田

テキストの該当箇所を読み予習をし
ておくこと90分

講義の復習と実技の練習をする事90
分

14

・脊柱の徒手療法⑥
　腰椎、骨盤の徒手療法　理論と実技（評価、モビライゼーショ
ン、ストレッチ、マッサージ、スタビライゼーション）　を行
う。

担当：大森

テキストの該当箇所を読み予習をし
ておくこと90分

講義の復習と実技の練習をする事90
分

11

・脊柱の徒手療法③
　脊柱の触診（胸椎、胸郭）を行う。

担当：橋田

テキストの該当箇所を読み予習をし
ておくこと90分

講義の復習と実技の練習をする事90
分

12

・脊柱の徒手療法④
　胸椎、胸郭の徒手療法　理論と実技（評価、モビライゼーショ
ン、ストレッチ、マッサージ、スタビライゼーション）を行う。

担当：大森

テキストの該当箇所を読み予習をし
ておくこと90分

講義の復習と実技の練習をする事90
分

定期試験 0 定期試験は行わない

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 出席、小テスト、参加態度、課題レポート、理解度等により総合的に判断する

15

まとめ
確認テストを行う
担当：大森

これまでの講義の疑問点などをまと
めておくこと90分

まとめの復習をする事90分

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

必要資料は随時配布します。
実習科目につき、白衣、Tシャツ、短パンを用意してください。

備考欄

その他 0

教科書 整形徒手理学療法　富雅男・砂川勇監修　医歯薬出版株式会社

参考文献 筋骨格系のキネシオロジー　原著第３版　Donald A.Neumann 医歯薬出版株式会社
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10758052 徒手理学療法技術セミナー2組 3532 1 カリキュラムにより
異なります。

到達目標

・理学療法における徒手療法の意義について説明できる。
・骨運動と関節運動（副運動）の関係を理解し、評価・治療技術を適用できる。
・運動機能障害の問題点を系統的に説明できる。
・関節および関節の動きや、筋肉を触知でき、徒手療法の基本的評価・治療手技を遂行できる。

授業の方法 テキスト、パワーポイントによる基本事項の説明とデモンストレーションおよび実技を行う。

ＩＣＴ活用 必要に応じてオンラインでの授業を行う。

前期

教員氏名 大森　圭、橋田　浩

授業の位置づけ

理学療法のうち徒手的理学療法を行うための基本的な関節と軟部組織の機能評価と治療の専門的知識と技術を身につけるための「運動学」
を基礎とした科目であり、「臨床実習」につながる。

授業の概要

運動器系（筋骨格系）障害に対する徒手療法（マニュアルセラピー）について学習する。上肢、下肢、脊柱、骨盤に対し運動学的観点から
治療の概念を理解し、系統的な障害の評価・診断の進め方および基本的な評価・治療手技について学習する。

1

総論Ⅰ：徒手療法の歴史と国際的位置付けについて。治療概念、
用語の定義、徒手療法の効果、適応と禁忌について。

担当：橋田

テキストの該当箇所を読み予習をし
ておくこと90分

講義の復習をする事90分

2

総論Ⅱ：関節の構造と運動、組織の治癒過程、評価方法につい
て。

担当：大森

テキストの該当箇所を読み予習をし
ておくこと90分

講義の復習をする事90分

実務経験のある
教員の教育内容

両教員とも総合病院および整形外科での勤務経験があり、徒手理学療法の幅広い知識と臨床経験および最新の知見を有しており、これらを
活かした講義と実技について指導を行う。

課題に対する
フィードバック

の方法

実技巡回にて個別にフィードバックする。オンライン授業の場合、メール等にて質問とフィードバックを行う。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

・上肢の徒手療法③
　手関節、手指の徒手療法　理論と実技（評価、モビライゼー
ション、ストレッチ、マッサージ、スタビライゼーション）を行
う。

担当：橋田

テキストの該当箇所を読み予習をし
ておくこと90分

講義の復習と実技の練習をする事90
分

6

・下肢の徒手療法①
　股関節の徒手療法　理論と実技（評価、モビライゼーション、
ストレッチ、マッサージ、スタビライゼーション）を行う。

担当：大森

テキストの該当箇所を読み予習をし
ておくこと90分

講義の復習と実技の練習をする事90
分

3

・上肢の徒手療法①
　肩甲帯、肩関節の徒手療法　理論と実技（評価、モビライゼー
ション、ストレッチ、マッサージ、スタビライゼーション）を行
う。

担当：橋田

テキストの該当箇所を読み予習をし
ておくこと90分

講義の復習と実技の練習をする事90
分

4

・上肢の徒手療法②
　肘関節の徒手療法　理論と実技（評価、モビライゼーション、
ストレッチ、マッサージ、スタビライゼーション）を行う。
担当：大森

テキストの該当箇所を読み予習をし
ておくこと90分

講義の復習と実技の練習をする事90
分

7

・下肢の徒手療法②
　膝関節の徒手療法　理論と実技（評価、モビライゼーション、
ストレッチ、マッサージ、スタビライゼーション）を行う。

担当：橋田

テキストの該当箇所を読み予習をし
ておくこと90分

講義の復習と実技の練習をする事90
分

8

・下肢の徒手療法③
　足関節、足部の徒手療法　理論と実技（評価、モビライゼー
ション、ストレッチ、マッサージ、スタビライゼーション）を行
う。

担当：大森

テキストの該当箇所を読み予習をし
ておくこと90分

講義の復習と実技の練習をする事90
分
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9

・脊柱の徒手療法①
　脊柱の触診（頭部、頸椎）、セキュリティーテストを行う。

担当：橋田

テキストの該当箇所を読み予習をし
ておくこと90分

講義の復習と実技の練習をする事90
分

10

・脊柱の徒手療法②
　頭部、頸椎の徒手療法　理論と実技（評価、モビライゼーショ
ン、ストレッチ、マッサージ、スタビライゼーション）を行う。

担当：大森

テキストの該当箇所を読み予習をし
ておくこと90分

講義の復習と実技の練習をする事90
分

13

脊柱の徒手療法⑤
　脊柱の触診（腰椎、骨盤）を行う。

担当：橋田

テキストの該当箇所を読み予習をし
ておくこと90分

講義の復習と実技の練習をする事90
分

14

・脊柱の徒手療法⑥
　腰椎、骨盤の徒手療法　理論と実技（評価、モビライゼーショ
ン、ストレッチ、マッサージ、スタビライゼーション）　を行
う。

担当：大森

テキストの該当箇所を読み予習をし
ておくこと90分

講義の復習と実技の練習をする事90
分

11

・脊柱の徒手療法③
　脊柱の触診（胸椎、胸郭）を行う。

担当：橋田

テキストの該当箇所を読み予習をし
ておくこと90分

講義の復習と実技の練習をする事90
分

12

・脊柱の徒手療法④
　胸椎、胸郭の徒手療法　理論と実技（評価、モビライゼーショ
ン、ストレッチ、マッサージ、スタビライゼーション）を行う。

担当：大森

テキストの該当箇所を読み予習をし
ておくこと90分

講義の復習と実技の練習をする事90
分

定期試験 0 定期試験は行わない。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 出席、小テスト、参加態度、課題レポート、理解度等により総合的に判断する

15

まとめ
確認テストを行う
担当：大森

これまでの講義の疑問点などをまと
めておくこと90分

まとめの復習をする事　90分

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

必要資料は随時配布します。
実習科目につき、白衣、Tシャツ、短パンを用意してください。

備考欄

その他 0

教科書 整形徒手理学療法　富雅男・砂川勇監修　医歯薬出版株式会社

参考文献 筋骨格系のキネシオロジー　原著第３版　Donald A.Neumann 医歯薬出版株式会
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10759051 スポーツ領域理学療法技術セミナー1組 3533 1 カリキュラムにより
異なります。

到達目標

１．スポーツ領域の理学療法におけるインソールの意義を説明できる。
２．足部から身体各分節に生じる運動連鎖を説明できる。
３．インソール作成の手順を説明できる。
４．関節を安定させるために必要な基本的なテープの巻き方を説明することができる。
５．代表的なスポーツ傷害に対するテーピングを実施することができる。

授業の方法 教員が手技の理論的な背景について解説しデモンストレーションを行う。その後、学生同士で実技練習を行う。

ＩＣＴ活用 なし

後期

教員氏名 髙田　雄一、橘内　勇

授業の位置づけ

ディプロマ・ポリシー「理学療法を行うための基本的な専門的知識・技術を身につけている。（知識・技能） 」と特に関係がある科目で
ある。また「理学療法学やリハビリテーション医学の進歩に対応できる能力を身につけている。（知識・技能）」のディプロマ・ポリシー
と関係している。
理学療法学やリハビリテーション医学の進歩に対応できる能力を身につけるための科目である。スポーツ領域の理学療法として、傷害、パ
フォーマンス改善に対するアプローチとして有用であるインソールとテーピングの技術について展開する。臨床的な実技授業であり、「整
形外科学」、「運動器障害理学療法学」と関連し、「総合臨床実習」の基礎となる。

授業の概要

本科目はスポーツ領域の理学療法技術として、傷害、パフォーマンス改善に対するインソールとテーピングの技術について展開する構成に
なっている。前半は、インソールを作成するための理論と評価について実技を交えながら学習し、最後はインソール作製を行う。またトッ
プアスリートから多くのスポーツ競技で求められる「速く走る」ために必要なトレーニングについても実習を通して学ぶ。後半は、スポー
ツ・リハビリテーションや傷害予防の観点から、テーピングについて学び実施できるよう実技練習を行う。

