
2 単位 30 時間

）

科目名 心理学 学　科 作業療法学科

年　次 1年次 分　野 基礎 学　期 前期 単位数 時間数

講師氏名 木原　悠朔 実務経験

授業概要 人はどのようなことを考え，どのような行動をするのか，心理学の基礎的な理論を，教科書や資料を用いて解説する。

到達目標
心理学の各領域の代表的な理論と知見を紹介し，また日常生活の身近な題材を活用して，人間行動の仕組みに関する認識を深め，
心理学の基礎を習得する。

回　数 授　業　計　画　　（　内　容　）
授業形態
講師氏名

第1回

心理学の輪郭 講義

　　心理学の定義と歴史，研究方法，研究領域を概説する。

木原　悠朔

第2回

感覚と知覚 講義

　　さまざまな知覚現象を紹介しつつ，人間が環境を認識するための知覚機能のメカニズムを説明する。

木原　悠朔

第3回

学習 講義

　　経験を通じて，人間が行動を獲得するための学習の原理について説明する。

木原　悠朔

第4回

記憶と忘却 講義

　　情報や知識に関する人間の記憶のメカニズムとその特徴について説明する。

木原　悠朔

第5回

空間行動 講義

　　生活空間や対人距離に関する人間の認識にみられる特徴と，空間に対する人間の働きかけについて説明する。

木原　悠朔

第6回

発達 講義

　　人間の発達に関して，身体・運動，認知能力，情動，社会性の側面からみた特徴を説明する。

木原　悠朔

第7回

自分らしさのなりたち 講義

　　性格の捉え方に関するいくつかの理論的立場と，性格の測定法について説明する。

木原　悠朔

第8回

心の揺らぎと痛み 講義

　　こころの健康と適応，ストレスとその対処について説明する。

木原　悠朔

第9回

対人関係（１） 講義

　　自己および他者に対する認知のあり方に関する研究知見と理論について説明する。

木原　悠朔

第10回

対人関係（２） 講義

　　親密な対人関係の形成・発展・崩壊の過程について説明する。

木原　悠朔

第11回

対人行動（１） 講義

　　他者を助ける援助行動に関して，その生起過程や類型を取り上げて説明する。

木原　悠朔

第12回

対人行動（２） 講義

　　他者への依頼・説得という行動に焦点をあて，対人行動の特徴を説明する。

木原　悠朔

第13回

集団 講義

　　集団が個人の行動に及ぼす影響と，集団間で生じる葛藤とその解決について説明する。

木原　悠朔

第14回

コミュニケーション 講義

　　コミュニケーションの基本原理を説明し、さらに対人コミュニケーションの過程に影響する諸要因について概説する。

木原　悠朔

第15回

まとめ 講義

　　基礎的理論について，講義内容を振り返りながらまとめをする。

木原　悠朔

成績評価方法
定期試験 小テスト レポート 実技試験 実習評価

その他　　（ 参加状況

参考書

成績評価基準 授業への参加状況（40%）と期末試験（60%）によって評価する。

準備学習
学習への
アドバイス

・講義内容は，周知した上で，シラバスの内容と変更することがある。
・前回の講義で指示された教科書のページを読み，重要用語を中心に整理すること。
・学習内容が日常生活にどのように結びついているか考えること。

教科書 書籍名：生活にいかす心理学[ver.2]　古城和子（編著）　出版社：ナカニシヤ出版



1 単位 15 時間

）

科目名 コミュニケーション概論 学　科 作業療法学科

年　次 1年次 分　野 基礎 学　期 前期 単位数 時間数

講師氏名 奈良　直貴 実務経験

授業概要 コミュニケーションの基本となる言語的および非言語的コミュニケーションについて理解を深める。

到達目標
治療者・患者関係の基礎となるコミュニケーションの種類や方法を理解する。
特に、非言語的コミュニケーションについての観察方法を修得する。

回　数 授　業　計　画　　（　内　容　）
授業形態
講師氏名

第1回

オリエンテーション 講義

コミュニケーションの種類および医療、福祉の中でのコミュニケーションの必要性について学ぶ

奈良直貴

第2回

共感についての理解 講義

共通感覚および同情、同感、共感の違いについて学ぶ

奈良直貴

第3回

非言語的コミュニケーションの種類についての理解 講義

非言語的コミュニケーションを7つの分類やそれぞれの特徴について学ぶ

奈良直貴

第4回

視線行動についての理解 講義

目線と視線の違いおよびアイコンタクトの重要性について学ぶ

奈良直貴

第5回

表情についての理解 講義

基本となる表情の種類とその関係性および各表情の特徴について学ぶ

隠蔽された表情の見破り方について学ぶ 奈良直貴

第6回

身振り・手振りについての理解 講義

身振り・手振りの種類や特徴について学ぶ

防衛姿勢や反響姿勢について学ぶ 奈良直貴

第7回

作業療法にとってのコミュニケーションの必要性についての理解 講義

作業療法士に求められるコミュニケーション能力について理解を深める ｸﾞﾙｰﾌﾟ学習

奈良直貴

第8回

基本的なコミュニケーションの実際 講義

敬語の使い方や電話の掛け方など、基本的なコミュニケーションの技法について学ぶ 演習

奈良直貴

成績評価方法
定期試験 小テスト レポート 実技試験 実習評価

その他　　（

参考書

成績評価基準 定期試験100％

準備学習
学習への
アドバイス

施設見学等で対象者と接する機会に役立つように、日頃から他者の表情やしぐさを観察して講義内容を振り返ること。

教科書 資料を配布



1 単位 15 時間

）

科目名 ボランティア論 学　科 作業療法学科

年　次 1年次 分　野 基礎 学　期 前期 単位数 時間数

講師氏名 上原　美智代 実務経験

授業概要 講義やグループ学習、演習を通してボランティアの役割や意義を学習する。

到達目標
・現代社会におけるボランティアの意義と役割について理解できるようになる。
・ならびにボランティア活動の体験を通してボランティアのイメージと実際の違いを知る。

回　数 授　業　計　画　　（　内　容　）
授業形態
講師氏名

第1回

イントロダクション：講義の概要について 講義

ボランティア活動の意義、役割、種類について知る

上原　美智代

第2回

ボランティア活動の動機と心理について知る ｸﾞﾙｰﾌﾟ学習

ボランティアの役割について考える

上原　美智代

第3回

実際にボランティア活動を体験する 演習

上原　美智代

第4回

実際にボランティア活動を体験する 演習

上原　美智代

第5回

実際にボランティア活動を体験する 演習

上原　美智代

第6回

実際にボランティア活動を体験する 演習

上原　美智代

第7回

ボランティア活動の体験について考察する 協同学習

上原　美智代

第8回

ボランティア活動で学んだことについて発表する 協同学習

上原　美智代

成績評価方法
定期試験 小テスト レポート 実技試験 実習評価

その他　　（ 発表

参考書 講義の中で紹介します。

成績評価基準 レポート課題：50％、発表：50％

準備学習
学習への
アドバイス

ボランティア施設を選定したり時期をや回数を決める等のスケジューリングを行ってもらいます。
主体的に行動できるよう心がけ、スケジュール管理を行ってください。

教科書 適宜、資料を配布



2 単位 30 時間

）

科目名 生物学 学　科 作業療法学科

年　次 1年次 分　野 基礎 学　期 前期 単位数 時間数

講師氏名 世波　貴子 実務経験

授業概要
医療に関する専門教科、科目を理解する上で必要となる、基本的な生物学の知識を習得する。特に、疾患の理解に不可欠な細胞学、微生
物学、生理学分野を中心的に学ぶ。また、現在の生物学の中心であるDNAと遺伝のしくみに関する理解を深めるための講義を行う。

到達目標

1　タンパク質、脂質等の生体物質の構造と基本的な特徴を理解し、説明できる。
2　細胞の構造と、細胞小器官の役割を理解し、説明できる。
3　DNAの構造と複製、遺伝子発現のしくみ、タンパク質との関連を理解し、説明できる。
4　酵素と代謝について理解し、説明できる。
5　細菌、ウイルス等の生物学的特徴と、疾患との関係を理解し、説明できる。
6　ニューロンによる伝導、伝達の原理と、神経系の機能を理解し、説明できる。
7　体液の組成、循環と、自律神経系と内分泌系を中心とした恒常性維持のしくみを理解し、説明できる。
8　免疫系と生体防御のしくみを理解し、説明できる。
9　主に遺伝子から見た生物進化について理解し、説明できる。

回　数 授　業　計　画　　（　内　容　）
授業形態
講師氏名

第1回

タイトル：生体を構成する物質 講義

アミノ酸とタンパク質

脂質、炭水化物の基本構造と生体における役割 世波　貴子

第2回

タイトル：細胞の構造 講義

生体膜の構造と浸透性の特徴

細胞小器官の役割 世波　貴子

第3回

タイトル：生物の分類 講義

生物の系統分類

細菌、ウイルスの生物学的特徴と疾患との関係 世波　貴子

第4回

タイトル：DNAと遺伝のしくみ１ 講義

DNAの構造と複製

遺伝子発現とタンパク質の合成 世波　貴子

第5回

タイトル：DNAと遺伝のしくみ２ 講義

遺伝子と染色体、およびメンデル遺伝とその他の遺伝

突然変異と遺伝性疾患 世波　貴子

第6回

タイトル：代謝と酵素 講義

代謝とATP、酵素の働き

呼吸の過程 世波　貴子

第7回

タイトル：ニューロンと神経系 講義

ニューロンと静止電位の形成

興奮の伝導と伝達 世波　貴子

第8回

タイトル：神経系の構造 講義

中枢神経系の構造

運動の制御 世波　貴子

第9回

タイトル：筋肉と運動 講義

筋肉の分類

骨格筋の構造と収縮のしくみ 世波　貴子

第10回

タイトル：体液と循環 講義

体液の種類と組成

心臓と循環系 世波　貴子

第11回

タイトル：体液恒常性の維持 講義

自律神経系と内分泌系

血糖量、体温、体液浸透圧の調節 世波　貴子

第12回

タイトル：排出 講義

腎臓の構造

尿生成と体液恒常性 世波　貴子

第13回

タイトル：免疫 講義

白血球の種類と働き

液性免疫と細胞性免疫 世波　貴子

第14回

タイトル：生態系と生物進化 講義

生態系の構造

遺伝子から見た生物進化 世波　貴子

第15回

タイトル：講義のまとめ 講義

まとめの問題と解説

世波　貴子

成績評価方法
定期試験 小テスト レポート 実技試験 実習評価

その他　　（

参考書
エッセンシャル　キャンベル生物学原書6版（池内昌彦　他監訳）丸善出版
アメリカ版　大学生物の教科書　第1巻～第3巻　講談社
改訂版　大学1,2年生のためのすぐわかる生物　大森茂著　東京図書

成績評価基準 出席（20％）、期末試験（80％）

準備学習
学習への
アドバイス

高校で基礎生物のみ履修している場合は、専門生物の内容を参考書等で予習しておくことが望ましい。

教科書 使用しない



2 単位 30 時間

）

参考書

成績評価基準  期末試験(80%),学習態度(20%)

準備学習
学習への
アドバイス

・前回の授業で支持されたページの教科書を読んで予習しておくこと。
・計算問題を解くために，ノートPC,タブレットPC,スマートフォン，平方根の計算ができる電卓などを用意すること。

教科書  ぜんぶ絵で見る医療統計～身につく！研究手法と分析力

成績評価方法
定期試験 小テスト レポート 実技試験 実習評価

その他　　（ 学習態度

第14回

独立性の検定を理解する（３）

　・帰無仮説と対立仮説をたてることができる

　・有意水準とp値を説明できる

第15回

これまでの講義内容を俯瞰して理解する

　・統計学の基本的な手法を説明できる

　・これまでに学習した内容に則して問題を解くことができる

独立性の検定を理解する（１）

　・統計的仮説検定を説明できる

　・統計的仮説検定の手順を説明できる

第13回

独立性の検定を理解する（２）

　・独立性の検定を行うことができる

第8回

確率密度関数を理解する（２）

　・カイ二乗分布表を用いて確率を求めることができる

第9回

２変数の関連を理解する（１）

　・データの種類に応じて２変数の関連を表す指標が異なることを説明できる

　・２変数の数量データに関して単相関係数の計算ができる

第5回

カテゴリーデータを理解する

　・推測統計学と記述統計学の説明ができる

　・単純集計表を作成できる

第6回

標準化と偏差値を理解する

　・データの標準化ができる

　・偏差値の計算ができる

第3回

数量データを理解する（１）

　・度数分布表とヒストグラムを作成できる

第4回

数量データを理解する（２）

　・平均，中央値，標準偏差，階級値を計算できる

第1回

この講義で学ぶ内容を理解し，統計学を学ぶ準備をする

　・これから何を学ぶのかを把握している

　・電卓などを使った計算ができる

第2回

データの種類を理解する

　・統計学で扱うデータを数量データとカテゴリーデータに分類できる

時間数

三原　健吾 実務経験

授　業　計　画　　（　内　容　）
授業形態
講師氏名

科目名 保健医療統計学 学　科 作業療法学科

1年次 分　野 基礎 学　期 後期 単位数

第7回

確率密度関数を理解する（１）

　・確率密度関数の説明ができる

　・標準正規分布表を用いて確率を求めることができる

三原　健吾

講義

三原　健吾

講義

三原　健吾

三原　健吾

講義

講義

講義

講義

三原　健吾

講義

三原　健吾

講義

三原　健吾

三原　健吾

講義

講義

三原　健吾

講義

三原　健吾

三原　健吾

到達目標 統計学の基本的な考え方を学び、医療分野の研究を行う上で必要なデータの扱い方や実践的な統計解析を身につけることを目的とする。

三原　健吾

講義

第10回

２変数の関連を理解する（３）

　・２変数のカテゴリーデータに対してクラメールの連関係数を計算できる

講義

第11回

三原　健吾

三原　健吾

三原　健吾

講義

第12回

２変数の関連を理解する（２）

　・数量データとカテゴリーデータから相関比を計算できる

年　次

講師氏名

講義

回　数

授業概要
データの種類と尺度、データ収集の方法、記述的統計および推論的統計について理解し、統計の基礎について学習する。
また、保健医療に関する統計資料の種類と見方を学び、活用方法について学習する。



2 単位 60 時間

科目名 健康科学実践 学　科 作業療法学科

年　次 1年次 分　野 基礎 学　期 前・後期 単位数 時間数

講師氏名 　猿渡　いずみ 実務経験

授業概要 　健康づくりとしての身体活動の重要性について理解するために、演習と講義を交えた授業を行う。

到達目標 　健康づくりに適した運動について深く学び、実践者にふさわしい強度や内容の運動プログラムが作成できる。

回　数 授　業　計　画　　（　内　容　）
授業形態
講師氏名

第1回

健康科学実践の概要理解 講義

・健康科学実践で学ぶ内容を理解し、生涯スポーツと健康について考える。

・健康・体力・ストレスチェック等により自己分析を行い、自己の健康・体力について気づく。

第2回

自己の体力を知る１ 演習

・グループで協力してウォーミングアップを考え実施する。 ｸﾞﾙｰﾌﾟ学習

・新体力測定をグループで実施し、自己の体力分析を行う。

第3回

自己の体力を知る２ 演習

・グループで協力してウォーミングアップを考え実施する。 ｸﾞﾙｰﾌﾟ学習

・新体力測定をグループで実施し、自己の体力分析を行う。

第4回

体操アレンジ創作１ 演習

・ラジオ体操第1が正確に行えるよう練習する。 ｸﾞﾙｰﾌﾟ学習

・アレンジの要素を理解し、障害者を想定したアレンジメントに取り組む。 講義

第5回

体操アレンジ創作２ ｸﾞﾙｰﾌﾟ学習

・アレンジの要素を工夫し、グループで協力して創作を行う。

・移動の工夫を入れて創作する。

第6回

体操アレンジ創作３ ｸﾞﾙｰﾌﾟ学習

・初めと終わりのポーズを付け、まとまりのあるものにする。

・アレンジメントした体操をダイナミックに表現できるように繰り返し練習する。

第7回

体操アレンジ創作発表 演習

・グループとしてのクオリティーを高めるように工夫を凝らし発表を行う。

・他のグループの発表を鑑賞し、評価する。

第8回

ストレッチプログラム作成１ 演習

・各部位の名称や特徴を理解しながら実施する。

・自己にあったストレッチをプログラミングする。

第9回

ストレッチプログラム作成２ 演習

・発表できるように順番の確認や方法を理解する。

・他者のプログラミングを参考にして再考する。

第10回

トレーニングプログラム作成１ 演習

・トレーニングメニューの作成と実践を行う。

・自己の筋力アップに適したプログラムで実践する。

第11回

トレーニングプログラム作成２ 演習

・ボディーデザインの順番や負荷を考え実践する。

・自己や他者のプログラム実践の感想や意見を発表する。

第12回

ソフトバレーボール実践１ 演習

・ルールや特性・運動強度を理解する。 ｸﾞﾙｰﾌﾟ学習

・ソフトバレーボールを通してコミュニケーション能力を高める。

第13回

ソフトバレーボール実践２ 演習

・チームで練習メニューを組み立てる。 ｸﾞﾙｰﾌﾟ学習

・ソフトバレーボールを通してコミュニケーション能力を高める。

第14回

ソフトバレーボール実践３ 演習

・チーム目標を決め役割を確認してゲームに取り組む。 ｸﾞﾙｰﾌﾟ学習

・ソフトバレーボールを通してコミュニケーション能力を高める。

第15回

バレーボール実践 演習

・コートの広さを考慮して戦術をたて、工夫してゲームに取り組む。 ｸﾞﾙｰﾌﾟ学習

・バレーボールを通してコミュニケーション能力を高める。
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第16回

パートナーストレッチ実践 演習

・パートナーストレッチの実施手順やポイント・注意点を理解して実施する。 講義

・パートナーの状態を観察しながら十分なストレッチができているかを確認する。

第17回

エアロビクスダンス創作１ 演習

・ダンスの要素を理解し、ポーズ・ウォーク・ターン・ステップを入れた動きを創作する。 講義

・チームのレベルに合わせて無理なく実施する。 ｸﾞﾙｰﾌﾟ学習

第18回

エアロビクスダンス創作２ ｸﾞﾙｰﾌﾟ学習

・移動・方向・高さに変化を付けた動きづくりを心がける。

・決められたダンスの要素や工夫した点を確認しながら練習に取り組む。

第19回

エアロビクスダンス創作３ ｸﾞﾙｰﾌﾟ学習

・チームで協力して創作したエアロビクスダンスを習得する。

・繰り返し練習を行い、完成度を高める。

第20回

エアロビクスダンス創作発表 演習

・自分たちで創作したエアロビクスダンスを発表する。

・創作したエアロビクスダンスの鑑賞を行い、自分たちや他チームの作品を評価する。

第21回

バスケットボール実践１ 演習

・シュートのスキルを身につけ、チームシュートの確立を高める。

・バスケットボールを通してコミュニケーション能力を高める。

第22回

バスケットボール実践２ 演習

・チームのレベルに合わせて目標を設定する。 ｸﾞﾙｰﾌﾟ学習

・役割を分担して戦術を考え、実践する。

第23回

バスケットボール実践３ 演習

・勝つためのチーム目標を設定する。 ｸﾞﾙｰﾌﾟ学習

・戦術を考え実践し、次の課題を見つける。

第24回

バスケットボール実践４ 演習

・チームを組み替えて更なるコミュニケーション能力の向上を図る。 ｸﾞﾙｰﾌﾟ学習

・バスケットボールで起こりやすい障害について理解する。

第25回

新創作スポーツづくり１ 演習

・運動習慣形成を目的とした健康スポーツの必要性について理解する。 講義

・アイデアを出し合い、新スポーツを考案し、企画書を提出する。 ｸﾞﾙｰﾌﾟ学習

第26回

新創作スポーツづくり２

・新スポーツを考案し実践することでルールの確認をしていく。 ｸﾞﾙｰﾌﾟ学習

・必要な物品を確認するとともに、対戦人数・グループ数を割り出しておく。

第27回

新創作スポーツ発表１ 演習

・発表順番で企画書を基にプレゼンテーションと実践を行う。

・最後に感想を伴うまとめを必ず行う。

第28回

新創作スポーツ発表２ 演習

・ルールをわかりやすく説明し、協力して円滑な実践を図る。

・得点や勝敗の方法を確認しておく。

第29回

新創作スポーツ発表３ 演習

・全員が各新創作スポーツに参加して評価を行う。

・プレゼンテーションや実践での改良点を確認していく。

第30回

スポーツマッサージ実践 演習

・正しいマッサージ方法や部位ごとの注意点について理解する。 講義

・コミュニケーションを図りながら実施する。

成績評価方法
定期試験 小テスト レポート 実技試験 実習評価

その他　　（ 授業およびグループワークにおける主体的な取り組み

参考書 　なし

成績評価基準 　レポート内容（３０％）、実技（３０％）、授業への主体的参加状況および取り組みに対する態度（４０％）

準備学習
学習への
アドバイス

・演習が多いので出席することが非常に重要である。体育のできる服や靴を忘れないこと。
・規律を守り自分勝手な行動をしないように心がけ、積極的に参加することを心がけよう。

教科書 　必要に応じプリントを配布



2 単位 30 時間
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科目名 英語 学　科 作業療法学科

年　次 1年次 分　野 基礎 学　期 前期 単位数 時間数

講師氏名 フレッド　サミ 実務経験

授業概要
1-自信を持って日常会話の基本的な挨拶を学ぶことができます。
2-英語を使ったコミュニケーションを実践する。  3-基本的なスタッフ/患者の簡単な会話と技術的なトピックのレビュー。

到達目標 英語をツールとして外国人クライアントとのコミュニケーションに必要なスキルを高める。

回　数 授　業　計　画　　（　内　容　）
授業形態
講師氏名

第1回

紹介と自己紹介 講義

フレッド　サミ

第2回

レベルチェックテストとレッスン 講義

　　高次脳機能障害

フレッド　サミ

第3回

レッスンのレビューとパフォーマンス 講義

フレッド　サミ

第4回

レッスン 講義

　　パーキンソン病と授業のパフォーマンス

フレッド　サミ

第5回

レッスン 講義

　　骨粗鬆症と授業のパフォーマンス

フレッド　サミ

第6回

レッスン 講義

　　脳卒中と授業のパフォーマンス

フレッド　サミ

第7回

レッスン 講義

　　心血管疾患と授業のパフォーマンス

フレッド　サミ

第8回

レッスン 講義

　　糖尿病と授業のパフォーマンス

フレッド　サミ

第9回

レッスン 講義

　　呼吸器疾患と授業のパフォーマンス

フレッド　サミ

第10回

レッスン 講義

　　慢性関節リウマチと授業のパフォーマンス

フレッド　サミ

第11回

レッスン 講義

　　大腿骨頸部骨折と授業のパフォーマンス

フレッド　サミ

第12回

レッスン 講義

　　脊髄損傷と授業のパフォーマンス

フレッド　サミ

第13回

レッスン 講義

　　脳性麻痺と授業のパフォーマンス

フレッド　サミ

第14回

レッスン 講義

　　ケーススタディと教室のパフォーマンス

フレッド　サミ

第15回

最終レッスンのレビュー 講義

フレッド　サミ

成績評価方法
定期試験 小テスト レポート 実技試験 実習評価

その他　　（ 出席状況

参考書 プリント教授が製作し印刷したもの。

成績評価基準 筆記試験、出席状況

準備学習
学習への
アドバイス

教科書 荒金房子、村上仁之、マーク・レモン　The Art of Healing  医療・リハビリテーションを学ぶ学生のための総合英語 



1 単位 15 時間

）

参考書 標準理学療法学・作業療法学　専門基礎分野　生理学　第5版（医学書院）

成績評価基準 ビジュランクラウドによる予習24点（各3点×8回），小テスト21点（第2回以降，各3点×7回），定期テスト55点

準備学習
学習への
アドバイス

予習と復習が大切です．予習はビジュランクラウド，復習は教科書と配布資料で行ってください．
第1回はビジュランクラウド「目で見る解剖と生理　第2版　Vol.8運動系Ⅰ」を予習してくること．

教科書 リハビリテーション運動生理学（メジカルビュー）

成績評価方法
定期試験 小テスト レポート 実技試験 実習評価

その他　　（ ビジュランクラウドによる予習

第8回

【身体組成とトレーニングの効果】 講義

身体組成モデル，身体組成指標，身体組成の異常

体力の概念，トレーニングの実際，体力トレーニング 平田　大勝

第7回

【内分泌の運動生理学】 講義

ホルモン

運動時のホルモン調節 平田　大勝

第6回

【栄養の運動生理学】 講義

栄養とは，栄養素とその働き，食物の摂取と消化

エネルギー代謝，栄養とリハビリテーション 平田　大勝

第5回

【循環の運動生理学】 講義

重力に対する循環反応

運動による循環反応，最大酸素摂取量を規定する因子 平田　大勝

第4回

【循環の運動生理学】 講義

循環系の構造，心周期，一回拍出量，心拍数，心拍出量

心血管の機能的特性，心血管の自律神経系の調節，血圧 平田　大勝

第3回

【ガス交換の運動生理学】 講義

ガス交換，呼吸代謝とその指標

運動時の呼吸循環応答 平田　大勝

第2回

【換気の運動生理学】 講義

呼吸器系の構造，換気メカニクス

呼吸筋疲労，呼吸中枢と呼吸調節 平田　大勝

第1回

【筋の運動生理学】 講義

筋収縮とエネルギー供給，筋線維の種類とその特徴

筋収縮における神経の役割，筋の収縮様式と筋力 平田　大勝

授業概要 健常者が運動を行った際の生理反応を学びます．

到達目標 筋，換気，ガス交換，循環，栄養，内分泌，身体組成，トレーニングの効果の運動生理学について理解する．

回　数 授　業　計　画　　（　内　容　）
授業形態
講師氏名

単位数 時間数

講師氏名 平田　大勝 実務経験 臨床経験10年、授業経験3年

科目名 運動生理学 学　科 作業療法学科

年　次 1年次 分　野 専門基礎 学　期 後期



2 単位 60 時間

科目名 解剖学 学　科 作業療法学科

年　次 1年次 分　野 専門基礎 学　期 前・後期 単位数 時間数

講師氏名 　倉岡　晃夫 実務経験

授業概要 　作業療法を学ぶ上で必要な解剖学的事項について，教科書等を用いて説明する

到達目標 　人体の基本的構造と機能について，肉眼レベルで理解する

回　数 授　業　計　画　　（　内　容　）
授業形態
講師氏名

第1回

　解剖学総論 講義

　　①解剖学とは？　　②人体構造の概要　　③人体の位置・関節運動を表す解剖学用語

倉岡　晃夫

第2回

　骨格系Ⅰ 講義

　　①骨の一般的形態・内部構築　　②骨の分類　　③関節構造の概要

倉岡　晃夫

第3回

　骨格系Ⅱ 講義

　　①体幹骨の種類と構造　　②脊柱・胸郭の構築

倉岡　晃夫

第4回

　骨格系Ⅲ 講義

　　①上肢帯骨の種類と構造　　②自由上肢骨の種類と構造

倉岡　晃夫

第5回

　骨格系Ⅳ 講義

　　①下肢帯骨の種類と構造　　②自由下肢骨の種類と構造　　③骨盤の構築

倉岡　晃夫

第6回

　骨格系Ⅴ 講義

　　①頭蓋の構築　　②頭蓋を構成する骨の種類と構造　　③眼窩・鼻腔の構築

倉岡　晃夫

第7回

　骨格系Ⅵ 講義

　　①関節の種類　　②主要な関節（肩関節，肘関節，股関節，膝関節）の構築と特徴

倉岡　晃夫

第8回

　筋系Ⅰ 講義

　　①筋の一般的形態・組織構造　　②筋の分類　　③筋の補助装置

倉岡　晃夫

第9回

　筋系Ⅱ 講義

　　①頭部の筋（表情筋，咀嚼筋）の種類と構造　　②頸部の筋（頸筋群，舌骨筋群）の種類と構造

　　③胸腹部の筋（胸筋群，横隔膜，腹筋群，骨盤の筋）の種類と構造　　④背部の筋（浅背筋群，固有背筋群）の種類と構造 倉岡　晃夫

第10回

　筋系Ⅲ 講義

　　①上肢帯の筋の種類と構造　　②上腕屈筋群の種類と構造　　③上腕伸筋群の種類と構造

倉岡　晃夫

第11回

　筋系Ⅳ 講義

　　①前腕屈筋群の種類と構造　　②前腕伸筋群の種類と構造

倉岡　晃夫

第12回

　筋系Ⅴ 講義

　　①母指球筋群の種類と構造　　②小指球筋群の種類と構造　　③中手筋群の種類と構造

倉岡　晃夫

第13回

　筋系Ⅵ 講義

　　①下肢帯の筋の種類と構造　　②大腿伸筋群の種類と構造

倉岡　晃夫

第14回

　筋系Ⅶ 講義

　　①大腿内転筋群の種類と構造　　②大腿屈筋群の種類と構造　　③下腿伸筋群の種類と構造

倉岡　晃夫

第15回

　筋系Ⅷ 講義

　　①腓骨筋群の種類と構造　　②下腿屈筋群の種類と構造　　③足内筋の種類と構造

倉岡　晃夫
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第16回

　神経系Ⅰ 講義

　　①神経系の分類（中枢神経系，末梢神経系）　　②神経系の基本構造

倉岡　晃夫

第17回

　神経系Ⅱ 講義

　　①脊髄の外景　　②脊髄断面にみられる構造

倉岡　晃夫

第18回

　神経系Ⅲ 講義

　　①神経系の発生　　②脳幹の構築と機能　　③脳死と植物状態

倉岡　晃夫

第19回

　神経系Ⅳ 講義

　　①小脳の構造と機能　　②間脳（視床，視床下部）の構造と機能

倉岡　晃夫

第20回

　神経系Ⅴ 講義

　　①終脳の外景と区分け（葉）　　②大脳皮質の分類，構築，機能局在

倉岡　晃夫

第21回

　神経系Ⅵ 講義

　　①大脳辺縁系，大脳髄質，大脳基底核の構築と機能　　②脳室系の構築と脳脊髄液の循環経路

倉岡　晃夫

第22回

　神経系Ⅶ 講義

　　①脳神経の種類と特徴　　②脳神経各論（嗅神経，視神経，動眼神経，滑車神経，三叉神経，外転神経）

倉岡　晃夫

第23回

　神経系Ⅷ 講義

　　①脳神経各論（顔面神経，内耳神経，舌咽神経，迷走神経，副神経，舌下神経）

　　②自律神経系の種類（交感神経，副交感神経）と構造的特徴 倉岡　晃夫

第24回

　神経系Ⅸ 講義

　　①脊髄神経の構築と分類　　②脊髄神経各論（頸神経）　　③頸神経叢，腕神経叢の構造と機能

倉岡　晃夫

第25回

　神経系Ⅹ 講義

　　①脊髄神経各論（胸神経，腰神経，仙骨神経）　　②腰神経叢，仙骨神経叢の構造と機能

倉岡　晃夫

第26回

　呼吸器系 講義

　　①気道の概観　　②呼吸器系を構成する臓器・器官の構造と機能　　③発声のメカニズム

倉岡　晃夫

第27回

　循環器系Ⅰ 講義

　　①循環器系の概要（大循環と小循環）　　②心臓の位置，外景，内部構築

倉岡　晃夫

第28回

　循環器系Ⅱ 講義

　　①血管系の種類　　②動脈系，静脈系，リンパ系の特徴　　③リンパ性器官の種類と機能

倉岡　晃夫

第29回

　消化器系・泌尿器系 講義

　　①消化器系（消化管，消化腺）の構造と機能　　②泌尿器系（腎臓，尿路）の構造と尿生成のメカニズム

倉岡　晃夫

第30回

　感覚器系 講義

　　①感覚器系の概要（五感）　　②皮膚，視覚器，聴覚器，嗅覚器，味覚器の構造と刺激受容のメカニズム

倉岡　晃夫

成績評価方
法

定期試験 小テスト レポート 実技試験 実習評価

その他　　（

参考書 　プロメテウス解剖学コアアトラス第３版（医学書院），人体解剖カラーリングブック（丸善株式会社）

成績評価基準 　定期試験における60％以上の得点をもって、合格とする。

準備学習
学習への
アドバイス

・解剖学では数多くの用語を記憶する必要があるが，それは医療従事者間のコミュニケーションに欠かせない公用語だからである。
・用語を頭に定着させるコツは，ネット上の画像情報やアトラスを活用して，そのイメージ（位置や形態）をつかむことに尽きる。友人の名
前と顔を簡単に忘れないのは，両者が頭の中でしっかりとリンクされているからである。

