
1 単位 30 時間

）

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

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

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

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

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

単位数 時間数

講師氏名 木原　悠朔 実務経験

科目名 心理学 学　科 言語聴覚学科

年　次 1年次 分　野 基礎 学　期 前期



1 単位 30 時間

）

科目名 日本語学 学　科 言語聴覚学科

年　次 1年次 分　野 基礎 学　期 後期 単位数 時間数

講師氏名 芦刈　朝美 実務経験

授業概要 今後の学習および言語聴覚士として必要な日本語の基礎、文章の書き方を習得する。

到達目標
・口語文法のきまりが分かり、文の書き換えや要約ができるようになる。
・さまざまな語彙を学び、会話や文章の中で適切に使うことができるようになる。

回　数 授　業　計　画　　（　内　容　）
授業形態
講師氏名

第1回

○　自己の日本語力を確認し、口語文法を学ぶ目的を知る 講義

　　　診断テストにより自己の文法力を自覚し確認する。 演習

　　　口語文法を学ぶ意義と「ことば」の大切さを理解する。 芦刈　朝美

第2回

１章　文法の基礎 講義

　　　ことばの単位を知り、文節の働きや文節相互の関係を理解する。 演習

　　　文の成分を知り、正しい照応を理解する。

第3回

　　　単語を品詞の性質により、品詞分類法に沿って分類できるようになる。

　　　指示語や派生語・複合語について理解する。

　　　類題・例題・実力完成問題を解くことにより、習得状況を確認する。 芦刈　朝美

第4回

２章　名詞（体言）　３章　副詞・連体詞 講義

　　　名詞・副詞・連体詞の性質、活用の種類、用法を理解し、説明できるようになる。 演習

　　　類題・例題・実力完成問題を解くことにより、習得状況を確認する。 芦刈　朝美

第5回

４章　接続詞・感動詞 講義

　　　接続詞・感動詞の性質、活用の種類、用法を理解し、説明できるようになる。 演習

　　　類題・例題・実力完成問題を解くことにより、習得状況を確認する。 芦刈　朝美

第6回

５章　動詞　６章　形容詞・形容動詞 講義

　　　動詞・形容詞・形容動詞の性質、活用の種類、用法を理解し、説明できるようになる。 演習

　　　例題や類題を解くことにより、習得状況を確認する。 芦刈　朝美

第7回

７章　助詞　８章　助動詞 講義

　　　助詞・助動詞の性質、活用の種類、用法を理解し、説明できるようになる。 演習

　　　類題・例題・実力完成問題を解くことにより、習得状況を確認する。 芦刈　朝美

第8回

９章　敬語 講義

　　　敬語の意義や種類・用法を理解し、説明できるようになる。 演習

　　　類題・例題・実力完成問題を解くことにより、敬語の正しい使い方ができるようになる。 芦刈　朝美

第9回

１章　文法の基礎 講義

　　　文節の働きや文節相互の関係を説明できるようになる。 演習

　　　文の成分を正しく照応させることができるようになる。

第10回

　　　日本語の構文について理解する

　　　主語・述語を並べ換えて同じ意味の文章をつくることができる。

　　　２文を１文に作り替えることができるようになる。 芦刈　朝美

第11回

○　豊かな日本語（ことわざ・慣用表現など）を身につける 講義

　　　ことわざや四字熟語を知り、会話や文章の中で適切に使うことができるようになる。 演習

　　　カタカナ語や慣用表現を学んで語彙力を増やす。 芦刈　朝美

第12回

○　要約力を身につける 講義

　　　文章（評論・小説・随筆）の要約の仕方を理解する。 演習

　　　文章（評論・小説・随筆）を読んで、内容を原稿用紙に要約する。（原稿用紙の使い方） 芦刈　朝美

第13回

○　自分の意見を伝える力を身につける 講義

　　　新聞記事（資料やデータ）を読み取り、自分の意見を添えることができるようになる。 演習

　　　自分の意見を交えた新聞記事（要約）の紹介文を書く。 グループ学習

第14回

　　　グループ内で新聞記事を紹介し合うことで、プレゼンテーション力を身につける。（スピーチコンテスト）

　　　グループ内の発表を相互評価する。

　　　グループの優秀発表者によるスピーチコンテストを行い、最優秀発表者を決定する。

第15回

芦刈　朝美

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　　（ 積極的態度

参考書

成績評価基準 定期試験（70％）、小テスト・提出物・態度（30％）　予定

準備学習
学習への
アドバイス

・課題は決められた期限に提出すること。そのためには、自己のスケジュール管理を行い、計画的に学習・課題をすすめること。
・日本語の基礎は、1年次「言語学」を学ぶうえで理解しておくべき内容なので、予習・復習を行い「言語学」の学習へつなげること。
・文章の書き方やスピーチの仕方を学び、今後の学生生活（講義、実習など）に活かすこと。

教科書 くわしい国文法　中学1～3年（文英堂）



1 単位 30 時間

科目名 教養基礎講座 学　科 言語聴覚学科

年　次 1年次 分　野 基礎 学　期 前期 単位数 時間数

講師氏名 西田　哲司  その他 実務経験

授業概要
STを目指すうえでの心構えを養い，講義の聴き方，情報収集の仕方などについて学ぶ。また、論理的に考えるための技術を身につけ，説
得力のあるレポートが書けるようになる。

到達目標
新入生のみなさんができるだけ早く高等教育に慣れ，３年間の学生生活を有意義に送るための基礎を身につけること，主体的に学んでいく
姿勢を身につけることを目標とする。また，医療従事者としての基本的な態度を身につける。

回　数 授　業　計　画　　（　内　容　）
授業形態
講師氏名

第1回

STをめざすにあたって 講義

・言語聴覚士が国家資格であることの意義を理解する。

・言語聴覚士になるために必要な勉強を理解する。 西田　哲司

第2回

講義の受講方法を知る 講義

・高校までの授業と大学の講義の違いを理解する。

・ノートの目的，記載内容を理解する。 西田　哲司

第3回

レポートの書き方① 講義

・情報収集の手段を理解する。

・論文の目的を知る。 西田　哲司

第4回

レポートの書き方② 講義

・レポートの構造を知る。

・構造的に書くトレーニングをする。 西田　哲司

第5回

ICT教育初期講習会 講義

・個人情報保護法とパソコンの取り扱い

・学校生活と著作権 専任教員

第6回

ICTを利用した学習方法① 講義

・学内Wi-Fiの設定の仕方

・使用コンテンツ（ビジュランクラウド等）の活用方法を理解する。 古賀　遼平

第7回

ICTを利用した学習方法② 講義

・LMS（学習管理システム：Learning Management System）の使い方

古賀　遼平

第8回

コミュニケーションの種類 講義

・人が実際に行っているコミュニケーションの種類について理解する

上原　美智代

第9回

コミュニケーションと人間関係 講義

・自己の理解や対人認知，関係性の認知について理解する。

・共有感覚，共感について理解する。 上原　美智代

第10回

言語的・非言語的コミュニケーション 講義

・言語的コミュニケーションの利点と限界について理解する。

・非言語的表現の示し方や読み取る必要性について理解する。 上原　美智代

第11回

からだの動きからコミュニケーションを理解する 講義

・視線行動がコミュニケーションに及ぼす影響について理解する。

・姿勢，身振り・手振り，顔（表情）がコミュニケーションに及ぼす影響について理解する。 上原　美智代

第12回

援助者の態度と技法 講義

・傾聴，受容的態度について理解する。

・起こりうるエラーとリスクについて理解する。 上原　美智代

第13回

医療・福祉に携わる者としての態度を身につける① 講義

・医療従事者としての身だしなみを理解し、実施する

・医療従事者としての接遇について理解する 西田　哲司

第14回

医療・福祉に携わる者としての態度を身につける② 講義

・加齢に伴う身体変化を理解する

・高齢者の心理状態を理解する 西田　哲司

第15回

医療・福祉に携わる者としての態度を身につける③ 講義

・障害者の心理状態について推察する。

・自身のコミュニケーションを振り返り，課題を整理する 西田　哲司

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　　（臨床演習への参加，臨床演習後の提出物，臨床演習セミナー）

参考書 ベーシック言語聴覚療法　－目指せ！プロフェッショナル－　山田弘幸編　医歯薬出版株式会社

成績評価基準 レポート30％，臨床演習への参加30％，臨床演習後の提出物25％，臨床演習セミナー15％

準備学習
学習への
アドバイス

学んだことを今後の学校生活に活かして欲しい。

教科書 初年次教育テキスト編集委員会編：フレッシュマンセミナーテキスト　大学新入生のための学び方ワークブック．　東京電機大学出版局



1 単位 30 時間

）

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

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
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

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8回

タイトル：神経系の構造 講義

中枢神経系の構造

視覚と聴覚 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

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

単位数 時間数

講師氏名 世波 貴子 実務経験

科目名 生物学 学　科 言語聴覚学科

年　次 1年次 分　野 基礎 学　期 前期



1 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15回

これまでの講義内容を俯瞰して理解する 講義

　・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 三原　健吾

第14回

独立性の検定を理解する（３） 講義

　・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 三原　健吾

第13回

独立性の検定を理解する（２） 講義

　・独立性の検定を行うことができる

三原　健吾

第12回

独立性の検定を理解する（１） 講義

　・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 三原　健吾

第11回

２変数の関連を理解する（３） 講義

　・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

三原　健吾

第10回

２変数の関連を理解する（２） 講義

　・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

三原　健吾

第9回

２変数の関連を理解する（１） 講義

　・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 三原　健吾

第8回

確率密度関数を理解する（２） 講義

　・カイ二乗分布表を用いて確率を求めることができる

三原　健吾

第7回

確率密度関数を理解する（１） 講義

　・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

第6回

標準化と偏差値を理解する 講義

　・データの標準化ができる

　・偏差値の計算ができる 三原　健吾

第5回

カテゴリーデータを理解する 講義

　・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 三原　健吾

第4回

数量データを理解する（２） 講義

　・平均，中央値，標準偏差，階級値を計算できる

三原　健吾

第3回

数量データを理解する（１） 講義

　・度数分布表とヒストグラムを作成できる

三原　健吾

第2回

データの種類を理解する 講義

　・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

三原　健吾

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 講義

　・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 三原　健吾

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。

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。

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 三原　健吾 実務経験

科目名 統計学 学　科 言語聴覚学科

年　次 1年次 分　野 基礎 学　期 後期



2 単位 60 時間

第15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14回

レッスン 講義

　　北里医師と日本の医学の発展

フレッド　サミ

第13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12回

レッスン 講義

　　薬の針刺し傷害

フレッド　サミ

第11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10回

レッスン 講義

　　日本の医療の改革

フレッド　サミ

第9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8回

レッスン 講義

　　衛生と公衆衛生

フレッド　サミ

第7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6回

レッスン 講義

　　伝染病

フレッド　サミ

第5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

　　栄養とフィットネス

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2回

レベルチェックテストとレッスン 講義

　　人体

フレッド　サミ

第1回

紹介と自己紹介 講義

フレッド　サミ

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-医療専門家として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

到達目標 医療専門家が英語をツールとして患者とコミュニケーションするために必要なスキルを向上させる。

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 フレッド　サミ 実務経験

科目名 英語Ⅰ（日常英語） 学　科 言語聴覚学科

年　次 1年次 分　野 基礎 学　期 前・後期



）

参考書 プリント-講師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 高津昌宏、平井清子、和治元義博、黒澤麻美、河野智子、ジャイムズＡ・ガダード　The Hospital Team 医療系学生のための総合英語

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

第30回

レッスン 講義

　　なぜチームメディカルトリートメントが必要なのですか？

フレッド　サミ

第29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28回

レッスン 講義

　　オルトオプティクスと視覚科学

フレッド　サミ

第27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26回

レッスン 講義

　　職業としての特別言語療法

フレッド　サミ

第25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24回

レッスン 講義

　　職業療法で働く

フレッド　サミ

第23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22回

レッスン 講義

　　理学療法

フレッド　サミ

第21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20回

レッスン 講義

　　放射線技術

フレッド　サミ

第19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18回

レッスン 講義

　　臨床工学

フレッド　サミ

第17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16回

レッスン 講義

　　医療検査技術者

フレッド　サミ



2 単位 60 時間

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。

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。

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

単位数 時間数

講師氏名 猿渡　いずみ 実務経験

科目名 健康科学実践 学　科 言語聴覚学科

年　次 1年次 分　野 基礎 学　期 前・後期



）

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

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

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。

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。



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

毎回の授業について、予習を行い、質問事項をまとめておくこと。

教科書 系統看護学講座　別巻　医学概論　日野原重明　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8回
まとめ 講義

豊増　功次

第7回

１　日常生活に身近な病気やけがについて 講義

豊増　功次

第6回

１　健康づくりと運動について 講義

２　サルコペニアとフレイルについて

豊増　功次

第5回

１　診断の方法 講義

３　総合的医療

４　脳の血管の病気、ロコモテイブシンドロームについて 豊増　功次

２　診察から診断へ

第4回

１　病理学的変化 講義

２　腫瘍について

豊増　功次

第3回

１　病気の原因　病気の内因・外因について 講義

２　食と健康の関係について

豊増　功次

第2回

１　健康の定義、病気の予防について 講義

２　健康診断について

３　精神健康について 豊増　功次

第1回

１　医学総論で何を学ぶか 講義

３　医学の起源、古代・中世・近世の医学について

４　日本における医学、医学の発達に名を残した人について 豊増　功次

２　医学・医道・医療：医の倫理、生命の倫理、病気と医学について

授業概要 医学について、総論的に講義し、理解することを授業の目的とする。教科書のほか、毎回作成した配布資料を用いて講義する。

到達目標 学生は、毎回の授業内容を理解し、健康行動につなげることができる。

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 豊増　功次 実務経験 臨床経験40年、授業経験26年

科目名 医学総論 学　科 言語聴覚学科

年　次 1年次 分　野 専門基礎 学　期 前期



1 単位 30 時間

）

科目名 病理学 学　科 言語聴覚学科

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 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