1

歩行におけるインソールの役割1（髙田）　  歩行についての運動学を整理し、予
習すること。（４５分）　

歩行についての運動学を復習するこ
と。（１５分）

2

歩行におけるインソールの役割2（髙田）　 歩行についての運動学を整理し、予
習すること。（４５分）

歩行についての運動学を復習するこ
と。（１５分）

実務経験のある
教員の教育内容

医療、スポーツ領域での理学療法士としての経験を活かし授業を行う。

課題に対する
フィードバック

の方法

授業中の課題に関して、その都度、解説や補足説明を行う。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

姿勢歩行分析2（髙田）　 前足部および中足部、後足部の機能
解剖を予習すること。（４５分）

歩行における前足部および中足部の
役割を復習すること。（１５分）

6

姿勢歩行分析3
インソール作製導入（髙田）

前足部および中足部、後足部の機能
解剖を予習すること。（４５分）

インソール研磨時の手の使いか方を
復習すること。（１５分）

3

走動作の実技演習（髙田、外部講師） 歩行、走行について予習すること。
（４５分）

歩行、走行について復習すること。
（１５分）

4

姿勢歩行分析1（髙田）　 前足部および中足部、後足部の機能
解剖を予習すること。（４５分）

歩行における前足部および中足部の
役割を復習すること。（１５分）

9

オリエンテーション。手関節の代表的なスポーツ傷害に対する
テーピングを実施する。　（橘内）

講義内容に関連する項目について教
科書を読んでおくこと。（２５分）

講義で実施した実技について教科書
を見直し、理解を深めること。（２
０分）

10

手指の代表的なスポーツ傷害に対するテーピングを実施する。　
（橘内）

講義内容に関連する項目について教
科書を読んでおくこと。（２５分）

講義で実施した実技について教科書
を見直し、理解を深めること。（２
０分）

7

インソール作製1（髙田）　 第6回までの歩行分析結果をまとめ
る、インソールの研磨について予習
すること。（４５分）

インソール作成の手順を復習するこ
と。（１５分）

8

インソール作製2（髙田）　
確認テスト

第6回までの歩行分析結果をまとめ
る、インソールの研磨について予習
すること。（４５分）

インソール作成の手順を復習するこ
と。（１５分）

11

大腿部の代表的なスポーツ傷害に対するテーピングを実施する。　
（橘内）

講義内容に関連する項目について教
科書を読んでおくこと。（２５分）

講義で実施した実技について教科書
を見直し、理解を深めること。（２
０分）

12

膝関節の代表的なスポーツ傷害に対するテーピングを実施する。　
（橘内）

講義内容に関連する項目について教
科書を読んでおくこと。（２５分）

講義で実施した実技について教科書
を見直し、理解を深めること。（２
０分）
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13

下腿部の代表的なスポーツ傷害に対するテーピングを実施する。　
（橘内）

講義内容に関連する項目について教
科書を読んでおくこと。（２５分）

講義で実施した実技について教科書
を見直し、理解を深めること。（２
０分）

14

足関節の代表的なスポーツ傷害に対するテーピングを実施する。　
（橘内）

講義内容に関連する項目について教
科書を読んでおくこと。（２５分）

講義で実施した実技について教科書
を見直し、理解を深めること。（２
０分）

定期試験 0 なし

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 授業への参加態度や課題（髙田20点、橘内20点）および、確認テスト（髙田実技試験30点、橘内実技試験
30点）を行う。

15

テーピングのまとめ。テーピングの実技試験　（橘内） 講義内容に関連する項目について教
科書を読んでおくこと。（２５分）

講義で実施した実技について教科書
を見直し、理解を深めること。（２
０分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

実技授業の際にはTシャツと短パンを用意すること。　
靴底の擦り減っていない中敷きのとれる運動靴を用意すること。

備考欄

その他 0 なし

教科書 入谷式足底板 　基礎編　　入谷　誠、運動と医学の出版社

参考文献 なし
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10759052 スポーツ領域理学療法技術セミナー2組 3533 1 カリキュラムにより
異なります。

到達目標

１．スポーツ領域の理学療法におけるインソールの意義を説明できる。
２．足部から身体各分節に生じる運動連鎖を説明できる。
３．インソール作成の手順を説明できる。
４．関節を安定させるために必要な基本的なテープの巻き方を説明することができる。
５．代表的なスポーツ傷害に対するテーピングを実施することができる。

授業の方法 教員が手技の理論的な背景について解説しデモンストレーションを行う。その後、学生同士で実技練習を行う。

ＩＣＴ活用 なし

後期

教員氏名 髙田　雄一、橘内　勇

授業の位置づけ

ディプロマ・ポリシー「理学療法を行うための基本的な専門的知識・技術を身につけている。（知識・技能） 」と特に関係がある科目で
ある。また「理学療法学やリハビリテーション医学の進歩に対応できる能力を身につけている。（知識・技能）」のディプロマ・ポリシー
と関係している。
理学療法学やリハビリテーション医学の進歩に対応できる能力を身につけるための科目である。スポーツ領域の理学療法として、傷害、パ
フォーマンス改善に対するアプローチとして有用であるインソールとテーピングの技術について展開する。臨床的な実技授業であり、「整
形外科学」、「運動器障害理学療法学」と関連し、「総合臨床実習」の基礎となる。

授業の概要

本科目はスポーツ領域の理学療法技術として、傷害、パフォーマンス改善に対するインソールとテーピングの技術について展開する構成に
なっている。前半は、インソールを作成するための理論と評価について実技を交えながら学習し、最後はインソール作製を行う。またトッ
プアスリートから多くのスポーツ競技で求められる「速く走る」ために必要なトレーニングについても実習を通して学ぶ。後半は、スポー
ツ・リハビリテーションや傷害予防の観点から、テーピングについて学び実施できるよう実技練習を行う。

1

歩行におけるインソールの役割1（髙田）　  歩行についての運動学を整理し、予
習すること。（４５分）　

歩行についての運動学を復習するこ
と。（１５分）

2

歩行におけるインソールの役割2（髙田）　 歩行についての運動学を整理し、予
習すること。（４５分）

歩行についての運動学を復習するこ
と。（１５分）

実務経験のある
教員の教育内容

医療、スポーツ領域での理学療法士としての経験を活かし授業を行う。

課題に対する
フィードバック

の方法

授業中の課題に関して、その都度、解説や補足説明を行う。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

姿勢歩行分析2（髙田）　 前足部および中足部、後足部の機能
解剖を予習すること。（４５分）

歩行における前足部および中足部の
役割を復習すること。（１５分）

6

姿勢歩行分析3
インソール作製導入（髙田）

前足部および中足部、後足部の機能
解剖を予習すること。（４５分）

インソール研磨時の手の使いか方を
復習すること。（１５分）

3

走動作の実技演習（髙田、外部講師） 歩行、走行について予習すること。
（４５分）

歩行、走行について復習すること。
（１５分）

4

姿勢歩行分析1（髙田）　 前足部および中足部、後足部の機能
解剖を予習すること。（４５分）

歩行における前足部および中足部の
役割を復習すること。（１５分）

9

オリエンテーション。手関節の代表的なスポーツ傷害に対する
テーピングを実施する。　（橘内）

講義内容に関連する項目について教
科書を読んでおくこと。（２５分）

講義で実施した実技について教科書
を見直し、理解を深めること。（２
０分）

10

手指の代表的なスポーツ傷害に対するテーピングを実施する。　
（橘内）

講義内容に関連する項目について教
科書を読んでおくこと。（２５分）

講義で実施した実技について教科書
を見直し、理解を深めること。（２
０分）

7

インソール作製1（髙田）　 第6回までの歩行分析結果をまとめ
る、インソールの研磨について予習
すること。（４５分）

インソール作成の手順を復習するこ
と。（１５分）

8

インソール作製2（髙田）　
確認テスト

第6回までの歩行分析結果をまとめ
る、インソールの研磨について予習
すること。（４５分）

インソール作成の手順を復習するこ
と。（１５分）

11

大腿部の代表的なスポーツ傷害に対するテーピングを実施する。　
（橘内）

講義内容に関連する項目について教
科書を読んでおくこと。（２５分）

講義で実施した実技について教科書
を見直し、理解を深めること。（２
０分）

12

膝関節の代表的なスポーツ傷害に対するテーピングを実施する。　
（橘内）

講義内容に関連する項目について教
科書を読んでおくこと。（２５分）

講義で実施した実技について教科書
を見直し、理解を深めること。（２
０分）
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13

下腿部の代表的なスポーツ傷害に対するテーピングを実施する。　
（橘内）

講義内容に関連する項目について教
科書を読んでおくこと。（２５分）

講義で実施した実技について教科書
を見直し、理解を深めること。（２
０分）

14

足関節の代表的なスポーツ傷害に対するテーピングを実施する。　
（橘内）

講義内容に関連する項目について教
科書を読んでおくこと。（２５分）

講義で実施した実技について教科書
を見直し、理解を深めること。（２
０分）

定期試験 0 なし

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 授業への参加態度や課題（髙田20点、橘内20点）および、確認テスト（髙田実技試験30点、橘内実技試験
30点）を行う。

15

テーピングのまとめ。テーピングの実技試験　（橘内） 講義内容に関連する項目について教
科書を読んでおくこと。（２５分）

講義で実施した実技について教科書
を見直し、理解を深めること。（２
０分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

実技授業の際にはTシャツと短パンを用意すること。　
靴底の擦り減っていない中敷きのとれる運動靴を用意すること。

備考欄

その他 0 なし

教科書 入谷式足底板 　基礎編　　入谷　誠、運動と医学の出版社

参考文献 なし
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10760051 理学療法技術セミナーIII1組 3534 1 カリキュラムにより
異なります。

到達目標

・マッサージの理論を理解する
・マッサージの実技を習得する
・Redcord Neuracの概念を理解する
・Redcordの機能評価（Weak Link）を理解する
・Redcordの基本的使用方法がマスターできる
・Redcordの臨床応用を行う事ができる

授業の方法

配布資料、パワーポイント、テキストによる説明と講義、デモンストレーション、実技とその応用を小グループで行う。

ＩＣＴ活用 必要に応じてオンラインでの講義を行う。

後期

教員氏名 大森　圭、原　清和

授業の位置づけ

理学療法の基礎技術であるマッサージの専門的知識と技術を身につける事を達成させる。
Redcordによるサスペンションの方法と生体力学の応用を理解して、基礎と応用の技術を身につける事を達成させる。
この科目は「理学療法技術セミナーⅠ」で学んだ徒手的理学療法を基礎とする。