教科書 　標準PT・OT学　専門基礎分野　解剖学第４版（医学書院）



2 単位 60 時間

科目名 生理学 学　科 作業療法学科

年　次 1年次 分　野 専門基礎 学　期 前・後期 単位数 時間数

講師氏名 森本　幸生 実務経験 授業経験　２９年

授業概要

生理学は解剖学とともに医学の体系の中では最も基礎となる領域である。解剖学では人体の構造を学ぶのに対して、生理学では人体の機
能を学ぶ。病気の成り立ちを理解するためには、人体の正常な構造と機能に関する知識が必要であり、解剖学とともに生理学の正確な理解
なしでは現代の医療は成り立たない。人体において営まれているさまざまな生命現象は、植物性機能と動物性機能の2つの群に大別され
る。本講義では、前期に血液・循環・消化吸収・代謝・排泄・内分泌といった生命を維持する基盤となる植物性機能を、後期に感覚・中枢神
経・筋と骨・体温と代謝・生殖と発生・運動といった能動的生命活動の基盤となる動物性機能を後期に系統的に学ぶ。

到達目標

1. 身体の階層性・ホメオスタシス・細胞の構造と機能を説明できる。　　　2. 神経の興奮伝導とシナプス興奮伝達のメカニズムを説明できる。
3. 自律神経を分類しの機能を説明できる。　　　4. 血液の組成・機能と血液凝固・線溶のメカニズムを説明できる。
5. リンパ球による免疫のメカニズムを説明できる。　　　6. 血液の循環とその調節メカニズムを説明できる。
7. 消化器による食物消化と栄養吸収のメカニズムを説明できる。
8. 呼吸のメカニズムと肺におけるガス交換・血液によるガス運搬のメカニズムを説明できる。
9. 尿の生成メカニズムと畜尿・排尿のメカニズムを説明できる。
10. 酸塩基平衡にもとづきアシドーシスとアルカローシスのメカニズムと代償機序を説明できる。
11. ホルモンの役割・種類・作用発現メカニズム・分泌調節メカニズムを説明できる。
12. 各内分泌腺から分泌されるホルモンの機能を説明できる。　　　13. 末神経を分類し機能を説明できる。
14. 感覚の適刺激・閾値・ウェーバーの法則を説明できる。　　　15. 感覚神経を分類し特徴を説明できる。
16. 関連痛について説明できる。　　　17. 視覚の情報受容メカニズムと伝導路・遠近調節・明暗順応を説明できる。
18. 聴覚・平衡感覚・味覚・嗅覚の情報受容メカニズムと伝導路について説明できる。
19. 中枢神経（大脳~脊髄）の各部位の機能を説明できる。　　　20. 脳の高次機能を分類し説明できる。
21. 脳脊髄液・血液脳関門について説明できる。　　　22. 骨格筋の構造と神経支配を説明できる。
23. 骨格筋・心筋・平滑筋の収縮メカニズムと興奮収縮連関を説明できる。　　　24. 筋紡錘とゴルジ腱器官について説明できる。
25. 骨の構造・形成と吸収・成長と老化について説明できる。　　　26. エネルギー代謝・体温調節と発熱のメカニズムを説明できる。
27. 男性と女性の生殖機能を説明できる。　　　28. 受精・着床・胎児の発生を説明できる。
29. 分娩・授乳について説明できる。　　　30. 筋力・持久力・筋収縮のエネルギー源について説明できる。
31. 運動に伴う全身の変化を説明できる。　　　32. 筋力トレーニングと老化に伴う筋力の変化を説明できる。

回　数 授　業　計　画　　（　内　容　）
授業形態
講師氏名

第1回

【生命現象と人体】 講義

身体の階層性（細胞・組織・器官・器官系）、体内に含まれる水の役割とホメオスタシス（体内環境の維持メカニズム）について学ぶ。

【細胞の構造と機能】

細胞の構造と機能（細胞膜・核・細胞小器官）、静止電位・活動電位について学ぶ。 森本　幸生

第2回

【神経とシナプス】 講義

神経細胞の構造と興奮伝導、シナプスにおける興奮伝達について学ぶ。

【自律神経】

自律神経の構造と機能について学ぶ。 森本　幸生

第3回
【血液】 講義

血液の組成（血球成分・血漿）と機能（物質の運搬・生体防御・凝固溶解）について学ぶ。 森本　幸生

第4回
【血液】 講義

赤血球の形態・指標・役割・新生・破壊と貧血について学ぶ。 森本　幸生

第5回
【血液】 講義

白血球の分類と機能、身体の防御機構、血小板の形態と機能、血液凝固と線溶、血漿成分（電解質・グルコース・血漿タンパク質）について学ぶ 森本　幸生

第6回
【心臓と循環】 講義

血液の循環（心臓の働き・全身の循環経路）、心臓の興奮（心筋細胞・活動電位・自動性・自律神経による調節・刺激伝導
系）、心電図（導出法・電気的心軸・不整脈）について学ぶ。

森本　幸生

第7回
【心臓と循環】 講義

心臓による血液の拍出とそれによって生じる血圧、心周期（1回の心拍動）と心室の圧-容積関係、血圧の調節、微小循環（毛
細血管）における物質交換、各臓器における循環、リンパ循環について学ぶ。

森本　幸生

第8回
【呼吸とガスの運搬】 講義

呼吸、気道（鼻腔・咽頭・喉頭・気管・気管支）と肺胞（肺におけるガス交換の場）の構造と機能、呼吸運動（吸息・呼息・呼吸
筋・補助呼吸筋）、呼吸気量（呼吸に伴って肺に出入りする空気の量）について学ぶ。

森本　幸生

第9回
【呼吸とガスの運搬】 講義

肺におけるガス交換と血液によるガスの運搬、呼吸の調節（呼吸中枢・化学受容器・肺の伸展受容器）について学ぶ。 森本　幸生

第10回
【尿の生成と排泄】 講義

腎臓の役割（尿の生成・内分泌機能）と構造（ネフロン・血流）、尿の生成（腎小体における血液の濾過・近位尿細管における
再吸収と分泌・ヘンレーループにおける間質浸透圧勾配の形成・集合管における尿の濃縮）について学ぶ。

森本　幸生

第11回
【尿の生成と排泄】 講義

クリアランス（血液中を流れる物質が腎臓を通過することで除去される速度）・糸球体濾過量・腎血漿流量、排尿（排尿路・畜尿
反射・排尿反射）、尿量・尿成分・排尿の異常について学ぶ。

森本　幸生

第12回

【酸塩基平衡】 講義

酸塩基平衡（血漿のpH調節・アシドーシスとアルカローシス）について学ぶ。

【消化と吸収】

消化器の役割、咀嚼（歯の役割・口腔内消化）、嚥下、食道における食物輸送、胃の役割（貯蔵・消化・輸送・嘔吐）について学ぶ 森本　幸生

第13回
【消化と吸収】 講義

十二指腸における消化（膵液・胆汁）、空腸・回腸における消化と栄養素の吸収、大腸と肝臓の役割について学ぶ。 森本　幸生

第14回

【内分泌】 講義

ホルモンの役割（体内環境のレベル変化・物質の血中濃度の調節・適応力の増進・本能行動の発現）、ホルモンの種類（化学
構造と作用機序による分類）、ホルモン分泌の調節（促進/抑制ホルモンによる調節・負のフィードバック・自律神経による調
節・神経内分泌反射・物質の血中濃度による調節・正のフィードバック）　について学ぶ。

森本　幸生

第15回

【内分泌】 講義

主要な内分泌腺（下垂体・視床下部・甲状腺・副甲状腺・副腎皮質・副腎髄質・膵臓・性腺）とその他の内分泌腺・内分泌細胞
（胎盤・松果体・心臓・消化管・肝臓・腎臓・脂肪細胞）から分泌されるホルモンについて学ぶ。

【授業全体のまとめ】

生理学Ⅰで学んだ重要ポイントをおさらいする。 森本　幸生



）

第16回

【末梢神経系】 講義

末梢神経の分類・脳神経と脊髄神経について学ぶ。

【感覚】

適刺激と閾値・ウェーバーの法則・順応と体性感覚（皮膚感覚・深部感覚）について学ぶ。 森本　幸生

第17回

【感覚】 講義

内臓感覚（臓器感覚・内臓痛覚）と特殊感覚（視覚）について学ぶ。
森本　幸生

第18回

【感覚】 講義

特殊感覚（聴覚・平衡感覚・味覚・嗅覚）について学ぶ。
森本　幸生

第19回

【中枢神経系】 講義

中枢神経系の構造（脊髄と脳・灰白質と白質）・中枢神経系の機能・中枢神経系を保護するメカニズムと脊髄（脊髄の構造・上
行路と下行路）について学ぶ。 森本　幸生

第20回

【中枢神経系】 講義

脊髄（脊髄反射）と脳幹（脳幹の機能・自律神経中枢・脳幹反射と脳死判定）について学ぶ。
森本　幸生

第21回

【中枢神経系】 講義

小脳（小脳の機能・小脳への入出力・運動学習）／間脳（視床・視床下部）／大脳皮質について学ぶ。
森本　幸生

第22回

【中枢神経系】 講義

脳の高次機能（学習・記憶・随意運動・脳波・覚醒と睡眠）／大脳基底核と脳梁／辺縁系／脳室と脳脊髄液・血液脳関門につ
いて学ぶ。 森本　幸生

第23回

【筋と骨】 講義

骨格筋線維の種類・肥大と委縮・筋紡錘とGolgi腱器官・筋電図および心筋の興奮収縮連関・不応期・長さ‐張力力関係・収縮
性について学ぶ。 森本　幸生

第24回

【筋と骨】 講義

骨格筋線維の種類・肥大と委縮・筋紡錘とGolgi腱器官・筋電図および心筋の興奮収縮連関・不応期・長さ‐張力力関係・収縮
性について学ぶ。 森本　幸生

第25回

【筋と骨】 講義

心臓の機械的性質（血液の拍出と血圧・心周期）について学ぶ。
森本　幸生

第26回

【筋と骨】 講義

心臓の機械的性質（心室圧‐容積関係）・平滑筋の機能と収縮メカニズムおよび骨の構造・形成と吸収・成長と老化について学
ぶ。 森本　幸生

第27回

【体温と代謝】 講義

栄養素と物質代謝・エネルギー代謝・体温について学ぶ。
森本　幸生

第28回

【生殖と発生】 講義

男性生殖機能（生殖器・精巣・製紙の形成と成熟・勃起と射精）・女性生殖機能（視床下部‐下垂体系と女性生殖器・卵巣周
期）について学ぶ。 森本　幸生

第29回

【生殖と発生】 講義

女性生殖機能（卵巣周期・子宮周期・卵の減数分裂）および受精・着床・胎児の発生について学ぶ。
森本　幸生

第30回

【運動生理】 講義

筋力と持久力・筋収縮のエネルギー源・運動に伴う全身の変化・トレーニング効果と筋力の加齢変化について学ぶ。

【授業全体のまとめ】

生理学Ⅰで学んだ重要ポイントをおさらいする。 森本　幸生

成績評価方
法

定期試験 小テスト レポート 実技試験 実習評価

その他　　（

参考書 イラストでまなぶ生理学　第３版　（田中　越郎　（著）　医学書院）　

成績評価基準
 
 定期試験100%

準備学習
学習への
アドバイス

生理学は暗記しようとするのではなくメカニズム（縦横に紡がれた論理的なつながり）を理解するように努めれば自然に身につく学問です。
授業の前には教科書や参考書をよく読んで理解し、授業の後には必ず復習して習った内容を説明できるようにしてください。また、理解でき
ないことがあれば、授業中や授業の後に質問して解決してください。

教科書
 
 標準理学療法学・作業療法学　専門基礎分野　生理学　第５版　（岡田隆夫　鈴木敦子　長岡正範　医学書院）



2 単位 60 時間

科目名 運動学 学　科 作業療法学科

年　次 1年次 分　野 専門基礎 学　期 前期 単位数 時間数

講師氏名 ①伊賀　信也　　　・　　　　②中満　篤子 実務経験
①臨床経験１９年　講師経験３年
②臨床経験２０年　講師経験1８年

授業概要 関節の構造、運動を理解するために資料や教科書、ビデオ教材を利用し説明する

到達目標
身体の動きを学習するために必要な運動学的用語、基礎事項を理解できる
関節の構造と動きその機能、軟部組織の機能を説明できる

回　数 授　業　計　画　　（　内　容　）
授業形態
講師氏名

第1回

運動学用語について説明できる 講義

解剖学的肢位について説明できる

中満　篤子

第2回

運動の軸について説明できる 講義

運動面について説明できる

関節包内運動と関節運動について理解できる 中満　篤子

第3回

関節の分類ができる 講義

関節の構造について説明できる

関節の種類を列挙できる 中満　篤子

第4回

運動方向について説明できる 講義

関節運動を模倣することができる

中満　篤子

第5回

運動学の基礎知識についてのまとめ 講義

関節の構造、種類を理解できる

関節包内運動、関節運動、運動方向について説明できる 中満　篤子

第6回

胸鎖関節、肩鎖関節、肩甲胸郭関関節の分類、連結、軸性を列挙する 講義

関節運動について説明できる

中満　篤子

第7回

肩関節について理解する 講義

関節の構造、連結、軸性を説明できる

中満　篤子

第8回

肩関節について理解する 講義

関節運動について説明できる

中満　篤子

第9回

肘関節について理解する 講義

関節の構造、連結、軸性を説明できる

関節運動について説明できる 中満　篤子

第10回

橈尺関節について理解する 講義

関節の構造、連結、軸性を説明できる

関節運動について説明できる 中満　篤子

第11回

手関節、手根骨の連結について理解知る 講義

関節の構造、連結、軸性を説明できる

関節運動について説明できる 中満　篤子

第12回

指骨の関節について理解する 講義

関節の分類を列挙する

関節の構造、連結、軸性を説明できる 中満　篤子

第13回

上肢の関節のまとめ 講義

上肢の関節の特徴について説明できる

関節運動について説明できる 中満　篤子

第14回

股関節について理解する 講義

関節の分類を列挙する

関節の構造、連結、軸性を説明できる 伊賀　信也

第15回

股関節について理解する 講義

関節の運動について説明できる

伊賀　信也



）

第16回

股関節について理解する 講義

制限因子を列挙できる

制限が起こる理由について説明できる 伊賀　信也

第17回

膝関節について理解する 講義

関節の分類を列挙する

関節の構造、連結、軸性を説明できる 伊賀　信也

第18回

膝関節について理解する 講義

関節の運動について説明できる

伊賀　信也

第19回

膝関節について理解する 講義

半月板、靭帯の役割を説明できる

制限因子を列挙できる 伊賀　信也

第20回

足関節について理解する 講義

関節の分類を列挙する

関節の構造、連結、軸性を説明できる 伊賀　信也

第21回

足関節について理解する 講義

関節の運動について説明できる

制限因子を列挙できる 伊賀　信也

第22回

下肢の関節のまとめ 講義

下肢の関節の特徴について説明できる

関節運動について説明できる 伊賀　信也

第23回

椎間関節、椎体間の連結について理解する 講義

関節の運動について説明できる

制限因子を列挙できる 中満　篤子

第24回

頭蓋と脊柱の関節について理解する 講義

関節の分類、連結、軸性を列挙する

関節の運動について説明できる 中満　篤子

第25回

肋椎関節、胸肋関節について理解する 講義

関節の分類、連結、軸性を列挙する

関節の運動について説明できる 中満　篤子

第26回

胸郭運動について理解する 講義

呼吸運動における上位肋骨と下位肋骨の違いを列挙する

呼吸運動における上位肋骨と下位肋骨の違いを説明する 中満　篤子

第27回

骨盤帯の関節について理解する 講義

関節の分類、連結、軸性を列挙する

関節の運動について説明できる 中満　篤子

第28回

顎関節について理解する 講義

関節の分類、連結、軸性を列挙する

関節の運動について説明できる 中満　篤子

第29回

体幹、頭蓋、骨盤帯の関節のまとめ 講義

脊柱・頭蓋の関節、運動について説明できる

胸郭の運動について説明できる 中満　篤子

第30回

運動学のまとめ 講義

身体の動きの運動学的用語、基礎事項を説明できる

関節の構造と動きその機能、軟部組織の機能を説明できる 中満　篤子

成績評価方法
定期試験 小テスト レポート 実技試験 実習評価

その他　　（

参考書 基礎運動学第6版

成績評価基準 ４つにわけた項目ごとに小テストを実施し、総合して評価する。

準備学習
学習への
アドバイス

解剖学の知識を復習する
人の運動に興味を持ち、動きを観察する
ﾋﾞｼﾞｭﾗﾝｸﾗｳﾄﾞ　目で見る医学の基礎Vol.5骨格・筋肉系、目で見る解剖と生理Vol9運動系Ⅱ上肢・下肢

教科書
標準ＰＴＯＴ学　解剖学第４版、エッセンシャルキネシオロジー原著第２版　機能的運動学の基礎と臨床、
プロメテウス解剖学コアアトラス第３版、アプリ　ヒューマンアナトミーアトラス



2 単位 60 時間

科目名 運動学演習 学　科 作業療法学科

年　次 1年次 分　野 専門基礎 学　期 後期 単位数 時間数

講師氏名 ①伊賀　信也　・　②榊　英一　・　③中満　篤子 実務経験
①臨床経験１９年　講師経験３年
②臨床経験２５年　講師経験８年
③臨床経験２０年　講師経験1８年

授業概要
運動学で学習した人体の身体運動に関する基本的な概念と分析・観察方法に関して学習する。
主な内容は，身体運動の表現，体表からの筋の観察，各関節運動と筋の作用，動作と筋電図，歩行分析，姿勢に関する学習を行う。

到達目標
・各関節運動と筋の作用を確認し理解する。
・動作と筋電図，歩行分析，姿勢に関する学習を通して運動・動作分析の基礎を理解する。

回　数 授　業　計　画　　（　内　容　）
授業形態
講師氏名

第1回

運動力学を理解する 講義

力・力の合成と分解力の・モーメントを理解する

中満　篤子

第2回

運動力学を理解する 講義

身体のてこを理解する

中満　篤子

第3回

骨格筋の構造・筋収縮の種類を理解する 講義

筋収縮の様式を理解する

筋の働き・作用を理解する 中満　篤子

第4回

頭蓋の筋骨格系の働きを理解する 講義

頭筋と可動関節の関係が述べられる

表情筋の作用を説明できる 中満　篤子

第5回

脊柱（頚部）の筋骨格系の働きを理解する 講義

舌骨筋群の働きが述べられる

頭部の運動と筋活動を関係つけられる 中満　篤子

第6回

脊柱（頚部）の筋骨格系の働きを理解する 講義

頚部の運動と筋活動を関係つけられる

中満　篤子

第7回

脊柱（胸腰椎）の筋骨格系の働きを理解する 講義

腰椎の運動と筋活動を関係つけられる

中満　篤子

第8回

脊柱（胸腰椎）の筋骨格系の働きを理解する 講義

呼吸筋群を列挙し、作用を説明できる

中満　篤子

第9回

下肢（股関節）の筋骨格系の働きを理解する 講義

股関節の運動と筋活動を関係つけられる

伊賀　信也

第10回

下肢（股関節）の筋骨格系の働きを理解する 講義

股関節の運動と筋活動を関係つけられる

伊賀　信也

第11回

下肢（股関節）の筋骨格系の働きを理解する 講義

股関節の運動と筋活動を関係つけられる

伊賀　信也

第12回

下肢（膝関節）の筋骨格系の働きを理解する 講義

膝関節の運動と筋活動を関係つけられる

伊賀　信也

第13回

下肢（膝関節）の筋骨格系の働きを理解する 講義

膝関節の運動と筋活動を関係つけられる

伊賀　信也

第14回

下肢（膝関節）の筋骨格系の働きを理解する 講義

膝関節の運動と筋活動を関係つけられる

伊賀　信也

第15回

下肢（足関節）の筋骨格系の働きを理解する 講義

足関節の運動と筋活動を関係つけられる

伊賀　信也



）

第16回

下肢（足関節）の筋骨格系の働きを理解する 講義

足関節の運動と筋活動を関係つけられる

伊賀　信也

第17回

上肢（肩関節）の筋骨格系の働きを理解する 講義

肩関節の運動と筋活動を関係つけられる

伊賀　信也

第18回

上肢（肩関節）の筋骨格系の働きを理解する 講義

肩関節の運動と筋活動を関係つけられる

伊賀　信也

第19回

上肢（肩関節）の筋骨格系の働きを理解する 講義

肩関節の運動と筋活動を関係つけられる

伊賀　信也

第20回

上肢（肘前腕）の筋骨格系の働きを理解する 講義

肘関節の運動と筋活動を関係つけられる

榊　英一

第21回

上肢（肘前腕）の筋骨格系の働きを理解する 講義

肘関節の運動と筋活動を関係つけられる

榊　英一

第22回

上肢（肘前腕）の筋骨格系の働きを理解する 講義

前腕の運動と筋活動を関係つけられる

榊　英一

第23回

上肢（手関節）の筋骨格系の働きを理解する 講義

手関節の運動と筋活動を関係つけられる

榊　英一

第24回

上肢（手関節）の筋骨格系の働きを理解する 講義

手関節の運動と筋活動を関係つけられる

榊　英一

第25回

上肢（手指関節）の筋骨格系の働きを理解する 講義

手指関節の運動と筋活動を関係つけられる

榊　英一

第26回

姿勢と重心の関係を理解する 講義

姿勢保持に必要な重心の位置をイメージできる

榊　英一

第27回

正常歩行の特徴を理解する 講義

歩行のシークエンスを述べられる

榊　英一

第28回

正常歩行の特徴を理解する 講義

歩行に関係する下肢筋の働きを説明できる

榊　英一

第29回

正常歩行の観察をする 演習

歩行分析用語を使うことができる

榊　英一

第30回

正常歩行の観察をする 演習

歩行の個人差を理解し歩行用語を用いて説明できる

榊　英一

成績評価方法
定期試験 小テスト レポート 実技試験 実習評価

その他　　（

参考書 基礎運動学第6版、身体運動の理解につなげる物理学

成績評価基準 ４つにわけた項目ごとに小テストを実施し、総合して評価する。

準備学習
学習への
アドバイス

解剖学の知識を復習する
人の運動に興味を持ち、動きを観察する
ﾋﾞｼﾞｭﾗﾝｸﾗｳﾄﾞ　目で見る医学の基礎Vol.5骨格・筋肉系、目で見る解剖と生理Vol9運動系Ⅱ上肢・下肢

教科書
標準ＰＴＯＴ学　解剖学第4版、エッセンシャルキネシオロジー原著第3版　機能的運動学の基礎と臨床、
プロメテウス解剖学コアアトラス第3版、アプリ　ヒューマンアナトミーアトラス



1 単位 30 時間

原始反射について説明できる.

乳児期の姿勢・移動能力の獲得について説明できる

乳児期のものの操作能力の獲得について説明できる

）

科目名 人間発達学 学　科 作業療法学科

年　次 1年次 分　野 専門基礎 学　期 後期 単位数 時間数

講師氏名 ①上原　美智代　　　②中満　篤子 実務経験
①臨床経験１９年　講師経験１３年
②臨床経験２０年　講師経験1８年

授業概要 人間発達の基礎を理解するために, 教科書や資料を利用し, 説明を行う.

到達目標
１．医療に携わる専門職になるために, 人間の生涯発達について理解する.
２．人間を社会的存在として, また各発達領域（身体, 運動, 認知, 社会性, 情緒, パーソナリティなど）が統合された存在として理解する.
３．誕生（胎児期）から新生児期, 乳児期, 幼児期, 学童期, 青年期, 成人期, 老年期の一連の流れを理解する.

回　数 授　業　計　画　　（　内　容　）
授業形態
講師氏名

第1回

人間発達学を学ぶことの意義について説明できる. 講義

発達を生涯発達の視点から考えることの意義について説明できる.

中満　篤子

第2回

発達にみられる原則を列挙し, 説明できる. 講義

発達の基底要因を理解する

発達の区分を列挙できる 中満　篤子

第3回

それぞれの発達理論についてその概要と相違を説明できる． 講義

発達理論について列挙できる

上原　美智代

第4回

胎児期における発達過程とその阻害因子について説明することができる. 講義

先天異常について説明できる

先天異常の疾患を列挙できる 中満　篤子

第5回

講義

立ち直り反応について説明できる.

平衡反応について説明できる. 中満　篤子

第6回

乳児期における発達過程とその阻害因子について説明することができる. 講義

乳児期の身体的成長と生理的成熟について説明できる.

中満　篤子

第7回

乳児期での生きていく力の獲得過程を説明できる 講義

中満　篤子

第8回

講義

乳児期の感覚運動的知能の獲得と愛着関係の形成について説明できる

中満　篤子

第9回

幼児期の発達課題とその過程について説明できる. 講義

幼児期における移動能力の獲得過程とその意義を説明できる

幼児期の日常生活活動の自立の過程、意味を説明できる 中満　篤子

第10回

幼児期における遊びと認知発達の概要と特徴を説明できる 講義

幼児期における自我の芽生えと仲間の出現の意義を説明できる

中満　篤子

第11回

様々な発達検査を列挙できる 講義

遠城寺式・乳幼児分析的発達検査表において, 正常発達の各項目の月齢を述べる.

日本版デンバー式発達スクリーニング検査において, 正常発達の各項目での 75％通過率と90％通過率時の月齢を述べる. 中満　篤子

第12回

児童期の発達課題とその過程について説明できる. 講義

児童期における論理的思考の獲得と客観的世界の出現の意義を説明できる

児童期における仲間意識と自己認識の深まりを説明できる 上原　美智代

第13回

青年期の発達課題とその過程について説明できる. 講義

青年期における自我の確立の意義と過程、自我の確立と親子関係との関係を説明できる

上原　美智代

第14回

成人期の発達課題とその過程について説明できる. 講義

成人期の発達における現代的課題について考える

上原　美智代

第15回

老年期の発達課題について説明できる. 講義

老年期に喪失・低下・減少するさまざまな機能・能力をあげ、喪失がもたらす意味を説明できる

上原　美智代

成績評価方法
定期試験 小テスト レポート 実技試験 実習評価

その他　　（

参考書 イラストでわかる　人間発達学

成績評価基準 定期試験　９０％　小テスト10％

準備学習
学習への
アドバイス

授業は教科書を中心に進みます．対応する箇所の教科書の内容を読み, 予習しておくこと.

教科書 奈良勲・鎌倉矩子（監修）:標準PT・OT学　専門基礎分野 人間発達学.　第２版　 医学書院.