2 単位 60 時間

第15回

　　　神経系の理解 講義

　　　・末梢神経（脊髄神経）

川久保　善智

第14回

　　　神経系の理解 講義

　　　・末梢神経（脳神経）

川久保　善智

第13回

　　　神経系の理解 講義

　　　・中枢神経（終脳）

川久保　善智

第12回

　　　神経系の理解 講義

　　　・中枢神経（小脳，間脳）

川久保　善智

第11回

　　　神経系の理解 講義

　　　・中枢神経（脳幹，脳室系）

川久保　善智

第10回

　　　神経系の理解 講義

　　　・神経学総論（中枢神経の発生，脊髄）

川久保　善智

第9回

　　　筋系の理解 講義

　　　・筋学各論（上肢，下肢）

川久保　善智

第8回

　　　筋系の理解 講義

　　　・筋学各論（背，胸，腹部）

川久保　善智

第7回

　　　筋系の理解 講義

　　　・筋学各論（頭，頚部）

川久保　善智

第6回

　　　筋系の理解 講義

　　　・筋学総論（筋の機能，形態，構造）

川久保　善智

第5回

　　　骨格系の理解 講義

　　　・骨学各論（上肢，下肢）

川久保　善智

第4回

　　　骨格系の理解 講義

　　　・骨学各論（体幹）

川久保　善智

第3回

　　　骨格系の理解 講義

　　　・骨学各論（頭蓋）

川久保　善智

第2回

　　　骨格系の理解 講義

　　　・骨学総論（骨の機能，形態，構造）

川久保　善智

第1回

　　　解剖学総論 講義

  　　 ・解剖学の定義

川久保　善智

授業概要
患者さんのリハビリを考える際には解剖学的な知識が欠かせません。
本講義ではヒトのからだの構造と、さらにそれらの機能について解説していきます。

到達目標 基本的な人体構造の理解

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 川久保　善智 実務経験

科目名 解剖学 学　科 言語聴覚学科

年　次 1年次 分　野 専門基礎 学　期 前期



）

参考書

成績評価基準 小テストと期末試験で評価する。

準備学習
学習への
アドバイス

解剖学では覚えるべき事柄が非常に多い。また、重層的な理解が必要になる。毎回講義を受けたら欠かさず復習を行いましょう。

教科書 ・人体解剖学　南江堂　・ネッタ―解剖学アトラス原書第6版 (電子書籍付)　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　　（

第30回

　　　発声の機能解剖 講義

　　　・発声に関わる骨と筋

川久保　善智

第29回

　　　嚥下の機能解剖 講義

　　　・嚥下に関わる骨と筋

川久保　善智

第28回

　　　感覚器系の理解 講義

　　　・嗅覚器，味覚器，皮膚

川久保　善智

第27回

　　　感覚器系の理解 講義

　　　・平衡聴覚器

川久保　善智

第26回

　　　感覚器系の理解 講義

　　　・視覚器

川久保　善智

第25回

　　　内分泌系の理解 講義

　　　・視床下部，下垂体，甲状腺 他

川久保　善智

第24回

　　　生殖器系の理解 講義

　　　・生殖器（女性）

川久保　善智

第23回

　　　生殖器系の理解 講義

　　　・生殖器（男性）

川久保　善智

第22回

　　　泌尿器系の理解 講義

　　　・腎臓，尿管，膀胱，尿道

川久保　善智

第21回

　　　消化器系の理解 講義

　　　・消化管（小腸～肛門），肝臓，胆嚢，膵臓

川久保　善智

第20回

　　　消化器系の理解 講義

　　　・消化管（口腔，食道，胃）

川久保　善智

第19回

　　　呼吸器系の理解 講義

　　　・咽頭，喉頭，気管，気管支，肺

川久保　善智

第18回

　　　循環器系の理解 講義

　　　・体循環系

川久保　善智

第17回

　　　循環器系の理解 講義

　　　・心血管系

川久保　善智

第16回

　　　神経系の理解 講義

　　　・神経伝導路

川久保　善智



2 単位 60 時間

【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。

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】

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

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

単位数 時間数

講師氏名 森本　幸生 実務経験 授業経験　２９年

科目名 生理学 学　科 言語聴覚学科

年　次 1年次 分　野 専門基礎 学　期 前期



）

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）

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

【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

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

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】



1 単位 30 時間

）

科目名 内科学 学　科 言語聴覚学科

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 久冨　孝敏 実務経験

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

第1回

内科学とは 講義

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4回

呼吸器疾患 講義

     生理、病態生理

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7回

血液・造血器疾患 講義

     血液疾患各論

久冨　孝敏

第8回

代謝性疾患 講義

     代謝性疾患

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13回

皮膚疾患 講義

     皮膚疾患各論

久冨　孝敏

第14回

まとめ 講義

久冨　孝敏

第15回

まとめ 講義

久冨　孝敏

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 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 標準理学療法学・作業療法学専門基礎分野「内科学」　第２版　　医学書院　



1 単位 30 時間

）

参考書

成績評価基準 筆記試験（８０％）　　その他（２０パーセント）

準備学習
学習への
アドバイス

専門用語が沢山出てくるため、事前に教科書を読んでおく。解剖と生理について、自分で説明出来るように復習する。

教科書 耳鼻咽喉科疾患ビジュアルブック　落合慈之監修　学研

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

復習 講義

演習

山下　道子

第14回

復習 講義

  1.課題について発表する。 ｸﾞﾙｰﾌﾟ学習

山下　道子

第13回

頭頸部の悪性腫瘍② 講義

  1.術後の後遺症について理解する。

  2.術後のリハビリテーションについて理解する。 山下　道子

第12回

頭頸部の悪性腫瘍① 講義

  1.頭頸部の悪性腫瘍について理解する。

山下　道子

第11回

頸部の疾患 講義

  1.甲状腺疾患について理解する。

  2.頸部の良性腫瘍について理解する。 山下　道子

第10回

気管・食道科学 講義

  1.気管・食道の構造と機能について理解する。   2.気管・食道の疾患について理解する。

  3.気管切開の適応と術後の影響を理解する。 山下　道子

第9回

音声障害 講義

  1.発声のしくみについて理解する。  2. 嗄声の評価について理解する。

  3.発声障害をきたす疾患について理解する。 山下　道子

第8回

喉頭科学 講義

  1.喉頭の構造と機能について理解する。

  2.喉頭の疾患について理解する。 山下　道子

第7回

構音障害 講義

  1.構音のしくみを理解する。

  2.構音障害をきたす疾患を理解する。 山下　道子

第6回

嚥下障害 講義

  1.嚥下のしくみを理解する。

  2.嚥下障害をきたす疾患を理解する。 山下　道子

第5回

口腔咽頭科学② 講義

  1.扁桃について理解する。   2. 睡眠時無呼吸症候群について理解する。

  3.鼻咽腔閉鎖機能不全について理解する。 山下　道子

第4回

口腔咽頭科学① 講義

  1.口腔・咽頭の構造・機能を理解する。

  2.口腔・咽頭の疾患について理解する。 山下　道子

第3回

鼻科学 講義

  1.鼻・副鼻腔の構造・機能を理解する。

  2.鼻・副鼻腔の疾患について理解する。 山下　道子

第2回

耳科学 講義

  1.平衡覚の構造と機能について理解する。  2.耳の疾患について理解する。

  3.脳神経について理解する。 山下　道子

第1回

ガイダンス・耳科学 講義

  1.耳鼻咽喉科と言語聴覚士のかかわりを知る。   2.聴覚の構造と機能について理解する。

  3.聴覚の評価と難聴について理解する。 山下　道子

授業概要 耳鼻咽喉科領域の解剖と生理、疾患、治療について学習し、検査やリハビリについて学習する。

到達目標 聴覚障害・構音障害･言語障害・音声障害・嚥下障害を理解するための基礎として、耳鼻咽喉科学について学習する。

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 山下　道子 実務経験

科目名 耳鼻咽喉科学 学　科 言語聴覚学科

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

心理学系の講義などの関連領域の専門用語を覚えておくこと。
授業で実施した内容を復習しておくこと。

教科書 渡辺雅幸著：専門医がやさしく語るはじめての精神医学改訂第2版．中山書店，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8回

てんかんについて 講義

てんかんの分類と特徴について学ぶ

全体の総括を行う 奈良直貴

第7回

依存症について 講義

依存症の分類について学ぶ ｸﾞﾙｰﾌﾟ学習

アルコール依存症の特徴や症状について学ぶ 奈良直貴

第6回

人格障害について 講義

人格障害の分類について学ぶ

境界性人格障害の特徴や症状、対応方法について学ぶ 奈良直貴

第5回

神経症性障害について 講義

神経症性障害の分類について学ぶ

代表的な神経症性障害の特徴や症状について学ぶ 奈良直貴

第4回

気分障害について 講義

うつ病相に対する基本的な対応方法について学ぶ

躁病相の特徴や症状について学ぶ 奈良直貴

第3回

気分障害について 講義

うつ病相の特徴や症状について学ぶ

奈良直貴

第2回

統合失調症について 講義

統合失調症の特徴や症状について学ぶ

奈良直貴

第1回

精神保健福祉法について 講義

日本における精神障害者に対する処遇の歴史や現状について学ぶ

奈良直貴

授業概要 精神科領域における代表的な疾患について理解を深める。

到達目標
精神障害者の日本における現状を理解する。
精神疾患の特徴や症状について理解する。

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 奈良　直貴 実務経験 臨床経験8年、授業経験27年

科目名 精神医学 学　科 言語聴覚学科

年　次 1年次 分　野 専門基礎 学　期 後期



1 単位 15 時間

）

参考書
藤田郁代編：標準言語聴覚障害学　言語聴覚障害学概論．
小嶋知幸編著：図解やさしくわかる言語聴覚障害．

成績評価基準 定期試験100％

準備学習
学習への
アドバイス

②・第1～5回の内容を復習しておくこと。

教科書

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

まとめ 講義

・形成外科分野における言語聴覚士の役割　他

深水峰子

第7回

口腔がんによる舌切除後の言語障害のリハビリテーション 講義

深水峰子

第6回

口唇・口蓋裂による言語障害のリハビリテーション 講義

深水峰子

第5回

　頭頸部・頭蓋底再建，その他の再建 講義

　・頭頸部・頭蓋底の組織欠損に対する機能的および形態的再建について理解する。

　・その他（乳房欠損や四肢外傷など）の再建手術について知る。 王丸　陽光

第4回

　口唇・口蓋裂，頭蓋顎顔面の先天異常 講義

　・口唇・口蓋裂の病態と治療について理解する。

　・頭蓋顎顔面の先天異常の代表的な症候群や顔面裂について理解する。 王丸　陽光

第3回

　顔面外傷と顔面神経麻痺 講義

　・顔面の解剖について理解する。　・顔面外傷の病態と治療について理解する。

　・顔面神経麻痺の種類と治療について理解する。 王丸　陽光

第2回

　創傷治癒各論，皮膚腫瘍 講義

　・遊離植皮と組織移植（皮弁・マイクロサージェリー）について理解する。  ・熱傷，褥瘡，難治性潰瘍などの

　病態や治療について理解する。　・皮膚の解剖および皮膚腫瘍の種類と治療について理解する。 王丸　陽光

第1回

　形成外科学総論，創傷治癒総論 講義

　・形成外科について理解する。　　・形成外科の歴史を知る。

　・創傷治癒（1次治癒・2次治癒）について理解する。　・肥厚性瘢痕・ケロイドおよび瘢痕拘縮について理解する。 王丸　陽光

授業概要 ②形成外科分野で言語障害と関連する疾患について、言語聴覚士の関わりを含めて学習する。

到達目標
形成外科学の領域および形成外科とSTの関わりについて理解する。
また、形成外科の分野でSTが関わる疾患として、顔面を中心とした疾患（口唇・口蓋裂など）について学ぶ。
・口唇・口蓋裂による言語障害、口腔がんによる舌切除後の言語障害の基本的概念を説明できる。

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 ①王丸陽光　②深水峰子 実務経験                      ②臨床経験7年、授業経験12年

科目名 形成外科学 学　科 言語聴覚学科

年　次 1年次 分　野 専門基礎 学　期 後期



1 単位 30 時間

）

参考書

成績評価基準 グループ学習の評価（10%程度）と筆記試験(90%程度)による。

準備学習
学習への
アドバイス

・教科書の内容を予習・復習すること

教科書 喜久田利弘、楠川仁悟　編　「よくわかる歯科医学・口腔ケア」　（医学情報社）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