授業の概要

前半は治療的マッサージの理論と実技で、実践的手技を学びます。
後半はRedcord Neuracで、これはノルウェー王国で開発された治療・エクササイズです。運動器疾患をはじめ、中枢性疾患、小児、高齢
者、スポーツなど幅広い分野で予防・治療・リハビリテーション等に活用され国際的にも注目されています。本セミナーはRedcord Neurac
の基本的な概念の理解と実技の習得を目的に行います。

1

・マッサージの理論と実技①
　理論と背景について

担当：大森

項目の予習をしておくこと90分 講義の復習と実技の練習をする事90
分

2

・マッサージの理論と実技②
　西洋医学のマッサージと東洋医学のマッサージについて


担当：大森

項目の予習をしておくこと90分 講義の復習と実技の練習をする事90
分

実務経験のある
教員の教育内容

両教員とも総合病院および整形外科での勤務経験があり、理学療法とredcoredの幅広い知識と臨床経験および最新の知見を有しており、こ
れらを活かした講義と実技について指導を行う。

課題に対する
フィードバック

の方法

実技巡回にて個別にフィードバックする。オンライン授業の場合、メール等にて質問とフィードバックを行う。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

・マッサージの理論と実技⑤
　ファンクショナル・マッサージの実技を行う

担当：大森

項目の予習をしておくこと90分 講義の復習と実技の練習をする事90
分

6

・Redcordの理論と実技①
　Redcord Neuracの背景と適応範囲について

担当：大森

項目の予習をしておくこと90分 講義の復習と実技の練習をする事90
分

3

・マッサージの理論と実技③
　あん摩・マッサージ・指圧の実技を行う

担当：大森

項目の予習をしておくこと90分 講義の復習と実技の練習をする事90
分

4

・マッサージの理論と実技④
　フリクション・マッサージの実技を行う

担当：大森

項目の予習をしておくこと90分 講義の復習と実技の練習をする事90
分

7

・Redcordの理論と実技②
　Redcordにおける生体力学的原理および体幹深部安定化筋群機
能について

担当：大森

項目の予習をしておくこと90分 講義の復習と実技の練習をする事90
分

8

・Redcordの理論と実技③
　機能評価の方法（Weak Link）OKC （開放性運動連鎖）とCKC
（閉鎖性運動連鎖）について　

担当：大森

項目の予習をしておくこと90分 講義の復習と実技の練習をする事90
分
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9

・Redcordの理論と実技④
　感覚—運動機能および段階的漸増運動負荷について

担当：大森

項目の予習をしておくこと90分 講義の復習と実技の練習をする事90
分

10

・Redcordの理論と実技⑤
　運動（筋・骨格）器疾患に対するアプローチの実際を学ぶ

担当：大森

項目の予習をしておくこと90分 講義の復習と実技の練習をする事90
分

13

・Redcordの理論と実技⑧
　応用実技Ⅰ
　リラクゼーション、Helping Hand を学ぶ

担当：原

項目の予習をしておくこと90分 講義の復習と実技の練習をする事90
分

14

・Redcordの理論と実技⑨
　応用実技Ⅱ
　様々な治療手技への応用を学ぶ

担当：原

項目の予習をしておくこと90分 講義の復習と実技の練習をする事90
分

11

・Redcordの理論と実技⑥
　高齢者、小児に対するアプローチおよびアスリートに対するア
プローチの実際を学ぶ

担当：原

項目の予習をしておくこと90分 講義の復習と実技の練習をする事90
分

12

・Redcordの理論と実技⑦
　Redcordの使用方法と注意事項を学ぶ　

担当：原

項目の予習をしておくこと90分 講義の復習と実技の練習をする事90
分

定期試験 0 定期試験は行わない。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 参加態度、課題を総合的に判断する

15

・Redcordの理論と実技⑩
　応用実技Ⅲ
　予防、トレーニング、グループエクササイズ
　まとめ　少人数グループに分け、課題の発表を行う

担当：原

項目の予習をしておくこと90分 講義の復習と実技の練習をする事90
分

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

実技を行うので、運動しやすい服装に着替えて出席すること

備考欄

その他 0

教科書 なし

参考文献 なし
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10760052 理学療法技術セミナーIII2組 3534 1 カリキュラムにより
異なります。

到達目標

・マッサージの理論を理解する
・マッサージの実技を習得する
・Redcord Neuracの概念を理解する
・Redcordの機能評価（Weak Link）を理解する
・Redcordの基本的使用方法がマスターできる
・Redcordの臨床応用を行う事ができる

授業の方法

配布資料、パワーポイント、テキストによる説明と講義、デモンストレーション、実技とその応用を小グループで行う。

ＩＣＴ活用 必要に応じてオンラインでの講義を行う。

後期

教員氏名 大森　圭、原　清和

授業の位置づけ

理学療法の基礎技術であるマッサージの専門的知識と技術を身につける事を達成させる。
Redcordによるサスペンションの方法と生体力学の応用を理解して、基礎と応用の技術を身につける事を達成させる。
この科目は「理学療法技術セミナーⅠ」で学んだ徒手的理学療法を基礎とする。

授業の概要

前半は治療的マッサージの理論と実技で、実践的手技を学びます。
後半はRedcord Neuracで、これはノルウェー王国で開発された治療・エクササイズです。運動器疾患をはじめ、中枢性疾患、小児、高齢
者、スポーツなど幅広い分野で予防・治療・リハビリテーション等に活用され国際的にも注目されています。本セミナーはRedcord Neurac
の基本的な概念の理解と実技の習得を目的に行います。

1

・マッサージの理論と実技①
　理論と背景について

担当：大森

項目の予習をしておくこと90分 講義の復習と実技の練習をする事90
分

2

・マッサージの理論と実技②
　西洋医学のマッサージと東洋医学のマッサージについて


担当：大森

項目の予習をしておくこと90分 講義の復習と実技の練習をする事90
分

実務経験のある
教員の教育内容

両教員とも総合病院および整形外科での勤務経験があり、理学療法とredcoredの幅広い知識と臨床経験および最新の知見を有しており、こ
れらを活かした講義と実技について指導を行う。

課題に対する
フィードバック

の方法

実技巡回にて個別にフィードバックする。オンライン授業の場合、メール等にて質問とフィードバックを行う。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

・マッサージの理論と実技⑤
　ファンクショナル・マッサージの実技を行う

担当：大森

項目の予習をしておくこと90分 講義の復習と実技の練習をする事90
分

6

・Redcordの理論と実技①
　Redcord Neuracの背景と適応範囲について

担当：大森

項目の予習をしておくこと90分 講義の復習と実技の練習をする事90
分

3

・マッサージの理論と実技③
　あん摩・マッサージ・指圧の実技を行う

担当：大森

項目の予習をしておくこと90分 講義の復習と実技の練習をする事90
分

4

・マッサージの理論と実技④
　フリクション・マッサージの実技を行う

担当：大森

項目の予習をしておくこと90分 講義の復習と実技の練習をする事90
分

7

・Redcordの理論と実技②
　Redcordにおける生体力学的原理および体幹深部安定化筋群機
能について

担当：大森

項目の予習をしておくこと90分 講義の復習と実技の練習をする事90
分

8

・Redcordの理論と実技③
　機能評価の方法（Weak Link）OKC （開放性運動連鎖）とCKC
（閉鎖性運動連鎖）について　

担当：大森

項目の予習をしておくこと90分 講義の復習と実技の練習をする事90
分
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9

・Redcordの理論と実技④
　感覚—運動機能および段階的漸増運動負荷について

担当：大森

項目の予習をしておくこと90分 講義の復習と実技の練習をする事90
分

10

・Redcordの理論と実技⑤
　運動（筋・骨格）器疾患に対するアプローチの実際を学ぶ

担当：大森

項目の予習をしておくこと90分 講義の復習と実技の練習をする事90
分

13

・Redcordの理論と実技⑧
　応用実技Ⅰ
　リラクゼーション、Helping Hand を学ぶ

担当：原

項目の予習をしておくこと90分 講義の復習と実技の練習をする事90
分

14

・Redcordの理論と実技⑨
　応用実技Ⅱ
　様々な治療手技への応用を学ぶ

担当：原

項目の予習をしておくこと90分 講義の復習と実技の練習をする事90
分

11

・Redcordの理論と実技⑥
　高齢者、小児に対するアプローチおよびアスリートに対するア
プローチの実際を学ぶ

担当：原

項目の予習をしておくこと90分 講義の復習と実技の練習をする事90
分

12

・Redcordの理論と実技⑦
　Redcordの使用方法と注意事項を学ぶ　

担当：原

項目の予習をしておくこと90分 講義の復習と実技の練習をする事90
分

定期試験 0 定期試験は行わない。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 参加態度、課題を総合的に判断する

15

・Redcordの理論と実技⑩
　応用実技Ⅲ
　予防、トレーニング、グループエクササイズ
　まとめ　少人数グループに分け、課題の発表を行う

担当：原

項目の予習をしておくこと90分 講義の復習と実技の練習をする事90
分

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

実技を行うので、運動しやすい服装に着替えて出席すること

備考欄

その他 0

教科書 なし

参考文献 なし
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10229051 高齢者理学療法学 3562 1 3

到達目標

・高齢者の身体的・精神的・情緒的特徴を説明できる。
・高齢者の身体機能、生活機能、認知機能に対する評価法を理解し、実施することができる。
・高齢者に対する理学療法の実施法およびリスク管理法について理解し、実施することができる。

授業の方法

教科書を用いるが、適宜、参考資料となるプリントを用いて、講義形式ですすめる。また、小テストを実施し、内容の確認を行う。

ＩＣＴ活用 Google Form のアンケート作成機能を用いて双方向授業を取り入れる。

前期

教員氏名 佐々木　幸子

授業の位置づけ

ディプロマ・ポリシーの「理学療法を行うための基本的な専門的知識・技術を身につけている (知識・技能)」ことと特に 関係がある科目
である。また、「対象者に配慮しながら理学療法士として主体的に行動できる (関心・意欲・態度)」こととも関係する。加齢による生理
的変化や高齢者が抱える精神的および身体的問題点を把握した上で理学療法を考える科目であり、様々な疾患学や「老年医学」「生活環境
学」と関連し、「地域理学療法」や「チーム医療」などの基礎となる。