1 単位 30 時間

）

科目名 病理学 学　科 作業療法学科

年　次 1年次 分　野 専門基礎 学　期 後期 単位数 時間数

講師氏名 実務経験

授業概要
解剖学や生理学で人体の正常の構造と機能を学んだ後で、ここでは、病気の場合に、どのようになるのか、について教科書と
私自身が作った画像を用いてお話しする。その後、自分で勉強しないといけない。高校とは違うのだということを、早く、認識すること。

到達目標
病気の理り（ことわり）を学ぶ。すなわち、病気の原因と機序を学ぶとともに、その原因によって、体の器官・組織・細胞に、どのような
病変が起こるか、続くか、治るのか、それは予防できないか、などについて学ぶ。これらについて、優れた教科書によって自己学習を行う。

回　数 授　業　計　画　　（　内　容　）
授業形態
講師氏名

第1回

病因、細胞・組織と障害、再生と修復を学習する。 講義

　・　病気、病因、内因、外因、生活習慣病、細胞、基質、組織、増殖、分化、壊死、アポトーシス、萎縮、再生、肉芽組織、
　　　創傷治癒、線維芽細胞、肥大、過形成、化生について、述べることができる。

第2回

循環障害を学習する。 講義

　・　充血、うっ血、出血、血液凝固、血栓、塞栓、梗塞、虚血、浮腫、ショック、高血圧、播種性血管内凝固症候群（DIC）に
　　　ついて、述べることができる。

第3回

炎症を学習する。 講義

　・　炎症、炎症徴候、滲出、炎症細胞、白血球、ケモカイン、サイトカイン、リンパ球、マクロファージ、急性炎症、慢性炎症、
　　　発熱、化膿、肉芽腫について、述べることができる。

第4回

免疫、アレルギー、感染症を学習する。 講義

　・　免疫、B 細胞、T 細胞、NK細胞、抗体、アレルギーの型、自己免疫性疾患、移植免疫、病原体、細菌、真菌、
　　　ウイルス、原虫、エイズ、日和見感染について、述べることができる。

第5回

代謝障害, 老化、新生児、先天異常を学習する。 講義

　・　高脂血症、糖尿病、痛風、肥満、メタボリック症候群、テロメア、新生児肺、ダウン症候群、ターナー症候群について、
　　　述べることができる。

第6回

腫瘍の総論を学習する。 講義

　・　癌細胞、癌組織、自律性、分化度、増殖と浸潤、再発、転移、血行性、リンパ行性、扁平上皮癌、腺癌、未分化癌、
　　　肉腫、悪性腫瘍、良性腫瘍について、述べることができる。

第7回

腫瘍を臓器別に学習する。 講義

　・　癌の疫学、発癌因子、刺激説、二相説、幹細胞説、職業癌、早期癌、前癌状態、癌の診断と治療、癌の予防について、
　　　述べることができる。

第8回

循環器系疾患を学習する。 講義

　・　粥状動脈硬化症、プラーク、狭心症、心筋梗塞、心不全、脳卒中、ファロー四徴症について、述べることができる。

第9回

呼吸器系疾患を学習する。 講義

　・　肺水腫、喘息、慢性閉塞性肺疾患、肺気腫、肺炎、肺結核、肺癌、たばこ癌、塵肺、アスベスト症、中皮腫について、
　　　述べることができる。

第10回

消化器系疾患を学習する。 講義

　・　齲歯、食道癌、胃炎、H.ピロリ菌、胃潰瘍、胃癌、潰瘍性大腸炎、大腸癌、肝炎、黄疸、肝硬変、肝癌について、
　　　述べることができる。

第11回

内分泌系、造血、腎、生殖器疾患を学習する。 講義

　・　ホルモン、サイトカイン、バセドウ病、橋本病、クッシング症候群、貧血、白血病、腎炎、ネフローゼ症候群、膀胱癌、
　　　前立腺癌、子宮頚癌、内膜癌、筋腫、乳癌について、述べることができる。

第12回

神経系疾患を学習する。 講義

　・　神経細胞、グリア組織、頭蓋内圧亢進、脳ヘルニア、脳梗塞、脳出血、くも膜下出血、硬膜下出血、脳炎、脳腫瘍などに
　　　ついて、述べることができる。

第13回

運動器系疾患を学習する。 講義

　・　骨、軟骨、関節、靭帯、筋肉、腱、骨折、仮骨、虚血壊死、大腿骨頭壊死、骨粗しょう症、変形性関節症、関節リウマチ、
　　　関節強直、関節拘縮、肉ばなれ、筋萎縮、筋ジストロフィー、椎間板ヘルニア、捻挫、骨肉腫、軟部組織腫瘍について、
　　　述べることができる。

第14回

何をもって死とみなすのか、について、各自で考える。 講義

　・　生命の危機、死因、播種性血管内凝固症候群、多臓器不全、ショック、死の徴候、脳死、生検、病理組織診断、細胞
診、病理解剖、臓器移植について、述べることができる。

第15回

まとめ 講義

　・　選択問題100%とする。

成績評価方法
定期試験 小テスト レポート 実技試験 実習評価

その他　　（

参考書

成績評価基準 学期末に筆記試験100％

準備学習
学習への
アドバイス

解剖学、組織学、生理学などを復習しておくこと。受講する人はしっかり勉強すること。

教科書 渡辺照雄編、「カラーで学べる病理学」　ヌーヴェヒロカワ社、第４版、平成２７年



1 単位 30 時間

）

科目名 臨床心理学概論 学　科 作業療法学科

年　次 1年次 分　野 専門基礎 学　期 後期 単位数 時間数

講師氏名 実務経験

授業概要
臨床心理学を理解するため、教科書や内容を図解した資料を利用し，説明を行う。
また「自分を知るプログラムアンガーマネジメント」を実施する。

到達目標
・臨床心理学とは何かを理解し、臨床心理アセスメントの意味や内容が理解できるようになること。
・代表的な心理療法について理解し、臨床現場で役に立つ態度が習得できること。

回　数 授　業　計　画　　（　内　容　）
授業形態
講師氏名

第1回

心理臨床と臨床心理学 講義

心理臨床と臨床心理学の違いや臨床心理学の専門性について学ぶ。またどのように始まったのか歴史について学ぶ 演習

「自分を知るプログラム」1様々な感情と怒りの感情について学ぶ

第2回

心理臨床の基礎理論1－1　ライフサイクル論1 講義
人生の各時期に起こる臨床心理学的問題をライフサイクルという視点から理解する。代表的なフロイトとエリクソンの理論
を学ぶ

演習

「自分を知るプログラム」2自分のストレスについて学ぶ

第3回

心理臨床の基礎理論1－2　ライフサイクル論2：人生後半の意義 講義

ユングとレヴィンソンのライフサイクル論について学ぶ 演習

「自分を知るプログラム」3　怒りの感情の特徴について学ぶ

第4回

心理臨床の基礎理論2　精神医学 講義

精神医学における病因概念について、学ぶ。診たて、疾病概念、疾病分類について学ぶ 演習

「自分を知るプログラム」4　アンガーマネジメントの目的について学ぶ

第5回

心理臨床の基礎理論3　学習理論・認知理論 講義

学習理論と認知理論が心理臨床の場面でどのようにいかされているのかについて学ぶ 演習

「自分を知るプログラム」5　自分の怒りの温度計を作って、自分の怒りの程度について知る

第6回

心理臨床の基礎理論4　深層心理学理論 講義

フロイトの精神分析理論とユングの分析心理学について学ぶ 演習

「自分を知るプログラム」6　様々なストレスマネジメントについて学ぶ

第7回

臨床心理アセスメント1 講義

臨床心理アセスメントの目的や、種類、意味について学ぶ。知能検査、質問紙法人格検査について学ぶ 演習

「自分を知るプログラム」7　ストレスマネジメントを実際にやってみて、自分で使えるものにする

第8回

臨床心理アセスメント2 講義

投影法人格検査、作業検査法、神経心理学検査について学ぶ 演習

「自分を知るプログラム」8　自分の考え方のくせを知る

第9回

心理療法１　力動的心理療法 講義

力動的心理療法とは何かについて学ぶ。力動的心理療法の理論と技法について学ぶ 演習

「自分を知るプログラム」9　イライラを引き起こす特徴的な考え方について知る

第10回

心理療法2　ユング派心理療法 講義

個性化の過程について学ぶ。夢分析、箱庭療法について学ぶ 演習

「自分を知るプログラム」10　認知（自分の考え方のくせ）を変えてみる

第11回

心理療法3　パーソン・センタード・アプローチ 講義

クライエント中心療法。エンカウンターグループ、パーソン・センタード・アプローチにつて学ぶ 演習

「自分を知るプログラム」11　自分のコミュニケーションの特徴を知る

第12回

心理療法4　認知行動療法 講義

認知行動療法とは何かについて学ぶ。認知行動療法の基礎理論と主要技法について学ぶ 演習

「自分を知るプログラム」12　スッキリ納得、アサーティブなコミュニケーションを学ぶ

第13回

心理療法5　遊戯療法 講義

遊戯療法とは何かについて学び、その際のセラピストの役割、実際の過程について学ぶ 演習

「自分を知るプログラム」　まとめとふり返り

第14回

コミュニティ援助1・2　基本姿勢と援助の方法　子育て支援 講義

コミュニティ援助の方法と領域について学ぶ

子育てをめぐる状況と子育て支援について学ぶ

第15回

これまでの授業のふり返りとまとめ 講義

試験対策について

成績評価方法
定期試験 小テスト レポート 実技試験 実習評価

その他　　（

参考書 図解雑学「臨床心理学」松原達哉編著　ナツメ社

成績評価基準 定期試験100％

準備学習
学習への
アドバイス

テキストをあらかじめ読んで予習をしておく。また興味のある分野に関して参考文献を元に

教科書 改訂版心理臨床の基礎　小野けい子編著　2014　NHK出版



1 単位 30 時間

）

参考書

成績評価基準 定期試験（100％）

準備学習
学習への
アドバイス

教科書の内容をよく理解してください。

教科書 清水忠彦・佐藤拓代編：わかりやすい公衆衛生学［第４版］．ヌーヴェルヒロカワ，2015

成績評価方法
定期試験 小テスト レポート 実技試験 実習評価

その他　　（

第15回

産業衛生の現状と課題、公衆衛生の今後について理解する。 講義

　１　労働による健康障害の内容について説明することができる。

　２　労働者の健康維持のための予防と対策の具体例を挙げることができる。

　３　公衆衛生の今後の課題についてその例を挙げることができる。

第14回

精神保健福祉の現状と課題について理解する。 講義

　１　精神障害の現状と対策について説明することができる。

　２　精神保健福祉に関する制度について説明することができる。

第13回

健康教育とヘルスプロモーションの概念と取り組みについて理解する。 講義

　１　ヘルスプロモーションの進め方について説明することができる。

　２　健康教育の現状と課題について，例を挙げて説明することができる。

第12回

生活習慣病および難病の現状と対策について理解する。 講義

　１　生活習慣病の例とその原因および対策のについて説明することができる。

　２　難病克服のための努力と患者救済のための取り組みの例を挙げることができる。

第11回

学校保健の制度と組織および内容について理解する。 講義

　１　学校保健の制度と内容について説明することができる。

　２　学校保健を構成する管理と教育の内容を挙げることができる。

第10回

母子保健の現状と課題について理解する。 講義

　１　母子保健における我が国の歴史的推移について説明することができる。

　２　母子保健の現状，特に今後の母子保健のあり方について説明することができる。

第9回

地域保健活動の内容とそれを向上させる機能見ついて理解する。 講義

　１　地域保健法に関する組織と機能について説明することができる。

　２　地域保健活動の現状と課題についてその例を挙げることができる。

第8回

社会保障制度の中枢をなす保健医療について理解する。 講義

　１　保健医療の内容と制度について説明することができる。

　２　保健医療の現状と課題の例を挙げることができる。

第7回

生活環境の現状とその保全方法について理解する。 講義

　１　地球環境や生活環境を脅かしているものの例とその原因を挙げることができる。

　２　環境問題を悪化させないための対策と方法について説明することができる。

第6回

食品保健の技術・知識およびその制度について理解する。 講義

　１　食品の安全を守るための方法と食中毒の例を挙げることができる。

　２　健康を維持するための食生活のあり方について説明することができる。

第5回

感染症とその予防対策について理解する。 講義

　１　感染症の成立要因と伝播様式について説明することができる。

　２　感染症の予防や対策の例を挙げることができる。

第4回

健康の指標の意味と具体的な例について理解する。 講義

　１　集団の健康水準の測定方法の例を挙げることができる。

　２　集団の健康水準を他の集団と比較する方法について説明することができる。

第3回

健康維持の要因と、集団の健康状態を把握するための疫学的方法について理解する。（その２） 講義

　１　健康の成立条件・因子について述べることができる。

　２　集団の健康被害や集団検診の方法について説明することができる。

　３　疫学の理論と方法について説明することができる。

第2回

健康維持の要因と、集団の健康状態を把握するための疫学的方法について理解する。（その１） 講義

　１　健康の成立条件・因子について述べることができる。

　２　集団の健康被害や集団検診の方法について説明することができる。

　３　疫学の理論と方法について説明することができる。

第1回

公衆衛生の概念と内容について理解する。 講義

　１　公衆衛生の概念と基本的な内容を列挙するすることができる。

　２　公衆衛生学の定義，領域，歴史を述べることができる。

授業概要 公衆衛生学の概念とその目的について学習する。公衆衛生学の各領域の現状と課題について学習する。

到達目標
地域社会の組織的努力を通じ、健康と活力の増進に関する科学的根拠と技術を提供する学問であることを理解する。所属する社会の健康
増進に関与貢献できる医療人となるべく、公衆衛生学の基礎的知識を習得する。

回　数 授　業　計　画　　（　内　容　）
授業形態
講師氏名

単位数 時間数

講師氏名 実務経験

科目名 公衆衛生学 学　科 作業療法学科

年　次 1年次 分　野 専門基礎 学　期 前期



1 単位 30 時間

）

科目名 小児科学 学　科 作業療法学科

年　次 1年次 分　野 専門基礎 学　期 後期 単位数 時間数

講師氏名 濱本　邦洋 実務経験

授業概要 小児科学をりかいするために、発達や病気の写真、巣表を多く用いスライドで講義し、その資料や教科書を利用し説明する。

到達目標
（1）小児の発育・発達を理解する。（2）成長に伴っておこる疾病全般を理解する。特にリハビリテーションの対象となりやすい 脳性麻痺、神
経筋疾患等の神経疾患に関しては、その病態、経過、転機を理解する。（3）障害をもった子どもと親の心情を理解し、その対応の仕方を取
得する。

回　数 授　業　計　画　　（　内　容　）
授業形態
講師氏名

第1回

小児の特徴と発育：成長・発達とその評価 講義

1. 乳児および幼児の正常な発育/発達を理解し、key年齢（４ヶ月、１歳、１歳６ヶ月、３歳）での  発育と発達について

説明できる  2. 乳児の代表的な原始反射、姿勢反射について説明できる 濱本　邦洋

第2回

細菌/ウイルス感染症（特に発疹性疾患） 講義

1. 小児の主な感染症（発疹を伴う急性ウイルス／細菌感染症）について説明できる

濱本　邦洋

第3回

小児保健：乳幼児健康診査の目的と方法、予防接種、学校検診 講義

1.. 乳幼児健康診査の目的と評価法が説明でき,乳幼児の発育・発達の評価ができる

2 予防接種の種類と方法について説明できる

3. 学校検診（特に心臓検診等）について説明できる。学校伝染病の席停止期間の説明できる 濱本　邦洋

第4回

新生児：胎児・新生児の生理と疾病 講義

1. 胎児、新生児の生理（胎内環境、胎児循環）について説明できる

2. 成熟新生児の疾患、分娩の合併症について説明できる

3. 低出生体重時の定義と、それに伴う合併症について説明できる 濱本　邦洋

第5回

先天異常：単一遺伝子病、染色体異常、先天性代謝異常、先奇形症候群 講義

1. 単一遺伝子病と染色体異常の代表的疾患（ダウン症候群など）を説明できる

2. 主な奇形症候群について説明できる

3. 先天代謝異常スクリーニングについて説明できる 濱本　邦洋

第6回

脳性麻痺：脳性麻痺の定義、分類、臨床症状、原因、合併症 講義

1. 脳性麻痺の定義、分類、症状、原因、合併症について説明できる

2. 脳性麻痺の筋トーヌスの異常、姿勢の異常、歩行の異常について説明できる 濱本　邦洋

第7回

けいれん性疾患：てんかんの定義と原因、熱性けいれん、 講義

1. けいれんの定義と原因について説明できる。熱性けいれんの定義と治療について説明できる

2. てんかんの定義、分類について、特に代表的なてんかんについて説明できる

3. 熱性けいれんとてんかんの違いについて説明できる 濱本　邦洋

第8回

神経筋疾患：フロッピーインファント、神経筋疾患 講義

1. フロッピーインファントの定義と代表的疾患について説明できる

2. 脊髄性筋萎縮症、筋ジストロフィー、筋無力症、ニューロパチーについて説明できる 濱本　邦洋

第9回

発達障害：精神遅滞、言語発達遅滞、広汎性発達障害等、ADHD、LD 講義

1. 精神遅滞の定義、分類について説明できる

2. 言語発達遅滞、広汎性発達障害、注意欠陥多動性障害（ＡＤＨＤ）、学習障害（ＬＤ）について説明できる 濱本　邦洋

第10回

中枢神経感染症：意識障害の評価法と急性脳炎/脳症 講義

1. 意識障害の評価法（Japan Coma Scale）について説明できる

2. 代表的な脳炎、脳症（日本脳炎、ヘルペス脳炎、亜急性硬化性全脳炎、Reye症候群）について説明できる。ウイルス/細
菌性髄膜炎の原因、症状、治療について説明できる

濱本　邦洋

第11回

小児のこころとからだ：小児心身症、小児の虐待 講義

1. 心身症の分類、症状について説明できる

2. チック、神経性食思不振症、過敏性大腸炎、過換気症候群について説明できる

3. 小児の虐待の分類、対応の仕方について説明できる 濱本　邦洋

第12回

その他の小児疾患１（呼吸器疾患、循環器疾患、消化器疾患など） 講義

1. 小児の代表的な呼吸器疾患、気管支喘息、アルルギー疾患、循環器疾患、について説明できる：肺炎、気管支炎、ク
ループ症候群、気管支喘息、免疫異常、アレルギー疾患、先天性心臓病、消化器感染症 濱本　邦洋

第13回
その他の小児疾患２（内分泌疾患、腎疾患、血液疾患など 講義

1. 小児の代表的な内分泌疾患、代謝疾患、腎疾患、血液疾患について説明できる：下垂体性小人症、甲状腺機能低下/亢
進症、先天性副腎過形成、糖尿病、急性糸球体腎炎、ネフローゼ症候群、貧血、白血病、出血性疾患

濱本　邦洋

実技試験

第14回

障害児とその親への対応：重症心身障害児レスパイトケア 講義

1. 重症心身障害児の重症度/合併症を説明できる

2. 障害児の親の心理的反応、子どもと親への対応の仕方、コミュニケーションの大切さが理解できる 濱本　邦洋

教科書

第15回
まとめ 講義

濱本　邦洋

成績評価方法
定期試験 小テスト レポート

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）、冨田　豊、医学書院

実習評価

その他　　（

参考書

成績評価基準 定期試験100%

準備学習
学習への
アドバイス

1.講義当日、必ず復習すること （ポストテスト、プレテスト等の復習）
2. レポート等の提出を欠かさない



1 単位 30 時間

）

参考書

成績評価基準 期末試験100%

準備学習
学習への
アドバイス

教科書 奈良　勲　監修　標準理学療法学･作業療法学　専門基礎分野　老年学　第4版　医学書院　

成績評価方法
定期試験 小テスト レポート 実技試験 実習評価

その他　　（

第15回

まとめ 講義

第14回

高齢者をとりまく環境　４ 講義

　・高齢者の在宅リハビリテーション

第13回

高齢者をとりまく環境　３ 講義

　・高齢者の在宅リハビリテーション

第12回

高齢者をとりまく環境　２ 講義

　・高齢者をとりまく制度

第11回

高齢者をとりまく環境　１ 講義

　・高齢者をとりまく制度

第10回

高齢者に特徴的な症候群と疾患 講義

　・老年期うつ病とは

　・老年期うつ病の特徴

第9回

高齢者に特徴的な症候群と疾患 講義

　・認知症とは（精神症状と問題行動）

　・認知症患者への対応

第8回

高齢者に特徴的な症候と疾患 講義

　・骨・運動器疾患（老化に伴う骨折、骨粗鬆症、変形性関節症、後縦靭帯骨化症、関節リウマチなど）

諫山　照刀

第7回

加齢と年齢変化　３ 講義

　・加齢に伴う運動機能

諫山　照刀

第6回

高齢者に特徴的な症候群と疾患　４ 講義

　・腎・泌尿器疾患

　・皮膚・口腔疾患 大田　明英

第5回

高齢者に特徴的な症候群と疾患　３ 講義

　・内分泌代謝疾患

　・血液・免疫疾患 大田　明英

第4回

高齢者に特徴的な症候群と疾患　２ 講義

　・呼吸器疾患

　・消化器疾患 大田　明英

第3回

高齢者に特徴的な症候群と疾患　１ 講義

　・老年症候群

　・循環器疾患 大田　明英

第2回

加齢と年齢変化　２ 講義

　・加齢に伴う生理機能（形態学的変化も含めて）

大田　明英

第1回

加齢と年齢変化　１ 講義

　・高齢者の定義、人口動態

　・高齢者に特徴的な症候群と疾患 大田　明英

授業概要

到達目標
わが国は世界に例のない少子化、超高齢化、人口減少社会へ突入している。このような時代に対応できるコメディカルスタッフの育成が重
要である。この授業では、加齢に伴う変化、高齢者に特有な疾患、高齢者を取りまく環境を理解し、高齢者に対するリハビリテーションにつ
いて学ぶ。

回　数 授　業　計　画　　（　内　容　）
授業形態
講師氏名

単位数 時間数

講師氏名 大田　明英　・諌山　照刀　他 実務経験

科目名 老年学 学　科 作業療法学科

年　次 1年次 分　野 専門基礎 学　期 後期



1 単位 15 時間

）

参考書

成績評価基準 定期試験（100％）

準備学習
学習への
アドバイス

疑問点などについては、各担当講師まで遠慮なく申し出ること。

教科書 なし

成績評価方
法

定期試験 小テスト レポート 実技試験 実習評価

その他　　（

第8回

リハビリテーション医療のこれから 講義

・リハビリテーション医療のこれまでの歩み　・リハビリテーション医療における病期の流れ

・地域リハビリテーション支援体制　・医学的リハビリテーションの今後の方向性 伊賀　信也

第7回

社会保障制度の概要 講義

・社会保障の機能・分類・原理

・社会保険と民間保険の違い　・現金給付と現物支給の理由 本多　裕一

第6回

リハビリテーション医療の進め方 講義

・チームアプローチの重要性　・リハビリテーション医療に関わる職種の役割

・障害のレベル 平田　大勝

第5回

言語聴覚士の概要 講義

・言語聴覚療法の対象や内容　・言語聴覚障害の分類、原因

・言語聴覚障害の発生率、有病率 深水　峰子

第4回

理学療法・作業療法の概要 講義

・理学療法の対象、目標　・理学療法の手段とそれぞれの目標と方法 長野　毅

・作業療法の定義ならびに領域　・作業療法の過程 伊賀　信也

第3回

リハビリテーション医療の心理的援助、障害の発生によって起こる障害者側の問題 講義

・心理的援助に必要な基本知識　・障害の告知の時期・方法

・障害受容の過程 上原　美智代

第2回

リハビリテーション医療における障害 講義

・病気や疾病と障害の関連　・障害の部位や種類、障害名

・国際障害分類ICIDH、国際生活機能分類ICF　・日常生活の構成要素と関連 伊賀　信也

第1回

リハビリテーションの歴史および変遷、その領域や職域 講義

・リハビリテーションの意味　・リハビリテーションにおける世界と日本の歴史

・リハビリテーションの定義の変遷　・リハビリテーションの分野とリハビリテーションに関わる専門職 平田　大勝

授業概要 配布資料を基に医学的リハビリテーションについて理解を深める。

到達目標
・リハビリテーションの歴史や変遷を通して、リハビリテーション医学の基礎を理解することができる。
・障害の諸相とリハビリテーションの理念、並びに理学療法・作業療法・言語聴覚療法について理解することができる。
・チーム医療に携わるための知識を修得し、リハビリテーションのあり方について考察できることができる。

回　数 授　業　計　画　　（　内　容　）
授業形態
講師氏名

単位数 時間数

講師氏名 平田　大勝 ・ 本多　裕一 ・ 長野　毅 ・ 深水　峰子 ・ 上原　美智代 ・ 伊賀　信也 実務経験

科目名 リハビリテーション概論 学　科 作業療法学科

年　次 1年次 分　野 専門基礎 学　期 前期



1 単位 30 時間

）

参考書

成績評価基準 定期試験40％、陶芸作品30％、木工作品30％

準備学習
学習への
アドバイス

・授業の教科書だけでなく、関連領域の教科書等も参考にすること。
・教員に質問をしたり、学生間で討議を行うことで理解を深めること。

教科書 岩瀬義昭編：基礎作業学実習ガイド－作業活動のポイントを学ぶ－．協同医書出版社，2008

成績評価方法
定期試験 小テスト レポート 実技試験 実習評価

その他　　（ 陶芸作品提出、木工作品提出

第15回

木工の基本的技法を修得 演習

本棚作りを通して、木工の技能および治療的意味を学ぶ

丸目　潤

第14回

木工の基本的技法を修得 演習

本棚作りを通して、木工の技能および治療的意味を学ぶ

丸目　潤

第13回

木工の基本的技法を修得 演習

本棚作りを通して、木工の技能および治療的意味を学ぶ

丸目　潤

第12回

木工の基本的技法を修得 演習

本棚作りを通して、木工の技能および治療的意味を学ぶ

丸目　潤

第11回

木工の基本的技法を修得 演習

本棚作りを通して、木工の技能および治療的意味を学ぶ

丸目　潤

第10回

木工の基本的技法を理解 講義

本棚作りを通して、木工の基本的技法について学ぶ

丸目　潤

第9回

陶芸の技能を修得 演習

釉薬および焼成の工程を通して、陶芸の技能および治療的意味を学ぶ

奈良　直貴

第8回

陶芸の技能を修得 演習

紐作りの作成を通して、陶芸の技能および治療的意味を学ぶ

奈良　直貴

第7回

陶芸の技能を修得 演習

紐作りの作成を通して、陶芸の技能および治療的意味を学ぶ

奈良　直貴

第6回

陶芸の技能を修得 演習

紐作りの作成を通して、陶芸の技能および治療的意味を学ぶ

奈良　直貴

第5回

陶芸の技能を修得 演習

紐作りの作成を通して、陶芸の技能および治療的意味を学ぶ

奈良　直貴

第4回

陶芸の技能を修得 演習

紐作りの作成を通して、陶芸の技能および治療的意味を学ぶ

奈良　直貴

第3回

陶芸の技能を修得 演習

紐作りの作成を通して、陶芸の技能および治療的意味を学ぶ

奈良　直貴

第2回

陶芸の基本的技法を理解 講義

陶芸の基本的技法である紐作りやたたら作りについて学ぶ

奈良　直貴

第1回

オリエンテーション 講義

講義の流れを把握して、陶芸及び木工の作成計画を立案する。

奈良　直貴

授業概要 陶芸や木工の作品作成を通して、各自が問題解決や試行錯誤をしながら技能の修得・治療的意味の理解を目指す。

到達目標
陶芸および木工の技法を学び、作製するための技能を修得する。
それぞれの作業活動の作製方法や治療的意味を理解する。

回　数 授　業　計　画　　（　内　容　）
授業形態
講師氏名

単位数 時間数

講師氏名
奈良　直貴
丸目　潤

実務経験
臨床経験8年、授業経験27年

臨床経験9年

科目名 作業応用論 学　科 作業療法学科

年　次 1年次 分　野 専門 学　期 前期



2 単位 60 時間

第15回

作業療法実践の見学 演習

上原　美智代

第14回

作業療法実践の見学 演習

上原　美智代

第13回

障害擬似体験を通して障がいを持つ方々への理解を深める② 演習

上原　美智代

第12回

障害擬似体験を通して障がいを持つ方々への理解を深める① 演習

上原　美智代

第11回

臨床（臨地）見学の目的を理解する 講義

作業療法士に必要な資質・適性・教育内容について知る

上原　美智代

第10回

作業療法士に関係する法規について知る 講義

上原　美智代

第9回

作業療法の実践理論③ 作業介入プロセスモデルの概略を知る 講義

作業療法の実践モデル 生活行為向上マネジメント（MTDLP）の概略を知る

上原　美智代

第8回

作業療法の実践理論① 人間作業モデルの概略を知る 講義

作業療法の実践理論② カナダ作業遂行モデルの概略を知る

上原　美智代

第7回

中間発表 協同学習

上原　美智代

第6回

臨床（臨地）見学を行う施設について調べる PBL

上原　美智代

第5回

国際生活機能分類（ＩＣＦ）の特性と作業療法の関係を理解する PBL

リハビリテーションチームにおける作業療法の役割を理解する

上原　美智代

第4回

世界の作業療法を知る PBL

上原　美智代

第3回

作業療法の歴史を知る PBL

上原　美智代

第2回

作業療法の対象（作業療法サービスの適応範囲）を知る PBL

上原　美智代

第1回

イントロダクション：講義の概要、PBLの実施方法、臨床見学 講義

リハビリテーション医学における作業療法の位置づけ、作業療法の定義

上原　美智代

授業概要
・作業療法の概要と作業療法の視点を学ぶことを目的とする。
・学生は講義だけではなく自分で資料を読み、授業内容に沿って自分で問題を解決することが期待される。
・臨床（臨地）見学等を通して、作業療法の持つ面白さ、深さ、広がりを伝える。

到達目標
・作業療法の基礎となる哲学・概念・歴史を通して、作業療法士としての資質と適性について理解する。
・身体障害、精神障害、発達障害、老年期障害の各領域ならびに地域分野における作業療法過程について理解する。
・各領域（分野）の作業療法の実際について理解する。

回　数 授　業　計　画　　（　内　容　）
授業形態
講師氏名

単位数 時間数

講師氏名 上原　美智代　　 実務経験 臨床経験19年、授業経験13年

科目名 作業療法概論 学　科 作業療法学科

年　次 1年次 分　野 専門 学　期 前・後期



）

参考書
作業療法の世界―作業療法を知りたい・考えたい人のために 第2版 鎌倉矩子 三輪書店、2004
作業療法士になろう!　斎藤さわ子　青弓社、2017

成績評価基準 定期試験：80％、発表：20％

準備学習
学習への
アドバイス

前期前半はPBLによるワークを多く取り入れた学習になる。発表もあり、そのための学習が必要である。
図書室へ出向き、「作業療法」に関する多くの文献を手にする機会をつくりましょう。

教科書
標準作業療法学　専門分野　作業療法学概論第3版．医学書院，2016
その他、適宜、資料の配布、映像の利用を行う。

成績評価方法
定期試験 小テスト レポート 実技試験 実習評価

その他　　（ 発表

第30回

作業療法部門の管理・運営について理解する 講義

上原　美智代

第29回

各領域における作業療法の実際③　発達過程分野の作業療法についてイメージがもてる 講義

中満　篤子

上原　美智代

各領域における作業療法の実際②　精神機能領域の作業療法についてイメージがもてる 講義

上原　美智代

第27回

各領域における作業療法の実際①　地域、高齢者領域の作業療法についてイメージがもてる 講義

伊賀　信也

第26回

身体機能分野における作業療法の実際③　維持期の作業療法ついてイメージがもてる 講義

松野　ひとみ

第25回

身体機能分野における作業療法の実際②　回復期の作業療法ついてイメージがもてる 講義

鹿子　供宏

第24回

身体機能分野における作業療法の実際①　急性期の作業療法ついてイメージがもてる 講義

古川　香

第23回

病期及びライフサイクルに応じた作業療法について理解する 講義

障害受容について理解する

上原　美智代

第22回

作業療法の実践課程⑤　長期目標、短期目標の設定について知る 講義

作業療法の実践課程⑥　治療計画について知る

上原　美智代

第21回

作業療法の実践課程③　評価内容（評価の列挙、選択）について知る 講義

作業療法の実践課程④　評価結果から対応すべき課題を抽出することを知る

上原　美智代

第20回

作業療法の実践課程①　実践過程について理解する 講義

作業療法の実践課程②　情報収集の方法について知る

上原　美智代

第19回

見学した作業療法実践について考察した内容を発表する 協同学習

上原　美智代

第18回

見学した作業療法実践について考察する 協同学習

上原　美智代

第17回

作業療法実践の見学 演習

上原　美智代

第16回

作業療法実践の見学 演習

上原　美智代



1 単位 30 時間

）

参考書 講義の中で紹介します。

成績評価基準 定期試験：50％、作品点：50％

準備学習
学習への
アドバイス

配布資料については後期の作業分析学でも参考資料とするため、すべてファイリングして管理しておいてください。
演習が中心となる授業です。主体的な取り組みを重視します。