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　　（ グループ学習

第15回

　　・摂食嚥下のメカニズムについて説明できる

　　・摂食嚥下リハビリテーションについて説明できる

　 大部　一成

第14回

　　・口腔細菌の全身への影響と口腔ケアの意義について説明できる

　　・急性疾患と口腔ケアについて説明できる

　　・回復期、慢性疾患と口腔ケアについて説明できる

第13回

 1.内科疾患と歯科治療について理解する
講義

 2.口腔ケアと摂食嚥下リハビリテーションについて理解する

    ・内科的疾患を有する患者の歯科治療時に留意すべきことが理解できる

第12回

　唾液腺疾患 講義

　・唾液腺と唾液、唾液腺の炎症について説明できる

大部　一成

第11回

　1・腫瘍性疾患について理解する 講義

　2.口蓋裂の問題点と対策について理解する

　・顎口腔領域に発生する良性腫瘍、悪性腫瘍について説明できる　　・口蓋裂の問題点、評価方法、対応を説明できる 大部　一成

第10回

大部　一成

第9回

　外傷と不正咬合について理解する 講義

　・顎口腔領域の外傷、骨折について説明できる

　・咬合と咬合の異常、顎関節疾患について説明できる

第8回

　嚢胞について理解する 講義

　・顎骨嚢胞・軟組織嚢胞について説明できる

大部　一成

第7回

　腫瘍類似疾患について理解する 講義

　・腫瘍類似疾患について説明できる

大部　一成

第6回

　口腔粘膜疾患ならびに先天性発育異常を理解する 講義

　・口腔粘膜病変を挙げることができる　　・ヘルペス性口内炎、口腔カンジダ症、白板症、扁平苔癬について説明できる

　・口唇口蓋裂に伴う障害と治療法を説明できる 大部　一成

第5回

　歯性炎症および顎骨周囲の炎症について理解する 講義

　・歯性炎症の症状、進展経路について説明できる　　　・顎骨骨髄炎および歯性上顎洞炎について説明できる

　・顎骨周囲の炎症を理解できる 大部　一成

第4回

　1.歯を保存できないときの方法（抜歯）を理解する 講義

　2.顎変形症について理解する

　・抜歯について理解できる　　・顎変形症につて説明できる 大部　一成

第3回 　　＜与えられたテーマについてグループに分かれて調べ、発表する。また、 まとめの講義を行う。＞

大部　一成

第2回

 歯を喪失する二大原因である、う蝕と歯周病についてグループ学習を行って理解する 講義

  ・う蝕の原因と症状、治療法の概略を説明できる ｸﾞﾙｰﾌﾟ学習

　・歯周病の原因と症状、治療法の概略を説明できる

第1回

　1.言語聴覚士の仕事と歯科口腔外科との関わりについて理解する 講義

　2.口腔の解剖、歯の発生、口腔の消化管としての機能（役割）を理解する

　　　・顎口腔領域に認められる加齢の影響について説明できる　　・歯を構成する要素と発生について説明できる 大部　一成

　　　・歯科医療の特徴を説明でき、医療面接（問診）の進め方を修得する

授業概要 教科書の内容に沿ってスライドを用いて講義を行う。

到達目標
・口腔の仕組み（成り立ちと機能）を理解し、顎口腔領域に発生する疾患の概要を教授する。
・摂食嚥下リハビリテーションと口腔ケアについて概要を教授する

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 大部　一成 実務経験

科目名 臨床歯科医学・口腔外科学 学　科 言語聴覚学科

年　次 1年次 分　野 専門基礎 学　期 後期



1 単位 30 時間

）

参考書 1年次前期開講科目「解剖学」の教科書、授業資料

成績評価基準 定期試験（筆記）

準備学習
学習への
アドバイス

・1年次前期開講科目「解剖学」を復習しておくこと。
・発声発語および摂食嚥下にかかわる筋および神経支配、主な働きをおさえる。

教科書 西尾正輝：ディサースリアの基礎と臨床　第1巻　理論編．

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

口腔・発声運動と筋の働き 講義

深水　峰子

第14回

構音器官の病態 講義

構音器官の検査

深水　峰子

第13回

構音器官の基本構造　（下顎） 講義

構音運動

深水　峰子

第12回

構音器官の基本構造　（表情筋） 講義

深水　峰子

第11回

構音器官の基本構造　（舌筋） 講義

深水　峰子

第10回

構音器官の基本構造　（咽頭、口腔の構造、軟口蓋） 講義

深水　峰子

第9回

喉頭の検査 講義

喉頭の病態

深水　峰子

第8回

喉頭の機能 講義

深水　峰子

第7回

喉頭の基本構造 講義

深水　峰子

第6回

喉頭の基本構造① 講義

深水　峰子

第5回

呼吸機能の検査 講義

呼吸器系の病態

深水　峰子

第4回

呼吸運動 講義

深水　峰子

第3回

呼吸器系の基本構造 講義

演習

深水　峰子

第2回

運動系の概要 講義

深水　峰子

第1回

発声発語、摂食嚥下のしくみ 講義

深水　峰子

授業概要
・教科書と配布資料を用いて講義を行う。
・呼吸発声発語系の構造・機能・病態・検査を学習する。
・音声言語に関する筋系の解剖を図示し、位置と名称を学習する。また、その筋の神経支配も学習する。

到達目標
・呼吸発声発語系の構造・機能・検査・病態の基本的概念について説明できる。
・音声言語に関する解剖を図示し、軟骨・筋の位置と名称を覚えることができる。
・音声言語に関する筋と神経支配・主な働きを覚えることができる。

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 深水峰子 実務経験 臨床経験7年、授業経験12年

科目名 音声言語医学 学　科 言語聴覚学科

年　次 1年次 分　野 専門基礎 学　期 後期



1 単位 30 時間

）

科目名 聴覚医学 学　科 言語聴覚学科

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 山下　道子 実務経験

授業概要 テキスト・資料を用いて説明を行う。

到達目標 聴器の構造・機能・病態についての基礎知識を習得する。

回　数 授　業　計　画　　（　内　容　）
授業形態
講師氏名

第1回

音の性質と役割 講義

  1.音の性質について理解する。日常生活での音の役割を考える。 ｸﾞﾙｰﾌﾟ学習

  2.聴覚障害について知る。難聴の日常生活への影響を考える。 山下　道子

第2回

聴覚の構造と機能１ 講義

  1.伝音系の構造を理解する。

  2.伝音系の機能を理解する。 山下　道子

第3回

聴覚の構造と機能２ 講義

  1.感音系の構造を理解する。

  2.感音系の機能を理解する。 山下　道子

第4回

聴覚の検査① 講義

  1.標準純音聴力検査・語音検査について理解する。

山下　道子

第5回

聴覚の検査② 講義

  1.インピーダンスオージオメトリー・聴性誘発反応検査・耳音響反射・自己オ―ジオメトリ―などについて理解する。

山下　道子

第6回

聴覚の検査① 講義

  1.乳幼児の聴覚検査について理解する。

山下　道子

第7回

聴器の疾患① 講義

  1.外耳・中耳の疾患について理解する。

山下　道子

第8回

聴器の疾患② 講義

  1.内耳・後迷路性疾患について理解する。

山下　道子

第9回

症例検討① 講義

  1.実際の検査結果から障害部位や疾患について推測する。 ｸﾞﾙｰﾌﾟ学習

山下　道子

第10回

聴器の疾患 ③ 講義

  1.難聴の遺伝について理解する。

山下　道子

第11回

聴器の疾患④ 講義

  1.平衡覚について理解する。  2.平衡障害をきたす疾患について理解する。

  3.顔面神経麻痺について理解する。 山下　道子

第12回

補聴器・人工内耳 講義

  1.補聴器について理解する。

  2.人工内耳・人工中耳について理解する。 山下　道子

第13回

症例検討② 講義

  1.症例を通して、疾患の症状・検査結果・治療・リハビリについて理解する。 ｸﾞﾙｰﾌﾟ学習

山下　道子

第14回

グループ発表 講義

  1.課題について各グループごとに発表する。 ｸﾞﾙｰﾌﾟ学習

山下　道子

第15回

復習 講義

演習

山下　道子

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

成績評価基準 筆記試験（８０％）　　その他（２０パーセント）

準備学習
学習への
アドバイス

初めての用語が沢山出てきます。教科書を音読して予習をしましょう。

教科書 耳鼻咽喉科疾患ビジュアルブック　落合慈之監修　学研　



1 単位 30 時間

）

科目名 臨床心理学 学　科 言語聴覚学科

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 演習

学ぶ「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



2 単位 60 時間

科目名 中枢神経機能学 学　科 言語聴覚学科

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 西田　哲司 実務経験 臨床経験7年，授業経験15年

授業概要 中枢神経系と末梢神経系のしくみ，はたらきについて学習した後に，言語聴覚士に特に関連の深い病態を取り上げて学ぶ。

到達目標
神経系の疾患により生じる言語聴覚障害を理解するために，中枢神経系と末梢神経系の全体像及び神経系の疾患を理解し，言語聴覚療
法に必要な脳神経系の基礎知識を身につける。

回　数 授　業　計　画　　（　内　容　）
授業形態
講師氏名

第1回

総論（１）　教科書：5-6頁 講義

・中枢神経系と末梢神経系の分類する

・各部位の解剖学名と機能の整理する 西田哲司

第2回

総論（２）　教科書：7-8頁 講義

・模型を使用し、立体構造を理解する

・ニューロンのしくみとはたらき，興奮の伝導と伝達，グリア細胞（神経膠細胞）を理解する 西田哲司

第3回

大脳のしくみとはたらき（１）　教科書：9-16頁 講義

・大脳の構成，大脳皮質の機能局在を理解する

・ブロードマンの脳地図と機能野名を照合できるようになる 西田哲司

第4回

大脳のしくみとはたらき（２） 講義

・錐体路と錐体外路の違い

・番組視聴　半側空間無視を患った整形外科医　山田規畝子先生 西田哲司

第5回

間脳、大脳基底核、大脳辺縁系のしくみとはたらき（１）　教科書：16-24頁 講義

・間脳（視床と視床下部）のしくみとはたらき

・大脳基底核（線条体とレンズ核）のしくみとはたらき 西田哲司

第6回

間脳、大脳基底核、大脳辺縁系のしくみとはたらき（２）　教科書：24-27頁，129－130頁 講義

・パーキンソン病の症状と治療　（番組視聴　NHK今日の健康　深部刺激療法）

・大脳辺縁系のしくみとはたらき 西田哲司

第7回

小脳，脳幹，脊髄のしくみとはたらき（１）　教科書：32‐37頁，58-64頁 講義

・脳幹のしくみとはたらき，脳死

・意識障害 西田哲司

第8回

脳幹、小脳、脊髄のしくみとはたらき（２）　教科書：28－31頁，38-42頁，191-194頁 講義

・小脳のしくみとはたらき，小脳障害の症状

・脊髄のしくみとはたらき 西田哲司

第9回

運動神経経路（１）　教科書：109‐116頁，84-85頁 講義

・運動神経経路のしくみ（皮質脊髄路と皮質延髄路の経路，上位運動ニューロンと下位運動ニューロン）

・反射 西田哲司

第10回

運動神経経路（２）　教科書：116‐128頁 講義

・運動麻痺の分類，中枢性麻痺と末梢性麻痺

・錐体外路障害の特徴 西田哲司

第11回

知覚伝導路（１）　教科書：131-138頁 講義

・感覚の種類とその特徴

・感覚伝導路のしくみ 西田哲司

第12回

知覚伝導路のしくみとはたらき（２）　教科書：138-144頁 講義

・脊髄での感覚伝導路の並び方

・部位ごとにみた感覚障害の特徴 西田哲司

第13回

・中枢神経を取り巻く環境　教科書：2-4頁 講義

・脳の血液循環　教科書：43－50頁

西田哲司

第14回

・脳脊髄液の動き（動態）　教科書：51－55頁 講義

・脳ヘルニアのメカニズム　教科書：65－79頁

西田哲司

第15回

中間テスト 講義

西田哲司
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第16回

前半の復習　国家試験問題の実施 講義

西田哲司

第17回

脳神経障害（１）　教科書：150-154頁 講義

・嗅神経のしくみと検査方法

・視神経のしくみとはたらき、視路，視野欠損 西田哲司

第18回

脳神経障害（２）　教科書：154‐163頁 講義

・動眼神経，滑車神経，外転神経のしくみとはたらき

・動眼・滑車・外転神経の障害 西田哲司

第19回

脳神経障害（３）　教科書：164-169頁，145-149頁（頭痛） 講義

・三叉神経のしくみとはたらき

・顔面神経のしくみとはたらき，中枢性顔面神経麻痺と末梢性顔面神経麻痺の違い 西田哲司

第20回

脳神経障害（４）　教科書：170－176頁 講義

・聴神経（蝸牛神経系）のしくみとはたらき，難聴の種類と診断法（リンネ試験，ウェーバー試験）

・聴神経（前庭神経系）のしくみとはたらき，めまいの種類とメカニズム 西田哲司

第21回

脳神経障害（５）　教科書：176－181頁 講義

・舌咽神経、迷走神経のしくみとはたらき　（軟口蓋麻痺とカーテン徴候）

・副神経、舌下神経のしくみとはたらき　（舌下神経の障害，中枢性障害と末梢性障害） 西田哲司

第22回

脳神経障害（６）　教科書：180－181頁，182-190頁 講義

・尾側脳神経の多発性障害（ワレンベルグ症候群），摂食嚥下障害，球麻痺と偽性球麻痺

・脳神経障害のみかた（視聴覚教材を使用） 西田哲司

第23回

中枢神経系の補助検査（２）　教科書：221-224頁 講義

CT，MRI画像の見方，読み方①

西田哲司

第24回

CT，MRI画像の見方，読み方② 講義

西田哲司

第25回

脳血管障害（１）　教科書：201-214頁 講義

・脳血管障害の分類，出血性脳血管障害（高血圧性脳内出血，クモ膜下出血），動脈瘤

・中枢神経系の補助検査（２）　脳血管造影 西田哲司

第26回

脳血管障害（２）　教科書：214-220頁 講義

・閉塞性脳血管障害（脳梗塞）

西田哲司

第27回

・てんかん　教科書：104－106頁 講義

・中枢神経系の補助検査　脳波　教科書：107-108頁

西田哲司

第28回

・髄液の動きの障害（水頭症）　教科書：225-228頁，正常圧水頭症　教科書：229-230頁 講義

・排尿障害　教科書：195-200頁

・中枢神経系の補助検査（３）　腰椎穿刺　231-234頁 西田哲司

第29回

・脳腫瘍　教科書：80－82頁 講義

・認知症　教科書：95-103頁

・中枢神経系の補助検査　SPECT，PET 西田哲司

第30回

後半の復習　国家試験問題の実施 講義

西田哲司

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 解剖学，生理学の教科書，講義資料

成績評価基準 筆記試験100％（中間テスト50％＋本試験50％）

準備学習
学習への
アドバイス

前期の解剖学の神経系の復習をしてから受講して欲しい。また教科書として挙げた絵で見る脳と神経は、脳神経外科や神経内科領域の疾
患を理解するうえで必要な基本事項を網羅しているので、事前に一読してから講義に臨んで欲しい。