授業の概要

加齢による身体面、精神面、情緒面の変化および高齢者の障害および合併症について理解するとともに、高齢者の各種身体機能評価および
トレーニングの実施法及びリスク管理の方法について学習する。また、高齢者の理学療法に対するエビデンスについて理解を深める。

1

高齢者の身体・精神機能の特性およびサルコペニア、フレイルに
ついて理解する。

教科書第１章-1を事前に読んでおく
こと。（９０分）

授業内容についてノートにまとめる
こと。（９０分）

2

加齢に伴う生理機能、体力、姿勢、歩行機能、認知機能の変化に
ついて理解する。

教科書第1章-2を事前に読んでおく
こと。（９０分）

授業内容についてノートにまとめる
こと。（９０分）

実務経験のある
教員の教育内容

理学療法士として病院及び介護老人保健施設に勤務した経験をを活かし、多様な問題を抱える高齢者に対する理学療法について授業を行
う。

課題に対する
フィードバック

の方法

フィードバックとして小テストを回収後、解答の解説を行う。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

高齢者に対する筋力トレーニングについて、その基礎理論と実際
を理解する。また、１～４回目の内容について理解度確認のため
時間内に小テストを行う。

教科書第３章-１を事前に読んでお
くこと（９０分）

授業内容についてノートにまとめる
こと。（９０分）

6

高齢者に対するバランス、持久力・歩行トレーニングについて理
解する。高齢者の身体活動促進に対するアプローチについて理解
する。

教科書第3章２−４章を事前に読んで
おくこと。（９０分）

授業内容についてノートにまとめる
こと。（９０分）

3

高齢者の筋量、筋力、サルコペニアの評価法について理解する。 教科書第２章を事前に読んでおくこ
と。（９０分）


授業内容についてノートにまとめる
こと。（９０分）

4

高齢者の持久力、バランス能力、姿勢、歩行能力、身体活動、認
知機能の評価法について理解する

教科書第２章を事前に読んでおくこ
と。また、小テストに備えて復習を
しておくこと。（９０分）

授業内容についてノートにまとめる
こと。（９０分）

9 なし なし なし

10 なし なし なし

7

高齢者の転倒・骨折予防について理解する。 教科書第３章-５を事前に読んでお
くこと。またまとめのテストに備え
て復習しておくこと（９０分）

授業内容についてノートにまとめる
こと。（９０分）

8

高齢者に対する運動および理学療法のエビデンスについて理解す
る。授業の最後にまとめのテストを実施する。

教科書第４章を事前に読んでおくこ
と。（９０分）

授業内容についてノートにまとめる
こと。（９０分）

13 なし なし なし

14 なし なし なし

11 なし なし なし

12 なし なし なし

15 なし なし なし

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容
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定期試験 0 なし

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 授業内で実施する小テスト、まとめのテスト及び授業への参加態度により評価する。

履修条件・留意
事項等

なし

備考欄

その他 0 なし。

教科書 Crosslink 理学療法学テキスト　高齢者理学療法学／池添冬芽編／MEDICAL VIEW

参考文献 老人のリハビリテーション第８版／福井 圀彦監修／医学書院
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10495051 地域理学療法学 3564 1 3

到達目標

・地域リハビリテーションの概念や具体的内容について説明できる。
・急性期・回復期・生活期・終末期リハビリテーションの各時期に渡って理学療法士の役割を説明できる。
・入所・通所・訪問における理学療法について説明できる。
・地域包括ケアシステムの展開を述べることができる。

授業の方法

・パワーポイントと配布資料を用いた講義形式で進める。
・毎回、授業の理解度確認のため小テストを実施する。
・初回と最終回は、事前事後の学習の取り組みのためにレポートを実施する。

ＩＣＴ活用

・Google classroomやGoogle Formを用いて、課題やアンケートを行い、双方向授業を取り入れる。
・必要に応じて、オンデマンドやオンライン等での授業展開を検討する。

前期

教員氏名 水本　淳、横井　裕一郎

授業の位置づけ

ディプロマ・ポリシーの「理学療法を行うための基本的な専門的知識・技術を身につけている。」、「医療に関わる他の職種の役割を理解
し、協力関係を築くことができる。」と特に関係がある科目である。また、「理学療法学やリハビリテーション医学の進歩に対応できる能
力を身につけている。」、「対象者に配慮しながら理学療法士として主体的に行動できる。」こととも関係する。

授業の概要

・地域リハビリテーションの概念及び活動について理解する。
・地域理学療法の役割や考え方、方法を理解する。
・在宅障害者（児）や高齢者・療養者のニーズの実情を理解する。
・地域・在宅における理学療法の展開に向けて、退院時のあり方、医療関係以外の施設リハ、通院・通所指導、訪問指導、地域包括ケアな
どの考え方と方法を理解する。

1

講義ガイダンス
日本の人口推移に伴う地域課題と社会保障制度の概略を学習す
る。
国際支援および災害時の理学療法について学習する。（水本）

社会保障制度について、直近の社会
情勢や新聞記事、インターネット等
で最新の情報を把握しておくこと。
教科書のP35～P37を読んでおくこと
（90分）。

配布資料と小テストを復習しておく
こと（90分）。

2

地域理学療法とは何か、地域リハビリテーションの概念・歴史・
定義を学び、介護保険法と障害者総合支援法の仕組みについて学
習する。（水本）

教科書のP1～P30を読んでおくこと
（90分）。

配布資料と小テストを復習しておく
こと（90分）。

実務経験のある
教員の教育内容

水本は理学療法士として、これまで臨床・研究、行政職の経験があり、地域リハビリテーションについて幅広い知識を有している。この経
験を活かして地域理学療法に関する授業を行う。

課題に対する
フィードバック

の方法

・アクティブラーニングとして小テストを実施し、実施後には、解答・解説を行い知識を深める。
・小テストの最後に質問事項の記述欄を設け、次回の授業時に回答する。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

地域理学療法の展開Ⅱ
介護保険サービス下での施設サービス（介護老人保健施設、介護
老人福祉施設）、居宅サービス（訪問リハビリテーション、通所
リハビリテーション、通所介護、短期入所療養介護など）、障害
福祉サービス下での自立支援給付（生活介護、施設入所支援、短
期入所、就労移行・継続支援など）について地域資源の実際と理
学療法士の役割を学習する。（水本）

教科書のP79～P101、P108～P124を
読んでおくこと（90分）。

配布資料と小テストを復習しておく
こと（90分）。

6

地域理学療法の展開Ⅲ
介護予防と健康増進についての基本的概念と実際の理学療法士の
取り組みについて学習する。
スポーツ活動支援および産業分野における理学療法について学習
する。（水本）

教科書のP125～P161、P203～216を
読んでおくこと（90分）。

配布資料と小テストを復習しておく
こと（90分）。

3

地域包括ケアシステムの中で地域リハビリテーションかかわるリ
ハビリテーション専門職種に求められる役割、関連職種の専門性
を理解し、多職種連携の重要性について学習する。（水本）

教科書のP38～P78を読んでおくこと
（90分）。

配布資料と小テストを復習しておく
こと（90分）。

4

地域理学療法の展開Ⅰ
急性期、回復期、生活期、終末期における国際生活機能分類
（ICF）モデルの考え方、利用者ニーズの捉え方を学習する。
（水本）

国際生活機能分類（ICF）につい
て、配布資料やインターネットから
その内容を読んでおくこと。教科書
のP101～P107を読んでおくこと（90
分）。

配布資料と小テストを復習しておく
こと（90分）。

7

地域理学療法の展開Ⅳ
認知症について疾病分類や特徴的な症状を理解し、事例における
対応方法について学習する。また、終末期や緩和ケアにおける理
学療法士の関わりについて学習する。（水本）

教科書のP233～P255を読んでおくこ
と（90分）。

配布資料と小テストを復習しておく
こと（90分）。
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9 なし なし なし

10 なし なし なし

8

地域理学療法の展開Ⅴ
学校保健および特別支援教育における理学療法を学び、北海道内
の療育状況について学習する。
「地域理学療法」から学んだことを整理し、理学療法と地域との
関連性について自ら考える。（横井）

教科書のP271～281を読んででおく
こと。
これまで学んだことをノートに整理
すること（90分）。

最終テストの復習と配布資料の該当
箇所を照らし合わせておくこと（90
分）。

13 なし なし なし

14 なし なし なし

11 なし なし なし

12 なし なし なし

定期試験 0 定期試験は実施しない

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 小テスト・レポート等（60％）
受講態度・意欲、参加度、発表等（40％）

15 なし なし なし

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

講義毎に小テストを実施するので遅刻、欠席しないこと。

備考欄

その他 0 なし

教科書 地域リハビリテーション学テキスト／南江堂

参考文献

地域リハビリテーション原論 Ver.7／大田仁史／医歯薬出版
新版訪問リハビリテーション実践テキスト／青海社
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10496051 地域理学療法学演習1組 3566 1 3

到達目標

・地域社会への関心を高め、地域リハビリテーション活動における理学療法士の活動と役割を説明できる。
・更にグループワークを通じ、議論の展開を体得できる。
・演習を通じて、コミュニケーション能力を高めることができる。

授業の方法

教科書と配布資料を用いた講義と学外の実態調査およびグループ学習、ディスカッション、プレゼンテーションの形式で実施する。

ＩＣＴ活用

・Google classroomやGoogle Formを用いて、課題やアンケートを行い、双方向授業を取り入れる。
・必要に応じて、オンデマンドやオンライン等での授業展開を検討する。

後期

教員氏名 水本　淳、櫻田　周

授業の位置づけ

ディプロマ・ポリシーの「理学療法を行うための基本的な専門的知識・技術を身につけている。」、「対象者に配慮しながら理学療法士と
して主体的に行動できる。」と特に関係がある科目である。また、「理学療法学やリハビリテーション医学の進歩に対応できる能力を身に
つけている。」、「医療に関わる他の職種の役割を理解し、協力関係を築くことができる。」こととも関係する。