教科書 適宜、資料を配布

成績評価方法
定期試験 小テスト レポート 実技試験 実習評価

その他　　（ 作品点

第15回

余暇活動・レクリエーションを体験し、心身への影響を考察する 演習

上原　美智代

第14回

簡易織物による製作方法を習得し、心身への影響を考察する④ 演習

上原　美智代

第13回

簡易織物による製作方法を習得し、心身への影響を考察する③ 演習

上原　美智代

第12回

簡易織物による製作方法を習得し、心身への影響を考察する② 演習

上原　美智代

第11回

簡易織物による製作方法を習得し、心身への影響を考察する① 演習

上原　美智代

第10回

編み物による製作方法を習得し、心身への影響を考察する④ 演習

上原　美智代

第9回

編み物による製作方法を習得し、心身への影響を考察する③ 演習

上原　美智代

第8回

編み物による製作方法を習得し、心身への影響を考察する② 演習

上原　美智代

第7回

編み物による製作方法を習得し、心身への影響を考察する① 演習

上原　美智代

第6回

刺し子による製作方法を習得し、心身への影響を考察する② 演習

上原　美智代

第5回

刺し子による製作方法を習得し、心身への影響を考察する① 演習

上原　美智代

第4回

切り絵による製作方法を習得し、心身への影響を考察する② 演習

上原　美智代

第3回

切り絵による製作方法を習得し、心身への影響を考察する① 演習

上原　美智代

第2回

ちぎり絵による製作方法を習得し、心身への影響を考察する② 演習

上原　美智代

第1回

ちぎり絵による製作方法を習得し、心身への影響を考察する① 演習

上原　美智代

授業概要 作業療法における治療・援助の手段である作業活動を、演習を通して学習する。

到達目標
・作業活動を体験し、工程・材料・道具、禁忌事項について理解する。
・作業活動における材料・道具の取り扱い、制作方法を習得する。
・作業活動が心身の機能に与える影響について理解する。

回　数 授　業　計　画　　（　内　容　）
授業形態
講師氏名

単位数 時間数

講師氏名 上原　美智代 実務経験 臨床経験19年、授業経験13年

科目名 作業工程技術学・基礎論 学　科 作業療法学科

年　次 1年次 分　野 専門 学　期 前期



1 単位 30 時間

）

参考書

成績評価基準 レポート25％、皮革細工作品50％、自由課題作品25％

準備学習
学習への
アドバイス

・授業の教科書だけでなく、関連領域の教科書等も参考にすること。
・教員に質問をしたり、学生間で討議を行うことで理解を深めること。

教科書 岩瀬義昭編：基礎作業学実習ガイド－作業活動のポイントを学ぶ－．協同医書出版社，2008

成績評価方法
定期試験 小テスト レポート 実技試験 実習評価

その他　　（ 皮革細工作品提出、自由課題作品提出

第15回

自由課題の作成をしながら技能を修得 演習

自由課題についてのレポートの作成を行う

奈良　直貴

第14回

自由課題の作成をしながら技能を修得 演習

自由課題の作成を通して、技能および治療的意味を学ぶ

奈良　直貴

第13回

自由課題の作成をしながら技能を修得 演習

自由課題の作成を通して、技能および治療的意味を学ぶ

奈良　直貴

第12回

自由課題の作成をしながら技能を修得 演習

自由課題の作成を通して、技能および治療的意味を学ぶ

奈良　直貴

第11回

自由課題の作成をしながら技能を修得 演習

自由課題の作成を通して、技能および治療的意味を学ぶ

奈良　直貴

第10回

自由課題の作成をしながら技能を修得 演習

指定された条件に合う作業活動を列挙し、作成のための計画を立案する

奈良　直貴

第9回

皮革細工の技能の修得 演習

ハンディパースの作成を通して、皮革細工の技能および治療的意味を学ぶ

奈良　直貴

第8回

皮革細工の技能の修得 演習

ハンディパースの作成を通して、皮革細工の技能および治療的意味を学ぶ

奈良　直貴

第7回

皮革細工の技能の修得 演習

ハンディパースの作成を通して、皮革細工の技能および治療的意味を学ぶ

奈良　直貴

第6回

皮革細工の技能の修得 演習

ハンディパースの作成を通して、皮革細工の技能および治療的意味を学ぶ

奈良　直貴

第5回

皮革細工の技能の修得 演習

ハンディパースの作成を通して、皮革細工の技能および治療的意味を学ぶ

奈良　直貴

第4回

皮革細工の技能の修得 演習

ハンディパースの作成を通して、皮革細工の技能および治療的意味を学ぶ

奈良　直貴

第3回

皮革細工の技能の修得 演習

コースターの作成を通して、皮革細工の技能および治療的意味を学ぶ

奈良　直貴

第2回

皮革細工の技能の修得 演習

コースターの作成を通して、皮革細工の技能および治療的意味を学ぶ

奈良　直貴

第1回

オリエンテーション 講義

皮革細工の基本的技法を理解する

奈良　直貴

授業概要 皮革細工や自由課題の作品作成を通して、各自が問題解決や試行錯誤をしながら技能の修得・治療的意味の理解を目指す。

到達目標
皮革細工の技法を学び、作成するための技能を修得する。
作業活動の作成方法や治療的意味を理解する。

回　数 授　業　計　画　　（　内　容　）
授業形態
講師氏名

単位数 時間数

講師氏名 奈良　直貴 実務経験 臨床経験8年、授業経験27年

科目名 作業工程技術学・応用論 学　科 作業療法学科

年　次 1年次 分　野 専門 学　期 前期



1 単位 30 時間

）

参考書

成績評価基準 期末試験80％、レポート・小テスト10％、実技試験10％

準備学習
学習への
アドバイス

身体機能に対する評価技術習得となるため、基礎知識である解剖学･運動学･生理学を復習しておくこと。
授業時にはこれらの専門書も準備すること。

教科書 教科書）　能登　真一　他編集：標準作業療法学　専門分野　作業療法評価学（第3版）. 医学書院, 2017.

成績評価方
法

定期試験 小テスト レポート 実技試験 実習評価

その他　　（

第15回

関節可動域の意義、種類、評価の目的、方法 演習

・関節可動域測定の記録方法

・関節可動域測定の手順 伊賀　信也

第14回

関節可動域の意義、種類、評価の目的、方法 演習

・関節可動域測定の方法

・関節可動域測定の手順 伊賀　信也

第13回

関節可動域の意義、種類、評価の目的、方法 講義

・関節可動域の構成要素

・関節可動域測定の目的 伊賀　信也

第12回

実技試験 演習

・バイタルサイン（脈拍、血圧）の測定、記録

伊賀　信也

第11回

姿勢の種類と評価方法 演習

・姿勢の定義、種類、評価方法

・姿勢の評価を実施 伊賀　信也

第10回

形態測定の目的、種類、方法 演習

・形態測定（周径）の意義、種類、方法

・周径の測定と記録 伊賀　信也

第9回

形態測定の目的、種類、方法 講義

・形態測定（四肢長）の意義、種類、方法

・四肢長の計測を実施、記録 伊賀　信也

第8回

バイタルサインの目的、種類、方法 講義

・血圧測定の意義、方法

・血圧測定の実施、記録 伊賀　信也

第7回

バイタルサインの目的、種類、方法 演習

・バイタルサインの意義、項目

・呼吸、脈拍測定 伊賀　信也

第6回

観察の目的、種類、方法、意識障害の種類と評価法 講義

・観察の目的　・観察の種類、バイアス、効果判定・治療

・意識障害の種類と評価 伊賀　信也

第5回

面接の目的、種類、方法 講義

・面接の目的

・面接の種類、準備、注意事項 伊賀　信也

第4回

作業療法評価の基礎 講義

・再評価と効果判定

・記録と報告の意義と特徴 伊賀　信也

第3回

作業療法評価の流れ 講義

・評価のまとめと問題点、利点の抽出　・治療目標の設定（リハゴール、長期目標、短期目標）

・治療・指導・援助計画の立案 伊賀　信也

第2回

作業療法評価の流れ 講義

・作業療法の実践過程　・情報収集、面接、観察

・評価の目的、手順、手段、評価実施上の留意点 伊賀　信也

第1回

障害の捉え方と構造 講義

・ICFの各構成要素

・ICFによる作業療法評価内容 伊賀　信也

授業概要 作業療法評価を理解するために、教科書や資料と演習を利用し、説明を行う。

到達目標
作業療法評価の概要を理解することができる。
作業療法評価法を理解・修得することができる。

回　数 授　業　計　画　　（　内　容　）
授業形態
講師氏名

単位数 時間数

講師氏名 伊賀　信也 実務経験 臨床経験19年、授業経験3年

科目名 作業療法評価学概論 学　科 作業療法学科

年　次 1年次 分　野 専門 学　期 後期



1 単位 30 時間

）

参考書 なし

成績評価基準 定期試験：50％、レポート課題：25％、グループ発表：25％

準備学習
学習への
アドバイス

グループ学習や演習では、主体的な取り組みを重視します。

教科書 山根寛：ひとと作業・作業活動（新版）、三輪書店、2015．　　誰でもわかる動作分析（南江堂）

成績評価方法
定期試験 小テスト レポート 実技試験 実習評価

その他　　（ 発表

第15回

指導方法について理解する 協同学習

過用と誤用について理解する

奈良　直貴

第14回

包括的作業分析の体験（発表）② 協同学習

上原　美智代

第13回

包括的作業分析の体験（発表）① 協同学習

上原　美智代

第12回

包括的作業分析の体験（作業課題分析）④ 協同学習

上原　美智代

第11回

包括的作業分析の体験（作業課題分析）③ 協同学習

上原　美智代

第10回

包括的作業分析の体験（作業課題分析）② 協同学習

上原　美智代

第9回

包括的作業分析の体験（作業課題分析）① 協同学習

上原　美智代

第8回

作業分析および包括的作業分析について理解する 講義

上原　美智代

第7回

作業療法と作業の関係について理解する 講義

上原　美智代

第6回

動作分析の発表② ｸﾞﾙｰﾌﾟ学習

中満　篤子

第5回

動作分析の発表① ｸﾞﾙｰﾌﾟ学習

中満　篤子

第4回

動作分析の体験②　グループで健常人の日常生活動作の分析を行う ｸﾞﾙｰﾌﾟ学習

中満　篤子

第3回

動作分析の体験①　グループで健常人の日常生活動作の分析を行う ｸﾞﾙｰﾌﾟ学習

中満　篤子

第2回

動作分析の基礎知識を理解する②　安静時の姿勢および動作時の姿勢の観察について理解する 講義

中満　篤子

第1回

動作分析の基礎知識を理解する①　動作分析の目的、力学的法則について理解する 講義

中満　篤子

授業概要 講義や演習、グループ学習を通して、作業療法と作業の関係について学習する。

到達目標
・作業療法と作業の関係について理解する。
・作業を治療に結びつけるための作業分析力を習得する。
・作業を治療に用いるために必要な視点を理解する。

回　数 授　業　計　画　　（　内　容　）
授業形態
講師氏名

単位数 時間数

講師氏名 ①中満　篤子　　②上原　美智代　　③奈良　直貴 実務経験
①臨床経験20年　講師経験18年
②臨床経験19年、授業経験13年
③臨床経験8年、授業経験27年

科目名 作業分析学 学　科 作業療法学科

年　次 1年次 分　野 専門 学　期 後期



1 単位 30 時間

）

科目名 老年期障害作業療法学 学　科 作業療法学科

年　次 1年次 分　野 専門 学　期 後期 単位数 時間数

講師氏名 伊賀　信也 実務経験 臨床経験19年、授業経験3年

授業概要 教科書と配付資料を基に進める。内容に応じて、より理解を深めるために視聴覚教材を活用する。

到達目標
・地域における高齢者を取り巻く環境とこれからの高齢社会について理解することができる。
・高齢者の心身の特性や高齢期の生活障害を認識し、作業療法の役割とアプローチについて理解することができる。
・認知症とパーキンソン病に対する作業療法を理解することができる。

回　数 授　業　計　画　　（　内　容　）
授業形態
講師氏名

第1回

高齢期の課題 講義

・加齢に伴う心身の変化　・高齢期の心身両面にわたる特徴

・家族・地域社会との関係 伊賀　信也

第2回

高齢社会と施策・制度 講義

・高齢者を取り巻く社会的背景

・保健・医療・介護の実態をふまえた地域生活支援の諸施策・制度 伊賀　信也

第3回

高齢期リハビリテーション 講義

・高齢期（者）に起こしやすい症候　・高齢者に対するリハビリテーション医療の現状と課題

・状態像に応じた作業療法の実際、目的やアプローチ内容 伊賀　信也

第4回

認知症の概念 講義

・痴呆→認知症の時代的背景

・認知症の定義 伊賀　信也

第5回

記憶障害 講義

・記憶のプロセスと分類　・記憶の病態

・認知症と記憶障害の比較、その関連 伊賀　信也

第6回

認知症の臨床像 講義

・認知症の診断基準　・認知症の原因疾患の分類

・病変の部位による認知症の分類 伊賀　信也

第7回

認知症の臨床像 講義

・認知症の臨床症状

・代表的な認知症の疾患・特徴 伊賀　信也

第8回

認知症の臨床像 講義

・アルツハイマー型認知症の病理

・アルツハイマー型認知症の臨床所見 伊賀　信也

第9回

認知症の臨床像 講義

・脳血管性認知症の病態、臨床症状、経過

・レビー小体型認知症、その他の認知症疾患 伊賀　信也

第10回

認知症に対する評価 講義

・評価尺度の種類

・各々の評価尺度の特徴 伊賀　信也

第11回

認知症に対する評価 演習

・認知症の評価として認知尺度を実施

・認知症の評価として行動観察尺度を使用 伊賀　信也

第12回

認知症に対するアプローチ 講義

・認知症に対する薬物療法・非薬物療法

伊賀　信也

第13回

認知症に対するアプローチ 講義

・認知症に対するリハビリテーションと作業療法

・認知症に対する作業療法の役割と治療プロセス 伊賀　信也

第14回

パーキンソン病の臨床像 講義

・パーキンソン病の病理と臨床症状　・パーキンソン病と脳血管障害性パーキンソニズム

・パーキンソン病の重症度分類 伊賀　信也

第15回

パーキンソン病の作業療法 講義

・パーキンソン病のリハビリテーション　・パーキンソン病の作業療法の目的

・パーキンソン病に対する作業療法アプローチ 伊賀　信也

成績評価方
法

定期試験 小テスト レポート 実技試験 実習評価

その他　　（

参考書

成績評価基準 　期末試験（80％）　　小テスト（10％）　　レポート（10％）　

準備学習
学習への
アドバイス

・高齢者に関する医療や社会問題等について、テレビや新聞等の報道には興味・関心を持って欲しい。
・各回で取り扱われる内容については、専用のノートを作成し繰り返し復習することを推奨したい。

教科書
・老人のリハビリテーション第8版．医学書院，2015　・認知症の正しい理解と包括的医療・ケアのポイント第３版．協同医書出版，2010
・高齢者のための知的機能検査の手引き．ﾜｰﾙﾄﾞﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ，1991　・作業療法全書第７巻作業治療学４　「老年期」．協同医書出版，2008



1 単位 30 時間

）

科目名 地域生活作業療法論 学　科 作業療法学科

年　次 1年次 分　野 専門 学　期 後期 単位数 時間数

講師氏名
室岡真弘・森脇悦子・溝口貴之・緒方健造・大村洋介・羽野等

中満篤子・上原美智代・池田茂子・伊賀信也
実務経験

授業概要 ・教科書と配付資料を基に進める。内容に応じて、より理解を深めるために視聴覚教材を活用する。

到達目標
・地域リハビリテーションの理念と歩みを理解することができる。
・地域での作業療法士の役割と他職種との連携のあり方を理解することができる。
・障害領域別の地域作業療法を構成する基盤と実践に関わる要素を理解することができる。

回　数 授　業　計　画　　（　内　容　）
授業形態
講師氏名

第1回

地域リハビリテーションの考え方 講義

・地域リハビリテーションの定義

・わが国の医療、保健、福祉に対する施策の流れと地域リハビリテーションの歩み 伊賀　信也

第2回

地域作業療法の役割 講義

・地域リハビリテーションにおける作業療法士の役割

・地域作業療法の実践（領域別） 伊賀　信也

第3回

地域作業療法の実践過程 講義

・地域作業療法の基本プロセス　・地域作業療法のこれからの方向性と課題

・通所系・訪問系作業療法及び行政作業療法士の役割 伊賀　信也

第4回

介護保険制度 講義

・介護保険制度の理念と基本的枠組み　・介護保険制度の一般的流れ　・介護保険領域における作業療法士の役割

・介護保険制度における介護認定審査会の機能　・介護認定審査会の構成メンバーと作業療法士との関連 森脇　悦子

第5回

介護保険制度 講義

・介護保険制度における介護支援専門員の役割

・介護サービス計画書の概要 室岡　真弘

第6回

老年期障害領域の地域作業療法 講義

・通所系サービス（通所リハビリテーション事業と通所介護事業）

・介護保険における通所リハビリテーション事業での作業療法士の役割 緒方　健造

第7回

老年期障害領域の地域作業療法 講義

・訪問系サービス（訪問リハビリテーション事業）

・介護保険における訪問リハビリテーション事業での作業療法士の役割 大村　洋介

第8回

老年期障害領域の地域作業療法 講義

・介護保険における３つの施設サービスと施設特性　・介護老人保健施設の機能

・介護老人保健施設における作業療法士の役割 溝口　貴之

第9回

地域包括支援システム 講義

・地域包括支援システム

・地域包括支援システムにおける作業療法士の役割 伊賀　信也

第10回

地域生活における環境調整 講義

・地域生活支援における環境調整としての福祉用具

・地域生活支援における環境調整としての住宅改修 池田　茂子

第11回

精神障害領域の地域作業療法 講義

・精神障害領域における地域作業療法

・精神障害領域における地域生活支援のための作業療法士の役割 上原　美智代

第12回

発達障害領域の地域作業療法 講義

・発達障害領域における地域作業療法

・発達障害領域における地域生活支援のための作業療法士の役割 中満　篤子

第13回

リハ中の急変時の対応 講義

・一次救命（心肺蘇生の歴史・流れ） 演習

・BLS（胸骨圧迫・人工呼吸・AED操作） 伊賀　信也

第14回

リハ中の急変時の対応 講義

・BLS（胸骨圧迫・人工呼吸・AED操作） 演習

伊賀　信也

第15回

地域リハビリテーション・地域作業療法の実践 講義

・当事者の思いを知る

・当事者が作業療法士に求めていること 羽野　等

成績評価方
法

定期試験 小テスト レポート 実技試験 実習評価

その他　　（ 授業態度

参考書

成績評価基準 　期末試験（70％）　　レポート（20％）　　授業態度（10％）

準備学習
学習への
アドバイス

・地域ケアに関する医療・保健・福祉問題については、日頃から積極的な情報収集に心掛けてほしい。
・各回で取り扱われた要旨については、レポート課題として提出のこと。

教科書
・標準作業療法学専門分野　地域作業療法学第３版．医学書院，2017
・作業療法学全書第13巻　地域作業療法学．協同医書出版，2009



2 単位 60 時間

）

科目名 地域生活支援演習 学　科 作業療法学科

年　次 1年次 分　野 専門 学　期 後期 単位数 時間数

講師氏名 中満　篤子 実務経験 臨床経験２０年　講師経験1８年

授業概要
・各事業所（病院・施設）における臨床業務を演習形式で体験する。
・臨床演習前後において、講義と報告会等を実施する。

到達目標
・地域リハビリテーション体系における作業療法士の役割を理解できる
・地域作業療法実践に必要な知識、技術を習得する。
・地域社会における生活障害の多様性を理解できる

回　数 授　業　計　画　　（　内　容　）
授業形態
講師氏名

第1回

地域生活支援演習の位置づけについて説明できる。 講義

地域生活支援演習の目的を説明できる。

地域生活支援演習の演習形態について説明できる。 中満　篤子

第2回

臨床演習において作業療法士に求められる知識・技術・態度に関して概説できる。 講義

ｸﾞﾙｰﾌﾟ学習

中満　篤子

第3回

地域分野での作業療法サービスについて説明できる。 講義

地域分野での作業療法の役割について説明できる。 演習

地域分野での障害者を支援する制度やサービスを説明できる。 中満　篤子

第4回

臨床演習において作業療法士に求められる知識・技術・態度に関して概説できる。 講義

臨床演習における記録・報告の意味を述べることができる。 演習

臨床演習の中で問題の解決方法について述べることができる。 中満　篤子

第５回～２９回

臨床演習において作業療法を学ぶ学生として課題を実施できる。

臨床における作業療法士の役割を説明できる。

利用者に対する接遇の重要性を理解し、実践できる。 臨床経験

利用者を様々な視点（身体的、精神的、心理的、経済的、社会的）から理解できる。

利用者、家族、職員と適切なコミュニケーションを図ることができる。

個人情報の保護、連絡・報告・相談などの社会人としての倫理を遵守できる。 実習指導者

第３０回

地域生活支援を受けている障がい者・高齢者の多様性を説明することができる。

地域リハビリテーションにおける作業療法士の役割について説明できる。

地域作業療法に必要な知識・技術について説明できる。 ｸﾞﾙｰﾌﾟ学習

地域生活支援演習で学んだことを振り返ることができる。

地域生活支援演習で他学生の学んだことを自分の学習内容と比較し、相違点を見つけることができる。

地域生活支援演習において学生自身が成長できた部分について説明することができる。 中満　篤子

成績評価方法
定期試験 小テスト レポート 実技試験 実習評価

その他　　（ 課題への取り組み、規則・期限の遵守など

参考書 標準ＰＴ／ＯＴ学　解剖学、生理学、エッセンシャルキネシオロジー第２版など１年次の教科書

成績評価基準
・各演習施設においては規定の地域生活支援成績報告書を用いて評価を行う。
・演習施設で出された成績、演習前後のセミナー、種類などの提出、演習前に実施する試験を基に総合的に判断し演習の成績とする。

準備学習
学習への
アドバイス

・１年次履修科目の集大成としての演習になるため、日頃から計画的な復習を心掛けましょう。
・臨床演習で求められる専門職としての言葉遣いや行動をしっかりマスターしておきましょう。

教科書

・標準作業療法学専門分野　地域作業療法学第２版．医学書院，2012
・作業療法学全書第13巻　地域作業療法学．協同医書出版，2009
・国試の達人
・基礎固めヒント式トレーニング　基礎医学偏



1 単位 30 時間

）

参考書

成績評価基準 出席および選択問題による試験

準備学習
学習への
アドバイス

教科書 専門基礎分野「内科学」　第３版　　医学書院

成績評価方法
定期試験 小テスト レポート 実技試験 実習評価

その他　　（

第15回

まとめ 講義

久冨　孝敏

第14回

まとめ 講義

久冨　孝敏

第13回

皮膚疾患 講義

     皮膚疾患各論

久冨　孝敏

第12回

感染症、中毒性疾患 講義

     細菌感染症、ウィルス感染症、各種中毒性疾患

久冨　孝敏

第11回

膠原病、免疫・アレルギー性疾患 講義

     気管支喘息、膠原病各種疾患、免疫不全症等

久冨　孝敏

第10回

腎・泌尿器疾患 講義

     ネフロン構造と機能、腎不全、尿路感染症等

久冨　孝敏

第9回

内分泌疾患 講義

     下垂体、甲状腺、副腎等の機能

     内分泌・代謝各種疾患 久冨　孝敏

第8回

代謝性疾患 講義

     代謝性疾患

久冨　孝敏

第7回

血液・造血器疾患 講義

     血液疾患各論

久冨　孝敏

第6回

肝胆嚢疾患 講義

     肝・胆・嚢の機能、各臓器の機能検査、肝・胆・嚢の各種疾患

 久冨　孝敏

第5回

消化器疾患 講義

     消化器の基礎、食道疾患

     胃・十二指腸・小腸・大腸の疾患 久冨　孝敏

第4回

呼吸器疾患 講義

     生理、病態生理

久冨　孝敏

第3回

循環器疾患 講義

     血行動態の基本、心電図等

     先天性心疾患、虚血性心疾患、弁膜疾患等 久冨　孝敏

第2回

症候学 講義

     発熱・嘔吐・易感染性　等

久冨　孝敏

第1回

内科学とは 講義

久冨　孝敏

授業概要

到達目標 神経疾患以外の内科学に関して要点を習得する。

回　数 授　業　計　画　　（　内　容　）
授業形態
講師氏名

単位数 時間数

講師氏名 久冨　孝敏 実務経験

科目名 内科学 学　科 作業療法学科

年　次 2年次 分　野 専門基礎 学　期 後期



2 単位 60 時間

第15回

前腕の筋肉の触診 演習

筋の起始・停止が理解できる

筋の収縮を促し、筋を触診できる 中満　篤子

第14回

上腕の筋肉の触診 演習

筋の起始・停止が理解できる

筋の収縮を促し、筋を触診できる 中満　篤子

第13回

上腕の筋肉の触診 演習

筋の起始・停止が理解できる

筋の収縮を促し、筋を触診できる 中満　篤子

第12回

体幹・頚部の筋肉の触診 演習

筋の起始・停止が理解できる

筋の収縮を促し、筋を触診できる 中満　篤子

第11回

体幹・頚部の筋肉の触診 演習

筋の起始・停止が理解できる

筋の収縮を促し、筋を触診できる 中満　篤子

第10回

下肢の骨の触診方法を身につける 演習

足根骨で触診可能な骨・関節の位置関係を学び、正確に触診する。

奈良　直貴

第9回

下肢の骨の触診方法を身につける 演習

大腿骨および脛骨・腓骨で触診可能な骨・関節の位置関係を学び、正確に触診する。

奈良　直貴

第8回

骨盤周囲の骨の触診方法 演習

骨盤周囲で触診可能な骨・関節の位置関係を学び、正確に触診する。

奈良　直貴

第7回

上肢の骨の触診方法 演習

手根骨で触診可能な骨の位置関係を学び、正確に触診する。

奈良　直貴

第6回

上肢の骨の触診方法 演習

橈骨・尺骨および手根骨で触診可能な骨・関節の位置関係を学び、正確に触診する。

奈良　直貴

第5回

上肢の骨の触診方法 演習

上腕骨および橈骨・尺骨で触診可能な骨・関節の位置関係を学び、正確に触診する。

奈良　直貴

第4回

肩関節周囲の骨の触診方法 演習

肩甲骨および上腕骨で触診可能な骨・関節の位置関係を学び、正確に触診する。

奈良　直貴

第3回

肩関節周囲の骨の触診方法 演習

鎖骨および肩甲骨で触診可能な骨・関節の位置関係を学び、正確に触診する。

奈良　直貴

第2回

頭部および頸部の骨を触診方法 演習

頭部および頸部で触診可能な骨の位置関係を学び、正確に触診する。

奈良　直貴

第1回

オリエンテーション 講義

1年次に学んだ解剖学を振り返りながら、骨・筋の作図をして位置を関係づけること。

奈良　直貴

授業概要
骨・筋に関しては、演習を通してより実践的な技術の修得を目指す。
中枢神経系に関しては、グループワークやプレゼンテーションを織り交ぜながら理解を深める。

到達目標
体表から触診可能な骨や筋の位置関係を理解すると共に、対象者にやさしく・速く・正確に触診する技術を修得する。
中枢神経系の各部の構成や働きを調べ、正しく理解する。

回　数 授　業　計　画　　（　内　容　）
授業形態
講師氏名

単位数 時間数

講師氏名 奈良　直貴　・　中満　篤子　・　伊賀　信也 実務経験
奈良：臨床経験8年、授業経験27年
中満：臨床経験20年　授業経験18年
伊賀：臨床経験19年、授業経験3年

科目名 解剖学演習 学　科 作業療法学科

年　次 2年次 分　野 専門基礎 学　期 前期



）

参考書

成績評価基準 定期試験30％、レポート10％、実技試験60％

準備学習
学習への
アドバイス

解剖学で、学んだことを復習しておくこと。

教科書
・病気がみえる　Ｖｏｌ；7　脳・神経　第2版（メディックメディア）
・機能解剖学的触診技術　上肢（メジカルビュー社）　　　　　　　・機能解剖学的触診技術　下肢・体幹（メジカルビュー社）

成績評価方法
定期試験 小テスト レポート 実技試験 実習評価

その他　　（

第30回

中枢神経系のまとめ 講義

伊賀　信也

第29回

中枢神経系の構成と働き 演習

・中枢神経系の構造と機能についてプレゼンテーション

伊賀　信也

第28回

中枢神経系の構成と働き ｸﾞﾙｰﾌﾟ学習

・上行性伝導路の概要

・下行性伝導路の概要 伊賀　信也

第27回

中枢神経系の構成と働き ｸﾞﾙｰﾌﾟ学習

・脳神経

・自律神経系 伊賀　信也

第26回

中枢神経系の構成と働き ｸﾞﾙｰﾌﾟ学習

・脳幹及び脊髄の構造と機能

・小脳の機能と構造 伊賀　信也

第25回

中枢神経系の構成と働き ｸﾞﾙｰﾌﾟ学習

・大脳基底核及び大脳辺縁系の構造と機能

・間脳の構造と機能 伊賀　信也

第24回

中枢神経系の構成と働き ｸﾞﾙｰﾌﾟ学習

・大脳の基本構造と機能

・大脳皮質の機能局在 伊賀　信也

第23回

中枢神経系の構成と働き ｸﾞﾙｰﾌﾟ学習

・中枢神経系の構成の概要

・脳血管系及び脳室の構造と脳脊髄液 伊賀　信也

第22回

実技試験

骨・関節および筋の実技試験 奈良　直貴

中満　篤子

第21回

実技試験

骨・関節および筋の実技試験 奈良　直貴

中満　篤子

第20回

下腿の筋肉の触診 演習

筋の起始・停止が理解できる

筋の収縮を促し、筋を触診できる 中満　篤子

第19回

下腿の筋肉の触診 演習

筋の起始・停止が理解できる

筋の収縮を促し、筋を触診できる 中満　篤子

第18回

大腿の筋肉の触診 演習

筋の起始・停止が理解できる

筋の収縮を促し、筋を触診できる 中満　篤子

第17回

大腿の筋肉の触診 演習

筋の起始・停止が理解できる

筋の収縮を促し、筋を触診できる 中満　篤子

第16回

前腕の筋肉の触診 演習

筋の起始・停止が理解できる

筋の収縮を促し、筋を触診できる 中満　篤子



2 単位 60 時間

科目名 整形外科学 学　科 作業療法学科

年　次 2年次 分　野 専門基礎 学　期 前・後期 単位数 時間数

講師氏名 諫山　照刀 実務経験 医師臨床経験　40年　・　非常勤講師経験　29年

授業概要

到達目標
１）整形外科が対象とする運動器を構成する各組織の基礎を学ぶ　　　２）診察法、必要とする検査法を学ぶ
３）起こりうる疾患の種類を学ぶ　　　４）治療手段を学ぶ　　　５）治療における理学療法・作業療法の意義を学ぶ