教科書 馬場元毅著：絵で見る脳と神経，医学書院．2017第４版第１刷



2 単位 60 時間

第15回

講義のまとめ 講義

　・講義のポイントを説明できる。

　・国家試験の傾向を知り、過去問を理解できる。 吉住　直行

第14回

発達障害を理解する③ 講義

　・発達性協調運動障害について説明できる。

　・知的障害について説明できる。 吉住　直行

第13回

発達障害を理解する② 講義

　・注意欠如多動症（ＡＤＨＤ）について説明できる。

　・学習症（ＬＤ）について説明できる。 吉住　直行

第12回

発達障害を理解する① 講義

　・自閉症スペクトラムについて説明できる。

　・アスペルガー障害について説明できる。 吉住　直行

第11回

児童期の発達を理解する② 講義

　・道徳性の発達について説明できる。

　・社会的学習理論について説明できる。 吉住　直行

第10回

児童期の発達を理解する① 講義

　・知能と学習のメカニズムについて説明できる。

　・いじめ、虐待、不登校の問題について説明できる。 吉住　直行

第9回

幼児期の発達を理解する② 講義

　・遊びの発達、絵の発達について説明できる。

　・心の理論の発達について説明できる。 吉住　直行

第8回

幼児期の発達を理解する① 講義

　・自己理解の発達について説明できる。

　・思考の発達について説明できる。 吉住　直行

第7回

乳児期の発達を理解する③ 講義

　・乳児の情緒発達について説明できる。

　・乳児の言語発達について説明できる。 吉住　直行

第6回

乳児期の発達を理解する② 講義

　・乳児の発達（運動、知覚・認知）について説明できる。

　・乳児の発達（対人・情緒、微笑、愛着）について説明できる。 吉住　直行

第5回

乳児期の発達を理解する① 講義

　・新生児の発達について説明できる。

　・原始反射について列挙できる。 吉住　直行

第4回

胎児期、周生期の発達を理解する 講義

　・胎児の発生について説明できる。

　・胎児の運動・聴覚・視覚機能について説明できる。 吉住　直行

第3回

発達理論を理解する② 講義

　・フロイトの発達段階を説明できる。

　・エリクソンの発達段階を説明できる。 吉住　直行

第2回

発達理論を理解する① 講義

　・発達の理論（遺伝説、環境説、相互作用説）を説明できる。

　・ゲゼル、ピアジェ、ヴィゴツキーの人名と関連事項を説明できる。 吉住　直行

第1回

発達の定義を理解する 講義

　・発達の規定要因を説明できる。

　・発達の研究法を列挙できる。 吉住　直行

授業概要 前期は胎児期・乳幼児期・児童期の発達、後期は青年期・成人期・老年期の発達について生涯発達の視点から学ぶ。

到達目標 人間の生涯にわたる発達に関して、精神的・身体的諸機能の発達的変容の概要を把握し、各時期の発達特徴を説明できる。

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 吉住　直行 実務経験 　臨床経験２８年、授業経験１２年

科目名 生涯発達心理学 学　科 言語聴覚学科

年　次 1年次 分　野 専門基礎 学　期 前・後期
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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

必ず復習、予習をその日のうちに実行するように（短時間でよい）

教科書 櫻井茂男・佐藤有耕編：スタンダード　発達心理学　サイエンス社,2013年12月初版.

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、授業態度

第30回

講義のまとめ 講義

　・講義のポイントを説明できる。

　・国家試験の傾向を知り、過去問を理解できる。 吉住　直行

第29回

大人の発達障害を理解する 講義

　・大人の発達障害について説明できる。

吉住　直行

第28回

老年期の発達を理解する④ 講義

　・死の受容、生きがいについて説明できる。

吉住　直行

第27回

老年期の発達を理解する③ 講義

　・老年期の心理面での特徴、適応について説明できる。

吉住　直行

第26回

老年期の発達を理解する② 講義

　・認知機能や知的能力の加齢変化について説明できる。

吉住　直行

第25回

老年期の発達を理解する① 講義

　・老年期の特徴について説明できる。

吉住　直行

第24回

成人後期の発達を理解する② 講義

　・成人後期におけるアイデンティティの危機について説明できる。

吉住　直行

第23回

成人後期の発達を理解する① 講義

　・ライフサイクルの変化について説明できる。

吉住　直行

第22回

成人前期の発達を理解する② 講義

　・子育て、夫婦の関係について説明できる。

吉住　直行

第21回

成人前期の発達を理解する① 講義

　・成人前期の就職・結婚について説明できる。

吉住　直行

第20回

青年期の発達を理解する③ 講義

　・青年期の友人関係、恋愛について説明できる。

吉住　直行

第19回

青年期の発達を理解する② 講義

　・アイデンティティの形成について説明できる。

吉住　直行

第18回

青年期の発達を理解する① 講義

　・青年期について説明できる。

吉住　直行

第17回

思春期の発達を理解する② 講義

　・社会の中での発達について説明できる。

吉住　直行

第16回

思春期の発達を理解する① 講義

　・思春期について説明できる。

吉住　直行



2 単位 60 時間

第15回

　まとめ 講義

高井　岩生

第14回

　擬声語、擬態語の意味的、音韻的特徴 講義

　・階層性、統合的関係と選択的関係

高井　岩生

第13回

　漢字について（音訓、呉音、漢音、唐音、漢字の成り立ち） 講義

　同上

高井　岩生

第12回

　変音現象と形態素、異形態 講義

　・活用の仕組み

高井　岩生

第11回

　和語、漢語、外来語の音韻的特徴 講義

　同上

高井　岩生

第10回

　日本語の歴史（ハ行転呼、ア行とワ行の合流、など） 講義

　・語の内部構造

高井　岩生

第9回

　音声と文字の対応（平仮名、片仮名） 講義

　同上

高井　岩生

第8回

　中間試験 講義

　・自由/拘束形態素、二重分節性

高井　岩生

第7回

　プロソディーⅡ（イントネーション） 講義

　同上

高井　岩生

第6回

　プロソディーⅠ（アクセント） 講義

　・音節とモーラ

高井　岩生

第5回

　音節とモーラ 講義

　　同上

高井　岩生

第4回

　撥音、促音、母音の無声化、子音の口蓋化 講義

　・単音と音素

高井　岩生

第3回

　五十音図から見る日本語の音韻 講義

　　　同上

高井　岩生

第2回

　発声の仕組み 講義

　・言語の生得性、言語獲得、チョムスキー理論

高井　岩生

第1回

 　言葉の規則 講義

  ・言語学の目標、言語学の考え方

高井　岩生

授業概要
授業は、配布資料とSTテキストに基づいて講義形式で行う。適時、グループワークを入れる予定である。
知識量を増やすというよりも、実践的に考えられるようになることを目指した授業活動を行いたい。

到達目標
言語学の授業の目標は、日本語の文法、音声、表記体系についての基礎的な知識を身に付けることである。
臨床の現場では、それぞれの分野について、より専門的な知識が必要になるだろうが、その際に、独学が可能になる程度の知識を獲得し
てもらいたい。前期では、音声、表記を扱う。後期では、文法を扱う。

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 高井　岩生 実務経験

科目名 言語学 学　科 言語聴覚学科

年　次 1年次 分　野 専門基礎 学　期 前・後期



）

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

授業で説明する。

教科書 使用せず。

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

高井　岩生

第29回

　推論と意味Ⅱ（発話行為） 講義

　・日本語と他の言語との比較

高井　岩生

第28回

　推論と意味Ⅰ（取立て詞） 講義

　・自然言語の特徴

高井　岩生

第27回

　述語の意味特性から見たハとガ 講義

　・言語変種とそれを生み出す要因

高井　岩生

第26回

　モダリティの表現 講義

　同上

高井　岩生

第25回

　述語の構造Ⅱ（アスペクト、テンス） 講義

　同上

高井　岩生

第24回

　述語の構造Ⅰ（ボイス） 講義

　・会話の含意、発話行為

高井　岩生

第23回

　中間試験 講義

　・前提、文脈、論理的推論

高井　岩生

第22回

　述語と修飾表現 講義

　・文の意味と話し手の意図

高井　岩生

第21回

　述語と項名詞 講義

　同上

高井　岩生

第20回

　格助詞と項名詞、修飾表現 講義

　・文法と他の認知体系のモデル

高井　岩生

第19回

　形態素の復習と応用（語幹、語尾、接辞） 講義

　同上

高井　岩生

第18回

　品詞と活用変化Ⅱ（活用変化の仕組み） 講義

　・文法というメカニズム

高井　岩生

第17回

　品詞と活用変化Ⅰ（品詞の種類とその決定の仕方） 講義

　同上

高井　岩生

第16回

　文法性と容認性の違い。統語論の紹介 講義

　・文の構造、語彙特性とレキシコン

高井　岩生



2 単位 60 時間

第15回

　まとめ 講義

高井　岩生

第14回

　同上 講義

　・母音と子音の違い、母音体系を理解する

高井　岩生

第13回

　同上 講義

　・母音の無声化、口蓋化などの音声現象が起きる原因を理解する。

高井　岩生

第12回

　母音 講義

　・日本語の各母音の調音的特性を理解し、母音の発声の仕組みが分かるようになる。

高井　岩生

第11回

　同上 講義

　・IPAの書き取りテスト

高井　岩生

第10回

　同上 講義

　・子音の聞き取りテスト

高井　岩生

第9回

　同上 講義

　・日本語で使用する主な子音をIPAを使って書き取れるようになる。

高井　岩生

第8回

　同上 講義

　・接近音の調音的特性を理解する。

高井　岩生

第7回

　同上 講義

　・接近音の調音的特性を理解する。

高井　岩生

第6回

　同上 講義

　・摩擦音の調音及び聞き分けが正しく行えるようにする。

高井　岩生

第5回

　同上 講義

　・硬口蓋音から声門音までの摩擦音の調音的特性を理解する。

高井　岩生

第4回

　同上 講義

　・両唇音から歯茎硬口蓋音までの摩擦音の調音的特性を理解する。

高井　岩生

第3回

　同上 講義

　・破裂音、鼻音の調音及び聞き分けが正しく行えるようになる。

高井　岩生

第2回

　子音 講義

　・破裂音、鼻音の調音的特性を理解する。

高井　岩生

第1回

　調音器官と発声器官 講義

　・言語音の作られ方、調音、発声の仕組みの全体像を把握する。

高井　岩生

授業概要
基本的には講義形式で行う。しかし、実技を伴う分野であるので、適時実技の訓練を行う。
また、授業内容を正しく理解しているかどうかを判断するため、適時授業内容についてプレゼンをしてもらう。

到達目標

音声学は、言語音がどのように産出され、理解されるのかを研究する分野である。
本講義では、まず、単音産出のメカニズムを理解し、それぞれの単音を聞き取ることができるようになることを目指す。
次に、日本語のリズム、アクセント、イントネーションのように、いくつかの単音が集まったときに起きる超分節的音声現象の理解を目指す。
国家試験対策としては、個々の単音の特徴と超分節音の機能を正しく把握することが最低限必要である。更に、臨床の現場でもこれらの知
識を活用できることも目標とする。

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 高井　岩生 実務経験

科目名 音声学 学　科 言語聴覚学科

年　次 1年次 分　野 専門基礎 学　期 前・後期



）

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

授業で説明する

教科書  「日本語音声学入門　改訂版」　斉藤純男　三省堂

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　　（

第30回

　まとめ 講義

高井　岩生

第29回

　同上 講義

　・言語学で学んだ文法システムの枠組みを前提として、フット、アクセント、イントネーションと統語構造との関係を

　確認する。 高井　岩生

第28回

　総合復習 講義

　・母音と子音の音声的特性と音韻的特性を復習し、日本人の音韻体系と音声体系とを正しく作ることができるようになる。

高井　岩生

第27回

　同上 講義

　・発話意図とイントネーションの関係を理解する。

　・談話の流れに従って、イントネーションのパターンが変化していく仕組みを把握する。 高井　岩生

第26回

　同上 講義

　・文の構造とイントネーションのパターンの間に対応関係があることを理解する。

　・文の意味に基づいて、どのようなイントネーションのパターンが現れるかが予測できるようになる。 高井　岩生

第25回

　同上 講義

　・イントネーションにまつわる音韻現象と生理現象とが区別できるようになる。

　・イントネーションの音韻規則を理解する。 高井　岩生

第24回

　イントネーション 講義

　・アクセントとイントネーションとの違いを復習し、イントネーション特有の特性を理解する。

高井　岩生

第23回

　同上 講義

　・動詞や形容詞のように、活用変化をする語のアクセントの規則を理解し、アクセントのパターンが

　聞き分けられるようになる。 高井　岩生

第22回

　同上 講義

　・20回目と21回目の授業で学んだことを基にして、日本語の名詞のアクセントの体系が作れるようになる。

高井　岩生

第21回

　同上 講義

　・複合語ｔと外来語のアクセント規則を理解し、アクセントのパターンが聞き分けられるようになる。

高井　岩生

第20回

　同上 講義

　・単純語の和語、漢語の名詞のアクセントの規則を理解し、アクセントのパターンが聞き分けられるようになる。

高井　岩生

第19回

　アクセント 講義

　・標準語のアクセントの基本的な特性を復習し、アクセントにまつわる諸問題を押さえる。

高井　岩生

第18回

　同上 講義

　・音節、モーラ、フットの各レベルのつながりが理解できる。ある音韻現象を観察して、　どのレベルに関係する現象で

　　あるのかが判断できる。 高井　岩生

第17回

　リズム 講義

　・フットという単位の必要性を理解し、モーラとの違いが分かるようになる。

高井　岩生

第16回

　音節とモーラ 講義

　・音節構造についての知識を深める。音節にまつわる諸現象を分析できるようになる。

高井　岩生



1 単位 30 時間

）

参考書 言語聴覚士のための音響学　今泉敏　医歯薬出版

成績評価基準 定期試験６０％、小テスト２０％、レポート２０％

準備学習
学習への
アドバイス

基本的な計算（分数や小数の足し算・引き算・掛け算・割り算）を復習しておくこと。

教科書 言語聴覚士の音響学入門　吉田友敬　海文堂　　																	

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　　（

第15回

音声分析ソフトの実習③ 演習

広帯域スペクトログラムを用いて各子音の特徴を観察する。

狭帯域スペクトログラムを用いてアクセントを観察する。 増田 正彦

第14回

音声分析ソフトの実習② 演習

広帯域スペクトログラムを用いて母音のフォルマントを観察する。

増田 正彦

第13回

音声分析ソフトの実習① 演習

音声波形の観察して周期などを求める

窓の長さを調節して、狭帯域スペクトログラムと広帯域スペクトログラムを観察する 増田 正彦

第12回

プロソディの音響特徴 講義

アクセント、イントネーション

増田 正彦

第11回

子音の音響特徴② 講義

摩擦音、鼻音、半母音

増田 正彦

第10回

子音の音響特徴① 講義

破裂音

増田 正彦

第9回

母音の音響特徴 講義

フォルマント

増田 正彦

第8回

音波の生成② 講義

共鳴の仕組み

増田 正彦

第7回

音波の生成① 講義

ソースフィルター理論

増田 正彦

第6回

音波の数学的表現② 講義

スペクトル、スペクトログラム

増田 正彦

第5回

音波の数学的表現① 講義

純音、複合音

増田 正彦

第4回

デシベル② 講義

音の強さのレベルの計算

増田 正彦

第3回

デシベル① 講義

音圧レベルの計算

増田 正彦

第2回

音波の基本的性質② 講義

周波数・周期・波長の計算

増田 正彦

第1回

音波の基本的性質① 講義

縦波・横波

音圧 増田 正彦

授業概要 音響音声学の基礎を学習し、音声分析ソフトのサウンドスペクトログラムを利用して日本語の特徴を理解する

到達目標
音の物理的性質、音声生成の仕組み、各言語音の特徴を説明できる。
音声分析ソフトを使って音声の基礎的な分析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