授業の概要

地域リハビリテーションに関連する制度や社会の実態を調査し、また、地域包括ケアを支援する各種の制度やサービスの利用法、福祉用具
等の利用法、関連職種との連携についてグループワークを実施し、地域における理学療法士の役割を理解する。

1

講義ガイダンス（水本）
本演習における教育目標、スケジュール、諸注意などについて説
明。学外実習Ⅰに向けて学生のグループ分け。
グループワークⅠ　（水本）
各グループに与えられた「学外実習Ⅰ」の課題を整理し、行動計
画を立てる。
学外実習Ⅰ（水本）
社会環境の調査を通じて、地域社会の現状と課題を知ると共に地
域リハビリテーションの視点及び実践力を養う。

参考文献等を読んでおくこと（30
分）。

学外実習Ⅰの情報を整理しておくこ
と（30分）。

2

グループワークⅡ（水本）
「学外実習Ⅰ」で調査した内容を各グループでまとめる。
グループ発表（水本）
「グループワークⅡ」のまとめを発表し、討議する。

参考文献等を読んでおくこと（30
分）。

グループワークのまとめを復習して
おくこと（30分）。

実務経験のある
教員の教育内容

水本、櫻田は理学療法士として、これまでの臨床・研究の経験を活かして講義・指導を行う。

課題に対する
フィードバック

の方法

授業中に適宜、質問を受け付けたり、ディスカッションを通じてフィードバックを行う。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

グループワークⅣ（櫻田）
事例検討：各グループにおいて事例の情報を整理し、リハビリ
テーション実施計画書を作成する。
グループ発表（櫻田）
「グループワークⅣ」のまとめを発表し、討議する。

グループワークⅢの情報を整理して
おくこと（30分）。

グループワークのまとめを復習して
おくこと（30分）。

6 なし なし なし

3

学外実習Ⅱ（水本）
多種多様な福祉用具・機器の見学及び体験学習を通じて、理学療
法士の視野を広める。社会資源の活用を体得し、連携の重要性を
理解する。
連携先の事業所と課題解決型の授業としてアクティブラーニング
を実施する。

福祉用具等について調べておくこと
（30分）。

疑問点等を調べること（30分）。

4

グループワークⅢ（櫻田）
事例検討：各グループにおいて事例の情報を整理し、家屋評価を
行う。
事例検討：各グループにおいて事例の情報を整理し、リハビリ
テーション実施計画書を作成する。

理学療法評価の復習をしておくこと
（30分）。

グループワークのまとめを復習して
おくこと（30分）。

9 なし なし なし

10 なし なし なし

7 なし なし なし

8 なし なし なし

13 なし なし なし

11 なし なし なし

12 なし なし なし
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14 なし なし なし

定期試験 0 定期試験は実施しない。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 課題レポート等（30％）
発表等（30％）
参加度、受講態度・意欲（40％）

15 なし なし なし

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

講義ガイダンスには必ず出席すること。学外実習の交通費は自己負担です。

備考欄

その他 0 なし

教科書 地域リハビリテーション学テキスト／南江堂

参考文献

地域リハビリテーション原論 Ver.7／大田仁史／医歯薬出版
新版訪問リハビリテーション実践テキスト／青海社
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10496052 地域理学療法学演習2組 3566 1 3

到達目標

・地域社会への関心を高め、地域リハビリテーション活動における理学療法士の活動と役割を説明できる。
・更にグループワークを通じ、議論の展開を体得できる。
・演習を通じて、コミュニケーション能力を高めることができる。

授業の方法

教科書と配布資料を用いた講義と学外の実態調査およびグループ学習、ディスカッション、プレゼンテーションの形式で実施する。

ＩＣＴ活用

・Google classroomやGoogle Formを用いて、課題やアンケートを行い、双方向授業を取り入れる。
・必要に応じて、オンデマンドやオンライン等での授業展開を検討する。

後期

教員氏名 水本　淳、櫻田　周

授業の位置づけ

ディプロマ・ポリシーの「理学療法を行うための基本的な専門的知識・技術を身につけている。」、「対象者に配慮しながら理学療法士と
して主体的に行動できる。」と特に関係がある科目である。また、「理学療法学やリハビリテーション医学の進歩に対応できる能力を身に
つけている。」、「医療に関わる他の職種の役割を理解し、協力関係を築くことができる。」こととも関係する。

授業の概要

地域リハビリテーションに関連する制度や社会の実態を調査し、また、地域包括ケアを支援する各種の制度やサービスの利用法、福祉用具
等の利用法、関連職種との連携についてグループワークを実施し、地域における理学療法士の役割を理解する。

1

講義ガイダンス（水本）
本演習における教育目標、スケジュール、諸注意などについて説
明。学外実習Ⅰに向けて学生のグループ分け。
グループワークⅠ　（水本）
各グループに与えられた「学外実習Ⅰ」の課題を整理し、行動計
画を立てる。
学外実習Ⅰ（水本）
社会環境の調査を通じて、地域社会の現状と課題を知ると共に地
域リハビリテーションの視点及び実践力を養う。

参考文献等を読んでおくこと（30
分）。

学外実習Ⅰの情報を整理しておくこ
と（30分）。

2

グループワークⅡ（水本）
「学外実習Ⅰ」で調査した内容を各グループでまとめる。
グループ発表（水本）
「グループワークⅡ」のまとめを発表し、討議する。

参考文献等を読んでおくこと（30
分）。

グループワークのまとめを復習して
おくこと（30分）。

実務経験のある
教員の教育内容

水本、櫻田は理学療法士として、これまでの臨床・研究の経験を活かして講義・指導を行う。

課題に対する
フィードバック

の方法

授業中に適宜、質問を受け付けたり、ディスカッションを通じてフィードバックを行う。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

グループワークⅣ（櫻田）
事例検討：各グループにおいて事例の情報を整理し、リハビリ
テーション実施計画書を作成する。
グループ発表（櫻田）
「グループワークⅣ」のまとめを発表し、討議する。

グループワークⅢの情報を整理して
おくこと（30分）。

グループワークのまとめを復習して
おくこと（30分）。

6 なし なし なし

3

学外実習Ⅱ（水本）
多種多様な福祉用具・機器の見学及び体験学習を通じて、理学療
法士の視野を広める。社会資源の活用を体得し、連携の重要性を
理解する。
連携先の事業所と課題解決型の授業としてアクティブラーニング
を実施する。

福祉用具等について調べておくこと
（30分）。

疑問点等を調べること（30分）。

4

グループワークⅢ（櫻田）
事例検討：各グループにおいて事例の情報を整理し、家屋評価を
行う。
事例検討：各グループにおいて事例の情報を整理し、リハビリ
テーション実施計画書を作成する。

理学療法評価の復習をしておくこと
（30分）。

グループワークのまとめを復習して
おくこと（30分）。

9 なし なし なし

10 なし なし なし

7 なし なし なし

8 なし なし なし

13 なし なし なし

11 なし なし なし

12 なし なし なし
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14 なし なし なし

定期試験 0 定期試験は実施しない。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 課題レポート等（30％）
発表等（30％）
参加度、受講態度・意欲（40％）

15 なし なし なし

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

講義ガイダンスには必ず出席すること。学外実習の交通費は自己負担です。

備考欄

その他 0

教科書 地域リハビリテーション学テキスト／南江堂

参考文献

地域リハビリテーション原論 Ver.7／大田仁史／医歯薬出版
新版訪問リハビリテーション実践テキスト／青海社
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10191051 臨床実習Ⅰ（見学実習） 3701 1 カリキュラムにより
異なります。

到達目標

・理学療法対象者を尊重し、共感的態度をもって、より良い・善い人間関係を構築できる。
・職場における理学療法士の役割と責任について理解し、その一員としての自覚ある言動をとることができる。

授業の方法

・事前オリエンテーション、実習前講義を通して実習への準備を行う。
・学生それぞれが、学外実習施設（病院、施設など）にて理学療法場面を見学する。
・毎日、ポートフォリオに見学した内容と自己学習（不明なことは教科書等を使用して調べる）、感想等を記載して、実習指導者に提出す
る。
・チェックリストを用いて学習段階を確認する。
・サマリーシート（報告書）を作成し、大学に提出する。
・サマリーシートを使用してアドバイザー教員、学生へ実習成果を報告する。

ＩＣＴ活用

・実習前オリエンテーション、講義は状況に応じてオンライン授業で行う。
・必要に応じてスライドに音声を吹き込んだ動画をGoogle Classroomにアップし学生が活用できるようにする。

後期

教員氏名 柴田　恵理子、橋田　浩、松田　直樹

授業の位置づけ

ディプロマ・ポリシーの「医療に関わる他の職種の役割を理解し、協力関係を築くことができる」と特に関係があり、初年次教育の一環と
して、他の職種との協力関係を築く能力や、理学療法対象者に配慮しながら理学療法士として主体的に行動する能力を身につけるための科
目である。
理学療法場面の見学の中から、理学療法の業務内容、役割、対象者について理解を深める。前期に学習した「理学療法概論」「リハビリ
テーション概論」「解剖学Ⅰ」「生理学Ⅰ」と関連し、後期の「解剖学Ⅱ」「生理学Ⅱ」運動学Ⅰ」「理学療法評価学Ⅰ」「基礎解剖学実
習」「生理学実習」など専門基礎科目、専門科目、2年次の「臨床実習Ⅲ」の基礎となる。

授業の概要

実習生が対象者や理学療法士をはじめとするリハビリテーションスタッフ、病院・施設等に初めて接する重要な機会である。また早期体験
としても意義があり、理学療法士の業務や活動を実際の臨床現場で体験し、対象者を通して障害及び障害を持つ人の理解を深め、リハビリ
テーションおよび理学療法の役割を学習することを目的とする。特に現職の理学療法士の姿を間近で見学することで、自ら志した理学療法
士への夢を現実のものとするためのモチベーションを高め、今後の学習意欲を向上させ、医療従事者としての基本的な態度を身につける。