回　数 授　業　計　画　　（　内　容　）
授業形態
講師氏名

第1回

整形外科基礎知識（１） 講義

     骨、関節、骨格筋の基本構造

諫山　照刀

第2回

整形外科基礎知識（２） 講義

     神経系の基本構造、運動器の病態生理

諫山　照刀

第3回

運動器の評価および検査法 講義

諫山　照刀

第4回

整形外科的治療法 講義

諫山　照刀

第5回

炎症性疾患（１） 講義

     感染性疾患

諫山　照刀

第6回

炎症性疾患（２） 講義

     リウマチ性疾患、非感染性炎症疾患

諫山　照刀

第7回

代謝・内分泌性疾患 講義

     骨粗鬆症、くる病、痛風、偽痛風

諫山　照刀

第8回

退行性疾患 講義

     変形性関節症、特殊な関節症

諫山　照刀

第9回

先天性骨・関節疾患（１） 講義

諫山　照刀

第10回

先天性骨・関節疾患（２） 講義

諫山　照刀

第11回

循環障害と壊死性疾患 講義

諫山　照刀

第12回

骨軟部腫瘍（１） 講義

諫山　照刀

第13回

骨軟部腫瘍（２） 講義

諫山　照刀

第14回

神経・筋疾患 講義

諫山　照刀

第15回

人工関節（膝、股関節その他） 講義

諫山　照刀



）

第16回

脊髄損傷（１） 講義

諫山　照刀

第17回

脊髄損傷（２） 講義

諫山　照刀

第18回

脊髄損傷（３） 講義

諫山　照刀

第19回

脊椎の疾患（１） 講義

     ①脊椎のいろいろの疾患、加齢による変化

諫山　照刀

第20回

脊椎の疾患（２） 講義

     ②靭帯骨化症、脊柱の変形、奇形

諫山　照刀

第21回

末梢神経損傷（１） 講義

諫山　照刀

第22回

末梢神経損傷（２） 講義

諫山　照刀

第23回

骨折外傷総論 講義

諫山　照刀

第24回

骨折各論（１） 講義

     ①体幹、上肢の骨折

諫山　照刀

第25回

骨折各論（２） 講義

     ②下肢の骨折

諫山　照刀

第26回

関節の外傷 講義

諫山　照刀

第27回

腱・靭帯の外傷 講義

諫山　照刀

第28回

スポーツ外傷 講義

諫山　照刀

第29回

熱傷及び切断、離断 講義

諫山　照刀

第30回

リスクマネージメント 講義

諫山　照刀

成績評価方法
定期試験 小テスト レポート 実技試験 実習評価

その他　　（

参考書

成績評価基準 試験 100%

準備学習
学習への
アドバイス

教科書 標準理学療法学・作業療法学　専門基礎分野　整形外科学　第４版　医学書院　



2 単位 60 時間

第15回

脳腫瘍 講義

     総論

久冨　孝敏

第14回

脳血管障害 講義

     各論

久冨　孝敏

第13回

脳血管障害 講義

     総論

久冨　孝敏

第12回

検査 講義

     SPECT　　PET　　筋電図検査

久冨　孝敏

第11回

検査 講義

     髄液検査　　CT　　MRI　　脳波検査

久冨　孝敏

第10回

症候論 講義

     頭蓋内圧亢進　　けいれん　　髄膜刺激症状

久冨　孝敏

第9回

症候論 講義

     意識障害　　脳死と植物状態　　頭痛

久冨　孝敏

第8回

中枢神経系 講義

     大脳皮質以外の障害

久冨　孝敏

第7回

中枢神経系 講義

     大脳皮質の障害

久冨　孝敏

第6回

末梢神経系 講義

     脳神経各論

久冨　孝敏

第5回

末梢神経系 講義

     脳神経総論

久冨　孝敏

第4回

運動の調節とその異常 講義

     運動調節障害のみかた

久冨　孝敏

第3回

運動の調節とその異常 講義

     運動調節の基本的なメカニズム

久冨　孝敏

第2回

神経とは 講義

     神経の障害

久冨　孝敏

第1回

神経とは 講義

     神経の種類　　神経伝導路

久冨　孝敏

授業概要

到達目標 神経系（中枢神経、末梢神経）の機能を理解し、神経内科領域の疾患に関して基本的知識を習得する。

回　数 授　業　計　画　　（　内　容　）
授業形態
講師氏名

単位数 時間数

講師氏名 久冨　孝敏 実務経験

科目名 神経内科学 学　科 作業療法学科

年　次 2年次 分　野 専門基礎 学　期 前・後期



）

参考書

成績評価基準 出席および選択問題による試験

準備学習
学習への
アドバイス

教科書 ・標準　神経病学第２版 栗原照幸（編）　医学書院　        ・神経内科学の講義がそのまま本になりました。監修　村川祐二　医学教育出版社

成績評価方法
定期試験 小テスト レポート 実技試験 実習評価

その他　　（

第30回

まとめ 講義

久冨　孝敏

第29回

後天性代謝性疾患 講義

     ビタミン欠乏症・膠原病・血液疾患に伴う神経障害

久冨　孝敏

第28回

後天性代謝性疾患 講義

     肝・腎・肺・内分泌疾患に伴う神経障害

久冨　孝敏

第27回

遺伝性代謝性疾患 講義

     脂質代謝異常　　アミノ酸代謝異常

久冨　孝敏

第26回

感染症 講義

     髄膜炎　　脳炎

久冨　孝敏

第25回

機能性疾患 講義

     てんかん　　頭痛　　めまい

久冨　孝敏

第24回

筋疾患 講義

     神経筋接合部の疾患

久冨　孝敏

第23回

筋疾患 講義

     総論　　各論

久冨　孝敏

第22回

末梢神経障害 講義

     各論

久冨　孝敏

第21回

末梢神経障害 講義

     総論

久冨　孝敏

第20回

脱髄性中枢性疾患 講義

     副腎白質ジストロフィー　　異染性白質ジストロフィー

久冨　孝敏

第19回

脱髄性中枢性疾患 講義

     多発性硬化症　　急性散在性脳脊髄炎

久冨　孝敏

第18回

神経変性疾患 講義

     脊髄小脳変性症　　運動ニューロンの変性疾患

久冨　孝敏

第17回

神経変性疾患 講義

     大脳皮質の変性疾患　　大脳基底核の変性疾患

久冨　孝敏

第16回

脳腫瘍 講義

     各論

久冨　孝敏



2 単位 60 時間

第15回

代表的な精神疾患　　　　　精神作用物質による精神および行動の障害について理解する 講義

　・　精神作用物質の依存と乱用を説明できる。
　・　精神作用物質の種類やその影響を説明できる。
　・　アルコールによる精神および行動の障害を説明できる。
　・　アルコール以外の精神作用物質による精神および行動の障害を説明できる。

6月3日

王丸　照夫

第14回

代表的な精神疾患　　　　　躁うつ病について理解する 講義

　・　躁うつ病の症状と診断について説明できる。 5月31日

　・　躁うつ病の治療について説明できる。 加藤　隆郎

第13回

代表的な精神疾患　　　　　神経症性障害について理解する 講義

　・　神経症性障害の病態についての各仮説を説明できる。
　・　神経症性障害の病態、症状を説明できる。
　・　神経症性障害の治療を説明できる。

5月27日

王丸　照夫

第12回

代表的な精神疾患　　　　　うつ病について理解する 講義

　・　うつ病の症状と診断について説明できる。 5月24日

　・　うつ病の治療について説明できる。 加藤　隆郎

第11回

代表的な精神疾患　　　　　統合失調症について理解する 講義

　・　統合失調症をめぐる社会的課題を説明できる。
　・　統合失調症の成因および病態の仮説を説明できる。
　・　統合失調症の症状を説明できる。
　・　統合失調症の病型および予後を区別して説明できる。

5月20日

王丸　照夫

第10回

代表的な精神疾患　　　　　気分障害について理解する 講義

　・　気分障害について説明できる。 5月17日

加藤　隆郎

第9回

代表的な精神疾患　　　　　統合失調症について理解する 講義

　・　統合失調症をめぐる社会的課題を説明できる。
　・　統合失調症の成因および病態の仮説を説明できる。
　・　統合失調症の症状を説明できる。
　・　統合失調症の病型および予後を区別して説明できる。

5月13日

王丸　照夫

第8回

代表的な精神疾患　　　　　器質性精神障害について理解する 講義

　・　症状性精神障害を説明できる。 5月10日

　・　てんかんを説明できる。 加藤　隆郎

第7回

代表的な精神疾患　　　　　器質性精神障害について理解する 講義

　・　認知症を説明できる。 4月26日

加藤　隆郎

第6回

精神疾患の症状　　　　　　精神疾患の症状について理解する 講義

　・　精神症状と状態像を説明できる。 4月22日

王丸　照夫

第5回

精神医学　概論　　　　　　精神現象の生物学的基礎を理解する 講義

　・　中枢神経系について説明できる。 4月19日

　・　末梢神経系について説明できる。 加藤　隆郎

第4回

精神医学　概論　　　　　　精神現象としての、こころのとらえ方を理解する 講義

　・　現在の精神医療について理解し、精神現象について、精神医学的なアプローチを説明できる。 4月15日

　・　こころの生物学的な理解を述べることができる。 王丸　照夫

第3回

精神医学　概論　　　　　　精神現象の生物学的基礎を理解する 講義

　・　神経系の構成について説明できる。 4月12日

加藤　隆郎

第2回

精神医学　概論　　　　　　精神現象としての、こころのとらえ方を理解する 講義

　・　現在の精神医療について理解し、精神現象について、精神医学的なアプローチを説明できる。 4月8日

　・　こころの生物学的な理解を述べることができる。 王丸　照夫

第1回

精神医学　概論　　　　　　精神医学の歴史と現状を理解する 講義

　・　精神医学の歴史を述べることができる。 4月5日

　・　精神医学の歴史が現在の精神医学にもたらしている影響を説明できる。 加藤　隆郎

授業概要 精神医学を理解するために、教科書や資料を利用し、説明を行う。

到達目標 精神疾患についての理解を深めるとともに、国家試験に対応できる知識を習得する。

回　数 授　業　計　画　　（　内　容　）
授業形態
講師氏名

単位数 時間数

講師氏名 王丸　照夫　・　加藤　隆郎 実務経験

科目名 精神医学 学　科 作業療法学科

年　次 2年次 分　野 専門基礎 学　期 前・後期



）

参考書

成績評価基準 筆記試験100％

準備学習
学習への
アドバイス

教科書の該当ページを読んで予習および復習をすること。

教科書 日本精神保健福祉士養成校協会編：新・精神保健福祉士養成講座　１　　精神疾患とその治療. 中央法規，2016．

成績評価方法
定期試験 小テスト レポート 実技試験 実習評価

その他　　（

第30回

まとめ　２ 講義

　・　精神医学全般について理解し、説明できる。 7月19日

加藤　隆郎

第29回

まとめ　1 講義

　・　精神医学全般について理解し、説明できる。 7月22日

王丸　照夫

第28回

精神科リエゾン、緩和ケア 講義

　・　精神科リエゾンや緩和ケアにおける、精神科の役割について説明できる。 7月22日

王丸　照夫

第27回

症例検討　２ 講義

　・　代表的な症例の診断と治療について説明できる。 7月12日

加藤　隆郎

第26回

精神科リエゾン、緩和ケア 講義

　・　精神科リエゾンや緩和ケアにおける、精神科の役割について説明できる。 7月8日

王丸　照夫

第25回

精神疾患の治療、精神保健福祉法　　　　　　精神科薬物療法および精神保健福祉法について理解する 講義

　・　抗精神病薬、　抗うつ薬、気分安定薬、　抗不安薬、睡眠導入剤、抗てんかん薬について、
　　　　各種薬剤の作用、副作用を説明できる。
　・　電気けいれん療法その他の身体療法について、その特徴や適応を説明できる。
　・　精神科治療と入院形態、行動制限、隔離、拘束について説明できる。

7月8日

王丸　照夫

第24回

症例検討　１ 講義

　・　代表的な症例の診断と治療について説明できる。 7月5日

加藤　隆郎

第23回

精神疾患の治療、精神保健福祉法　　　　　　精神科薬物療法および精神保健福祉法について理解する 講義

　・　抗精神病薬、　抗うつ薬、気分安定薬、　抗不安薬、睡眠導入剤、抗てんかん薬について、
　　　　各種薬剤の作用、副作用を説明できる。
　・　電気けいれん療法その他の身体療法について、その特徴や適応を説明できる。
　・　精神科治療と入院形態、行動制限、隔離、拘束について説明できる。

7月1日

王丸　照夫

第22回

外来診療　　　　　　　　　　外来診療ついて理解する 講義

　・　外来診療の流れ、精神科外来における診察、治療について説明できる。 6月28日

加藤　隆郎

第21回

代表的な精神疾患　　　　小児期および青年期に通常発症する行動および情緒の障害について理解する 講義

　・　多動性障害について説明できる。
　・　素行（行為）障害について説明できる。
　・　情緒障害について説明できる。

6月24日

王丸　照夫

第20回

精神疾患の治療　　　　　　精神療法および精神科リハビリテーションについて理解する 講義

　・　代表的な精神療法とその適応について説明できる。 6月21日

　・　精神療法の実際について説明できる。 加藤　隆郎

第19回

代表的な精神疾患　　　　　ストレス関連障害、成人のパーソナリティー障害について理解する 講義

　・　ストレス関連障害の病態、症状を説明できる。
　・　ストレス関連障害の治療を説明できる。
　・　成人のパーソナリティー障害について症状、治療を説明できる。
　・　成人のパーソナリティー障害をめぐる臨床的課題を説明できる。

6月17日

王丸　照夫

第18回

代表的な精神疾患　　　　　精神遅滞、心理的発達の障害について理解する 講義

　・　精神遅滞について説明できる。 6月14日

　・　心理的発達の障害について説明できる。 加藤　隆郎

第17回

代表的な精神疾患　　　　　ストレス関連障害、成人のパーソナリティー障害について理解する 講義

　・　ストレス関連障害の病態、症状を説明できる。
　・　ストレス関連障害の治療を説明できる。
　・　成人のパーソナリティー障害について症状、治療を説明できる。
　・　成人のパーソナリティー障害をめぐる臨床的課題を説明できる。

6月10日

王丸　照夫

第16回

代表的な精神疾患　　　　　生理的障害および身体的要因に関連した行動症候群について理解する 講義

　・　摂食障害、睡眠覚醒リズム障害の各病態について症状、治療を説明できる。 6月7日

　・　特に青年期に生じやすい課題としての摂食障害、睡眠覚醒リズム障害への対策を述べることができる。 加藤　隆郎



1 単位 30 時間

その他　　（　グループ学習におけるパフォーマンス評価、　研究発表会 ）

科目名 研究法演習 学　科 作業療法学科

年　次 2年次 分　野 専門 学　期 後期 単位数 時間数

講師氏名 池田　茂子 実務経験 臨床経験12年、　授業経験7年

授業概要 ・グループ学習、演習を中心とした主体的な学習を通し、作業療法士としての探求心・意欲・問題解決能力を育てる｡

到達目標
・作業療法の様々な分野に関心を持ち、多様な視点から作業療法の役割を理解することができる。
・調査・研究を通して、作業療法士として必要な探究心・意欲・問題解決能力を身につける。

回　数 授　業　計　画　　（　内　容　）
授業形態
講師氏名

第1回

≪研究の理解≫ 講義

・研究の意義について学ぶ。

・研究疑問と研究の様式、研究の流れについて学ぶ。 池田　茂子

第2回

≪研究の理解≫ 講義

・研究の倫理的義務とせきにん、管理的義務と責任について学ぶ。

・調査的研究と実験的研究について学ぶ。 池田　茂子

第3回

≪自己の興味と作業療法の専門分野の結びつき≫ ｸﾞﾙｰﾌﾟ学習

・グループで興味の持てるテーマについて話し合う。
・グループの中で自己の意見を主張する。
・グループの中で他者の意見を尊重する。

池田　茂子

第4回

ｸﾞﾙｰﾌﾟ学習

池田　茂子

第5回

≪作業療法の研究対象となるテーマ≫ ｸﾞﾙｰﾌﾟ学習

・グループで討議し研究テーマを決定する。
・グループの中で自己の意見を主張する。
・グループの中で他者の意見を尊重する。

池田　茂子

第6回

ｸﾞﾙｰﾌﾟ学習

池田　茂子

第7回

≪決定したテーマ・内容について、問題解決を図る≫ ｸﾞﾙｰﾌﾟ学習

・グループでも目的が達成できるように協力する。
・グループの中で自己の意見を主張する。
・グループの中で他者の意見を尊重する。

池田　茂子

第8回

ｸﾞﾙｰﾌﾟ学習

池田　茂子

第9回

ｸﾞﾙｰﾌﾟ学習

池田茂子

第10回

ｸﾞﾙｰﾌﾟ学習

池田　茂子

第11回

ｸﾞﾙｰﾌﾟ学習

池田　茂子

第12回

≪研究発表≫ ｸﾞﾙｰﾌﾟ学習

・自己の意見を分かりやすく主張する。
・他人の意見を尊重する。
・グループで同じ目的に対して協力する。

池田　茂子

第13回

ｸﾞﾙｰﾌﾟ学習

池田　茂子

第14回

ｸﾞﾙｰﾌﾟ学習

池田　茂子

第15回

ｸﾞﾙｰﾌﾟ学習

池田　茂子

成績評価方法
定期試験 小テスト レポート 実技試験 実習評価

成績評価基準 ・グループ学習におけるパフォーマンス評価（60％）、　研究発表会（40％）

準備学習
学習への
アドバイス

・グループ学習や演習が中心となる科目です。主体的な取り組みを期待します。

教科書 ・なし



1 単位 30 時間

）

科目名 運動器疾患作業療法学 学　科 作業療法学科

年　次 2年次 分　野 専門 学　期 後期 単位数 時間数

講師氏名 丸目　潤 実務経験 身体障害領域での臨床経験9年

授業概要 代表的な運動器疾患について、病態とそれに伴う障害像を理解し、作業療法の評価と治療、リハビリテーションの理論と技術を学ぶ．

到達目標
1．運動器疾患に伴う病態・障害像、医学的治療を説明できるようになる．
2．運動器疾患に対する作業療法評価を選択し説明できるようになる．
3．運動器疾患に対する病期別・機能別の作業療法治療方針および治療（プログラム）を説明できるようになる．

回　数 授　業　計　画　　（　内　容　）
授業形態
講師氏名

第1回

末梢神経損傷(1) 末梢神経の構造と機能、末梢神経損傷の分類 講義

　　①261-278*　　　②202-239*　　　③8-39*　　　⑧目で見る解剖と生理 神経系1

丸目　潤

第2回

末梢神経損傷(2) 末梢神経損傷の代表的疾患、医学的治療 講義

　　①261-278*　　　②202-239*　　　③276-299*

丸目　潤

第3回

末梢神経損傷(3) 末梢神経損傷の評価、リハビリテーション 講義

　　①261-278*　　　②202-239*　　　③276-299*

吉田　亮平

第4回

末梢神経損傷(4) 末梢神経損傷の評価、リハビリテーション 講義

　　①261-278*　　　②202-239*　　　③276-299*

丸目　潤

第5回

関節リウマチ(1) 臨床像 講義

　　①240-254*　　　②330-348*　　　③374-385*

丸目　潤

第6回

関節リウマチ(2) 医学的診断、評価 講義

　　①240-254*　　　②330-348*　　　③374-385*

丸目　潤

第7回

関節リウマチ(3) リハビリテーション 講義

　　①240-254*　　　②330-348*　　　③374-385

丸目　潤

第8回

第1回から第7回までの小テスト、　熱傷のリハビリテーション 講義

　　①298-309*　　　②276-296*

丸目　潤

第9回

肩の疾患に対するリハビリテーション、変形性股・膝関節症のリハビリテーション 講義

　　①232-239,　291-297*　　②230-257*　　　③96-115,398-408*

　　⑧リハ医学 Vol.19運動器のリハ1、Vol.20運動器のリハ2 丸目　潤

第10回

腰部疾患のリハビリテーション、下肢・腰部の骨折のリハビリテーション 講義

　　①216-231,327-332*　　　③330-333*　　　⑧リハ医学 Vol.19運動器のリハ1、Vol.20運動器のリハ2

丸目　潤

第11回

切断のリハビリテーション 講義

　　①310-326*　　　②258-275*　　　⑧リハ医学 Vol.4切断と義肢

丸目　潤

第12回

上肢の骨折のリハビリテーション（1） 講義

　　①216-231*　　　②148-173*　　　③320-326*　　　⑧リハ医学 Vol.19運動器のリハ1、Vol.20運動器のリハ2

榊　英一

第13回

上肢の骨折のリハビリテーション（2） 講義

　　①216-231*　　　②148-173*　　　③320-326*　　　⑧リハ医学 Vol.19運動器のリハ1、Vol.20運動器のリハ2

榊　英一

第14回

腱損傷のリハビリテーション 講義

　　①279-290*　　　②174-201*　　　⑧リハ医学 Vol.19運動器のリハ1、Vol.20運動器のリハ2

榊　英一

第15回

第8回から第11回までの小テスト、　まとめ 講義

丸目　潤

成績評価方法
定期試験 小テスト レポート 実技試験 実習評価

その他　　（

参考書

④「標準作業療法学 作業療法評価学  第3版」　能登真一,医学書院　ISBN978-4-260-03003-8
⑤「標準理学療法学・作業療法学 解剖学 第4版 」 奈良勲,医学書院　ISBN：978-4-260-02008-4
⑥「標準理学療法学・作業療法学 生理学 第5版 」 岡田隆夫,医学書院ISBN978-4-260-03644-3
⑦「標準理学療法学・作業療法学 整形外科学 第4版 」 立野勝彦, 医学書院　ISBN978-4-260-03203-2
⑧ビジュランクラウド

成績評価基準 定期試験：60％、小テスト：30％、レポート・課題：10％

準備学習
学習への
アドバイス

・予習：講義内容に関連する解剖学、生理学、運動学、臨床医学の領域について教科書やビジュランクラウドを使用して予習し、
　　　　 指定された教科書の講義範囲を熟読してください（60分程度）．
・復習：講義後、教科書と講義資料を再読し、必要に応じて内容を整理して理解に努めてください（60分程度）．
　　　　 該当する国家試験過去問（基礎医学・臨床医学・OT専門分野）を解いてください．

教科書

授業では（*）印の教科書を持参してください．
①「標準作業療法学　身体機能作業療法学　第3版」　山口昇（編）,医学書院　ISBN]：978-4-260-02444-0
②「作業療法学ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏｽﾀｰﾃｷｽﾄ　身体障害作業療法学 改訂第2版」　長崎 重信 (編),メジカルビュー社　ISBN：978-4-7583-1673-6
③「病気がみえるvol.11　運動器・整形外科」 医学情報科学研究所（編）,メディックメディア ISBN:948-4-89632-632-1



2 単位 60 時間

科目名 作業療法評価学各論Ⅰ 学　科 作業療法学科

年　次 2年次 分　野 専門 学　期 前期 単位数 時間数

講師氏名
池田　茂子
伊賀　信也

実務経験
臨床経験12年、　授業経験7年
臨床経験19年、　授業経験3年

授業概要 ・作業療法を実施するために行う運動機能の評価法の目的・意義・方法について学ぶ。

到達目標
・作業療法を実施するために行う運動機能の評価法の目的・意義・方法を説明できる。
・各種評価法を実施できる。

回　数 授　業　計　画　　（　内　容　）
授業形態
講師氏名

第1回

≪関節可動域測定：肩関節屈曲・伸展・外転・内転≫ 演習

・基本軸、移動軸、参考可動域角度、制限因子、注意点、代償動作について学ぶ。

・関節可動域測定を実施する。 池田・伊賀

第2回

≪関節可動域測定：肩関節外旋・内旋・水平屈曲・水平伸展≫ 演習

・基本軸、移動軸、参考可動域角度、制限因子、注意点、代償動作について学ぶ。

・関節可動域測定を実施する。 池田・伊賀

第3回

≪関節可動域測定：肩甲帯屈曲・伸展・挙上・下制≫ 演習

・基本軸、移動軸、参考可動域角度、制限因子、注意点、代償動作について学ぶ。

・関節可動域測定を実施する。 池田・伊賀

第4回

≪関節可動域測定：肘関節屈曲・伸展、前腕回内・回外≫ 演習

・基本軸、移動軸、参考可動域角度、制限因子、注意点、代償動作について学ぶ。

・関節可動域測定を実施する。 池田・伊賀

第5回

≪関節可動域測定：手関節掌屈・背屈、橈屈・尺屈≫ 演習

・基本軸、移動軸、参考可動域角度、制限因子、注意点、代償動作について学ぶ。

・関節可動域測定を実施する。 池田・伊賀

第6回

≪関節可動域測定：母指橈側外転・尺側内転・掌側外転・掌側内転、母指MP屈曲・伸展、IP屈曲/伸展・対立≫ 演習

・基本軸、移動軸、参考可動域角度、制限因子、注意点、代償動作を説明できる。

・関節可動域測定を実施できる。 伊賀・池田

第7回

≪関節可動域測定：指MP屈曲・伸展、PIP屈曲・伸展、DIP屈曲・伸展・外転・内転・別法≫ 演習

・基本軸、移動軸、参考可動域角度、制限因子、注意点、代償動作について学ぶ。

・関節可動域測定を実施する。 伊賀・池田

第8回

≪関節可動域測定：股関節屈曲・伸展・外転・内転・外旋・内旋≫ 演習

・基本軸、移動軸、参考可動域角度、制限因子、注意点、代償動作について学ぶ。

・関節可動域測定を実施する。 伊賀・池田

第9回

≪関節可動域測定：股関節外旋・内旋、膝関節屈曲・伸展≫ 演習

・基本軸、移動軸、参考可動域角度、制限因子、注意点、代償動作について学ぶ。

・関節可動域測定を実施する。 伊賀・池田

第10回

≪関節可動域測定：足関節屈曲・伸展、足部外がえし・内がえし・外転・内転≫ 演習

・基本軸、移動軸、参考可動域角度、制限因子、注意点、代償動作について学ぶ。

・関節可動域測定を実施する。 伊賀・池田

第11回

≪関節可動域測定：頚部屈曲・伸展・回旋・側屈≫ 演習

・基本軸、移動軸、参考可動域角度、制限因子、注意点、代償動作について学ぶ。

・関節可動域測定を実施する。 伊賀・池田

第12回

≪関節可動域測定：胸腰部屈曲・伸展・回旋・側屈≫ 演習

・基本軸、移動軸、参考可動域角度、制限因子、注意点、代償動作について学ぶ。

・関節可動域測定を実施する。 伊賀・池田

第13回

・徒手筋力検査の意義と目的を学ぶ。 演習

・徒手筋力検査の検査方法、判定基準、抵抗のかけ方、代償動作について学ぶ。

・徒手筋力検査の検査手順、注意事項、記録方法について学ぶ。 池田・伊賀

第14回

≪徒手筋力検査：肩甲骨外転と上方回旋、肩甲骨挙上、肩甲骨内転≫ 演習

・運動に関与する起始停止、神経支配（末梢神経と髄節レベル）を確認する。

・測定肢位、固定部位・方法、代償動作の予防、抵抗、触診を適切に実施する。 池田・伊賀

第15回

≪徒手筋力検査：肩甲骨下制と内転、肩甲骨内転と下方回旋、肩甲骨下制≫ 演習

・運動に関与する起始停止、神経支配（末梢神経と髄節レベル）を確認する。

・測定肢位、固定部位・方法、代償動作の予防、抵抗、触診を適切に実施する。 池田・伊賀



その他　　（確認テスト・スタンダードテスト、　臨床演習・課題 ）

第16回

≪徒手筋力検査：肩関節屈曲、伸展、外転、水平外転≫ 演習

・運動に関与する起始停止、神経支配（末梢神経と髄節レベル）を確認する。

・測定肢位、固定部位・方法、代償動作の予防、抵抗、触診を適切に実施する。 伊賀・池田

第17回

≪徒手筋力検査：肩関節水平内転、外旋、内旋≫ 演習

・運動に関与する起始停止、神経支配（末梢神経と髄節レベル）を確認する。

・測定肢位、固定部位・方法、代償動作の予防、抵抗、触診を適切に実施する。 伊賀・池田

第18回

≪徒手筋力検査：肘関節屈曲・伸展、前腕回内・回外≫ 演習

・運動に関与する起始停止、神経支配（末梢神経と髄節レベル）を確認する。

・測定肢位、固定部位・方法、代償動作の予防、抵抗、触診を適切に実施する。 池田・伊賀

第19回

≪徒手筋力検査：手関節屈曲・伸展、指MP屈曲、指PIP・DIP屈曲≫ 演習

・運動に関与する起始停止、神経支配（末梢神経と髄節レベル）を確認する。

・測定肢位、固定部位・方法、代償動作の予防、抵抗、触診を適切に実施する。 池田・伊賀

第20回

≪徒手筋力検査：指MP伸展、指外転、指内転、母指MP・IP屈曲≫ 演習

・運動に関与する起始停止、神経支配（末梢神経と髄節レベル）を確認する。

・測定肢位、固定部位・方法、代償動作の予防、抵抗、触診を適切に実施する。 伊賀・池田

第21回

≪徒手筋力検査：母指MP・IP伸展、母指外転、母指内転、対立運動≫ 演習

・運動に関与する起始停止、神経支配（末梢神経と髄節レベル）を確認する。

・測定肢位、固定部位・方法、代償動作の予防、抵抗、触診を適切に実施する。 伊賀・池田

第22回

≪徒手筋力検査：股関節屈曲①②・伸展・外転①≫ 演習

・運動に関与する起始停止、神経支配（末梢神経と髄節レベル）を確認する。

・測定肢位、固定部位・方法、代償動作の予防、抵抗、触診を適切に実施する。 伊賀・池田

第23回

≪徒手筋力検査：股関節外転②・内転・外旋・内旋≫ 演習

・運動に関与する起始停止、神経支配（末梢神経と髄節レベル）を確認する。

・測定肢位、固定部位・方法、代償動作の予防、抵抗、触診を適切に実施する。 伊賀・池田

第24回

≪徒手筋力検査：膝関節屈曲・伸展、足関節底屈≫ 演習

・運動に関与する起始停止、神経支配（末梢神経と髄節レベル）を確認する。

・測定肢位、固定部位・方法、代償動作の予防、抵抗、触診を適切に実施する。 伊賀・池田

第25回

≪徒手筋力検査：足関節背屈ならびに内がえし、足の内がえし、足の底屈を伴う外がえし、機能的筋力検査≫ 演習

・運動に関与する起始停止、神経支配（末梢神経と髄節レベル）を確認する。

・測定肢位、固定部位・方法、代償動作の予防、抵抗、触診を適切に実施する。 伊賀・池田

第26回

≪模擬症例≫ 演習

・模擬症例を通して関節可動域、筋力の問題の原因について解釈する。

池田・伊賀

第27回

【実技試験】 演習

・模擬患者に対してオリエンテーションを行い、同意を得ることができる。

・模擬患者に配慮した態度をとり、適切に検査を実施し、結果を判定できる。 池田・伊賀

第28回

【実技試験】 演習

・模擬患者に対してオリエンテーションを行い、同意を得ることができる。

・模擬患者に配慮した態度をとり、適切に検査を実施し、結果を判定できる。 池田・伊賀

第29回

【病院演習】 演習

・症例に配慮した態度をとり、適切に関節可動域測定を実施しすることができる。

・検査の結果から、その原因と影響を推察できる。 池田・伊賀

第30回

【病院演習】 演習

・症例に配慮した態度をとり、適切に関節可動域測定を実施しすることができる。

・検査の結果から、その原因と影響を推察できる。 池田・伊賀

成績評価方法
定期試験 小テスト レポート 実技試験 実習評価

成績評価基準 定期試験（50％）、実技試験（20％）、確認テスト・スタンダードテスト（20％）、臨床演習・課題（10％）

準備学習
学習への
アドバイス

・関連する運動学、生理学、運動学、臨床医学を復習し、教科書を読んたり、ビジュランクラウドを見て、予習をして下さい。
・講義で行った評価法について各自で復習し、学生同士で練習をして下さい。