単位数 時間数

講師氏名 増田　正彦 実務経験 授業経験20年

科目名 音声情報処理学 学　科 言語聴覚学科

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（100％）予定

準備学習
学習への
アドバイス

日常聞いている音の大きさ・高さ・音色を意識する習慣をつける。
音のしくみで学んだグラフ等が日常の音にイメ－ジできるよう努力することで理解が深まる。

教科書 言語聴覚士の音響学入門（海文堂出版）　

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

　・復習による重要点の再確認、他。 演習

藤井　忍

第14回

マスキング・両耳聴について理解する。 講義

　・両耳加算、融合、方向知覚の意味を理解する。 演習

　・ＭＬＤ、先行音（ハ－ス）効果の意味を理解する。 藤井　忍

第13回

マスキング・両耳聴について理解する。 講義

　・マスカ－、マスキ－、マスキング量を理解する。　　   ・各種ノイズ（マスカ－）の分類ができる。

　・臨界帯域及びマスキングについて説明ができる。 藤井　忍

第12回

音の高さの知覚について理解する。 講義

　・場所ピッチと時間ピッチの内容と役割を理解する。　　・複合音の高さの知覚、バ－チャルピッチを理解する。 演習

　・音の高さの知覚について説明ができる。 藤井　忍

第11回

音の高さの知覚について理解する。 講義

　・オクタ－ブ感覚とメル尺度を理解する。

　・短音の高さの知覚を理解する。 藤井　忍

第10回

音の大きさの知覚について理解する。 講義

　・スティーブンのべき法則、ウェーバーの法則を理解する。 演習

　・音の大きさの知覚について説明ができる。 藤井　忍

第9回

音の大きさの知覚について理解する。 講義

　・フェヒナーの法則を理解する。

　・等ラウドネス曲線について説明ができる。 藤井　忍

第8回

音の物理的特性を理解する。 講義

　・各種ノイズ、スペクトル分析、短音スペクトルなどを理解する。 演習

藤井　忍

第7回

音の物理的特性を理解する。 講義

　・スペクトルの意味を理解する。

藤井　忍

第6回

音の物理的尺度を理解する。 講義

　・音圧レベル、騒音レベルなどのデシベル尺度を理解する。 演習

藤井　忍

第5回

音の物理的尺度を理解する。 講義

　・音の強さ、音圧とその単位を理解する。 演習

藤井　忍

第4回

音波の性質を理解する。 講義

　・音に関する様々な現象を理解する。 演習

　・共鳴、回折、反射、屈折、ドップラ－効果など 藤井　忍

第3回

音波の性質を理解する。 講義

　・波の基本的性質を理解する。

　・波長、周期、周波数、音波の伝搬など 藤井　忍

第2回

音波の性質を理解する。 講義

　・音の物理的性質を測定機器操作によって体得する（2/2回）。 演習

藤井　忍

第1回

音波の性質を理解する。 講義

　・音の物理的性質を測定機器操作によって体得する（1/2回）。 演習

藤井　忍

授業概要
・講義と演習を通して音のしくみを学ぶ。
・人がどのように音を知覚しているかを学ぶ。

到達目標 音のしくみを知り、人がどのように音を知覚しているか理解する。

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 藤井　忍 実務経験

科目名 聴覚心理学 学　科 言語聴覚学科

年　次 1年次 分　野 専門基礎 学　期 後期



1 単位 30 時間

）

参考書 今泉敏編　言語聴覚士のための基礎知識　言語学・音声学」医学書院

成績評価基準 定期試験７０％　レポート３０％

準備学習
学習への
アドバイス

テキスト該当箇所を必ず読んで授業に臨んでください

教科書 岩立志津夫編：よくわかる言語発達学（改訂版）.ミネルヴァ書房,

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；言語発達の各期の諸相を理解する（２） 講義

学童期の言語発達を説明できる 臨床経験

これまでのキーワードを整理する

第14回

まとめ：言語発達の各期の様相を理解する（１） 講義

前言語期の言語発達を説明できる。 臨床経験

幼児期の言語発達を説明できる

第13回

言語発達の知識から言語障害を理解する。 講義

言語障害の特徴と現れ方を説明できる 臨床経験

言語障害の種類と評価について大枠を説明できる

第12回

言語発達の生物学的基礎を理解する 講義

言語発達を支える脳の発達を説明できる 臨床経験

　

第11回

読み書きの発達を理解する 講義

プレリテラシー、リテラシーについて説明できる

読みの発達、書くことの発達を説明できる

第10回

語用論的側面から見た言語発達を理解する、談話構造の発達を理解する 講義

語用論を説明できる。

談話構造を説明できる

第9回

文法の発達を理解する 講義

形態面の発達を説明できる。

第８回

文法の発達を理解する 講義

統語の発達を説明できる。

第7回

児童期以降の言語発達を理解する 講義

児童期以降の言語発達を説明できる。

第6回

語彙の発達を理解する 講義

「初語、過大汎用、ワードパーシャル、ボキャブラリースパート」を説明できる。

第5回

音韻の発達を理解する 講義

構音器官の解剖学的構造を説明できる。

「構音の発達、音韻プロセス」を説明できる。

第4回

言語発達と共同注意を理解できる 講義

共同注意（joint attention)を説明できる。「叫喚音声、クーイング、過渡的喃語、基準喃語、ジャーゴン」を説明できる。

第3回

養育者の語りかけの特徴と役割を理解する 講義

「IDＳ、ＣＤＳ、マザリーズ、ベビー・トーク」を説明できる。「発達の最近接領域」を説明できる。

絵本の読み聞かせの重要性について説明できる。

第2回

前言語期のコミュニケーション発達を理解する 講義

「３ヶ月微笑、８ヶ月不安、愛着」を説明できる。

「意図伝達段階、三項関係、指さし、象徴機能、社会的参照行動」を説明できる。

第1回

言語発達の理論を理解する 講義

言語発達の理論（学習論、生得論、認知論、社会認知論）を説明できる。

授業概要
定型的な言語発達の基礎研究、基礎知識を学びます。言語発達を支える大脳の仕組みを前提に、音韻論、統語論、形態論、意味論、語用
論などの各分野から発達を見ていきます。配付資料による補足や、自学を勧める文献などの紹介も行います。各回授業の最後にミニレ
ポートを提出します。

到達目標 定型発達の言語発達を理解する。

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 今村　亜子 実務経験 臨床経験31年

科目名 言語発達学 学　科 言語聴覚学科

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100%

準備学習
学習への
アドバイス

各講義毎の復習は必ず行う事
演習やグループ学習の機会では各自が積極的に発言をする事

教科書 PT・OT・ST・ナースを目指す人のためのリハビリテーション総論―要点整理と用語解説　椿原 彰夫（著）　診断と治療社   その他配布資料

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

演習

梶原 大地

社会的リハビリテーションについて学ぶ

第14回

講義

梶原 大地

職業的リハビリテーションについて学ぶ

第13回

講義

梶原 大地

教育的リハビリテーションについて学ぶ

第12回

講義

OT学科教員

障害の受容過程について学ぶ

第11回

講義

梶原 大地

維持期のリハビリテーションの役割について学ぶ
地域リハビリテーションの目的について学ぶ
介護保険制度の概要について学ぶ

第10回

講義

梶原 大地

回復期リハビリテーションについて学ぶ
リハビリテーション実施計画書について学ぶ

第9回

演習

梶原 大地

急性期リハビリテーションについて学ぶ
廃用症候群について説明できる
リハビリテーションのリスク管理について学ぶ

第8回

講義

梶原 大地

言語聴覚士の業務内容について学ぶ
言語聴覚障害の分類、原因について学ぶ
言語聴覚障害の発生率、有病率について学ぶ

第7回

講義

OT学科教員

作業療法士の業務内容について学ぶ

第6回

講義

PT学科教員

理学療法士の業務内容について学ぶ

第5回

梶原 大地

機能障害の評価方法について学ぶ
ADL評価（主としてBarthel Indexと機能的自立度評価尺度）についての概要を学ぶ
医療現場における診療記録（カルテ）の意義について学ぶ

第4回

講義

第3回

梶原 大地

リハビリテーションの理念について学ぶ
QOL，ノーマライゼーションの考え方を学ぶ
リハビリテーションチームアプローチについて学ぶ
国際障害分類(ICIDH)と国際生活機能分類(ICF)の概要について学ぶ

第2回

第1回

講義

授業概要 リハビリテーションの理念，対象，流れ，評価とアプローチ等を学ぶ

到達目標
障害を持った人々が地域において持てる能力を最大限に発揮し，人権が尊重され生き甲斐を持った生活を送れるようになるために，障害
者やその家族を中心に共通の目標に向かってチームで援助するリハビリテーションを理解する

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 梶原　大地　（古賀 遼平）（他） 実務経験 臨床経験：8年　授業経験：3年

科目名 リハビリテーション概論 学　科 言語聴覚学科

年　次 1年次 分　野 専門基礎 学　期 前期



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

わが国の保健医療福祉制度の特徴を理解するように心がけてください。

教科書 系統看護学講座　社会保障・社会福祉　福田素生他　　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8回

所得保障制度 講義

 1.年金制度、労災保険。雇用保険の概要について説明することができる

 2.社会手当、生活保護の概要について説明することができる。 柴田　滋

第7回

介護保険と社会福祉制度 講義

 1.介護保険制度の仕組みについて説明することができる。 2.社会福祉の理念。事業者・行政機関について説明することが

 できる。 3.社会福祉制度の歴史と体系について述べることができる。 4.障害者総合支援制度について説明することができ
る。

柴田　滋

第6回

医療費の保障と医療保険 講義

 1.医療保険制度の仕組みについて説明することができる。  2.保険診療の仕組みについて説明することができる。

 3.公費負担医療について説明することができる。  4.世界の医療保障について説明することができる。 内藤　幹彦

第5回

社会保障制度の全体像 講義

 1.社会保障の歴史と理念についてについて説明することができる。  2.社会保障の保障方法について説明することが

 できる。 3.社会保障の制度体系について説明することができる。 柴田　滋

第4回

医療制度 講義

 1.医療の理念について説明することができる。   2.医療施設の開設・管理について説明することができる。

 3.医療従事者の資格制度について説明することができる。  4.医療当事者の法律関係について説明することができる。 柴田　滋

第3回

現代の保健衛生制度 講義

 1.感染症予防法など予防衛生について説明することができる。 2.精神保健福祉法など保健衛生について説明することが

  できる。3.医薬品、医療機器の管理体制について説明することができる。 柴田　滋

第2回

保健衛生制度の全体像 講義

 1.衛生行政と衛生制度の歴史と体系について理解する。  2.保健衛生制度の理念の発展について説明することができる。

 3.地域保健の推進、健康づくり運動について説明することができる。 柴田　滋

第1回

保健・医療・福祉制度の意義 講義

 1.生存権と衛生法・社会保障法の意義について理解する。

 2.保健・医療・福祉の連携について理解する。 柴田　滋

授業概要
現代の保健医療福祉についてテキストおよびパワーポイント資料を使用して説明を行う。
担当教員の実務経験を活用して、保健医療福祉の実践について理解を深める。

到達目標 地域包括ケアシステムの推進に関連して、保健・医療・福祉にわたる諸制度の連携について理解し、現代的課題について考察する。

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 柴田　滋 実務経験 20年間の社会保障行政の実務経験

科目名 保健医療福祉制度論 学　科 言語聴覚学科

年　次 1年次 分　野 専門基礎 学　期 後期



1 単位 30 時間

科目名 言語聴覚障害学概論Ⅰ 学　科 言語聴覚学科

年　次 1年次 分　野 専門 学　期 前期 単位数 時間数

講師氏名 西田　哲司　その他 実務経験 臨床経験7年，授業経験15年

授業概要 言語とコミュニケーションに関する基礎理論，言語聴覚療法の基本概念を講義，グループ学習，演習を通して学ぶ。

到達目標
・言語とコミュニケーションの成り立ちを説明できるようになる。
・言語聴覚障害の基本概念を説明できるようになる。
・専門分野で学ぶべき内容を列挙できる。

回　数 授　業　計　画　　（　内　容　）
授業形態
講師氏名

第1回

言語とコミュニケーション　　教科書範囲：1)　6-11頁 講義

人間の言語の特徴，コミュニケーションの成り立ち，コミュニケーションの過程について学び，言語聴覚障害を「ことばの鎖」
の図で整理できるようになる。言語聴覚士が言語学を学ぶ意義を理解する。 西田　哲司

第2回

言語音の産出機構①　教科書範囲：1) 11-17頁 講義

言語音の産出過程を学び，発声発語器官について説明できるようになる。また，国際音声字母（IPA)に触れ，言語聴覚士が
音声学を学ぶ意義を理解する。 西田　哲司

第3回

言語音の産出機構②　教科書範囲：1) 17-21頁　2）74-77 講義

呼気の産出，喉頭調整，構音運動に関する筋肉や軟骨について学び，言語音がどのように生成されるか説明できるように
なる。言語聴覚士が解剖生理学を学ぶ意義を理解する。 西田　哲司