1

実習前オリエンテーション
1．実習の目的、目標、内容実習施設の発表の確認（橋田・柴
田・松田）
2．学生紹介書の配布・提出（橋田・柴田・松田）
3．医療人としてのマナー講座（橋田・柴田・松田）
4．実習に関する提出物の説明（デイリーノート、ポートフォリ
オ 、チェックシート、臨床実習Ⅰサマリーシート） （橋田・柴
田・松田）
5．実習に関する注意事項の説明 （橋田・柴田・松田）

シラバスで実習日程、実習内容につ
いて確認しておくこと。臨床実習
チェックリストの第1章、第2章を読
んでおくこと（120分）

配付プリントを見直すこと（30分）

2

実習前講義および試験
1．身体部位、姿勢の名称（柴田・松田）
2．専門用語、装具の説明（柴田・松田）

実習1週間前には直前オリエンテーション＋服装髪型チェック、
終了後に実習施設へ電話にて挨拶と確認をする

理学療法評価学の教科書、前回配付
されたプリントを見直し、持参する
こと（60分）

配付プリント見直して学習すること
（90分）

実務経験のある
教員の教育内容

該当なし

課題に対する
フィードバック

の方法

実習報告会の中での学生からの質問、アドバイザー教員からの指導、アドバイスとする。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

3

臨床実習Ⅰ（見学実習）
2022年9月5日（月）〜9日（金）（実習施設によっては10日土曜
日までの実習、日程に変更の可能性あり）

実習施設へ持参物の確認、配付プリ
ント、実習の手引きの熟読、チェッ
クリスト、デイリーノート、サマ
リーシート用の所定の形式を確認す
ること（90分）

見学した内容をポートフォリオに記
載すること（90分）
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5

臨床実習Ⅰの内容２
6.多職種とのカンファレンス、院内学習会などへ参加する
7.チェックリストを用いて実習指導者と共同して作成する
8.学生はポートフォリオを作成し実習指導者の確認、指導を受け
る
9.学生の自己学習とし実習サマリーシートを作成する

ポートフォリオを見直して、実習内
容の予定を確認しておくこと（60
分）

ポートフォリオを作成するために、
教科書や資料を調べて詳しく記載す
ること（90分）

6

実習報告会の実施（日程未定）
・実習終了後、報告会にむけて、見学した内容について図書館等
で調べた上で実習サマリーシートを作成・提出し、アドバイザー
グループごとに報告会を行う
・実習後の提出物：ポートフォリオ 、チェックシート、臨床実
習Ⅰサマリーシート、実習のあゆみ、お礼の手紙・実習報告会終
了後、サマリーシートを修正して完成させ全員再提出する

実習報告会では4分以内で発表でき
るように、要点をまとめて、練習す
ること。報告会での提出物を確認す
ること（90分）

他学生の発表、サマリーシートを見
直したり、質問、アドバイスを参考
にサマリーシートを修正し再提出す
る（90分）

4

臨床実習Ⅰの内容1
1.学生は実習指導者または他の理学療法士と一緒に行動すること
を基本とし、理学療法業務の「見学」または「協同参加」によっ
て理学療法について学習する
2.実習オリエンテーション（施設見学、施設概要の説明、実習全
体の流れ、実習中の注意点、実習生自身が立てた「実習目標」の
共有など）を実施する
3.対象者や家族とのコミュニケーションの取り方、接し方を学習
する
4.「見学」または「協同参加」した対象者の疾患・障害の特徴を
調べる
5.理学療法場面の他に作業療法、言語療法、病棟などを見学する

ポートフォリオを見直して、実習内
容の予定を確認しておくこと（60
分）

ポートフォリオを作成するために、
教科書や資料を調べて詳しく記載す
ること（90分）

9 なし なし なし

10 なし なし なし

7 なし なし なし

8 なし なし なし

13 なし なし なし

14 なし なし なし

11 なし なし なし

12 なし なし なし

定期試験 0 定期試験はありません

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

50 学外実習成績（実習指導報告書）

15 なし なし なし

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

オリエンテーション、実習前試験、実習、実習報告会の遅刻・欠席は原則認めません

備考欄

その他

50 学内実習成績：実習前オリエンテーション、実習前講義の出欠状況、実習前試験、レポート課題、実習後
報告会の成績

教科書

①PT臨床実習チェックリスト／青木主税編集／メディカルビュー
②理学療法学事典／奈良勲監修／医学書院
③理学療法評価学改訂第6版／松澤正 著／金原出版

参考文献 必要に応じて資料を配付する
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

11117051 臨床実習Ⅱ（訪問・通所） 1 2

到達目標

1）対象者（および家族）の生活特性について理解し、説明できる。
2）対象者（および家族）や関係者に対して適切なコミュニケーションをとることができる。
3）各事業所で提供しているサービス内容の特徴を理解し説明できる。
4）理学療法士及び他の医療従事者の業務内容と役割を理解して説明できる。
5）対象者のニーズを理解することができる。
6）地域における多職種との連携を理解し、説明できる。
7）関係する保険制度について調べて、示すことができる。
8）学内での報告会で上記について報告し、ディスカッションすることができる。

授業の方法

実際に実習施設に行き、見学する。
また、実習前の学習、サマリーを用いた実習後の報告会を行う。

ＩＣＴ活用 実習中の指導として、zoomやGoogle classroomを使用した遠隔指導を行う。

後期

教員氏名 水本　淳、佐々木　幸子

授業の位置づけ

ディプロマ・ポリシーの「対象者に配慮しながら理学療法士として主体的に行動できる。」、「医療に関わる他の職種の役割を理解し、協
力関係を築くことができる。」と特に関係がある科目である。また、「理学療法を行うための基本的な専門的知識・技術を身につけてい
る。」、「理学療法学における課題を論理的に探求する能力を身につけている。」、「理学療法士としての臨床場面での技能や研究におけ
るコミュニケーション能力を身につけている。」こととも関係する。

授業の概要

実際の通所・訪問リハビリテーションについて見学を行い、地域包括ケアシステムにおける理学療法士および関連する専門職の役割を理解
する。

1

実習前学習（水本・佐々木）

本実習に必要な知識について講義する。


事前配布資料を予習すること。（60
分）

実習前学習で提案する課題について
学習すること。（60分）

2

臨床実習（水本・佐々木）
通所・訪問リハビリテーションを見学する。
9月12日（月）～9月16日（金）の5日間。

実習施設の配置については、事前に学生に公表する。

実習に必要な知識を予習すること。
実習地への交通機関を調べること。
また、施設の特徴に合わせた事前学
習を行うこと。（60分）

見学した内容、不明な点を教科書、
文献で調べ、デイリーノートに記載
すること。（60分）

実務経験のある
教員の教育内容

担当教員2名は現場での実務経験を有する。

課題に対する
フィードバック

の方法

実習中はデイリーノートおよびポートフォリオの提出を行う。こちらは実習指導者が主に指導する。
実習前学習は担当教員による課題提案、それに対して指導を行う。
また、報告会については、アドバイザー教員グループに分割して行い、報告会後の指導は担当教員とアドバイザー教員が行う。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5 なし なし なし

6 なし なし なし

3

実習後学習（水本・佐々木）
実習終了時にA3のサマリーシートを作成する。
サマリーシートについては、
1）各事業所で提供しているサービス内容の特徴
2）対象者の疾患・障害の特徴
3）対象者のニーズ
4）生活場面における理学療法の役割
5）対象者に関連する多職種連携
について理解を深めることを目的に作成する。

サマリーシートに沿って報告会を行う。
発表4分、質疑応答3分とする。

サマリーシートを作成し、規定時間
で発表できるよう準備を行うこと。
（60分）

報告会で受けた指摘を踏まえ、サマ
リーシートを修正すること。（60
分）

4 なし なし なし

9 なし なし なし

10 なし なし なし

7 なし なし なし

8 なし なし なし

13 なし なし なし

14 なし なし なし

11 なし なし なし

12 なし なし なし

15 なし なし なし

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容
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定期試験 0 なし

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 実習地成績及び実習前後の学内成績で評価する。
※成績には、出席態度、参加態度、試験結果、報告会の発表内容等を含むものとする。

履修条件・留意
事項等

実習前学習、実習前オリエンテーションは原則、全出席とする。
正当な理由のない欠席の場合は、実習中止とする。
実習後学習の実習報告会を欠席した場合は実習再履修とする。
実習前学習、実習後学習（報告会）の日程については後日、連絡する。

備考欄

その他 0 なし

教科書 特になし

参考文献 必要資料については事前配布する
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10653051 臨床実習Ⅲ（検査測定） 3702 2 カリキュラムにより
異なります。

到達目標

・医療人としての適性を学び、コミュニケーション能力を養う
・クリニカルクラークシップによって、指導者から理学療法評価（検査・測定）の実践を学び理解する
・実習を通して学習意欲の向上心を養う
・検査測定の意義を理解し、実践することができる
・理学療法評価（検査・測定）の記録と報告ができる

授業の方法

実習前学習（講義・実技）
臨床施設での実習および実習指導者による指導．
実習後学習（症例サマリー作成，報告会発表）
報告会では質疑応答などのディスカッションを行う．

ＩＣＴ活用

Google classroomを用いて課題やアンケートを用いて双方向授業を取り入れる。
必要に応じて、オンデマンドやオンライン等での実習準備を検討する。

後期

教員氏名 佐藤　明紀、松田　直樹

授業の位置づけ

理学療法士としての臨床場面での知識・技能やコミュニケーション能力を身につけるための科目である．
1年次の臨床実習に続き，専門基礎・基礎科目で学んだ内容をもとに臨床場面を体験することを目的とする．
この実習では検査・測定の実施とそこから得られる情報の分析が主となり，次の臨床実習における治療計画立案への準備となる．

授業の概要

理学療法実習施設において、これまで学んできた検査・測定などの基本的な理学療法評価手技を、実際の対象者（患者等）を相手に行うも
のである。検査・測定から得られた情報や結果に対する分析を行い、理学療法評価の意義と目的を考察する。また実習を通じて医療人をし
ての適性を学び、人間的および学術的、技術的な向上心、そして質の高いコミュニケーション能力を養う。