教科書

①教科書： 標準作業療法学　専門分野　作業療法評価学　第3版：岩崎テル子　他　編（医学書院）
②教科書 ： 新・徒手筋力検査　第9版：津山直一・中村耕三　訳（協同医書出版社）
③教科書 ： ベッドサイドの神経の診かた改訂18版：田島義明，斎藤佳雄（南山堂）
④教科書 ： プロメテウス解剖学アトラス第2版 ： 坂井健雄（医学書院）
⑤教科書 ： 脳卒中の機能評価ＳＩＡＳとＦＩＭ（金原出版）



2 単位 60 時間

科目名 作業療法評価学各論Ⅱ 学　科 作業療法学科

年　次 2年次 分　野 専門 学　期 後期 単位数 時間数

講師氏名
池田　茂子
伊賀　信也

実務経験
臨床経験12年、　授業経験7年
臨床経験19年、　授業経験3年

授業概要 ・作業療法を実施するために行う運動機能の評価法の目的・意義・方法について学ぶ。

到達目標
・作業療法を実施するために行う運動機能の評価法の目的・意義・方法を説明できる。
・各種評価法を実施できる。

回　数 授　業　計　画　　（　内　容　）
授業形態
講師氏名

第1回

≪徒手筋力検査：頭頸部の伸展・屈曲、頸部の回旋≫ 演習

・運動に関与する起始停止、神経支配（末梢神経と髄節レベル）を確認する。

・測定肢位、固定部位・方法、代償動作の予防、抵抗、触診を適切に実施する。 伊賀・池田

第2回

≪徒手筋力検査：体幹の伸展・屈曲・回旋≫ 演習

・運動に関与する起始停止、神経支配（末梢神経と髄節レベル）を確認する。

・測定肢位、固定部位・方法、代償動作の予防、抵抗、触診を適切に実施する。 伊賀・池田

第3回

≪知覚検査≫ 演習

・感覚の機能分類を説明でき、また知覚検査の目的、意義、方法を学ぶ。

・適切なオリエンテーションを行い、正しい手順で検査を実施する。 池田・伊賀

第4回

≪知覚検査≫ 演習

・感覚の機能分類を説明でき、また知覚検査の目的、意義、方法を学ぶ。

・適切なオリエンテーションを行い、正しい手順で検査を実施する。 池田・伊賀

第5回

≪脳神経検査≫ 演習

・脳神経の機能分類、意義を学ぶ。

・対座法を実施する。 池田・伊賀

第6回

≪深部腱反射≫ 演習

・反射検査の臨床的意義・目的について学ぶ。

・正しい肢位、方法、手順で反射検査を実施する。 伊賀・池田

第7回

≪表在反射、病的反射≫ 演習

・反射検査の臨床的意義・目的について学ぶ。

・正しい肢位、方法、手順で反射検査を実施する。 伊賀・池田

第8回

≪筋緊張検査≫ 演習

・筋緊張の生理学的機序、筋緊張の異常について学ぶ。

・筋緊張検査の意義、検査方法、正しい手順で検査を実施する。 池田・伊賀

第9回

≪片麻痺機能検査：　Brunnstrom Stage、12段階片麻痺回復グレード法≫ 演習

・片麻痺機能検査の目的、意義、種類について学ぶ。

・正しい手順で検査を実施し、その結果から片麻痺機能の判定方法を学ぶ。 池田・伊賀

第10回

≪片麻痺機能検査：SIAS、FMA≫ 演習

・片麻痺機能検査の目的、意義、種類について学ぶ。

・正しい手順で検査を実施し、その結果から片麻痺機能の判定方法を学ぶ。 伊賀・池田

第11回

≪協調性検査≫ 演習

・協調性検査の目的、意義、種類、方法を学ぶ。

・正しい手順で協調性検査を実施する。 池田・伊賀

第12回

≪上肢機能検査≫ 演習

・上肢の機能的要素、上肢機能検査の種類と方法について学ぶ。

・簡易上肢機能検査（STEF）を実施する。 伊賀・池田

第13回

≪上肢機能検査≫ 演習

・脳卒中上肢機能検査（MFT)について学ぶ。

・MAL、パーデューペグボードテスト、DASH、オコナー巧緻性テスト、ARARTについて学ぶ。 伊賀・池田

第14回

≪姿勢バランスの評価≫ 演習

・姿勢バランスの概念を学ぶ。

・姿勢反射の検査を実施する。 池田・伊賀

第15回

≪姿勢バランスの評価≫ 演習

・座位バランス、立位バランスの検査を実施する。

・パフォーマンステストの種類、方法について学ぶ。 池田・伊賀



その他　　（　客観的臨床能力試験、　確認テスト・スタンダードテスト、　臨床演習課題 ）

第16回

≪動作分析≫ 演習

・動作分析の目的、種類、手順について学ぶ。

・寝返り、起き上がり、立ち上がりの動作分析を学ぶ。 池田・伊賀

第17回

≪動作分析≫ 演習

・セルフケアの動作分析の目的、種類、手順について学ぶ。

池田・伊賀

第18回

≪循環機能評価≫ 演習

・循環系の解剖生理及び、循環機能評価の臨床的意義・目的、方法について学ぶ。

・運動負荷テストを学ぶ。 伊賀・池田

第19回

≪呼吸機能評価≫ 演習

・呼吸機能評価の臨床的意義・目的について学ぶ。

・呼吸器系の症状について学ぶ。 伊賀・池田

第20回

≪呼吸機能評価≫ 演習

・肺機能測定（スパイロメーターによる測定）を実施する。

伊賀・池田

第21回
【病院演習】
・症例にオリエンテーションを行い、同意を得る。
・計画に沿って検査・測定を実施する。
・症例に配慮した態度をとる。
・評価結果をもとに問題点、追加すべき評価法を列挙について学ぶ。

演習

池田・伊賀

第22回

演習

池田・伊賀

第23回
【病院演習】
・症例にオリエンテーションを行い、同意を得る。
・計画に沿って検査・測定を実施する。
・症例に配慮した態度をとる。
・評価結果をもとに問題点、追加すべき評価法を列挙について学ぶ。

演習

池田・伊賀

第24回

演習

池田・伊賀

第25回
【病院演習】
・症例にオリエンテーションを行い、同意を得る。
・計画に沿って検査・測定を実施する。
・症例に配慮した態度をとる。
・評価結果をもとに問題点、追加すべき評価法を列挙について学ぶ。

演習

池田・伊賀

第26回

演習

池田・伊賀

第27回

≪粗大筋力評価≫ 演習

・粗大筋力の臨床的意義及び、評価の目的、種類、方法について学ぶ。

・握力、ピンチ力の測定を実施する。 伊賀・池田

第28回

≪粗大筋力評価≫ 演習

・背筋力、腹筋力の測定方法を学び、実施する。

・肩腕力の測定方法を学び、実施する。 伊賀・池田

第29回
【OSCE】
・模擬患者に対してオリエンテーションを行い、同意を得る。
・シナリオに沿って必要な検査・測定を実施する。
・患者に配慮した態度をとる。

演習

専任教員全員

第30回

演習

専任教員全員

成績評価方法
定期試験 小テスト レポート 実技試験 実習評価

成績評価基準 定期試験（50％）、客観的臨床能力試験（20％）、確認テスト・スタンダードテスト（20％）、臨床演習・課題（10％）

準備学習
学習への
アドバイス

・関連する運動学、生理学、運動学、臨床医学を復習し、教科書を読んたり、ビジュランクラウドを見て、予習をして下さい。
・講義で行った評価法について各自で復習し、学生同士で練習をして下さい。

教科書

①教科書 ： 標準作業療法学　専門分野　作業療法評価学　第3版：岩崎テル子　他　編（医学書院）
②教科書 ： 新・徒手筋力検査　第9版：津山直一・中村耕三　訳（協同医書出版社）
③教科書 ： ベッドサイドの神経の診かた改訂18版：田島義明，斎藤佳雄（南山堂）
④教科書 ： 脳卒中の機能評価SIASとFIM基礎編：千野直一他（金原出版株式会社）
⑤教科書 ： プロメテウス解剖学アトラス第2版 ： 坂井健雄（医学書院）



1 単位 30 時間

）

参考書

④「標準作業療法学 作業療法評価学  第3版」　能登真一,医学書院　ISBN978-4-260-03003-8
⑤「標準理学療法学・作業療法学 解剖学 第4版 」 奈良勲,医学書院　ISBN：978-4-260-02008-4
⑥「標準理学療法学・作業療法学 生理学 第5版 」 岡田隆夫,医学書院ISBN978-4-260-03644-3
⑦「神経内科学の講義がそのまま本になりました。」 村川裕二, 医学教育出版　ISBN-13: 978-4871634724
⑧ビジュランクラウド

成績評価基準 定期試験：60％、小テスト：30％、レポート・課題：10％

準備学習
学習への
アドバイス

・予習：講義内容に関連する解剖学、生理学、運動学、臨床医学の領域について教科書やビジュランクラウドを使用して予習し、
　　　　 指定された教科書の講義範囲を熟読してください（60分程度）．
・復習：講義後、教科書と講義資料を再読し、必要に応じて内容を整理して理解に努めてください（60分程度）．
　　　　 該当する国家試験過去問（基礎医学・臨床医学・OT専門分野）を解いてください．

教科書

授業では（*）印の教科書を持参してください．
①「標準作業療法学　身体機能作業療法学　第3版」　山口昇（編）,医学書院　ISBN]：978-4-260-02444-0
②「作業療法学ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏｽﾀｰﾃｷｽﾄ　身体障害作業療法学 改訂第2版」　長崎 重信 (編),メジカルビュー社　ISBN：978-4-7583-1673-6
③「病気がみえる vol.7 脳・神経 」　医療情報科学研究所 (編),メディックメディア　ISBN：978-4896323580

成績評価方法
定期試験 小テスト レポート 実技試験 実習評価

その他　　（

第15回

第8回から第14回までの小テスト、15回のまとめ 講義

吉田　亮平

第14回

脳血管障害（6) 姿勢定位障害、疼痛、精神・心理的問題、摂食・嚥下障害、排泄障害 講義

　　①162-183*　　　②78-99　　　⑦149-142　　　⑧リハ医学 Vol.2摂食・嚥下障害、Vol.3排尿障害、Vol.12疼痛

吉田　亮平

第13回

脳血管障害（5) 脳神経麻痺、高次脳機能障害 講義

　　①162-183*　　　②78-99　　　③157-163,242-283*　　　⑤305-319　　　⑥　　　⑦149-142

　　⑧リハ医学 Vol.14高次脳機能障害 吉田　亮平

第12回

脳血管障害（4) 運動麻痺、筋緊張・腱反射、知覚障害 講義

　　①162-183*　　　②78-99　　　③190-241*　　　⑦149-142　　　⑧リハ医学 Vol.11脳卒中の回復期

吉田　亮平

第11回

脳血管障害(3) 脳画像 講義

　　①162-183*　　　②78-99　　　③560-572*　　　⑦149-142

　　⑧医療チームに必要な 画像医学の知識と技術 Vol.1X線検査、Vol.2CT検査、Vol.3MRI検査 吉田　亮平

第10回

脳血管障害(2) 脳血管障害の分類と発生機序 講義

　　①162-183*　　　②78-99　　　③74-156*　　　④　　　⑤　　　⑥30-48　　　⑦149-142

　　⑧目で見る病気 Vol.4脳血管障害 吉田　亮平

第9回

第1回から第7回までの小テスト、　脳血管障害(1) 中枢神経の構造と機能 講義

　　①162-183*　　　②78-99　　　③2-73*　　④　　　⑤239-283　　　⑥30-48　　　⑦1-148

　　⑧目で見る解剖と生理　Vol.1神経系I 吉田　亮平

第8回

脳血管障害(1) 中枢神経の構造と機能 講義

　　①162-183*　　　②78-99　　　③2-73*　　　⑤239-283　　　⑥30-48　　　⑦1-148

　　⑧目で見る解剖と生理　Vol.1神経系I 吉田　亮平

第7回

治療原理 (6) 運動制御と運動学習、神経生理学的アプローチ 講義

　　①70-75*　　　②18-22

吉田　亮平

第6回

治療原理 (5) 物理療法、リスク管理 講義

　　①136-151*　　　⑧リハ医学  Vol.19運動器のリハ1（物理療法）

吉田　亮平

第5回

治療原理 (4) 筋緊張、不随意運動に対するリハビリテーション 講義

　　①99-114*　　　⑥58-59　　　⑧目で見る解剖と生理　Vol.2神経系II

吉田　亮平

第4回

治療原理 (3) 協調性運動、知覚再教育に対するリハビリテーション 講義

　　①115-130*　　　②38-42　　　⑤327-338　　　⑥66-69　　　⑧目で見る解剖と生理　Vol.2神経系II

吉田　亮平

第3回

治療原理 (2) 筋力増強運動、筋持久力増強運動に対するリハビリテーション 講義

　　①87-98*　　　②34-37　　　⑤163-177　　　⑥49-60、201-209　　　⑧目で見る解剖と生理　Vol.8運動系I

吉田　亮平

第2回

治療原理 (1) 関節可動域運動 講義

　　①76-86*　　　②22-33　　　⑤22-148　　　⑧目で見る解剖と生理　Vol.9運動系II

吉田　亮平

第1回

身体障害作業療法の基礎：作業療法過程、作業療法の治療理論、介入の原理と形態 講義

　　①8-43*　　　②6-17　　　⑧リハ医学 Vol.19運動器リハ1 運動療法

吉田　亮平

授業概要 代表的な中枢神経疾患について、病態とそれに伴う障害像を理解し、作業療法の評価と治療、リハビリテーションの理論と技術を学ぶ．

到達目標
1．中枢神経疾患に伴う病態・障害像、医学的治療を説明できるようになる．
2．中枢神経疾患に対する作業療法評価を選択し説明できるようになる．
3．中枢神経疾患に対する病期別・機能別の作業療法治療方針および治療（プログラム）を説明できるようになる．

回　数 授　業　計　画　　（　内　容　）
授業形態
講師氏名

単位数 時間数

講師氏名 吉田　亮平 実務経験 身体障害領域での臨床経験8年、教育経験7年

科目名 中枢神経疾患作業療法学Ⅰ 学　科 作業療法学科

年　次 2年次 分　野 専門 学　期 前期



1 単位 30 時間

）

参考書

④「標準作業療法学 作業療法評価学  第3版」　能登真一,医学書院　ISBN978-4-260-03003-8
⑤「標準理学療法学・作業療法学 解剖学 第4版 」 奈良勲,医学書院　ISBN：978-4-260-02008-4
⑥「標準理学療法学・作業療法学 生理学 第5版 」 岡田隆夫,医学書院ISBN978-4-260-03644-3
⑦「神経内科学の講義がそのまま本になりました。」 村川裕二, 医学教育出版　ISBN-13: 978-4871634724
⑧ビジュランクラウド

成績評価基準 定期試験：60％、小テスト：30％、レポート・課題：10％

準備学習
学習への
アドバイス

・予習：講義内容に関連する解剖学、生理学、運動学、臨床医学の領域について教科書やビジュランクラウドを使用して予習し、
　　　　 指定された教科書の講義範囲を熟読してください（60分程度）．
・復習：講義後、教科書と講義資料を再読し、必要に応じて内容を整理して理解に努めてください（60分程度）．
　　　　 該当する国家試験過去問（基礎医学・臨床医学・OT専門分野）を解いてください．

教科書

授業では（*）印の教科書を持参してください．
①「標準作業療法学　身体機能作業療法学　第3版」　山口昇（編）,医学書院　ISBN]：978-4-260-02444-0
②「作業療法学ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏｽﾀｰﾃｷｽﾄ　身体障害作業療法学 改訂第2版」　長崎 重信 (編),メジカルビュー社　ISBN：978-4-7583-1673-6
③「病気がみえる vol.7 脳・神経 」　医療情報科学研究所 (編),メディックメディア　ISBN：978-4896323580

成績評価方法
定期試験 小テスト レポート 実技試験 実習評価

その他　　（

第15回

第8回から第14回までの小テスト、　15回のまとめ 講義

吉田　亮平

第14回

脊髄損傷(5) リハビリテーション 講義

　　①191-213*　　　②115-134*　　　⑧リハ医学 Vol.6脊髄損傷

吉田　亮平

第13回

脊髄損傷(4) リハビリテーション 講義

　　①191-213*　　　②115-134*　　　⑧リハ医学 Vol.6脊髄損傷

吉田　亮平

第12回

脊髄損傷(3) リハビリテーション 講義

　　①191-213*　　　②115-134*　　　⑧リハ医学 Vol.6脊髄損傷

吉田　亮平

第11回

脊髄損傷(2) 評価、リハビリテーション 講義

　　①191-213*　　　②115-134*　　　⑧リハ医学 Vol.6脊髄損傷

吉田　亮平

第10回

脊髄損傷(1) 発生機序、病態 講義

　　①191-213*　　　②115-134*　　　⑧リハ医学 Vol.6脊髄損傷

吉田　亮平

第9回

末梢神経障害（１） ギランバレー症候群、重症筋無力症のリハビリテーション 講義

　　①342-350*　　　②364-372*　　　③294-309　　　　⑦225-240　　　⑧リハ医学 Vol.7神経・筋疾患

吉田　亮平

第8回

変性疾患（3）　筋萎縮性側索硬化症（ALS)、脱髄疾患（１）　多発性硬化症のリハビリテーションを理解する 講義

　　①367-375、336-341* 　　②410-423,392-401　　　③332-339,318-325*　　⑦186-218、219-224

　　⑧リハ医学 Vol.7神経・筋疾患 吉田　亮平

第7回

第1回から第6回までの小テスト、　変性疾患（3）　筋萎縮性側索硬化症（ALS)のリハビリテーション 講義

　　①367-375*　　　②410-423　　　③332-339*　　　⑦186-218　　　⑧リハ医学 Vol.7神経・筋疾患

吉田　亮平

第6回

神経変性疾患(2)　パーキンソン病、脊髄小脳変性症のリハビリテーション 講義

　　①352-366*　　　②350-363,374-391　　　③340-371*　　　⑦186-218　　　⑧リハ医学 Vol.7神経・筋疾患

吉田　亮平

第5回

神経変性疾患(1)　大脳基底核、小脳の機能解剖 講義

    ①352-366*　　②350-363,374-391　　　③40-55*    ⑧目で見る解剖と生理　Vol.1神経系I

　 吉田　亮平

第4回

頭部外傷（TBI)とリハビリテーション 講義

　　①185-190*　　　②100-114　　　③68-153*

吉田　亮平

第3回

脳血管障害（10)　脳血管障害の治療モダリティ 講義

　　①162-183*　　　②78-99*　　　③68-153

吉田　亮平

第2回

脳血管障害（9)　ADLの動作の特徴と指導 講義

　　①162-183*　　　②78-99*

吉田　亮平

第1回

脳血管障害（8)　脳血管障害の作業療法評価、目標設定、病期別の治療方針 講義

    ①162-183*　　　②78-99*　　　　⑧リハ医学　 Vol.1 脳卒中のリハ・Vol.11　脳卒中の回復期

　 吉田　亮平

授業概要 代表的な中枢神経疾患について、病態とそれに伴う障害像を理解し、作業療法の評価と治療、リハビリテーションの理論と技術を学ぶ．

到達目標
1．中枢神経疾患に伴う病態・障害像、医学的治療を説明できるようになる．
2．中枢神経疾患に対する作業療法評価を選択し説明できるようになる．
3．中枢神経疾患に対する病期別・機能別の作業療法治療方針および治療（プログラム）を説明できるようになる．

回　数 授　業　計　画　　（　内　容　）
授業形態
講師氏名

単位数 時間数

講師氏名 吉田　亮平 実務経験 身体障害領域での臨床経験8年、教育経験7年

科目名 中枢神経疾患作業療法学Ⅱ 学　科 作業療法学科

年　次 2年次 分　野 専門 学　期 前期



2 単位 60 時間

科目名 精神障害作業療法学Ⅰ 学　科 作業療法学科

年　次 2年次 分　野 専門 学　期 前期 単位数 時間数

講師氏名
奈良　直貴

上原　美智代
実務経験

臨床経験8年、授業経験27年
臨床経験19年、授業経験13年

授業概要 精神科作業療法の歴史や現状を踏まえて、評価や治療・訓練の基礎について理解を深める。

到達目標
精神障害者の立場や現状を感じると共に、作業療法の技術や対応について理解する。
精神障害の捉え方として、作業療法における評価から治療計画の立案について理解する。

回　数 授　業　計　画　　（　内　容　）
授業形態
講師氏名

第1回

精神医療および精神科作業療法の歴史について 講義

欧米における精神医療および精神科作業療法の歴史について知る

奈良直貴

第2回

精神医療および精神科作業療法の歴史について 講義

日本における精神医療および精神科作業療法の歴史について知る

奈良直貴

第3回

精神保健福祉法について 講義

精神保健福祉法の成り立ちについて知る

精神保健福祉法の概要について学ぶ 奈良直貴

第4回

精神保健福祉法について 講義

精神医療における入院形態や処遇、社会復帰関連施設について学ぶ

奈良直貴

第5回

精神科作業療法の過程について 講義

作業療法の手順について知る

作業療法過程における評価の意義について学ぶ 上原美智代

第6回

精神科作業療法の評価について 講義

情報収集の目的・方法について学ぶ

上原美智代

第7回

精神科作業療法の評価について 講義

面接の三側面について知る

面接の構造や形態、種類、留意点について学ぶ 上原美智代

第8回

精神科作業療法の評価について 講義

観察の構造や形態、項目について学ぶ 演習

関与しながらの観察について学ぶ 上原美智代

第9回

精神科作業療法の評価について 講義

精神障害領域の作業分析を通して作業療法評価の視点を身につける 演習

精神障害領域作業分析チェックリストを用いて作業分析を行う 上原美智代

第10回

精神科作業療法の評価について 講義

作業面接の方法について学ぶ

作業面接の利点や留意点について学ぶ 上原美智代

第11回

精神科作業療法の評価について 演習

構成的作業面接を実施し結果について考える

上原美智代

第12回

精神科作業療法の評価について 演習

構成的作業面接を実施し結果について考える

上原美智代

第13回

精神科作業療法の評価について 演習

創作的作業面接を実施し結果について考える

上原美智代

第14回

精神科作業療法の評価について 演習

創作的作業面接を実施し結果について考える

上原美智代

第15回

精神科作業療法の評価について ｸﾞﾙｰﾌﾟ学習

グループで課題（作業療法の面接場面を役割を決めて演じる）に取り組む

ディスカッションを通して評価の視点を考える 上原美智代



）

第16回

精神科作業療法の評価について ｸﾞﾙｰﾌﾟ学習

グループで課題（作業療法の面接場面を役割を決めて演じる）に取り組む

ディスカッションを通して評価の視点を考える 上原美智代

第17回

精神科作業療法の評価について 講義

精神科作業療法における評価尺度を知る

各評価尺度の利点や留意点を学ぶ 上原美智代

第18回

精神科作業療法の評価について 講義

良く用いられる心理検査の種類や検査名、検査内容を学ぶ

上原美智代

第19回

精神科作業療法の評価のまとめと焦点化について 演習

評価によって全体像を把握する必要性や焦点化の留意点について学ぶ

上原美智代

第20回

精神科作業療法の目標設定について 講義

目標設定の原則や目標達成期間について学ぶ

上原美智代

第21回

精神科作業療法の治療計画について 講義

作業選択や段階付け、作業療法士の関わり方について学ぶ

上原美智代

第22回

精神科作業療法の治療構造について 講義

精神科作業療法に特徴的な治療構造の概要について学ぶ

奈良直貴

第23回

精神科作業療法の治療構造について 講義

精神科作業療法の治療因子（対象者）について学ぶ

奈良直貴

第24回

精神科作業療法の治療構造について 講義

精神科作業療法の治療因子（作業）について学ぶ

奈良直貴

第25回

精神科作業療法の治療構造について 講義

精神科作業療法の治療因子（作業）について学ぶ

奈良直貴

第26回

精神科作業療法の治療構造について 講義

精神科作業療法の治療因子（作業療法士）について学ぶ

奈良直貴

第27回

精神科作業療法の治療構造について 講義

精神科作業療法の治療因子（集団、場、時間）について学ぶ

奈良直貴

第28回

回復過程に応じた作業療法について 講義

精神障害の代表的な回復段階を知る

精神障害の各回復段階における作業療法の目的や役割を学ぶ 奈良直貴

第29回

回復過程に応じた作業療法について 講義

精神障害の各回復段階における作業療法の目的や役割を学ぶ

奈良直貴

第30回

まとめ 演習

精神科作業療法における評価から治療計画の立案までの流れについて考える

上原美智代

成績評価方法
定期試験 小テスト レポート 実技試験 実習評価

その他　　（

参考書 山根寛：ひとと作業・作業活動（新版）、三輪書店、2015．　ビジュランクラウド

成績評価基準 定期試験（100％）

準備学習
学習への
アドバイス

・臨床心理学や精神医学で学んだことを復習しておくこと。
・日頃からニュースや新聞等で精神医療関連の記事に目を向け、興味・関心を持つように心がけておくこと。
・ビジュランクラウド「医学：精神疾患・障害の基礎知識」および「健康・保健：心理臨床を学ぶ」を視聴すること。