第4回

言語と脳　教科書範囲：1)　21-30頁 講義

話しことばの理解，喚語と脳解剖について学び，脳に分岐する血管との関連を知る。

また，言語に関係する脳神経とその働きを学ぶ。 西田　哲司

第5回

聞こえと聴覚機構①　教科書範囲：1) 30-33頁

音とその性質について学び，言語聴覚士が音響学を学ぶ意義を理解する。

西田　哲司

第6回

聞こえと聴覚機構②　教科書範囲：1)33－39頁 講義

外耳，中耳，蝸牛，聴覚中枢路と聴皮質のしくみと働きを学び，聴覚機構の基本を説明できるようになる。

西田　哲司

第7回

言語聴覚障害の種類①　教科書範囲：1) 42－45頁 講義

話しことばの障害（音声障害，構音障害，吃音）を理解する。

西田　哲司

第8回

言語聴覚障害の種類②　教科書範囲：1)　45-50頁 講義

言語機能の障害（言語発達障害，失語症），聴覚障害を理解する。

西田　哲司

第9回

中間テスト

第１回～第8回までの講義の確認テストを行う。

西田　哲司

第10回

話しことばの障害①　音声障害　教科書範囲：1)52－59頁，2）74-84頁 ｸﾞﾙｰﾌﾟ学習

上記の範囲の確認テストを行い，グループで理解度を確認し，各々の今後の学習課題を整理する。講義では，声帯の器質
的な疾患と声質の異常（嗄声）を音声サンプルを提示する。また，電気式人工喉頭と笛式人工喉頭に触れる。 西田　哲司

第11回

話しことばの障害②　機能性構音障害　教科書範囲：1) 60－65頁，2)150-160頁 ｸﾞﾙｰﾌﾟ学習

上記の範囲の確認テストを行い，グループで理解度を確認し，各々の今後の学習課題を整理する。講義では，事例の構音
検査の結果を提示する。 西田　哲司

第12回

話しことばの障害③　器質性構音障害　教科書範囲：1) 65－72頁，2)72頁，162-172頁 ｸﾞﾙｰﾌﾟ学習

上記の範囲の確認テストを行い，グループで理解度を確認し，各々の今後の学習課題を整理する。講義では，異常構音の
音声サンプルを提示する。 西田　哲司

第13回

話しことばの障害④　運動障害性構音障害　教科書範囲：1) 72－82頁，2)60-71頁 ｸﾞﾙｰﾌﾟ学習

上記の範囲の確認テストを行い，グループで理解度を確認し，各々の今後の学習課題を整理する。講義では，運動にかか
わる経路の障害を説明し，各タイプの音声サンプルを提示する。 西田　哲司

第14回

子どもとの関わり方　教科書範囲：1)101－103頁　2)174-190頁 講義

・インリアルアプローチを用いた子どもとの関わり方について理解する。

・低体重出生児について理解する。 深水峰子

第15回

低体重出生児との交流会① 演習

・遊びを通して、低体重出生児とのコミュニケーションをとる。

・保護者との交流で、心情を知る。 深水峰子

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　　（低体重出生児との交流会の感想

参考書 平野哲雄編集：言語聴覚療法　改定第3版　　臨床マニュアル．協同医書出版社，2014

成績評価基準 中間テストを50％，本試験を40％，低体重出生児との交流会の感想を10％とする。

準備学習
学習への
アドバイス

教科書で各講義の範囲を必ず一読してから受講すること。

教科書
1) 藤田　郁代編：標準言語聴覚障害学　言語聴覚障害学概論．医学書院，2010
2) 小嶋知幸編：図解　やさしくわかる言語聴覚障害　株式会社ナツメ社，2016



1 単位 30 時間

科目名 言語聴覚障害学概論Ⅱ 学　科 言語聴覚学科

年　次 1年次 分　野 専門 学　期 前期 単位数 時間数

講師氏名 西田　哲司　その他 実務経験 臨床経験7年，授業経験15年

授業概要
前期の言語聴覚障害学概論Ⅱに引き続き，言語とコミュニケーションに関する基礎理論，言語聴覚療法の基本概念を講義，グループ学習，
演習を通して学ぶ。

到達目標
・言語聴覚障害の基本概念を説明できるようになる。
・専門分野で学ぶべき内容を列挙できる。
・言語聴覚障害者の支援方法を説明できる。

回　数 授　業　計　画　　（　内　容　）
授業形態
講師氏名

第1回

話しことばの障害⑤　吃音　教科書範囲：1) 83－93頁，2)216-236頁 ｸﾞﾙｰﾌﾟ学習

・上記の範囲の確認テストを行い，グループで理解度を確認し，各々の今後の学習課題を整理する。

・番組視聴　目撃者ｆ　「どもってもいんだよ」　～僕は吃音ドクターです～  2012.1.30 放送 西田　哲司

第2回

言友会との交流会 演習

・言友会との交流会を行い，吃音者の心情を知る。

西田哲司

第3回

言語機能の障害①　言語発達障害　教科書範囲：1) 96－98頁，2)126－136頁，192－202頁 ｸﾞﾙｰﾌﾟ学習

・上記の範囲の確認テストを行い，グループで理解度を確認し，各々の今後の学習課題を整理する。

・学習障害（LD)，特異的言語発達障害（SLI)について番組を視聴。 西田哲司

第4回

言語機能の障害②　言語発達障害　教科書範囲：1) 99－105頁，2)204－214頁 ｸﾞﾙｰﾌﾟ学習

・上記の範囲の確認テストを行い，グループで理解度を確認し，各々の今後の学習課題を整理する。

・広汎性発達障害（自閉症スペクトラム）について番組を視聴。 西田哲司

第5回

言語機能の障害②　失語症　教科書範囲：1) 106－117頁，2)24－58頁 講義

・上記の範囲の確認テストを行い，グループで理解度を確認し，各々の今後の学習課題を整理する。

・ラジオ番組　「ともに生きる　この人に聴く　言語聴覚士　関啓子先生」 西田哲司

第6回

聴覚障害①　教科書範囲：1)132－139頁，2）138－148頁 ｸﾞﾙｰﾌﾟ学習

・基本概念，原因と発生のメカニズム，症状について確認テスト  →グループワークにて理解度の確認，学習課題の整理｡

・講義では，新生児聴覚スクリーニングについて説明する。 西田哲司

第7回

聴覚障害②　教科書範囲：1)140－144頁 講義

・聴覚障害者のドラマをみて、ICFを用いた捉え方を学ぶ。

西田哲司

第8回

事例検討① ｸﾞﾙｰﾌﾟ学習

・最も関心を持った言語聴覚障害を各グループで一つ挙げ，評価方法を検討する。

専任教員全員

第9回

事例検討② ｸﾞﾙｰﾌﾟ学習

・事例の分析を行い，ICFを使って全体像を整理する。

・症例を支援するうえで，必要な検査を理由を添えて挙げて，教員に伝える。 専任教員全員

第10回

事例検討③ ｸﾞﾙｰﾌﾟ学習

・検査結果のデータを教員からもらい，支援方法を検討する。

専任教員全員

第11回

事例検討④ ｸﾞﾙｰﾌﾟ学習

・まとめ，発表の準備。

専任教員全員

第12回

事例検討⑤　発表会 ｸﾞﾙｰﾌﾟ学習

入学予定者を交えて，各班10分以内で発表する。

専任教員全員

第13回

低体重出生児との交流会② 演習

・遊びを通して、低体重出生児とのコミュニケーションをとる。

・保護者との交流で、心情を知る。 深水峰子

第14回

摂食嚥下障害①　教科書範囲：1)146－163頁，2）86－94頁 講義

・食物の流れと嚥下のメカニズム，年齢的変化を知る。

梶原大地

第15回

摂食嚥下障害② 演習

・摂食嚥下障害者の支援方法を実技をとおして学ぶ。

梶原大地

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　　（グループワークへの取り組み､交流会の感想）

参考書 平野哲雄編集：言語聴覚療法　改定第3版　　臨床マニュアル．協同医書出版社，2014

成績評価基準 第１回，3～6回までを定期試験（50％），グループワークへの取り組み（30％），言友会，低体重出生児との交流会の感想を10％ずつとする。

準備学習
学習への
アドバイス

教科書で各講義の範囲を必ず一読してから受講すること。

教科書
1) 藤田　郁代編：標準言語聴覚障害学　言語聴覚障害学概論．医学書院，2010
2) 小嶋知幸編：図解　やさしくわかる言語聴覚障害　株式会社ナツメ社，2016