1

・実習前　（佐藤・未定）

実習前セミナー、実習オリエンテーション（実習心得）、基礎知
識・技術の確認（実技試験等）

評価学及び実習Ⅰ・Ⅱの内容を復習
しておくこと．教科書を参考に事前
に学生同士で練習・確認しておくこ
と．

特に検査結果の正しい記載方法とそ
の解釈の観点を確認しておくこと．

2

・学外実習　（佐藤・未定）

各施設の実習指導者に直接指導を受け、検査・測定を行い、実習
日誌やレポートにまとめる

事前に実習指導者とタイムスケ
ジュールや施行する内容を十分に確
認すること．

実習内容の自己及び実習指導者から
のフィードバックを記録し，以後の
改善・向上に向けて整理すること．

実務経験のある
教員の教育内容

担当者はこれまでの臨床・研究経験を基に履修者が到達目標を達成するために必要な指導を具体的に行なう。

課題に対する
フィードバック

の方法

実習報告会において、各症例に対する学生相互のディスカッションを軸に、適宜教員からの意見を加えフィードバックを行う．　

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5 - - -

6

- - -

3

・実習後　（佐藤・未定）
　学内において実習後報告会を行う

報告会では、自分の学習内容と他の人の内容とを比較するなどし
ながらディスカッションを行う．

他の人に情報がはっきりと伝わるよ
うに報告（口頭及びサマリー）を構
成する．

報告会の結果を踏まえ，サマリーを
修正し提出する．

4 - - -

9 - - -

10 - - -

7 - - -

8 - - -

13 - - -

14 - - -

11 - - -

12 - - -

定期試験 0 なし

15 - - -

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容
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定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 学外実習指導者による評価(50%)
学内評価(50%)：実習レポートおよび学内実習前・後セミナー成績(47.5%)と実習前実力テスト(2.5%)によ
る総合判断

履修条件・留意
事項等

履修条件：臨床実習Ⅰ・理学療法評価学・理学療法評価学実習Ⅰ及びⅡの単位の修得または修得見込み．

備考欄

その他

0 理学療法評価に必要な基本的知識，検査・測定技術を事前に確認する．
実習及び実習関連の指導・学習等の遅刻・欠席は原則認めない．

教科書 理学療法評価学改訂第6版／松澤正　著／金原出版

参考文献

PT臨床実習チェックリスト／青木主税編集／メディカルビュー
理学療法学事典／奈良勲監修／医学書院
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10654051 臨床実習III 3703 3 カリキュラムにより
異なります。

到達目標

１．対象者に検査・測定についてのオリエンテーションができる。
２．対象者の評価に必要な情報を収集できる。
３．適切な検査・測定方法を選択し実施できる。
４．対象者のリスク管理に配慮できる。
５．問題点について、実習指導者の見解や説明を理解できる。
６．専門用語を用いて評価結果を記述できる。

授業の方法

基本的な知識と技術を確認するため、実習前試験（筆記試験、OSCE）を行う。４週間の臨床実習を行い、実習後には報告会を実施する。

ＩＣＴ活用 オリエンテーションに関連する内容は動画いて配信する。

後期

教員氏名 髙田　雄一、柴田　恵理子

授業の位置づけ

 ディプロマ・ポリシー「理学療法を行うための基本的な専門的知識・技術を身につけている。（知識・技能） 」と「対象者に配慮しなが
ら理学療法士として主体的に行動できる。（関心・意欲・態度）」特に関係がある科目である。また「理学療法学における課題を論理的に
探求する能力を身につけている。（思考・判断・表現）」のディプロマ・ポリシーと関係している。
理学療法を行うための基本的な専門的知識・技術を身につけ、対象者に配慮しながら理学療法士として主体的な行動ができるようになるた
めの科目である。１年次、２年次の臨床実習に関連して４年次臨床実習の基礎となる。

授業の概要

  理学療法実習施設において臨床実習指導者の指導のもとに、実際の症例について理学療法評価の過程を学ぶ。これまでに学んだ技術を用
いて検査・測定を実施し、その結果を解釈・統合し、対象者の障害に関する問題点の抽出までを学習する。また診療チームに参加し、その
一員として診療業務を分担しながら理学療法士の職業的な知識・思考法・技能・態度の基本的な部分を習得する。


1

実習前学習(柴田)
基本的な知識と技術を確認するため、実習前試験（筆記試験、
OSCE）を実施。

実習前試験（筆記試験、OSCE）に向
けてこれまで学んだ内容について予
習する。

試験結果を基に臨床実習に向けた準
備を行う。

2

実習前オリエンテーション(高田)
実習の手引きをもとに実習内容についての説明と注意事項の確認
を行う。

実習の手引きをよく読んでおく。 オリエンテーションにて説明した内
容について復習する。

実務経験のある
教員の教育内容

髙田、柴田は理学療法士としての臨床経験、臨床実習指導者の経験を活かして臨床実習Ⅳを担当する。

課題に対する
フィードバック

の方法

臨床実習後に、学内にて実習報告会を実施し、発表、質疑応答を行なう。
必要に応じてゼミ担当教員、臨床実習Ⅳ担当教員と面談を行なう。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5 　なし なし なし

6 　なし なし なし

3

４週間の臨床実習を行う(高田) 理学療法評価、統合と解釈、問題点
の抽出までの知識・技術の整理を行
う。また診療チームに参加し、その
一員として診療業務を分担しながら
理学療法士の職業的な知識・思考
法・技能・態度の基本的な部分を習
得する。

実習過程をデイリーノートに記録
し、確認を行う。

4

実習後学習(柴田)
学内において実習報告会を行う。

報告会にむけてサマリーシートを作
成する。発表の準備を行う。

報告会でのアドバイスを基に実習の
再確認と知識の整理を行う。サマ
リーシートの修正、再提出を行う。

9 　なし なし なし

10 　なし なし なし

7 　なし なし なし

8 　なし なし なし

13 　なし なし なし

14 　なし なし なし

11 　なし なし なし

12 　なし なし なし

15 　なし なし なし

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容
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定期試験 0 定期試験は実施しない。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

50 臨床実習指導者からの報告書

履修条件・留意
事項等

理学療法評価学、理学療法評価学実習の単位を取得していること。
実習前試験に合格すること。
実習前試験、実習オリエンテーション、臨床実習、報告会の遅刻、欠席は原則認めない。
提出物は期限を守り提出すること。

備考欄

その他 50 実習前試験（筆記試験、OSCE）と学内での実習報告会および提出物による成績。

教科書

PT・OTのための臨床技能とOSCE コミュニケーションと介助・検査測定編 第2版補訂版 [WEB動画付き] /才藤栄一 他/金原出版
PT・OTのための臨床技能とOSCE 機能障害・能力低下への介入編 /才藤栄一 他/金原出版

参考文献 臨床実習教育の手引き　第6版　社団法人　日本理学療法士協会
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

90192051 臨床実習Ⅳ（評価） 4 3

到達目標

１．対象者に検査・測定についてのオリエンテーションができる。
２．対象者の評価に必要な情報を収集できる。
３．適切な検査・測定方法を選択し実施できる。
４．対象者のリスク管理に配慮できる。
５．問題点について、実習指導者の見解や説明を理解できる。
６．専門用語を用いて評価結果を記述できる。

授業の方法

基本的な知識と技術を確認するため、実習前試験（筆記試験、OSCE）を行う。４週間の臨床実習を行い、実習後には報告会を実施する。

ＩＣＴ活用 オリエンテーションに関連する内容は動画いて配信する。

後期

教員氏名 髙田　雄一、柴田　恵理子

授業の位置づけ

 ディプロマ・ポリシー「理学療法を行うための基本的な専門的知識・技術を身につけている。（知識・技能） 」と「対象者に配慮しなが
ら理学療法士として主体的に行動できる。（関心・意欲・態度）」特に関係がある科目である。また「理学療法学における課題を論理的に
探求する能力を身につけている。（思考・判断・表現）」のディプロマ・ポリシーと関係している。
理学療法を行うための基本的な専門的知識・技術を身につけ、対象者に配慮しながら理学療法士として主体的な行動ができるようになるた
めの科目である。１年次、２年次の臨床実習に関連して４年次臨床実習の基礎となる。

授業の概要

  理学療法実習施設において臨床実習指導者の指導のもとに、実際の症例について理学療法評価の過程を学ぶ。これまでに学んだ技術を用
いて検査・測定を実施し、その結果を解釈・統合し、対象者の障害に関する問題点の抽出までを学習する。また診療チームに参加し、その
一員として診療業務を分担しながら理学療法士の職業的な知識・思考法・技能・態度の基本的な部分を習得する。


1

実習前学習(柴田)
基本的な知識と技術を確認するため、実習前試験（筆記試験、
OSCE）を実施。

実習前試験（筆記試験、OSCE）に向
けてこれまで学んだ内容について予
習する。

試験結果を基に臨床実習に向けた準
備を行う。

2

実習前オリエンテーション(高田)
実習の手引きをもとに実習内容についての説明と注意事項の確認
を行う。

実習の手引きをよく読んでおく。 オリエンテーションにて説明した内
容について復習する。

実務経験のある
教員の教育内容

髙田、柴田は理学療法士としての臨床経験、臨床実習指導者の経験を活かして臨床実習Ⅳを担当する。

課題に対する
フィードバック

の方法

臨床実習後に、学内にて実習報告会を実施し、発表、質疑応答を行なう。
必要に応じてゼミ担当教員、臨床実習Ⅳ担当教員と面談を行なう。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5 　なし なし なし

6 　なし なし なし

3

４週間の臨床実習を行う(高田) 理学療法評価、統合と解釈、問題点
の抽出までの知識・技術の整理を行
う。また診療チームに参加し、その
一員として診療業務を分担しながら
理学療法士の職業的な知識・思考
法・技能・態度の基本的な部分を習
得する。

実習過程をデイリーノートに記録
し、確認を行う。

4

実習後学習(柴田)
学内において実習報告会を行う。

報告会にむけてサマリーシートを作
成する。発表の準備を行う。

報告会でのアドバイスを基に実習の
再確認と知識の整理を行う。サマ
リーシートの修正、再提出を行う。

9 　なし なし なし

10 　なし なし なし

7 　なし なし なし

8 　なし なし なし

13 　なし なし なし

14 　なし なし なし

11 　なし なし なし

12 　なし なし なし

定期試験 0 定期試験は実施しない。

15 　なし なし なし

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容
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定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