教科書 山根寛著：精神障害と作業療法　病いを生きる、病いと生きる　精神認知系作業療法の理論と実践【新版】．三輪書店、2017．



2 単位 60 時間

科目名 発達障害作業療法学Ⅰ 学　科 作業療法学科

年　次 2年次 分　野 専門 学　期 前期 単位数 時間数

講師氏名 中満　篤子 実務経験 臨床経験２０年　講師経験1８年

授業概要 人間の発達や疾患を理解するために、講義や演習、グループ活動を行う

到達目標
人間の発達学的視点について学び、多面的に正常発達を理解する
対称疾患の臨床症状を理解し、それらに必要な評価及び治療の理論や技術を修得する

回　数 授　業　計　画　　（　内　容　）
授業形態
講師氏名

第1回

発達障害児に対する作業療法の理念を説明できる 講義

療育について述べることができる

発達障害の定義を述べることができる 中満　篤子

第2回

発達障害の医療、福祉、教育の変化を述べることができる 講義

胎児期の発達について理解する

発達の原則を挙げ、説明できる 中満　篤子

第3回

胎児の各身体器官の成長、発達を説明できる 講義

アプガースコアについて説明できる

新生児の能力について説明できる 中満　篤子

第4回

粗大運動の発達について理解できる 講義

生理的屈曲を壊すものを挙げることが出来る

対称性獲得までの過程を説明できる 中満　篤子

第5回

粗大運動の発達について理解できる 講義

抗重力活動を原始反射、支持基底面、重心移動の用語を用いて説明できる

正中位指向の発達学的意義を説明できる 中満　篤子

第6回

粗大運動の発達について理解できる 講義

on elbow(s),on hand(s)への変化を説明できる

寝返りや座位が可能になる運動要素を挙げ、それらを獲得できた経緯を説明できる 中満　篤子

第7回

粗大運動の発達について理解できる 講義

臥位から座位への姿勢変換、高次な姿勢に必要な能力の獲得を説明できる

座位中での上肢機能発達、バランズ反応の発達を説明できる 中満　篤子

第8回

粗大運動の発達について理解できる 講義

伝い歩きに必要な能力を挙げることができる

初期歩行の特徴を説明できる 中満　篤子

第9回

粗大運動の発達について理解できる 講義

粗大運動の発達を発達検査と照らして理解できる

中満　篤子

第10回

微細運動の発達について理解できる 講義

上肢機能の発達の基盤になるものを挙げることができる

つまみ・握り・離しの発達について理解する 中満　篤子

第11回

微細運動の発達について理解できる 講義

書字、道具の操作における手の発達過程について理解する

道具の操作、手内操作について説明できる 中満　篤子

第12回

視覚機能の発達について理解できる 講義

視覚認知の発達を粗大運動、微細運動との繋がりで説明できる

中満　篤子

第13回

遊びの発達について理解できる 講義

遊びの定義を挙げ、説明できる

認知機能と遊びを発達学的視点から説明できる 中満　篤子

第14回

遊びの発達について理解する 講義

遊びの発達を認知的、機能的、対人変化をからめ説明できる

疾患に応じた遊びの発達の課題を挙げるることができる 中満　篤子

第15回

日常生活活動について理解できる 講義

それぞれの発達に影響を与える要素を挙げることができる

スキル獲得の時期を挙げることができる 中満　篤子



）

第16回

日常生活活動について理解できる 講義

評価、治療を説明することができる

PEDI、Wee－FIMの概要について理解する 中満　篤子

第17回

口腔機能の発達とその評価について理解できる 講義

摂食嚥下の5相を説明し、その問題を挙げることができる

乳児の嚥下の特徴を成人嚥下と比較し、説明できる 中満　篤子

第18回

食事における作業療法アプローチを理解できる 演習

摂食の動作分析ができる

中満　篤子

第19回

発達障害分野で使用される公式検査について理解できる 講義

発達障害で用いられる検査の概要を説明できる

目的に応じた発達検査を列挙できる 中満　篤子

第20回

二分脊椎の概念と特徴について理解できる 講義

二分脊椎の概念について説明できる

二分脊椎の臨床像を理解する 中満　篤子

第21回

筋ジストロフィーの評価と作業療法について理解できる 講義

進行性筋委縮症の疾患を挙げ、その特徴を列挙することができる

デュシェンヌ型筋ジストロフィーの障害特徴を説明できる 中満　篤子

第22回

筋ジストロフィーの評価と作業療法について理解できる 講義

機能障害度分類に応じたＡＤＬ上の問題を挙げることができる

ステージに応じた作業療法評価の配慮点、作業療法支援を説明できる 中満　篤子

第23回

知的障害の概念と特徴について理解できる 講義

知的障害の概念について説明することができる

知的障害の臨床像と適応技能について説明することができる 中満　篤子

第24回

知的障害の評価と作業療法について理解できる 講義

知的障害に対する作業療法評価を列挙できる

ライフサイクルに応じた作業療法支援を列挙し、説明できる 中満　篤子

第25回

学習障害の概念と特徴について理解できる 講義

学習障害の臨床像を理解し、その背景を説明できる

中満　篤子

第26回

注意多動症候群の概念と特徴について理解できる 講義

注意欠陥多動性障害の臨床像を説明できる

注意欠陥多動性障害の背景を説明できる 中満　篤子

第27回

自閉スペクトラム症の概念について理解できる 講義

自閉スペクトラム症、アスペルガー症候群の診断的位置づけを理解し、それらの相違を説明できる

自閉症、アスペルガー症候群の臨床症状を説明できる 中満　篤子

第28回

感覚統合理論および評価と治療について理解できる 講義

感覚統合の理論を脳の機能と感覚入力を交え説明できる

感覚統合に問題のある児の評価の列挙およびそのポイントを挙げることができる 中満　篤子

第29回

ＬＤ・ＡＤＨＤ・ＡＳＤ評価と治療について理解できる 講義

ＬＤ・ＡＤＨＤ・ＡＳＤの作業療法評価に使用される検査を列挙できる

ＬＤ・ＡＤＨＤ・ＡＳＤの作業療法評価を説明できる 中満　篤子

第30回

ＬＤ・ＡＤＨＤ・ＡＳＤ評価と治療について理解できる 講義

評価から治療的関わりを説明できる

ＬＤ・ＡＤＨＤ・ＡＳＤの様々な治療理論を理解する 中満　篤子

成績評価方法
定期試験 小テスト レポート 実技試験 実習評価

その他　　（

参考書 標準作業療法学　発達過程作業療法学第２版、ゴールドマスターテキスト　発達障害作業療法学改訂第２版、イラストでわかる発達障害の作業慮法

成績評価基準 定期試験７５％　レポート２５％

準備学習
学習への
アドバイス

人間発達学の復習を行っておくこと、終了後は復習を行うこと

教科書 ・発達障害と作業療法「基礎編」、｢実践偏」　第２版（三輪書店）　　　　　・脳性まひ児の家庭療育　原著第４版（医歯薬出版）



1 単位 30 時間

）

科目名 精神障害作業療法学Ⅱ 学　科 作業療法学科

年　次 2年次 分　野 専門 学　期 後期 単位数 時間数

講師氏名
奈良　直貴

上原　美智代
実務経験

臨床経験8年、授業経験27年
臨床経験19年、授業経験13年

授業概要 精神科における障害別の作業療法の治療・訓練について理解を深める。

到達目標
精神医学で学んだ精神科の疾患・障害の特徴について理解する。
それぞれの疾患・障害に対する回復段階別の作業療法の治療・訓練方法を修得する。

回　数 授　業　計　画　　（　内　容　）
授業形態
講師氏名

第1回

統合失調症に対する作業療法についての理解 講義

統合失調症の症状や特徴について確認する

統合失調症と生活機能について学ぶ 上原　美智代

第2回

統合失調症に対する作業療法についての理解 講義

統合失調症の各回復段階に応じた作業療法について学ぶ

上原　美智代

第3回

統合失調症に対する作業療法についての理解 講義

症例についてICFをもちいて討議し作業療法の支援方法について考える ｸﾞﾙｰﾌﾟ学習

上原　美智代

第4回

認知症に対する作業療法についての理解 講義

認知症の種類について確認する

認知症の症状や特徴について確認する 上原　美智代

第5回

認知症に対する作業療法についての理解 講義

認知症の基礎疾患で状態像に応じた作業療法について学ぶ

上原　美智代

第6回

神経症性障害に対する作業療法についての理解 講義

神経症性障害の特徴について確認する

神経症性障害の対人関係や生活機能に応じた作業療法について学ぶ 上原　美智代

第7回

身体に働きかける作業療法についての理解 講義

身体に働きかける目的や効果について学ぶ 演習

各回復段階に応じた身体に働きかける作業療法の目的について学ぶ 上原　美智代

第8回

気分障害に対する作業療法についての理解 講義

うつ病相および躁病相の症状や特徴について確認する

躁病相の各回復段階に応じた作業療法について学ぶ 奈良　直貴

第9回

気分障害に対する作業療法についての理解 演習

うつ病相の各回復段階に応じた作業療法について学ぶ

特に、うつ病のリスク管理について学ぶ 奈良　直貴

第10回

摂食障害に対する作業療法についての理解 講義

神経性やせ症および神経性過食症の症状や特徴について確認する

摂食障害の回復段階に応じた作業療法について学ぶ 奈良　直貴

第11回

人格障害に対する作業療法についての理解 講義

人格障害の種類について確認する

特に、境界性人格障害の症状や特徴について確認する 奈良　直貴

第12回

人格障害に対する作業療法についての理解 講義

人格障害の各回復段階に応じた作業療法について学ぶ

奈良　直貴

第13回

依存症に対する作業療法についての理解 講義

依存症の種類や症状、特徴について確認する

アルコール依存症の各回復段階に応じた作業療法について学ぶ 奈良　直貴

第14回

てんかんに対する作業療法についての理解 講義

てんかんの種類や症状、特徴について確認する

てんかんの各回復段階に応じた作業療法について学ぶ 奈良　直貴

第15回

臨床場面の面接技法についての理解 演習

作業療法に必要なADL評価の概要の聴取方法について学ぶ 奈良　直貴

趣味や興味、作業療法への希望の聴取方法について学ぶ 上原　美智代

成績評価方法
定期試験 小テスト レポート 実技試験 実習評価

その他　　（

参考書 長﨑重信監修：改訂第2版作業療法学ゴールド・マスター・テキスト　精神障害作業療法学．メジカルビュー社、2015．　ビジュランクラウド

成績評価基準 定期試験：100％

準備学習
学習への
アドバイス

・精神医学で学んだ各疾患の特徴について復習しておくこと。
・前期の精神障害作業療法学Ⅰで学んだ内容を復習しておくこと。
・ビジュランクラウド「医学：精神疾患・障害の基礎知識」および「健康・保健：心理臨床を学ぶ」を視聴すること。

教科書 山根寛著：精神障害と作業療法　病いを生きる、病いと生きる　精神認知系作業療法の理論と実践【新版】．三輪書店、2017．



1 単位 30 時間

）

科目名 発達障害作業療法学Ⅱ 学　科 作業療法学科

年　次 2年次 分　野 専門 学　期 後期 単位数 時間数

講師氏名 中満　篤子 実務経験 臨床経験２０年　講師経験1８年

授業概要 疾患の理解を深めるために、教科書、ビデオを使用し説明する

到達目標
脳性麻痺、重症心身障害児・者の臨床症状を理解し、それらに必要な評価及び治療の理論や技術を修得する
症例をもとに評価を行い、課題から問題点の分析ができる

回　数 授　業　計　画　　（　内　容　）
授業形態
講師氏名

第1回

脳性まひの定義および最近の動向を述べることができる 講義

脳性まひの原因を挙げることができる

ＰＶＬ、核黄疸について説明できる 中満　篤子

第2回

脳性まひの分類を挙げることができる 講義

姿勢筋緊張を理解し、その違いを説明できる

中満　篤子

第3回

痙直型片麻痺の特徴を説明できる 講義

痙直型片麻痺の評価及び治療を挙げることができる

中満　篤子

第4回

痙直型両麻痺の特徴を説明できる 講義

痙直型両麻痺の評価及び治療を挙げることができる

中満　篤子

第5回

痙直型四肢麻痺の特徴を説明できる 講義

痙直型四肢麻痺の評価及び治療を挙げることができる

中満　篤子

第6回

アテトーゼ型の特徴を説明できる 講義

アテトーゼ型の評価及び治療を挙げることができる

中満　篤子

第7回

脳性まひの評価を挙げることができる 講義

脳性まひの二次障害を説明することができる

中満　篤子

第8回

脳性麻痺のまとめ 講義

脳性麻痺の特徴、評価、治療を説明できる

中満　篤子

第9回

重症心身障害の定義と原因を挙げることが出来る 講義

大島の分類を説明できる

障害の特性を説明できる 中満　篤子

第10回

二次障害や変形、拘縮の過程を説明し、特徴的なものを挙げることができる 講義

評価、目標、アプローチの具体的な内容を述べることができる

基本的な関わり方、リスク管理を説明できる 中満　篤子

第11回

座位保持装置の名称を理解する 演習

姿勢応じた管理（ポジショニング・シーティング）、補助具の提案ができる

脳性麻痺や重症心身障害に使用される補装具、福祉用具が列挙できる 中満　篤子

第12回

脳性麻痺の評価、ADL分析が理解できる グループ学習

一般情報、疾患情報から評価計画の立案ができる

積極的に学習に参加し、意見を述べることができる 中満　篤子

第13回

脳性麻痺の評価、ADL分析が理解できる グループ学習

一般情報、疾患情報から評価計画の立案ができる

積極的に学習に参加し、意見を述べることができる 中満　篤子

第14回

脳性麻痺の評価、ADL分析が理解できる グループ学習

動画から正常動作と脳性麻痺の比較ができ、分析ができる

積極的に学習に参加し、意見を述べることができる 中満　篤子

第15回

脳性麻痺の評価、ADL分析が理解できる グループ学習

分析結果から、課題を見つけ疾患特徴と結び付けられる

積極的に学習に参加し、意見を述べることができる 中満　篤子

成績評価方法
定期試験 小テスト レポート 実技試験 実習評価

その他　　（

参考書 標準作業療法学　発達過程作業療法学第２版、ゴールドマスターテキスト　発達障害作業療法学改訂第２版、イラストでわかる発達障害の作業慮法

成績評価基準 定式試験80％　レポート20％

準備学習
学習への
アドバイス

発達障害作業療法学Ⅰの正常発達を理解しておく
課題として提出するレポートの構成、記載内容を各自の特性を活かすようにする
問題解決のために、積極的な発言を心がける

教科書 発達障害と作業療法「基礎編」、｢実践偏」  脳性まひ児の家庭療育原著第４版



1 単位 30 時間

）

科目名 認知障害作業療法学 学　科 作業療法学科

年　次 2年次 分　野 専門 学　期 後期 単位数 時間数

講師氏名 池田　茂子 実務経験 臨床経験12年、　授業経験7年　

授業概要 教科書、動画を使った講義が主体である。また高次脳機能評価の演習も行う。

到達目標 認知障害の病態、障害像を理解し、作業療法評価、治療方針、治療技術を理解することができる。

回　数 授　業　計　画　　（　内　容　）
授業形態
講師氏名

第1回

≪認知機能の概略≫ 講義

・認知機能障害と日常生活上の困難さを関連付けて考える。

・認知機能障害症例の気持ちに配慮する。 池田

第2回

≪意識、注意≫ 講義

・意識の定義及び、意識障害に対する評価、治療を学ぶ。

・注意の定義、及び種類について学ぶ。 池田

第3回

≪注意≫ 講義

・注意障害の評価を学ぶ。

・注意障害の評価、治療について学ぶ。 池田

第4回

≪半側空間無視および関連する障害≫ 講義

・半側空間無視および関連する障害について学ぶ。

・半側空間無視および関連する障害の評価・治療について学ぶ。 池田

第5回

≪半側空間無視≫ 演習

・行動性無視検査（BIT）を実施する。

池田

第6回

≪記憶≫ 講義

・記憶の過程について学ぶ。

・記憶の種類を学ぶ。 池田

第7回

≪記憶≫ 講義

・記憶障害に対する評価を学ぶ。

・記憶障害の評価、治療について学ぶ。 池田

第8回

≪失行≫ 講義

・失行の種類を学ぶ。

・失行に対する評価、治療について学ぶ。 池田

第9回

≪失語症≫ 講義

・失語症の定義及び、失語症と利き手の関係について学ぶ。

・言語に関する脳部位について学ぶ。 西田

第10回

≪失語症≫ 講義

・失語症に見られる言語症状や、失語症タイプについて学ぶ。

・失語症者との接し方について学ぶ。 西田

第11回

≪失認≫ 講義

・失認の定義を学ぶ。

・失認症に対する評価について学ぶ。 池田

第12回

≪失認≫ 講義

・失認に対する治療について学ぶ。

・治療の段階付けについて学ぶ。 池田

第13回

≪前頭葉障害・遂行機能障害≫ 講義

・前頭葉障害の種類および評価、治療について学ぶ。

・遂行機能障害の定義および評価、治療について学ぶ。 池田

第14回

≪認知障害に対する治療の実際≫ 講義

・実際の治療場面に授業で得た知識を適用する。

古川

第15回

≪認知障害に対する治療の実際≫ 講義

・実際の治療場面に授業で得た知識を適用する。

古川

成績評価方法
定期試験 小テスト レポート 実技試験 実習評価

その他　　（課題

成績評価基準 定期試験85％、小テスト10％、課題5％

準備学習
学習への
アドバイス

・事前に教科書やビジュランクラウドを活用し、脳解剖の予習をして下さい。
・授業後は復習を行い、要点をまとめて下さい。
・課題は実習や国家試験で活かせるように工夫して下さい。

教科書
・作業療法治療学５　高次脳機能障害：渕雅子　編（共同医書出版社）
・作業療法学　ゴールド・マスター・テキスト　高次脳機能障害作業療法学　改訂第2版　：　鈴木孝治（メジカルビュー社）



1 単位 30 時間

）

科目名 内科系疾患作業療法学 学　科 作業療法学科

年　次 2年次 分　野 専門 学　期 後期 単位数 時間数

講師氏名 伊賀　信也 実務経験 臨床経験19年、授業経験3年

授業概要 ・教科書と配付資料を基に進める。内容に応じて、より理解を深めるために視聴覚教材を活用する。

到達目標
・内科系疾患（内部障害）に関わるところの基礎医学・臨床医学的知識を修得することができる。
・内科系疾患（内部障害）に対するリハビリテーションの実際を理解することができる。
・内科系疾患（内部障害）に対する作業療法の実際を理解することができる。

回　数 授　業　計　画　　（　内　容　）
授業形態
講師氏名

第1回

内部障害の症例 講義

・内部障害の臨床例

・内部障害と作業療法（士）との関連 伊賀　信也

第2回

内部障害の基礎 講義

・内部障害の定義と種類　・内科的身体所見の診かた

・内科学の視点による症候名　・バイタルサインの基本的知識 伊賀　信也

第3回

心臓機能障害 講義

・循環器系の構造と機能　・心臓機能障害をもたらす心大血管疾患

・心大血管疾患の検査ならびにその所見 伊賀　信也

第4回

心臓機能障害 講義

・心臓リハビリテーションの流れ　・虚血性心疾患（心筋梗塞、狭心症）のリハビリテーション

・心不全のリハビリテーション 伊賀　信也

第5回

心臓機能障害 講義

・心臓機能障害に対する作業療法（士）の役割　・心臓機能障害に対する作業療法評価

・心臓機能障害に対する作業療法介入の考え方 伊賀　信也

第6回

呼吸器機能障害 講義

・呼吸器系の構造と機能　・呼吸器機能障害をもたらす呼吸器疾患

・呼吸器疾患の検査ならびにその所見 伊賀　信也

第7回

呼吸器機能障害 講義

・閉塞性換気障害と拘束性換気障害　・呼吸リハビリテーションについて流れ

・慢性閉塞性肺疾患のリハビリテーション 伊賀　信也

第8回

呼吸器機能障害 講義

・呼吸器機能障害に対する作業療法（士）の役割　・呼吸器機能障害に対する作業療法評価

・呼吸器機能障害に対する作業療法介入の考え方 伊賀　信也

第9回

代謝障害 講義

・健康日本２１の重点項目　・人間ドック検査項目の機能別分類

・生活習慣と代謝性疾患との関連 伊賀　信也

第10回

代謝障害 講義

・代謝障害に対するリハビリテーション　・代謝障害に対する日常生活指導

・代謝障害に対する作業療法評価と治療アプローチ 伊賀　信也

第11回

腎臓機能障害 講義

・腎臓の構造と機能　・慢性腎不全の臨床像

・腎臓機能障害に対する作業療法評価と介入方法 伊賀　信也

第12回

小腸・膀胱・直腸・免疫機能障害 講義

・小腸・大腸の構造と機能　・小腸・膀胱・直腸・免疫機能障害のリハビリテーション

・小腸・膀胱・直腸機能障害・ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害に対する作業療法（士）の役割 伊賀　信也

第13回

癌による機能障害 講義

・腫瘍に対するリハビリテーションの対象疾患と障害の種類

・乳がんに対する作業療法（士）の役割・評価・介入方法 伊賀　信也

第14回

終末期の機能障害 講義

・終末期医療の概要並びに終末期の症状とトータルペイン

・緩和ケア・終末期ケアにおける作業療法（士）の役割・評価・介入方法 伊賀　信也

第15回

内科系疾患をグループ毎にまとめて発表する 演習

・作業療法士として関わりが求められる内科系疾患を挙げ説明する ｸﾞﾙｰﾌﾟ学習

・グループ別に疾患についての特徴、原因、臨床像を配付資料を基に説明する 伊賀　信也

成績評価方
法

定期試験 小テスト レポート 実技試験 実習評価

その他　　（ プレゼンテーション

参考書

成績評価基準 　期末試験（80％）　　課題レポート（10％）　　小テスト（5％）　　プレゼンテーション（5％）　

準備学習
学習への
アドバイス

・循環、呼吸、代謝についての専門基礎分野の解剖・生理学の復習を必ずして授業に臨むこと。
・ビジュランクラウド　目で見る解剖と生理　第2版　vol3.4.6.10.11.12　目で見る医学の基礎vol3.4　など

教科書
・標準理学療法学作業療法学　専門基礎分野　内科学第3版．医学書院，2014　・作業療法学全書［改訂第３版］　作業治療学１　身体
障害．協同医書出版，2008　・標準作業療法学　専門分野　身体機能作業療法学第３版．医学書院，2016　・老人のリハビリテーション
第8版．医学書院，2015



2 単位 60 時間

第15回

・アーチの障害による靴型装具の対応を理解する 講義

・糖尿病足の靴型装具での対応を理解する 講義

・リウマチの靴型装具での対応を理解する 講義

第14回

・靴型装具の定義を理解する 講義

・靴型装具の基本構造と分類を理解する 講義

・靴型装具の各種補正方法について理解する 講義

第13回

・脳性麻痺患者の特徴を理解する 講義

・脳性麻痺患者に対する下肢装具の種類と使用目的を理解する 講義

第12回

・小児疾患（ペルテス病、先天性股関節亜脱臼）患者の特徴を理解する 講義

・小児疾患（ペルテス病、先天性股関節亜脱臼）患者に対する下肢装具の種類と使用目的を理解する 講義

第11回

・骨関節疾患（骨折、アキレス腱断裂）患者の特徴を理解する 講義

・骨関節疾患（骨折、アキレス腱断裂）患者に対する下肢装具の種類と使用目的を理解する 講義

第10回

・脊髄損傷患者の特徴を理解する 講義

・脊髄損傷患者に対する下肢装具の種類と使用目的を理解する 講義

第9回

・脳卒中患者の下肢装具の構造を理解する ｸﾞﾙｰﾌﾟ学習

第8回

・脳卒中患者の特徴を理解する 講義

・脳卒中患者の歩行と下肢装具での対応を理解する ｸﾞﾙｰﾌﾟ学習

第7回

・長下肢装具の構造を理解する 講義

・短下肢装具の構造を理解する 講義

・膝装具の構造を理解する 講義

第6回

・下肢装具の適応を理解する 講義

・下肢装具の部品を理解する 講義

・下肢装具の継手の位置を理解する 講義

第5回

・装具の機能（遊動、制限、制動、補助）を理解する 講義

・下肢装具を使用する目的を理解する 講義

・下肢装具の分類を理解する 講義

第4回

・装具の定義と目的を理解する 講義

・三点固定の原理を理解する 講義

・素材の違いを理解する 講義

第3回

・義肢装具の作製過程を理解する 講義

・義肢装具の採型を実施する 演習

第2回

・義肢装具の支給体系を理解する 講義

第1回

・患者の障害から義肢装具の必要性を学ぶ ｸﾞﾙｰﾌﾟ学習

・義肢装具の定義と目的を理解する 講義

・義肢装具クリニックの必要性と意味を理解する 講義

授業概要 講義を主体に進行するが、随所にディスカッション形式を取り入れ、参加型授業としていきたい。

到達目標 義肢装具の使用目的、種類、構造について理解し、患者の疾患に応じた適応を判断できる。

回　数 授　業　計　画　　（　内　容　）
授業形態
講師氏名

単位数 時間数

講師氏名 遠藤正英 実務経験 臨床経験15年　授業経験2年

科目名 義肢・装具学 学　科 作業療法学科

年　次 2年次 分　野 専門 学　期 前・後期



）

参考書 なし

成績評価基準 定期試験100％

準備学習
学習への
アドバイス

・講義資料をその都度事前に配布するが、可能な限り予習しておくこと。
・授業中、質問受け付け時間を設けることがある。理解が及ばなかった箇所は質問すること。

教科書 千住　秀明（監修）：義肢装具学　第2版,神陵文庫,2015

成績評価方法
定期試験 小テスト レポート 実技試験 実習評価

その他　　（

第30回

・筋電義手の構造と使用目的を理解する 講義

第29回

・装飾用義手の使用目的を理解する 講義

・能動用義手の構造と使用目的を理解する 講義

・作業用義手の構造と使用目的を理解する 講義

第28回

・断端管理について理解する 講義

・男性包帯を巻いてみる 演習

・切断の合併症を理解する 講義

第27回

・切断と断端の定義と社会的背景を理解する 講義

・切断の目的と原因を理解する 講義

・切断手技について理解する 講義

第26回

・骨関節疾患（脱臼、骨折、腱板断裂、関節拘縮、リウマチ）患者の上肢の特徴を理解する 講義

・骨関節疾患（脱臼、骨折、腱板断裂、関節拘縮、リウマチ）患者の上肢装具の使用目的と種類を理解する 講義

第25回

・脊髄損傷患者の上肢の特徴を理解する 講義

・脊髄損傷患者の上肢装具の使用目的と種類を理解する 講義

第24回

・脳卒中患者の手関節装具、指装具、肘装具の使用目的と種類を理解する 講義

・三角巾の装着方法を理解する 演習

第23回

・脳卒中患者の上肢の特徴を理解する 講義

・脳卒中患者の肩装具の使用目的と種類を理解する 講義

第22回

・肘装具の使用目的と種類を理解する 講義

・肩装具の使用目的と種類を理解する 講義

第21回

・カックアップスプリントを作ってみる 演習

第20回

・対立装具の使用目的と種類を理解する 講義

・把持装具の使用目的と種類を理解する 講義

第19回

・マレットフィンガースプリントを作ってみる 演習

第18回

・上肢装具の分類を理解する 講義

・指装具の使用目的と種類を理解する 講義

・手関節装具の使用目的と種類を理解する 講義

第17回

・側弯症患者の特徴を理解する 講義

・側弯症患者に対する体幹装具の構造と使用目的を理解する 講義

・側弯症患者に対する体幹装具の種類を理解する 講義

第16回

・体幹装具の目的と分類を理解する 講義

・頸椎装具、頸胸椎装具、胸腰仙椎装具、腰仙椎装具、仙腸装具の使用目的と構造を理解する 講義



1 単位 30 時間

）

科目名 装具・副子適用論 学　科 作業療法学科

年　次 2年次 分　野 専門 学　期 後期 単位数 時間数

講師氏名 中満　篤子 実務経験 臨床経験２０年　講師経験1８年

授業概要
スプリント、疾患について文献をもとに調べる
スプリント、義手を使用しながら、学習を行う
スプリント作成の方法を理解し、スプリントの作成を様々な道具を使用し行う

到達目標
スプリントの名称や適応疾患及び構成するパーツの名称と役割を理解する。
義手の部品の名称を理解し、前腕義手・上腕義手のチェックアウトを行うことが出来るようになる。
カックアップスプリントの作成を通して、作成方法と技術を修得する。

回　数 授　業　計　画　　（　内　容　）
授業形態
講師氏名

第1回

上肢装具について分類できる 講義

スプリントの名称を列挙できる

中満　篤子

第2回

スプリントの適応疾患を列挙できる 講義

スプリントの目的と適応疾患を理解できる

中満　篤子

第3回

スプリントを装着し、その特性が説明できる 演習

中満　篤子

第4回

整形疾患に対するスプリントの使用を理解する 講義

使用されるスプリントの特徴を説明できる

外部講師

第5回

整形疾患に使用されるスプリントを挙げることができる 講義

作成時の工夫点を説明できる

外部講師

第6回

作成に必要な知識を身につける 講義

手の特徴を説明できる

目的に応じた動的部品の設定を説明できる 中満　篤子

第7回

作成過程のポイントを挙げ、作成に応用する 講義

スプリントの道具、材料を挙げることができる

熱可塑性プラスチック材の特徴を説明できる 中満　篤子

第8回

型紙作成をスムーズに行うことができる 演習

周囲に配慮しながら、適切な道具使用ができる

中満　篤子

第9回

材料の特性を考慮しつつ、加熱・裁断ができる 演習

周囲に配慮しながら、適切な道具使用ができる

中満　篤子

第10回

リスクを管理しながら、モールディングができる 演習

目的に応じた修正ができる

周囲に配慮しながら、適切な道具使用ができる 中満　篤子

第11回

修正を重ね、最後の仕上げができる 演習

周囲に配慮しながら、適切な道具使用ができる

中満　篤子

第12回

装飾義手、作業用義手、能動義手について理解できる 講義

上腕義手、前腕義手の部品を理解できる

上腕義手、前腕義手の操作法に理解できる 中満　篤子

第13回

上腕義手、前腕義手の適合検査を理解できる 講義

義手の作業療法について説明できる

中満　篤子

第14回

筋電義手の歴史、種類、制御方法が説明できる 講義

筋電義手と能動義手の利点と欠点が説明できる

筋電義手の歴史、種類、制御方法が説明できる 外部講師

第15回

筋電義手の義手装着訓練を体験する 講義

筋電義手の操作ができる

外部講師

成績評価方法
定期試験 小テスト レポート 実技試験 実習評価

その他　　（ スプリント作成

参考書 義肢装具のチェックポイント第8版、手のスプリントのすべて第4版

成績評価基準 定期試験70％、スプリント20％、レポート10％

準備学習
学習への
アドバイス

義肢装具学、整形外科学、などを復習する
スプリントや義手などの用具に興味をもつ

教科書 ・義肢装具と作業療法　評価から実践まで（医歯薬出版）　　　　・理学療法テキストⅥ　義肢装具学　第２版（神陵文庫）



1 単位 30 時間

）

科目名 生活技術学Ⅰ 学　科 作業療法学科

年　次 2年次 分　野 専門 学　期 前期 単位数 時間数

講師氏名 丸目　潤・上原　美智代・重藤　旭 実務経験

授業概要 日常生活活動について、講義、演習を通して学習する。

到達目標
・日常生活活動の概念や、範囲について理解することができる。　・日常生活活動における障害の捉え方を理解することができる。
・対象疾患の障害像を把握するための評価技術を習得することができる。　・介助方法や訓練技術を習得することができる。

回　数 授　業　計　画　　（　内　容　）
授業形態
講師氏名

第1回

日常生活活動の概念 講義

・日常生活活動の概念　・日常生活活動の範囲

・ADLとQOLの関係 丸目　潤

第2回

日常生活活動と作業療法の関係 講義

・日常生活活動に対する作業療法の役割、専門性

・他職種との関係、連携 丸目　潤

第3回

日常生活活動の評価の概念 講義

・日常生活活動の評価の目的　・できるADLとしているADLの違い

・主観的評価と客観的評価の必要性 丸目　潤

第4回

日常生活活動の各種評価 講義

・各種評価　・各種評価の実施方法

・各種評価の実施時の留意点 丸目　潤

第5回

日常生活活動の各種評価 講義

・各種評価　・各種評価の実施方法

・各種評価の実施時の留意点 丸目　潤

第6回

生活行為向上マネジメントの概要 講義

・生活行為向上マネジメントの視点

・生活行為向上マネジメントのプロセス 上原　美智代

第7回

日常生活活動の体験、援助方法（グループによる調理活動） 演習

・学生同士で討議して活動計画の立案　・活動計画に基づいて計画を実施 上原　美智代

・手足の不自由さの体験を通し患者の気持ちを推察する　・具体的な援助方法や留意点、リスク管理 丸目　潤

第8回

日常生活活動の体験、援助方法（グループによる調理活動） 演習

・学生同士で討議して活動計画の立案　・活動計画に基づいて計画を実施 上原　美智代

・手足の不自由さの体験を通し患者の気持ちを推察する　・具体的な援助方法や留意点、リスク管理 丸目　潤

第9回

基本動作や動作介助の理論と実施方法 講義

・基本動作の運動力学的視点　・運動力学的視点を基盤とした基本動作の介助方法

・動作介助の意義や目的 丸目　潤

第10回

基本動作を運動力学的視点から理解する 演習

・基本動作を運動力学的視点から実施（臥位、寝返り、起き上がり、座位、立ち上がり等）

重藤　旭

第11回

基本動作を運動力学的視点から理解する 演習

・各動作介助の方法（片麻痺歩行介助：一本杖歩行・松葉杖歩行等、片麻痺の移乗動作：ベッド⇔車椅子等）

重藤　旭

第12回

基本動作を運動力学的視点から理解する 演習

・車椅子の操作方法や介助方法　・車椅子の操作方法や介助方法の留意点

・留意点に配慮して車椅子の操作や介助を行う 重藤　旭

第13回

基本動作を運動力学的視点から理解する 演習

・身の回り動作の基本的動作や介助方法

・身の回り動作の留意点に配慮して介助を行う（食事、トイレ動作、入浴動作等） 重藤　旭

第14回

日常生活活動の各種評価（動作分析） 演習

・各種評価の実施

・患者の気持ちや留意点に配慮して各種評価を実施 重藤　旭

第15回

日常生活活動の各種評価（動作分析） 演習

・各種評価の実施

・患者の気持ちや留意点に配慮して各種評価を実施 重藤　旭

成績評価方
法

定期試験 小テスト レポート 実技試験 実習評価

その他　　（

参考書

成績評価基準 期末試験：90％、レポート課題：10％

準備学習
学習への
アドバイス

・教科書、配布資料には十分目を通し、予習・復習を心がけてください。
・演習時には動きやすい服装で参加してください。
・演習の内容に関しては、グループ学習による復習をお勧めします。

教科書
伊藤利之・他：ＡＤＬとその周辺－評価・指導・介護の実際（第3版）、医学書院、2016.
木村哲彦・編：新イラストによる安全な動作介助の手引（第3版）、医学書院、2016.