1 単位 30 時間

）

参考書 □配付資料　□言語聴覚療法シリーズ５　聴覚障害１－基礎編－、　Ⅱー臨床編

成績評価基準 試験、レポート、授業態度等

準備学習
学習への
アドバイス

講義前にテキストに目を通し、新しい専門用語を予習しておくことを勧める。

教科書 □標準言語聴覚障害学「聴覚障害学」　□聴覚検査の実際　□言語聴覚士国家試験過去3年間の解答と解説

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

　本人の体験から聴覚障害を理解する 講義

　・体験談を聞く（本人からのメッセージをDVDを見て理解する） 演習

　・聴覚障害者への関わり方（基本的なコミュニケーションのとりかた）を理解する 城丸

第14回

　関係団体、福祉制度、重複障害について学ぶ 講義

　・聴覚障害者関係の団体について知る 演習

　・聴覚障害への福祉の概要、身体障害者手帳等について理解する　・重複障害の概要と支援概要を知る。 城丸

第13回

　学童期の支援を学ぶ 講義

　・難聴学級、聾学校での支援を理解する 演習

　・中、軽度難聴についての課題を知る

第12回

　聴覚障害者への支援システムを学ぶ 講義

　・成人聴覚障害者の社会生活を知り、支援の概要を理解する 演習

　・手話、要約筆記等の支援方法を理解する 城丸

第11回

　聴覚補聴器機器について学ぶ 講義

　・補聴器の簡単な構造、幼児期の適応について理解する

　・人工内耳についての概要を理解する 城丸

第10回

　乳幼児の初期支援について学ぶ 講義

　・早期発見、新生児スクリーニングについて理解する

　・早期発見後の支援の内容を理解し概要を説明する事ができる 城丸

第9回

　聴覚障害の評価の概要を学ぶ 講義

　・聴覚検査の概要を理解する。他覚的聴力検査と自覚的著プ力気炎差 演習

　・他覚的聴力検査と自覚的聴力検査の方法を理解する 城丸

第8回

　聴覚障害者とのコミュニケーションについて理解する 講義

　・聴覚障害者の多様性とコミュニケーション手段について理解する 演習

　・様々なコミュニケーション手段を体験する

第7回

　難聴と言語機能について理解する 講義

　・難聴者の発声、発音の特徴について理解し述べることができる

　・難聴の程度による言語症状の違いについて理解し述べることができる 城丸

第6回

　後天性難聴の原因と発症時期を理解する 講義

　・後天性難聴の種類と特徴を述べることができる

　・難聴のハイリスクファクターを述べることができる

第5回

　先天性難聴の原因と発症時期を理解する 講義

　・遺伝性難聴の特徴と代表的な疾患を述べることができる

　・胎生期性難聴、周産期性難聴の特徴と代表的な疾患を述べることができる 城丸

第4回

　障害の部位と難聴の種類について理解する 講義

　・伝音性難聴と感音性難聴の代表的な疾患と症状について述べることができる

　・伝音性、感音性、混合性難聴の特徴と検査結果によって診断、鑑別するポイントを理解する 城丸

第3回

　聴覚系の機能と構造を理解する 講義

　・聴覚系の構造について各部位や働きを説明する事ができる

　・伝音系と感音系のそれぞれの障害の違いについて理解し説明する事ができる 城丸

第2回

　聴覚障害の概要を理解する 演習

　・聴覚障害がライフステージによってどのような影響を及ぼすかを理解する。

　・小児期の先天性の聴覚障害と後天性聴覚障害の違いを理解する。 城丸

第1回

　聴覚障害の概要を理解する 講義

　・聴覚障害とはどのような障害かを講義で理解し、さらに理解を深めるために疑似体験をする

　・コミュニケーションにおける聴覚機能の役割について理解し、説明する事ができる 城丸

授業概要 聴覚障害の医学的基礎、検査や評価、聴覚保障、コミュニケーションの方法、難聴と言語発達の関係、支援の概要を学ぶ。

到達目標
初学者が聴覚障害の基礎について全体像を把握できるようになることをねらいとする。
聴覚障害の概要、聴覚障害児、者についての理解を深める

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 城丸　みさと 　 実務経験 臨床経験35年

科目名 聴覚障害学総論 学　科 言語聴覚学科

年　次 1年次 分　野 専門 学　期 後期



2 単位 60 時間

科目名 成人言語障害学総論Ⅰ（基礎） 学　科 言語聴覚学科

年　次 1年次 分　野 専門 学　期 前・後期 単位数 時間数

講師氏名 西田　哲司 実務経験 臨床経験7年，授業経験15年

授業概要 まず，失語症の原因や症状など基礎概念を学ぶ。中間テストで知識の修得状況を確認した後に、失語症候群および純粋型の症状について学習する。

到達目標 失語症者と関わりを持つことができるようになるために，失語症を中心とした高次脳機能障害の基本概念を理解し，基礎知識を身につける。

回　数 授　業　計　画　　（　内　容　）
授業形態
講師氏名

第1回

失語症とは 講義

・失語症の定義，失語症の特徴，大脳の側性化

西田哲司

第2回

失語症と脳解剖① 講義

・大脳半球の脳回と脳溝，ブロードマンの脳地図

・話し言葉と脳解剖の関連 西田哲司

第3回

失語症と脳解剖② 講義

・大脳皮質の機能局在

・脳の血管支配領域 西田哲司

第4回

失語症と脳解剖③ 講義

・水平段における脳葉の区分

・白質線維（連合線維、交連線維、投射線維） 西田哲司

第5回

失語症の原因疾患 講義

・脳血管障害（脳梗塞，脳内出血，くも膜下出血）

・脳外傷，脳腫瘍 西田哲司

第6回

失語症にみられる言語症状① 講義

・表出面にみられる症状

西田哲司

第7回

失語症にみられる言語症状② 講義

・理解面にみられる症状

西田哲司

第8回

中間テスト 講義

西田哲司

第9回

失語症候群① 講義

・タイプ分類の指標，ベンソンの流暢性の基準

・ブローカ失語，ウェルニッケ失語 西田哲司

第10回

失語症候群② 講義

・伝導失語，失名詞失語，超皮質性運動失語，超皮質性感覚失語，

西田哲司

第11回

失語症候群③ 講義

・混合型超皮質性失語，全失語

西田哲司

第12回

失語症候群以外のタイプ① 講義

・皮質下性失語，交叉性失語，小児失語

西田哲司

第13回

失語症候群以外のタイプ② 講義

・変性疾患による失語症の症状と脳血管障害による失語症の症状の違い

・語義失語 西田哲司

第14回

純粋型① 講義

・発語失行の基本概念

・純粋語聾の基本概念 西田哲司

第15回

純粋型② 講義

・純粋失読の基本概念

・純粋失書の基本概念，失読失書の基本概念 西田哲司



）

第16回

高次脳機能の回復① 講義

・脳損傷後に起こる機能回復のメカニズム

・失語症の回復に影響する主な要因 西田哲司

第17回

高次脳機能の回復② 講義

番組視聴：NHKスペシャル 驚異の小宇宙 人体II 脳と心 第5集 秘められた復元力~発達と再生~

西田哲司

第18回

主要な高次脳機能障害① 講義

・意識障害の重要度，注意機能の特性，脳損傷の一般効果

西田哲司

第19回

主要な高次脳機能障害② 講義

・失行症，失認症，視空間性障害

西田哲司

第20回

主要な高次脳機能障害③ 講義

・記憶障害の分類，前頭葉機能障害，病態無関心（病態失認）

西田哲司

第21回

主要な高次脳機能障害④ 講義

・認知症の定義、症状、疾患別の特徴

西田哲司

第22回

後期中間テスト 講義

西田哲司

第23回

失語症者の心理的側面・コミュニケーションの取り方 講義

・失語症者によくられる精神的・心理的問題

・失語症者とのコミュニケーションの取り方 西田哲司

第24回

失語症治療① 講義

・情報収集の意義，スクリーニング検査

西田哲司

第25回

失語症治療② 講義

・総合的な失語症検査を実施する目的

・総合的な失語症検査（標準失語症検査；SLTA) 西田哲司

第26回

失語症治療③ 講義

・総合的な失語症検査（日本語版ＷＡＢ失語症検査）

西田哲司

第27回

失語症治療④ 講義

・掘り下げ検査の目的

・リハビリテーション計画の立案の仕方 西田哲司

第28回

失語症治療⑤ 講義

・失語症の言語治療の基本概念（Schellらの刺激法）

西田哲司

第29回

失語症治療⑥ 講義

・修復訓練と代償訓練

西田哲司

第30回

失語症治療⑦ 講義

・報告書の書き方

・失語症者の社会復帰状況 西田哲司

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 石川裕治　言語聴覚療法シリーズ④　改定版失語症　建帛社　2011

成績評価基準 筆記試験（100％）　　前期中間テスト25％，前期試験25％，後期中間テスト25％，後期試験25％

準備学習
学習への
アドバイス

基礎概念を身につけるために配布資料を繰り返し読み直して暗記して欲しい。

教科書 使用しない。



2 単位 90 時間

）

科目名 関連職種連携演習 学　科 言語聴覚学科

年　次 1年次 分　野 選択必修 学　期 後期 単位数 時間数

講師氏名 西田　哲司 実務経験 臨床経験7年，授業経験15年

授業概要 介護老人保健施設にて演習を行う。

到達目標 障害者の生活に接し，身体的・心理的・社会的問題等々を全体的に捉える

回　数 授　業　計　画　　（　内　容　）
授業形態
講師氏名

・医療福祉に携わる者としての態度を身につける。

演習

・様々な介護体験をとおして、障害の多様性を知る。

・障害者が持つ様々な問題について全人的に捉えることができる。

・障害者が持つ様々な問題について全人的に捉えることができる。

・対象者及び家族と適切な関わりができる。

・施設職員と円滑にコミュニケーションがとれるようになる

・問題解決型の思考，行動ができる。

・職業倫理を理解し，守秘義務を遵守する

・実習内容を正確に記録することの重要性を知る。

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　　（

成績評価基準 演習施地での評価と学院点を総合的に加味して評価する。

準備学習
学習への
アドバイス

目的意識を持って演習に臨むこと

教科書 大田　仁史著：完全図解　新らしい介護．講談社，2009第22版



2 単位 60 時間

科目名 英語Ⅱ（医学英語） 学　科 言語聴覚学科

年　次 2年次 分　野 基礎 学　期 前・後期 単位数 時間数

講師氏名 脇坂　多恵 実務経験

授業概要

現在AIによる翻訳もかなり改善されてきたが、未だ人間のように文章を理解することは難しく限界がある。
英語の単語を学び、英文を理解できるようになることで、世界の最新の言語聴覚関連の情報を知ることができる。
このように将来的に臨床の中でより良い治療に活用するために、まずは英単語の基本構造から医療関連の基本語彙を修得
する。

到達目標 言語聴覚士に必要な医学および関連する英単語を身につける。

回　数 授　業　計　画　　（　内　容　）
授業形態
講師氏名

第1回

・日本語と英語の違いを確認する。 講義

・英語の単語の構成を確認する。

・語源の理論を理解する。(prefixs-root words-new words) 脇坂多恵

第2回

・接頭辞３８を覚える。 講義

・覚えた単語で文章を作る。

脇坂多恵

第3回

・形容詞で連想する英単語１４を覚える。 講義

・覚えた単語で文章を作る。

脇坂多恵

第4回

・1文字の漢字で連想する英単語33を覚える。 講義

・覚えた単語で文章を作る。

脇坂多恵

第5回

・2文字の漢字で連想する英単語40を覚える。 講義

・覚えた単語で文章を作る。

脇坂多恵

第6回

・2文字の漢字で連想する英単語４0を覚える。 講義

・覚えた単語で文章を作る。

脇坂多恵

第7回

・動詞で連想する英単語２５を覚える 講義

・覚えた単語で文章を作る。

脇坂多恵

第8回

・動詞で連想する英単語２７を覚える 講義

・覚えた単語で文章を作る。

脇坂多恵

第9回

・接尾辞的に使う語根を２０を覚える。 講義

・覚えた単語で文章を作る。

脇坂多恵

第10回

・数を表す接頭辞１２を覚える。 講義

・覚えた単語で文章を作る。

脇坂多恵

第11回

・その他よく使用される単語を２０覚える。 講義

・覚えた単語で文章を作る。

脇坂多恵

第12回

・言語聴覚士に関連する語を学ぶ。 講義

・学んだ単語で文章を作る。

脇坂多恵

第13回

・人間の心・感情に関する12語を覚える。 講義

・覚えた単語で文章を作る。

脇坂多恵

第14回

・人間の知覚関係に関する25語を覚える。 講義

・覚えた単語で文章を作る。

脇坂多恵

第15回

・修得した語の復習と試験対策をおこなう。 講義

・病院内で使用できる英語のスクリプトを用いてペアでシミュレーションする。

脇坂多恵



）

第16回

・基本的な英語の語順、文章構造を理解する。 講義

・英文読解の要素を知る。

・意味上のかたまりの把握の方法を知る。 脇坂多恵

第17回

・情報の「ブロック」を知る。 講義

・意味の「ブロック」を知る。

・音の強弱、つながりを知る。 脇坂多恵

第18回

・発達障害･言語発達障害についての基礎的用語を述べることができる 講義

・発達障害･言語発達障害に関する英文を読解できる。

脇坂多恵

第19回

・高次脳機能障害についての基礎的用語を述べることができる 講義

・高次脳機能障害に関する英文を読解できる。

脇坂多恵

第20回

・脳性麻痺・発達障害についての基礎的用語を述べることができる 講義

・脳性麻痺・発達障害に関する英文を読解できる。

脇坂多恵

第21回

・失語症についての基礎的用語を述べることができる 講義

・失語症に関する英文を読解できる。

脇坂多恵

第22回

・聴覚障害についての基礎的用語を述べることができる 講義

・聴覚障害に関する英文を読解できる。

脇坂多恵

第23回

・認知症についての基礎的用語を述べることができる 講義

・認知症に関する英文を読解できる。

脇坂多恵

第24回

・dysarthriaについての基礎的用語を述べることができる 講義

・dysarthriaに関する英文を読解できる。

脇坂多恵

第25回

・嚥下障害についての基礎的用語を述べることができる 講義

・嚥下障害に関する英文を読解できる。

脇坂多恵

第26回

・学習障害についての基礎的用語を述べることができる 講義

・学習障害に関する英文を読解できる。

脇坂多恵

第27回

・神経難病についての基礎的用語を述べることができる。 講義

・神経難病に関する英文を読解できる。

脇坂多恵

第28回

・学んだ単語を聞いて理解できる。（発達障害･言語発達障害・学習障害） 講義

・学んだ単語を正確に発音できる。

脇坂多恵

第29回

・学んだ単語を聞いて理解できる。（嚥下障害・dysarthria・神経難病） 講義

・学んだ単語を正確に発音できる。

脇坂多恵

第30回

・学んだ単語を聞いて理解できる。（失語症・高次脳機能障害・認知症） 講義

・学んだ単語を正確に発音できる。

脇坂多恵

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
・語源で増やすサイエンス英単語（清水健二著、ベレ出版、2015）　・キクタンメディカル1.人体の構造編（高橋玲、アルク、2010)
・ことばと聞こえの解剖学（ジョンＭ.パーマー著、学苑社、2001)

成績評価基準 期末試験(80％)、課題、レポート（20%）

準備学習
学習への
アドバイス

前期では単語を中心として学ぶが、後期は言語聴覚士に必要な内容を中心として、文章を読み解く、あるいは聴き取ることをおこなってい
く。そのため、言語聴覚士に関連する各分野の基礎的内容について復習しておくこと。尚、高校で学んだ英語の文法を復習しておくこと。

教科書 授業にて配布する資料



1 単位 30 時間

）

科目名 小児科学 学　科 言語聴覚学科

年　次 2年次 分　野 専門基礎 学　期 前期 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

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

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 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

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

教科書 言語聴覚士のための基礎知識　小児科学・発達障害学　編集；宮尾　益知　医学書院



2 単位 60 時間

科目名 臨床神経学 学　科 言語聴覚学科

年　次 2年次 分　野 専門基礎 学　期 前期 単位数 時間数

講師氏名 久冨　孝敏 実務経験

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

第1回

神経とは 講義

     神経の種類　　神経伝導路

久冨　孝敏

第2回

神経とは 講義

     神経の障害

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5回

末梢神経系 講義

     脳神経総論

久冨　孝敏

第6回

末梢神経系 講義

     脳神経各論

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8回

中枢神経系 講義

     大脳皮質以外の障害

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11回

検査 講義

     髄液検査　　CT　　MRI　　脳波検査

久冨　孝敏

第12回

検査 講義

     SPECT　　PET　　筋電図検査

久冨　孝敏

第13回

脳血管障害 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15回

脳腫瘍 講義

     総論

久冨　孝敏



）

第16回

脳腫瘍 講義

     各論

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21回

末梢神経障害 講義

     総論

久冨　孝敏

第22回

末梢神経障害 講義

     各論

久冨　孝敏

第23回

筋疾患 講義

     総論　　各論

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25回

機能性疾患 講義

     てんかん　　頭痛　　めまい

久冨　孝敏

第26回

感染症 講義

     髄膜炎　　脳炎

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30回

まとめ 講義

久冨　孝敏

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 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 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



2 単位 60 時間

科目名 学習・認知心理学 学　科 言語聴覚学科

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 吉住　直行 実務経験 　臨床経験２８年、授業経験１２年