50 臨床実習指導者からの報告書

履修条件・留意
事項等

理学療法評価学、理学療法評価学実習の単位を取得していること。
実習前試験に合格すること。
実習前試験、実習オリエンテーション、臨床実習、報告会の遅刻、欠席は原則認めない。
提出物は期限を守り提出すること。

備考欄

その他 50 実習前試験（筆記試験、OSCE）と学内での実習報告会および提出物による成績。

教科書

PT・OTのための臨床技能とOSCE コミュニケーションと介助・検査測定編 第2版補訂版 [WEB動画付き] /才藤栄一 他/金原出版
PT・OTのための臨床技能とOSCE 機能障害・能力低下への介入編 /才藤栄一 他/金原出版

参考文献 臨床実習教育の手引き　第6版　社団法人　日本理学療法士協会
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10465051 臨床実習IV 4704 8 カリキュラムにより
異なります。

到達目標

・理学療法業務一連の流れを説明できる。
・対象者に合った検査測定・評価が実施できる。
・問題点を抽出することにより対象者に合ったプログラム立案ができる。

授業の方法

基本的な知識と技術を確認するため、筆記試験、講義（パワーポイント・ハンドアウト）、実習前OSCE（客観的臨床能力試験）を行う。
その後、実習施設・病院で、リハビリテーションチームの一員として、理学療法の実際を経験する。
実習後には、実習後OSCE、報告会を実施する。

ＩＣＴ活用 必要に応じて適宜活用する。

前期

教員氏名 池野　秀則、佐々木　幸子、水本　淳

授業の位置づけ

ディプロマ・ポリシーの「理学療法を行うための基本的な専門知識・技術を身につけている（知識・技能）」と特に関係がある科目であ
る。また、その他のすべてのディプロマ・ポリシーと関係している。

授業の概要

理学療法教育の最終段階として実施されるもので、理学療法実務の総合的な臨床実習を主眼とし、評価結果に基づいて問題点を抽出し、治
療プログラムの立案と実践について習得する。

1

実習オリエンテーション
実習オリエンテーションを通して実習内容を理解し、実習の準備
ができるようにする。（池野）

実習の手引きを事前に読んでおき、
実習内容を理解しておく。

実習の内容の復習をしておく。

2

実習前OSCE：事前に提示した課題について中枢神経領域・整形外
科領域からそれぞれ１問ずつ試験を実施する。その後フィード
バックを行い臨床実習に備える。（池野）

実習前OSCE向けて治療室等を使用し
て準備する。

実習前OSCEの結果を踏まえてできな
かった部分を復習しておく。

実務経験のある
教員の教育内容

池野は間理学療法士として病院に勤務した経験を活かして臨床実習Ⅳを担当する。

佐々木はは理学療法士として病院に勤務した経験を活かして臨床実習Ⅳを担当する。

水本は理学療法士として病院に勤務した経験を活かして臨床実習Ⅳを担当する。




課題に対する
フィードバック

の方法

実習前OSCEの結果をフィードバックし、臨床実習に生かす。また、実習後OSCEの結果から臨床実習の成果をフィードバックする。
また、実習終了後、実習指導者からの成績と学内報告会の成績を踏まえて、ゼミ教員と面談を行い、臨床実習Ⅴに向けての準備を行う。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

実習後OSCE
臨床実習で学んだ知識・技術をもとに試験を実施する。（池野）

臨床実習で学習した内容を整理し、
実習後OSCEに備える。

実習後OSCEの結果について復習して
おく。

6

実習後学習および報告会
臨床実習で学んだ知識・技術をまとめ、学生相互でその内容につ
いて説明でき、疑問に思った点は質問できるようにする。（佐々
木）

6週間の臨床実習の内容をまとめ
る。

報告会でのアドバイスを基に実習の
再確認と知識の整理を行い、サマ
リーシートの修正と再提出を行う。

3

実習前学習：特別講義および自己学習を行い、臨床実習Ⅳの目的
を理解する。評価結果に基づいて問題点を抽出し、治療プログラ
ムの立案と実践について学習する。（水本）

実習前学習の時間割に沿って事前学
習しておく。

実習前学習で理解できなかった点を
復習しておく。

4

臨床実習：6週間（令和4年5月2日～6月10日、６月20日～7月29
日）の実習を臨床実習Ⅳとする。指導者の見本を通して実際の患
者の評価・プログラム立案ができるようにする。

理学療法実践に関して知識・技術の
整理を行う。

実習過程をデイリーノートに記録
し、確認を行う。

9 なし. なし なし

10 なし. なし なし

7 なし. なし なし

8 なし. なし なし

13 なし. なし なし

14 なし. なし なし

11 なし. なし なし

12 なし. なし なし

15 なし. なし なし

成績評価の方法
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定期試験 0 定期試験は実施しない。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 実習指導者からの成績50％と学内実習報告会の成績、提出物50％で総合的に判断する。

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

総合臨床実習Ⅳの単位取得を条件として臨床実習Ⅴを履修できる。

備考欄

その他 0 なし

教科書

PT・OTのための臨床技能とOSCE　コミュニケーションと介助・検査測定編　第2版　補訂版
　才藤栄一監修　　金原出版株式会社

参考文献

姿勢・動作・歩行分析　　畠中泰彦　羊土社
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10466051 臨床実習V 4705 8 カリキュラムにより
異なります。

到達目標

①　適切な人間関係を築き、組織の一員としての適切な行動をとることができる。
②　患者の反応や変化に対し適切な評価を行うことができる。
③　評価にもとづいた論理的な治療計画を立てることができる。
④　わずかな指導や助言で基本的な理学療法を実施することができる。
⑤　評価や治療の記録、および報告を適切に行うことができる。

授業の方法

基本的な知識と技術を確認するため、筆記試験、実技＋口頭試問および講義・実習を行う。その後、実習施設・病院で、リハビリテーショ
ンチームの一員として、理学療法の実際を経験する。実習後には報告会を実施する。

ＩＣＴ活用

e-learningシステムのテスト作成機能、およびZoomやGoogle classroomを用いて遠隔学習を提供し自主学習を
促す。

前期

教員氏名 牧野　均、池野　秀則、柴田　恵理子

授業の位置づけ

ディプロマ・ポリシーのうち、「理学療法を行うための基本的な専門的知識・技術を身につけている。(知識・技能)」、「対象者に配慮し
ながら理学療法士として主体的に行動できる。(関心・意欲・態度)」、「医療に関わる他の職種の役割を理解し、協力関係を築くことがで
きる。(関心・意欲・態度)」、「理学療法士としての臨床場面や研究におけるコミュニケーション能力を身につけている。(思考・ 判断・
表現)」に関連する科目です。
全ての科目の基本事項を理解し、実際の理学療法を学ぶための科目である。国家試験や卒業後の臨床における基礎となります。

授業の概要

臨床実習Ⅳの内容を踏まえ、実際の症例の状況の変化に応じた評価手技の応用力を培うとともに、治療の実際に際しても患者の反応や変化
を的確に把握し、目標や治療プログラムの変更を含む理学療法の進め方を学ぶ。また、リハビリテーションチームの一員として、スタッフ
や関係者との連携協力や記録・報告および管理面の実際を体験する。

1

実習前オリエンテーションおよび実習前指導（小林、柴田、未
定）
　オリエンテーション：①　実習施設の発表と交通手段・宿泊等
の確認　②　実習に関する注意事項の説明

実習施設の概要、交通手段等につい
て理解する。（90分）

実習に関する注意事項尾について確
認する。（90分）　

2

実習前指導：全員対象とした特別講義・実習、筆記試験、実技＋
口頭試問および自己学習を行い、臨床実習の目的を理解する。最
終評価から統合解釈を行い、考察する知識の確認を行う。臨床理
学療法の実習前評価を行う。症例提示により実践的な「統合と解
釈」をおこなう。（小林、柴田、未定）

理学療法治療プログラムを立案する
ための病態像の知識、治療と最終評
価を行うための方法・手段・技術の
確認を行う。（90分）

実習に向けて初期評価から統合と解
釈・最終評価・考察をまとめるまで
の理学療法の実践について理解し確
認を行う。（90分）

実務経験のある
教員の教育内容

科目担当者は全員、病院施設での実務経験を有している。

課題に対する
フィードバック

の方法

ディリーノートを実習指導者に提出することにより、適宜アドバイスを受ける。また、教員による実習訪問にて、実習状況のフィードバッ
ク等を行う。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5 なし なし なし

6 なし なし なし

3

学外臨床実習：６週間の実習を行う。（小林、柴田、未定） 理学療法実践に関して知識・技術の
整理を行う。（90分）

実施過程をディリーノートに記録し
確認を行う。
各担当教員の施設訪問や指導を必要
に応じ行う。（90分）

4

実習後指導および報告会（小林、柴田、未定）
　実習後指導：レポート指導　サマリー提出および自己学習
実習報告会：発表はゼミ単位で行う。　
臨床理学療法に関する実習後評価を行う。

６週間の臨床実習を反省的にとらえ
まとめる。（90分）

報告会でのアドバイスを基に実習の
再確認と知識の整理を行い、サマ
リーの修正と再提出を行う。（90
分）

9 なし なし なし

10

なし


なし なし

7 なし なし なし

8 なし なし なし

11

なし


なし なし

12 なし なし なし
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13 なし なし なし

14 なし なし なし

定期試験 0 定期試験は行わない。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 臨床実習指導者からの報告書が５０％、学内実習報告会の成績と提出物５０％で総合的に評価する。

15 なし なし なし

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

実習前オリエンテーション・学外臨床実習・実習報告会いずれも遅刻・欠席は原則認められないので注意すること。臨床実習Ⅳで学んだこ
とが十分理解できていることが条件となります。足りない知識・技術を学び直すことを実習前指導学習の目標としてください。

備考欄

その他 0 なし

教科書 「PT・OTのための臨床技能とOSCE 機能障害・能力低下への介入編」才藤 栄一　金原出版

参考文献 指定なし
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