1 単位 30 時間

）

科目名 生活技術学Ⅱ 学　科 作業療法学科

年　次 2年次 分　野 専門 学　期 後期 単位数 時間数

講師氏名 池田　茂子 実務経験 臨床経験12年、　授業経験7年　

授業概要 疾患別のADL支援について講義、演習を通して学習する。

到達目標 疾患に応じたADL支援を理解することができる。

回　数 授　業　計　画　　（　内　容　）
授業形態
講師氏名

第1回

≪脳卒中片麻痺に対するADL支援≫ 講義

・ADL支援技法の概要を学ぶ。

花房　宏行

第2回

≪脳卒中片麻痺に対するADL支援≫ 講義

・ADL支援技法の概要を学ぶ。

花房　宏行

第3回

≪脳卒中片麻痺に対するADL支援≫ 講義

・急性期、回復期、維持期のADL支援の流れを学ぶ。

花房　宏行

第4回

≪脳卒中片麻痺に対するADL支援≫ 演習

・基本動作の特徴と援助方法を学ぶ。

花房　宏行

第5回

≪脳卒中片麻痺に対するADL支援≫ 演習

・セルフケアの特徴と援助方法を学ぶ。

花房　宏行

第6回

≪評価から治療プロセス≫ ｸﾞﾙｰﾌﾟ学習

・模擬症例の治療計画を立案を行う。

・評価結果から全体像を把握する。

池田　茂子

第7回

≪評価から治療プロセス≫ ｸﾞﾙｰﾌﾟ学習

・模擬症例の問題点の抽出と統合と解釈を行う。

池田　茂子

第8回

≪評価から治療プロセス≫ ｸﾞﾙｰﾌﾟ学習

・模擬症例の目標設定と治療計画を行う。

池田　茂子

第9回

≪大腿骨頸部骨折・転子部骨折に対するADL支援≫ 講義

・生活支援を学ぶ。

梅﨑　直美

第10回

≪ALS、SCDに対するADL支援≫ 講義

・ADL支援（起居・移動・セルフケア・APDL・自助具）を学ぶ。

金子　ルミ

第11回

≪パーキンソン病に対するADL支援≫ 講義

・ADL支援（起居・移動・セルフケア・APDL・自助具）を学ぶ。

金子　ルミ

第12回

≪認知症に対するADL支援≫ 講義

・ADL支援を学ぶ。

丸目　潤

第13回

≪脊髄損傷に対するADL支援≫ 講義

・メカニズム、機能障害分類、Frankel分類、ASIA神経学的評価について学ぶ。

渡辺　良一

第14回

≪脊髄損傷に対するADL支援≫ 講義

・メカニズム、機能障害分類、Frankel分類、ASIA神経学的評価について学ぶ。

渡辺　良一

第15回

≪脊髄損傷に対するADL支援≫ 演習

・ADL支援実技（自助具・環境など）。

・ADL支援実技（寝返り、起き上がり、トランスファー、キャスターあげなど）。 渡辺　良一

成績評価方法
定期試験 小テスト レポート 実技試験 実習評価

その他　　（

成績評価基準 ・期末試験（100％）

準備学習
学習への
アドバイス

・事前に予習を行って下さい。
・演習時には動きやすい服装で参加して下さい。
・復習は講義と実技の両方を行ってください。実技の復習はグループで学習することを進めます。

教科書
・配布資料
・「ADLとその周辺 第3版: 評価・指導・介護の実際」　伊藤 利之 , 医学書院　ISBN：978-4260022040
・「新 イラストによる安全な動作介助のてびき第3版」　飛松 好子 (編集),医歯薬出版　ISBN：978-4263217313



2 単位 60 時間

）

科目名 職業関連技術学 学　科 作業療法学科

年　次 2年次 分　野 専門 学　期 前期 単位数 時間数

講師氏名
奈良　直貴

上原　美智代
実務経験

臨床経験8年、授業経験27年
臨床経験19年、授業経験13年

授業概要 職業リハビリテーションに関する法律等を学ぶ中で、就労を目指す障害者の方々の現状について理解を深める。

到達目標
「障害者の雇用の促進等に関する法律」を学び、障害者の就労における現状を理解する。
職業リハビリテーションの中で、作業療法士に出来る役割を理解する。

回　数 授　業　計　画　　（　内　容　）
授業形態
講師氏名

第1回

オリエンテーション 講義

ILOの勧告内容を基にして、職業リハビリテーションの概要について学ぶ

奈良　直貴

第2回

作業療法における職業関連活動の概要についての理解 講義

作業療法の歴史を振り返る中で、作業療法が実施している職業関連活動の範囲について学ぶ

奈良　直貴

第3回

障害者の雇用の促進等に関する法律についての理解 講義

障害者の雇用の促進等に関する法律の概要について学ぶ

奈良　直貴

第4回

障害者の雇用の促進等に関する法律についての理解 講義

障害者雇用率について学ぶ

障害者納付金制度の仕組みと内容について学ぶ 奈良　直貴

第5回

障害者の雇用の促進等に関する法律についての理解 講義

公共職業安定所の利用方法について学ぶ

奈良　直貴

第6回

障害者の雇用の促進等に関する法律についての理解 講義

障害者職業センターの利用方法について学ぶ

奈良　直貴

第7回

関連施設との連携についての理解 講義

関連施設との連携や作業療法士の役割について学ぶ

奈良　直貴

第8回

作業療法における職業関連活動の評価についての理解 講義

作業療法士が実施している評価方法について学ぶ

上原　美智代

第9回

作業療法における就労支援についての理解 講義

就労支援および継続のためのリスク管理について学ぶ

上原　美智代

第10回

職業リハビリテーションの現状についての理解 講義

太陽の家の歴史や現状について学ぶ

上原　美智代

第11回

職業リハビリテーションの現状についての理解 演習

太陽の家で働く障害者を見て接していく中で、職業リハビリテーションの現状について学ぶ

上原　美智代

第12回

職業リハビリテーションの現状についての理解 演習

太陽の家で働く障害者を見て接していく中で、職業リハビリテーションの現状について学ぶ

上原　美智代

第13回

職業リハビリテーションの現状についての理解 ｸﾞﾙｰﾌﾟ学習

太陽の家を通して職業リハビリテーションの現状について討議する

上原　美智代

第14回

職業リハビリテーションの現状についての理解 ｸﾞﾙｰﾌﾟ学習

太陽の家を通して職業リハビリテーションの現状について討議する

上原　美智代

第15回

職業リハビリテーションの現状についての理解 ｸﾞﾙｰﾌﾟ学習

太陽の家を通して学んだことや調べたことをまとめて発表する

上原　美智代

成績評価方法
定期試験 小テスト レポート 実技試験 実習評価

その他　　（ 発表内容

参考書

成績評価基準 定期試験：60％、レポート：30％、発表：10％

準備学習
学習への
アドバイス

法律等の用語は難しいので、教科書や資料で復習を行うこと。
レポートに関しては、自らの考え明確にすること。また、指定された項目の記載漏れがないように注意すること。

教科書 平賀昭信編集：作業療法学全書第12巻作業療法技術学4職業関連活動学．協同医書、2010.



1 単位 30 時間

その他　　（自助具作成課題 ）

成績評価基準 期末試験（90％）、小テスト（5％）、課題（5％）

準備学習
学習への
アドバイス

・事前に疾患の特徴を予習して下さい。
・授業後は復習を行い、要点をまとめて下さい。

教科書

・OT・PTのための住環境整備論第2版：野村　歡・橋本　美芽（三輪書店）
・福祉住環境コーディネーター検定試験2級公式テキスト　改訂4版　：東京商工会議所　編（東京商工会議所）

成績評価方法
定期試験 小テスト レポート 実技試験 実習評価

第15回

≪福祉用具の各論：　環境制御装置および前腕保持装具≫ 講義

・環境制御装置の適応について学ぶ。

・前腕保持装具について学ぶ。 池田

第14回

≪福祉用具の各論：　スロープ・段差解消機・階段昇降機・リフト≫ 講義

・スロープ、段差解消機、階段昇降機、リフトの種類、機能について学ぶ。

・スロープ、段差解消機、階段昇降機、リフトの適応、及び症例の状態合わせた選定について学ぶ。 池田

第13回

≪福祉用具の各論：　歩行補助具≫ 講義

・杖の種類、及び機能について学ぶ。

・歩行器の種類、及び症例の状態にあった歩行器について学ぶ。 池田

第12回

≪福祉用具の各論：　車いす≫ 講義

・車いす附属品について学ぶ。

・車いすの使用方法について学ぶ。 池田

第11回

≪福祉用具の各論：　車いす≫ 講義

・車いすの種類、及び車いすの構造について学ぶ。

・車いすの寸法について学ぶ。 池田

第10回

≪福祉用具の各論：　入浴≫ 講義

・入浴用用具の適応、及び症例の状態にあった入浴用用具について学ぶ。

池田

第9回

≪福祉用具の各論：　起居・就寝、排泄≫ 講義

・特殊寝台附属品、及び症例の状態にあった特殊寝台附属品について学ぶ。

・排せつ用具の適応、及び症例の状態にあった排せつ用具について学ぶ。 池田

第8回

≪福祉用具の各論：　起居・就寝≫ 講義

・特殊寝台・付属品の適応、及び症例の状態にあった特殊寝台・付属品について学ぶ。

・体位変換機の適応、及び症例の状態にあった体位変換機について学ぶ。 池田

第7回

≪福祉用具の概論≫ 講義

・福祉用具関連制度について学ぶ。

・福祉用具プランニングについて学ぶ。 池田

第6回

≪福祉用具の概論≫ 講義

・福祉用具の定義、目的について学ぶ。

・福祉用具の種類について学ぶ。 池田

第5回

≪自助具の設計≫ 演習

・作成した自助具についてプレゼンテーションおよびディスカッションを行う。

池田

第4回

≪自助具の設計≫ 演習

・自助具作成を実施する。

池田

第3回

≪自助具の設計≫ 演習

・症例に配慮した自助具を創造する。

・自助具を設計する。 池田

第2回

≪自助具の概論≫ 講義

・自助具の導入について学ぶ。

・自助具の適合、効果判定について学ぶ。 池田

第1回

≪自助具の概論≫ 講義

・自助具の目的、位置づけについて学ぶ。

・自助具選定の視点、法的責任について学ぶ。 池田

授業概要 教科書を用い、自助具・福祉用具の種類、特性および適応について学ぶ。また、実際に自助具作成を行う。

到達目標
・障害に応じた自助具の考案や設計、制作の知識・技術を身につけることができる。
・障害者、高齢者に対して本人の障害や環境、ニーズに応じた機器の選定や助言をするための知識を獲得できる。
・機器を貸与、購入するための様々な制度を挙げることができる。

回　数 授　業　計　画　　（　内　容　）
授業形態
講師氏名

単位数 時間数

講師氏名 池田　茂子 実務経験 臨床経験12年、　授業経験7年　

科目名 自助具・福祉機器適用論 学　科 作業療法学科

年　次 2年次 分　野 専門 学　期 前期



1 単位 30 時間

）

科目名 住環境整備論 学　科 作業療法学科

年　次 2年次 分　野 専門 学　期 前期 単位数 時間数

講師氏名 丸目　潤 実務経験 臨床経験9年

授業概要 ・高齢者や障害者にとって生活しやすい住環境、方法や制度について教科書・グループ学習を通して学ぶ。また、施設見学を行う。

到達目標
・高齢者や障害者にとって生活しやすい住環境について述べることができる。
・住宅改修の方法、制度について理解する。
・事例を通して住宅改修、福祉用具の適用および利用できる制度を調査・検討し理解する。

回　数 授　業　計　画　　（　内　容　）
授業形態
講師氏名

第1回

≪高齢者・障害者の特性≫ 講義

・高齢者・障害者の特性について理解する。

・高齢者・障害者の特性と住環境整備について学ぶ。 丸目　潤

第2回

≪住環境整備に対する知識≫ 講義

・屋内各箇所の特徴について理解する。

・動線について学ぶ。 丸目　潤

第3回

≪住環境整備に対する知識：　手すり≫ 講義

・手すりの種類について学ぶ。

・手すりの適応について理解する。 丸目　潤

第4回

≪住環境整備に対する知識：　段差解消≫ 講義

・段差解消の手段について学ぶ。

・段差解消の適応について理解する。 丸目　潤

第5回

≪住環境整備に対する知識：　移動レベル、脳血管障害≫ 講義

・移動レベル、脳血管障害の特徴を理解し、住環境整備の方法について学ぶ。

丸目　潤

第6回

≪住環境整備に対する知識：　パーキンソン病、関節リウマチ≫ 講義

・パーキンソン病、関節リウマチの特徴を理解し、住環境整備の方法を学ぶ。

丸目　潤

第7回

≪住環境整備に対する知識：　脊髄損傷≫ 講義

・脊髄損傷の特徴を理解し、住環境整備の方法について学ぶ。

丸目　潤

第8回

≪在宅生活サポートセンター見学≫ 演習

・実際の住環境整備を見学する。

・実際に改修された建築物に触れ、体験する。 丸目　潤

第9回

≪住環境整備に対する知識：　関連法規≫ 講義

・住環境整備の関連法規について学ぶ。

・住環境整備の各関連法規を比較を理解する。 室岡　真弘

第10回

≪住環境整備の実際：　制度≫ 講義

・住環境整備における制度について学ぶ。

・症例の状態にあった制度について理解する。 室岡　真弘

第11回

≪住環境整備の実際≫ 講義

・住環境整備のポイントについて学ぶ。

・実際の住宅改修例を通して、住環境整備の方法について学ぶ。 室岡　真弘

第12回

≪住環境整備の実際≫ ｸﾞﾙｰﾌﾟ学習

・事例を通し、住環境整備の方法を検討する。

・実際の住宅改修例を通して、事例に合った住環境整備の方法について学ぶ。 室岡　真弘

第13回

≪住環境整備の実際≫ ｸﾞﾙｰﾌﾟ学習

・事例を通し、住環境整備の方法を検討する。

・実際の住宅改修例を通して、事例に合った住環境整備の方法について学ぶ。 室岡　真弘

第14回

≪住環境整備の実際≫ ｸﾞﾙｰﾌﾟ学習

・検討した方法のプレゼンテーションおよびディスカッションを行う。

・実際の住宅改修例を通して、事例に合った住環境整備の方法について学ぶ。 室岡　真弘

第15回

≪住環境整備の実際≫ 講義

・世界の住環境整備について知る。

室岡　真弘

成績評価方法
定期試験 小テスト レポート 実技試験 実習評価

その他　　（

成績評価基準 期末試験（90％）、レポート・小テスト（10％）

準備学習
学習への
アドバイス

・事前に疾患の特徴を予習して下さい。
・見学では現品に直接触れ、学習して下さい。
・授業後は復習を行い、要点をまとめて下さい。

教科書
・OT・PTのための住環境整備論第2版：野村　歡・橋本　美芽（三輪書店）
・副）福祉住環境コーディネーター検定試験2級公式テキスト　改訂4版　：東京商工会議所　編（東京商工会議所）



3 単位 135 時間

その他　　（　実習前後セミナー ）

科目名 評価実習 学　科 作業療法学科

年　次 2年次 分　野 専門 学　期 後期 単位数 時間数

講師氏名 池田　茂子 実務経験 臨床経験12年、　授業経験7年　

授業概要 各実習施設において作療療法士指導者の指導の下、評価を中心として系統的学習を行う。

到達目標

・作業療法士としての基本的態度を身につけることができる。
・対象者の全体像を把握するために必要な情報収集及び評価方法（観察・面接・検査測定）が実施できる。
・評価に基づいて問題縁を要約し、目標（長期及び短期）を設定することができる。
・目標に沿った治療計画を立案することができる。
・状況に応じて必要な記録・報告を行うことができる。

回　数 授　業　計　画　　（　内　容　）
授業形態
講師氏名
臨床経験

・常識的行動や責任のある行動をとる。

・対象者及び家族と良好な人間関係を持つ。

・必要に応じて関連職種と連携を図る。

・自己に対する有益な批判を活用する。

≪対象者の全体的把握≫ 臨床経験

・対象者との面接の中で必要な情報を得る。

・意欲的に取り組む姿勢（探求心・創造性）を発揮する。

・他部門からの情報を収集して対象者の状態を多面的に捉える。

・対象者に即した検査・測定を選択して正確に実施する。

・評価結果から全体像を把握する。

・作業療法の対象となる内容を焦点化する。

≪目標（長期及び短期）の設定≫ 臨床経験

・将来像を予測する。

・長期目標および短期目標を関連付けて設定する。

・対象者及び家族と目標を共有する。

≪作業療法の治療計画立案≫ 臨床経験

・目標に沿った治療計画を立案することができる。

・優先順位設定することができる。

・リスクを説明することができる。

≪必要に応じた記録・報告≫ 臨床経験

・業務上の事柄について必要な内容を必要な時に伝達・報告する。

・対象者に関する事柄について専門用語を用い客観的に表現し簡潔に記載する。

・対象者に関する事柄について専門用語を用い客観的に表現し簡潔に報告する。

≪症例報告書の作成≫ 臨床経験

・形式を整えて作成する。

・文章は簡潔に短く適切な専門用語を用いて記述する。

・作成の過程で決められた提出期限を守る。

成績評価方法
定期試験 小テスト レポート 実技試験 実習評価

≪職業人として望ましい態度や行動≫

成績評価基準
・各実習施設においては既定の評価実習成績報告書（70％）
・実習前後のセミナー（30％）

準備学習
学習への
アドバイス

・今までに学んだ理論と技術的知識を実際に応用する貴重な臨床経験の場です。積極的な学びの機会としましょう。

教科書 なし



2 単位 30 時間

）

参考書 特になし

成績評価基準 授業への関与度20％、レポート80％

準備学習
学習への
アドバイス

・事前にテキストの該当箇所を読んでくること。
・レポートは授業で学んだ理論を踏まえて、自分自身の言葉で書くこと。

教科書 理学療法士（PT)・作業療法士（OT)のための治療心理学―患者によりそう行動アプローチ（創元社）

成績評価方法
定期試験 小テスト レポート 実技試験 実習評価

その他　　（

第15回

「まとめ」 講義

・授業内容を現場に活かすためのガイドラインを学ぶ（テキスト第10章） 演習

・目標とする援助者像に対し、どのような行動が必要かを確認する

第14回

「援助職としてのセルフケアスキルを高める」 講義

・援助職が抱えやすいストレスについて知る 演習

・セルフケアの方法を学び、自分に必要なスキルを身につける

第13回

「行動療法の理論を援助に利用する」 講義

・行動理論（強化、モデリング）を用いて患者の適切な行動を増やす方法を学ぶ（テキスト第9章）

第12回

「適切な自己表現を行う」 講義

・アサーションについて学び、自分自身の自己表現のタイプを知る（テキスト第8章） 演習

・適切な自己表現の方法を学び実践する

第11回

「認知行動療法を用いた援助」 講義

・認知行動療法の技法よりコラム法を中心に問題解決の援助方法を学び、体験する 演習

第10回

「行動療法を用いて不安を軽減する②」 講義

・第9回の授業で作成した不安階層表を基に、ロールプレイを通じて系統的脱感作法を体験する 演習

・現実的脱感作法について学ぶ（テキスト第7章）

第9回

「行動療法を用いて不安を軽減する①」 講義

・行動療法の技法より、不安階層表、系統的脱感作法を学ぶ（テキスト第6章後半） 演習

・ロールプレイを通じて実際に不安階層表を作成する

第8回

「患者の不安を軽減する」 講義

・不安についての行動理論を学び、不安を軽減する援助方法を身につける 演習

・リラクセーション法を体験し援助に活かす（テキスト第6章前半）

第7回

「円滑に援助関係に入るためのコミュニケーションを学ぶ」 ｸﾞﾙｰﾌﾟ学習

・実習場面を振り返り、初回援助時に留意すべきコミュニケーションのポイントを討議する 演習

・援助に対して不安や疑問を持つ患者への治療導入の方法を討議する（テキスト第5章）

第6回

「非言語的コミュニケーションを理解する」 講義

・患者の非言語的コミュニケーションに気づき、患者理解につなげる（テキスト第4章） 演習

・自身が用いる非言語的コミュニケーションを自覚し、援助に活かす

第5回

「援助関係の中で自分自身に生じる感情を理解する」 講義

・治療関係の中で援助者側に生じやすい感情について学ぶ（テキスト第3章後半） ｸﾞﾙｰﾌﾟ学習

・治療場面で否定的な感情が生じる場面を用いて、どのような対応が望ましいか討議する

第4回

「援助関係の中で患者に生じる感情を理解する」 講義

・治療関係の中で患者に生じやすい感情について学ぶ（テキスト第3章前半） 演習

・相手の感情を汲み信頼関係を深めるためのコミュニケーションを身につける

第3回

「信頼関係を築くための援助者の姿勢を学ぶ」 講義

・患者との人間関係、信頼関係の持ち方について理解する（テキスト第2章） ｸﾞﾙｰﾌﾟ学習

・信頼される援助者となるための条件について討議する

第2回

「援助関係について学ぶ」 講義

・援助関係について、援助者としての心構えや留意点について学ぶ（テキスト第1章）

第1回

「自己理解を深める」 講義

・対人援助職としての自身の特性について、ジョハリの窓、20答法等のワークを用いて理解を深める 演習

授業概要 人間としての自己・他者理解、人間行動理論の理解とそれに基づく援助技術についてテキスト学習、グループ学習等を通して体験的に学ぶ

到達目標 人間同士の関わりとしての援助関係の築き方を学ぶとともに、人間の感情、行動の仕組みを体験を通して理解し援助に活かせるようにする

回　数 授　業　計　画　　（　内　容　）
授業形態
講師氏名

単位数 時間数

講師氏名 中島　薫 実務経験

科目名 人間学 学　科 作業療法学科

年　次 3年次 分　野 基礎 学　期 後期



1 単位 15 時間

）

科目名 医療関連法規 学　科 作業療法学科

年　次 3年次 分　野 専門基礎 学　期 後期 単位数 時間数

講師氏名 各担当講師 実務経験

授業概要 社会保障制度，特に医療関連法規に基づく制度や理学療法士・作業療法士の法的位置付けを講義形式で資料をもとに説明する。

到達目標 社会保障制度，特に医療関連法規に基づく制度や理学療法士・作業療法士の法的位置づけと責任について理解する。

回　数 授　業　計　画　　（　内　容　）
授業形態
講師氏名

第1回

リハビリテーションと社会保障制度について理解する 講義

　　日本の社会保障の成り立ち

　　リハビリテーションと社会保障制度の関係 本多　裕一

第2回

理学療法士及び作業療法士法について理解する 講義

　　理学療法士及び作業療法士法、理学療法士及び作業療法士法に関連する医療法について

　　欧米における資格制度とその概要 本多　裕一

第3回

日本の医療制度について理解する 講義

　　医療制度の変遷、現在の医療制度

村上　武士

第4回

医療保険について理解する 講義

　　医療保険の成り立ち

　　診療報酬の内容、カルテの記載項目について 村上　武士

第5回

精神保健福祉法、医療観察法について理解する 講義

　　精神保健福祉法の特徴

　　医療観察法の特徴 奈良　直貴

第6回

老人福祉法，老人保健法、介護保険法について理解する 講義

　　老年期障害領域の主な制度化の流れ

　　高齢期の保健、福祉、介護予防に関わる施策 伊賀　信也

第7回

障害者総合支援法について理解する 講義

　　障害者総合支援法の成り立ち、特徴

　　障害福祉サービスについて 中満　篤子

第8回

「医療関連法規」の講義を通じて学んだことをレポートにまとめる 講義

榊　英一

上原　美智代

成績評価方法
定期試験 小テスト レポート 実技試験 実習評価

その他　　（

参考書 ビジュランクラウド

成績評価基準 レポート課題：100％

準備学習
学習への
アドバイス

・日頃からニュースや新聞等で医療関連の記事に目を向け、現在の制度について関心を持つように心がけておくこと。
・ビジュランクラウド「看護：医療チームに必要な画像医学の知識と技術」および「看護：看護技術シリーズ 感染予防偏」を
　視聴すること。

教科書 適宜、資料を配布



1 単位 30 時間

）

科目名 作業療法適用学 学　科 作業療法学科

年　次 3年次 分　野 専門 学　期 後期 単位数 時間数

講師氏名 上原　美智代 実務経験 臨床経験19年、授業経験13年

授業概要
・講義、演習を通して作業療法の実践に必要な思考過程を学ぶ。
・各臨床実習で経験した内容から研究テーマを考え、研究報告書を作成して発表する。
・作業療法士として必要な知識の定着をはかる。

到達目標

・作業療法の実践に必要な思考過程を習得する。
・作業療法士として関心のある領域や研究テーマを考え、研究報告書としてまとめる。
・作業療法士として必要な知識を身につける。
・自己学習能力を身につける。

回　数 授　業　計　画　　（　内　容　）
授業形態
講師氏名

第1回
イントロダクション：講義の概要、作業療法適用学試験について 講義

上原　美智代

第2回

CT・MRIの診方について理解する 講義

　　画像の種類、Ｘ線とＣＴ・ＭＲＩの違い　　正常画像と異常画像の違い

　　臨床現場で出会う画像の判断　　画像情報から治療や評価につなげ、結果を推論する 小出　佳典

第3回

感染症対策について理解する 演習

　　スタンダード・プリコーションについて

　　感染症対策について 境　めぐみ

第4回

手の外科・運動器疾患の作業療法について理解する 講義

　　手の外科における疾患と疾患ごとの症状、疾患ごとの一般的な治療経過

　　運動器疾患の作業療法評価とアプローチ、作業療法士の役割 武田　実

第5回

中枢神経疾患の作業療法について理解する 講義

　　中枢神経疾患の臨床像

　　中枢神経疾患の作業療法評価、作業療法支援、作業療法士の役割 田中　直斗

第6回

模擬事例を通して生活行為向上マネジメント（MTDLP）について理解する 演習

　　作業療法実践モデルとしての生活行為向上マネジメント（MTDLP）

　　生活行為向上マネジメントのシートの使い方、生活行為の希望を聞き取るための面接技法

　　対象者の生活行為の目標をイメージするためのアセスメント方法 上原　美智代

第7回

チーム医療、チームケアの意義を理解する・他職種理解および作業療法（士）の専門性について理解する① 演習

　　模擬患者の診療情報提供書をもとに、作業療法士が把握しておくべき情報や評価内容を列挙する 上原　美智代

他

第8回

チーム医療、チームケアの意義を理解する・他職種理解および作業療法（士）の専門性について理解する② 演習

　　各職種の情報をもとに症例の全体像を把握し、グループ内で共有する 上原　美智代

　　作業療法士の視点による問題点、目標について説明する 他

第9回

チーム医療、チームケアの意義を理解する・他職種理解および作業療法（士）の専門性について理解する③ 演習

　　各職種の目標設定を踏まえて、医療チームとして連携できそうな点を列挙する 上原　美智代

　　模擬カンファレンスを通して医療チームとしてどのような連携ができるか話し合う 他

第10回

各臨床実習で経験した内容から研究テーマを考え、研究報告書としてまとめる① 演習

作業療法学科教員

第11回

各臨床実習で経験した内容から研究テーマを考え、研究報告書としてまとめる② 演習

作業療法学科教員

第12回

研究内容を発表し、他者の発表内容について理解する① 演習

作業療法学科教員

第13回

研究内容を発表し、他者の発表内容について理解する② 演習

作業療法学科教員

第14回

作業療法士に必要な知識（学内教育・臨床経験で得られた）の定着と強化① 講義

上原　美智代

第15回

作業療法士に必要な知識（学内教育・臨床経験で得られた）の定着と強化② 講義

上原　美智代

成績評価方法
定期試験 小テスト レポート 実技試験 実習評価

その他　　（

参考書 ・学内講義で使用した教科書および配布資料　　　　・ビジュランクラウド

成績評価基準 学内教育や臨床実習において学んだすべてを試験範囲とした筆記試験：100％　　＊国家試験形式にて出題

準備学習
学習への
アドバイス

・専門基礎科目、専門科目の復習を行い、各科目ごとにノートや配布資料の整理をしておくこと。
・主体的な取り組みおよび自己学習による研鑽を心がけること。
・知識の補充、定着のためにビジュランクラウドを活用すること。

教科書 なし



18 単位 810 時間

　　評価計画を立てる

　　評価を実施する

　　評価結果から全体像をまとめる

　　将来像を予測する

　　作業療法の対象となる生活機能と障害について焦点化する

　　長期目標、短期目標を設定する

　　治療・指導・援助を計画する

　　準備をする

　　治療・指導・援助について説明し了承を得る

　　計画に沿った治療・指導・援助を実施する

　　実施中の対象者の状況変化に対応する

　　安全性に配慮できる

　　記録すべき事項を的確に選択する

　　報告すべき事項を的確に伝達・報告する

　　必要な情報について客観的・専門用語を備え記載する

　　必要な情報について客観的・専門用語を備え報告する

　　組織の概要を理解する

　　作業療法過程を理解する

　　管理業務の概要を理解する

　　所定の形式を守る

　　専門用語を用い、客観的内容を備える

　　期限内に提出する

　　簡潔、明瞭に発表を行う

）

科目名 臨床実習 学　科 作業療法学科

年　次 3年次 分　野 専門 学　期 前期 単位数 時間数

講師氏名 上原　美智代 実務経験 臨床経験19年、授業経験13年

授業概要
・学校で学習した知識と技術・技能および態度を、臨床における作業療法体験により統合させていく。
・各実習施設において作業療法士の指導の下、評価から治療までの系統的学習を行う

到達目標

・対象者の評価、治療計画立案および治療手段の選択など、臨床場面での実践を通して専門的知識を組み立てる。
・適切な臨床体験を通して、専門的成熟と判断力を養う。
・専門職に接し、建設的な考えを受け入れ、それを応用し発展させる。
・専門的および他の人達との適切なコミュニケーションを養う。
・物事を創造的に、且つ洞察的にとらえ行動する能力を養う。

回　数 授　業　計　画　　（　内　容　）
授業形態
講師氏名

Ⅰ期

5/7
～
7/6

Ⅱ期

7/22
～

9/21

職業人としての適性を身につける

臨床経験

　　常識的行動や責任のある行動をとる事ができる

　　対象者および家族と良好な人間関係を持つ事ができる

　　必要に応じて関連職種と連携をとることができる

　　意欲的に取り組む姿勢（探求心・創造性）を発揮できる

　　自分に対する有益な批判を活用できる

作業療法における評価を実施する

評価に基づいた作業療法計画を立案する

作業療法を実施する

業務上必要な記録・報告を行う

組織における管理・運営を理解する

症例報告書の作成・発表を通して作業療法に対する理解を深める

成績評価方法
定期試験 小テスト レポート 実技試験 実習評価

教科書 なし

参考書 なし

その他　　（ ポートフォリオ、セミナー、研究報告書の作成、研究報告会の内容

成績評価基準

・学院で作成した臨床実習成績報告書をもとに、臨床教育指導者が評価を行う。
・各期の成績と学内評価（ポートフォリオ、セミナー、研究報告書の作成、研究報告会の内容等）を総合的に判断し、
　臨床実習の成績評価とする。
・臨床実習：70％、その他：30％

準備学習
学習への
アドバイス

・専門基礎科目、専門科目の復習を行い、各科目ごとにノートや配布資料の整理をしておくこと。
・ポートフォリオを活用して計画的に準備・学習を行うこと。
・主体的な取り組みおよび自己学習による研鑽を心がけること。