授業概要 前期は「学習心理学」で人間を含めた動物の「学習」について学び、後期は「認知心理学」で認知の基礎から応用まで「認知」を実践的に学ぶ。

到達目標 「学習心理学」では古典的条件づけ、オペラント条件づけ、記憶などを学び、「認知心理学」では知覚、注意、記憶、言語などを学び理解・説明できる。

回　数 授　業　計　画　　（　内　容　）
授業形態
講師氏名

第1回

「学習」について理解する 講義

　・学習とは何か、学習の方法について説明できる。

　・人間の学習と動物の学習、生得的行動について説明できる。 吉住　直行

第2回

馴化と鋭敏化について理解する 講義

　・馴化とは何かについて説明できる。

　・鋭敏化とは何かについて説明できる。 吉住　直行

第3回

古典的条件づけについて理解する① 講義

　・古典的条件づけの獲得、刺激般化について説明できる。

　・条件づけの保持、情動反応の条件づけについて説明できる。 吉住　直行

第4回

古典的条件づけについて理解する② 講義

　・拮抗条件づけについて説明できる。

　・消去、外制止と脱制止について説明できる。 吉住　直行

第5回

古典的条件づけについて理解する③ 講義

　・複雑な古典的条件づけについて説明できる。

　・古典的条件づけにおける刺激性制御について説明できる。 吉住　直行

第6回

古典的条件づけについて理解する④ 講義

　・条件興奮と条件制止について説明できる。

　・随伴性空間とランダムな統制手続き、条件制止の検出について説明できる。 吉住　直行

第7回

古典的条件づけについて理解する⑤ 講義

　・古典的条件づけで何が学習されるかについて説明できる。

　・反応の遂行、適応的意味について説明できる。 吉住　直行

第8回

オペラント条件づけについて理解する① 講義

　・オペラント条件づけとは何かについて説明できる。

　・オペラント条件づけの基礎について説明できる。 吉住　直行

第9回

オペラント条件づけについて理解する② 講義

　・オペラント条件づけの普遍性について説明できる。

　・オペラント反応の形成について説明できる。 吉住　直行

第10回

オペラント条件づけについて理解する③ 講義

　・強化、プレマックの原理について説明できる。

　・反応頻度を減少させるオペラント条件づけ、消去、罰について説明できる。 吉住　直行

第11回

オペラント条件づけについて理解する④ 講義

　・弁別について説明できる。

　・刺激般化について説明できる。 吉住　直行

第12回

概念学習・観察学習・問題解決について理解する 講義

　・概念学習・観察学習について説明できる。

　・問題解決について説明できる。 吉住　直行

第13回

記憶と学習について理解する① 講義

　・記憶と学習について説明できる。

　・短期記憶と長期記憶について説明できる。 吉住　直行

第14回

記憶と学習について理解する② 講義

　・イメージの記憶について説明できる。

　・記憶と学習について説明できる。 吉住　直行

第15回

前期のまとめ・復習を行い、重要事項について再度振り返り理解する 講義

　・古典的条件づけ、オペラント条件づけについて説明できる。

　・概念学習・観察学習、記憶と学習について説明できる。 吉住　直行



）

第16回

認知心理学とは何か、及びその誕生について理解する 講義

　・認知心理学とは何かについて説明できる。

　・認知心理学の誕生について説明できる。 吉住　直行

第17回

認知心理学の特徴と視点、及びその変貌について理解する 講義

　・認知心理学の特徴と視点について説明できる。

　・認知心理学の変貌について説明できる。 吉住　直行

第18回

知覚の基礎について理解する① 講義

　・知覚理論について説明できる。

　・空間知覚について説明できる。 吉住　直行

第19回

知覚の基礎について理解する② 講義

　・知覚世界について説明できる。

　・ミッドレベル・ビジョンについて説明できる。 吉住　直行

第20回

高次の知覚と注意について理解する① 講義

　・２次元、3次元の形態の認識について説明できる。

　・知覚と文脈について説明できる。 吉住　直行

第21回

高次の知覚と注意について理解する② 講義

　・顔の認識について説明できる。

　・注意について説明できる。 吉住　直行

第22回

表象について理解する① 講義

　・表象とは何かについて説明できる。

　・命題表象、アナログ表象について説明できる。 吉住　直行

第23回

表象について理解する② 講義

　・スキーマについて説明できる。

　・表象間の相互作用について説明できる。 吉住　直行

第24回

記憶について理解する① 講義

　・記憶のあらましについて説明できる。

　・記憶の基礎について説明できる。 吉住　直行

第25回

記憶について理解する② 講義

　・記憶研究の新展開について説明できる。

　・生きることと記憶について説明できる。 吉住　直行

第26回

言語について理解する① 講義

　・言語研究の役割について説明できる。

　・言語体系の機能と構造について説明できる。 吉住　直行

第27回

言語について理解する② 講義

　・脳と言語処理について説明できる。

　・言語機能とメンタルレキシコンについて説明できる。 吉住　直行

第28回

問題解決と推論について理解する① 講義

　・心理学における「問題」について説明できる。

　・問題解決へのアプローチの歴史について説明できる。 吉住　直行

第29回

問題解決と推論について理解する② 講義

　・推論について説明できる。

　・推論・思考の領域固有性と生得性について説明できる。 吉住　直行

第30回

認知心理学の諸分野における重要項目について総復習し、学習内容を整理し直す 講義

　・高次の知覚と注意について説明できる。

　・記憶、言語、認知と脳について説明できる。 吉住　直行

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、授業態度

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

必ず復習、予習をその日のうちに実行するように（短時間でよい）

教科書 前期：コンパクト新心理学ライブラリ 「学習の心理」,サイエンス社,2000．　   後期：新版「認知心理学」,有斐閣アルマ,2011  



2 単位 60 時間

科目名 心理測定法 学　科 言語聴覚学科

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 義田　俊之 実務経験 臨床経験20年，講義経験14年

授業概要
医療では，患者の現状の機能を評価したり介入の効果を測定したりするためには，人の感覚，行動，活動を数量的に，きめ細かく捉えるこ
とが必須である。この授業では，精神の働きを数量として具体的に捉えるために行われるさまざまな方法を取り上げる。具体的には，感
覚・知覚，認知，行動，発達・教育，臨床心理などの領域でどのような測定が行われているのかを学ぶ。

到達目標

1.4つの尺度水準について，名前，特徴，行ってもよい計算と検定を説明できる。
2.様々な代表値と散布度について，データに基づき計算を行い，正しい値を出すことができる。
3.3つ精神物理学的測定法の名前を挙げ，それぞれのやり方と長所・短所を説明できる。
4.様々な尺度構成法の名前を挙げ，それぞれのやり方と長所・短所を説明できる。
5.様々な信頼性，妥当性について，名前を挙げ，定義と検証法を説明できる。
6.心理検査の標準化とはどのようなことか，なぜ必要なのかを説明できる。
7.回帰分析と因子分析について，関係する変数の名称を挙げ，それぞれの目的について説明できる。
8.ビネー式の知能検査とウェックスラー式の知能検査を比較し，知能観の違いを説明できる。
9.記憶を数量として測定する際の注意事項や工夫を挙げ，説明することができる。
10.反応時間から読み取ることが出来る事柄を説明することができる。

回　数 授　業　計　画　　（　内　容　）
授業形態
講師氏名

第1回

4つの尺度水準 講義

・名義，序数，間隔，比率の4尺度が持つ情報と具体例を説明できる。

・これら4つの尺度のデータに対して行える統計処理を説明できる。 義田俊之

第2回

記述統計 講義

・様々な代表値と散布度について，4つの尺度水準との関連を説明できる。

・様々な代表値と散布度について，計算方法と特徴を説明できる。 義田俊之

第3回

心理物理学①刺激閾，弁別閾，主観的等価点 講義

・刺激閾，弁別閾，主観的等価点とはどのような値が説明できる。

義田俊之

第4回

心理物理学②調整法の実習 演習

・調整法の手続きについて，刺激を操作するのは誰か，刺激はどのように変化するか説明できる。 講義

・調整法が何を測定するのに適しているか説明できる。 義田俊之

第5回

心理物理学③極限法，恒常法 講義

・極限法，恒常法で，刺激を操作するのは誰か，刺激はどのように変化するか説明できる。

・極限法，恒常法が何を測定するのに適しているか説明できる。 義田俊之

第6回

尺度構成法①順位法，一対比較法 講義

・順位法の手続きと，どのような尺度を構成できるかを説明できる。

・一対比較法の手続きと，どのような尺度を構成できるかを説明できる。 義田俊之

第7回

尺度構成法②評定法，マグニチュード推定法 講義

・評定法の手続きと，どのような尺度を構成できるかを説明できる。

・マグニチュード推定法の手続きと，どのような尺度を構成できるかを説明できる。 義田俊之

第8回

尺度構成法③SD法の実習 演習

・SD法における「形容詞対」とはどのようなものか，「印象評定」とはどのようなことか，説明できる。 講義

義田俊之

第9回

尺度構成法④SD法，多次元尺度構成法 講義

・SD法の手続きと，どのような尺度を構成できるかを説明できる。

・多次元尺度構成法の手続きと，どのような尺度を構成できるかを説明できる。 義田俊之

第10回

テスト理論①テストの標準化，信頼性 講義

・標準化とはどのようなことか，なぜ必要なのか説明できる。

・信頼性の下位概念とその必要性，検討法を，実際の検査に即して説明できる。 義田俊之

第11回

テスト理論②妥当性 講義

・妥当性の下位概念とその必要性，検討法を，実際の検査に即して説明できる。

義田俊之

第12回

調査法①質問紙法 講義

・質問紙法の長所と短所について説明できる。

義田俊之

第13回

調査法②サンプリング 講義

・母集団と標本，標本抽出の関係について説明することができる。

・無作為抽出，層別抽出の手続きについて説明することができる。 義田俊之

第14回

因子分析 講義

・潜在変数（因子）と観測変数との区別ができる。

・因子負荷量とは何か説明できる。因子分析を利用して開発された心理検査を挙げることができる。 義田俊之

第15回

検定①ノンパラメトリック検定 講義

・Χ二乗検定，二項検定はどの尺度水準のデータに適用可能か指摘できる。

・U検定，クラスカルウォリス検定，フリードマンはどの尺度水準のデータに適用可能か指摘できる。 義田俊之



）

第16回

検定②パラメトリック検定 講義

・t検定，分散分析について，どの尺度水準のデータに適用可能か指摘できる。

・t検定，分散分析について，原理を説明できる。 義田俊之

第17回

知覚①ゲシュタルト心理学，図と地の分化 講義

・プレグナンツの要因を列挙することができる。

義田俊之

第18回

知覚②奥行き知覚，運動知覚 講義

・奥行き知覚が生じる要因を列挙できる。

・運動知覚が生じる要因を列挙できる。 義田俊之

第19回

記憶の測定①自由再生法の実習 演習

・自由再生法の手続きを説明できる。 講義

義田俊之

第20回

記憶の測定②系列位置効果 講義

・系列位置効果とは何かを説明できる。

・系列位置曲線が，なぜ二重貯蔵モデルの根拠となり得るのかを説明できる。 義田俊之

第21回

記憶の測定③エビングハウスの実験，保持と忘却 講義

・再学習法の手続きと，節約率とは何かを説明できる。

・忘却曲線とは何か，その根拠を説明できる。 義田俊之

第22回

反応時間 講義

・減算法とはどのような方法かを説明できる。

・反応時間から何を読み取ることができるかを説明できる。 義田俊之

第23回

心理検査①性格検査 講義

・投影とはどのような現象か，さまざまな投影法を列挙し，その長所と短所を指摘できる。　・質問紙法による性格検査の

　長所と短所を指摘できる。具体例を列挙できる。作業検査法による性格検査について説明できる。 義田俊之

第24回

心理検査②精神症状 講義

・抑うつを評価する心理検査を列挙できる。不安を評価する心理検査を列挙できる。

・全般的な心身の不調を評価する心理検査を列挙できる。 義田俊之

第25回

知能の測定①ビネー 講義

・ビネーの知能観とはどのようなものか説明できる。

・精神年齢，IQの考え方と算出方法について説明できる。 義田俊之

第26回

知能の測定②ウェックスラー 講義

・ウェックスラーの知能観とはどのようなものか説明できる。

・偏差IQという考え方について説明できる。 義田俊之

第27回

観察法 講義

・さまざまな観察法の名前を挙げ，それぞれの手続き，特徴を説明できる。

義田俊之

第28回

面接法 講義

・面接の構造化の程度とはどのようなことか，説明できる。

・非構造化面接，半構造化面接，構造化面接のそれぞれについて，長所と短所を説明できる。 義田俊之

第29回

単一事例実験デザイン 講義

・単一事例実験デザインはなぜ必要か説明できる。

・ABAデザイン，ABABデザインに即して，ベースライン期と処遇期はそれぞれどれか指摘できる。 義田俊之

第30回

エビデンスのピラミッド 講義

・事例報告，横断調査，症例対照研究，コホート研究，RCTの手続きについて説明できる。

・これらの研究法から得られる知見のエビデンスとしてのレベル，および根拠を説明できる。 義田俊之

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80%，レポート20%

準備学習
学習への
アドバイス

「統計学」の復習をしておいてください。また，心理学系の科目の中では，聴覚心理学，認知心理学，学習心理学，臨床心理学と関係しま
す。科目の壁を越えて内容を整理・理解しようと試みてください。

教科書 心理測定法への招待―測定からみた心理学入門（市川伸一編著，サイエンス社）。言語聴覚士テキストの「Ⅳ心理学」も使用する。



1 単位 30 時間

）

科目名 リハビリテーション医学 学　科 言語聴覚学科

年　次 2年次 分　野 専門基礎 学　期 前期 単位数 時間数

講師氏名 深水　峰子　他 実務経験 臨床経験7年、授業経験12年

授業概要 教科書と配布資料などを用い、リハビリテーション医学における、診断、評価、治療などを学習する。

到達目標
・リハビリテーション医学で用いられる各種評価の基礎的な知識を身につける。
・疾患別のリハビリテーションの基礎的な知識を身につける。
・リハビリテーションにおける栄養管理の基礎的な知識を身につける。

回　数 授　業　計　画　　（　内　容　）
授業形態
講師氏名

第1回

リハビリテーション医学・医療の成り立ち　〔教科書pp2-5〕 講義

リハビリテーションの理念と障害学　〔教科書pp6-11〕

深水　峰子

第2回

リハビリテーション医療－急性期・回復期・維持期－　〔教科書pp12-19〕 講義

リハビリテーション診療の評価と検査　〔教科書pp32-37〕

深水　峰子

第3回

ADL評価　〔教科書pp38-45〕 講義

QOL評価　〔教科書pp74-78〕

丸目　潤

第4回

障害者心理と障害受容　〔教科書pp79-82〕 講義

上原　美智代

第5回

治療手技のあらまし　〔参考：教科書pp65-73〕 講義

・運動療法、物理療法、ADLの練習　など

榊　英一

第6回

理学療法・物理療法　　脳血管障害①　〔教科書pp220-242〕 講義

長野　毅

第7回

理学療法・物理療法　　脳血管障害②　〔教科書pp220-242〕 講義

長野　毅

第8回

理学療法・物理療法　　神経疾患　〔教科書pp269-280〕 講義

長野　毅

第9回

理学療法・物理療法　　循環器疾患　〔教科書pp330-336〕 講義

平田　大勝

第10回

理学療法・物理療法　　呼吸器疾患　〔教科書pp337-345〕 講義

横尾　正博

第11回

理学療法・物理療法　　脊髄障害　〔教科書pp253-268〕 講義

理学療法・物理療法　　骨・関節疾患　　〔参考：教科書pp281-287、pp352-357〕

平田　大勝

第12回

作業療法　　脳血管障害　他①　〔教科書pp220-242　他〕 講義

丸目　潤

第13回

作業療法　　脳血管障害　他②　〔教科書pp220-242　他〕 講義

丸目　潤

第14回

疾患とリハビリテーション 講義

・末梢神経障害　　〔教科書pp290-296〕

・悪性腫瘍（がん）　　〔教科書pp434-444〕 深水　峰子

第15回

リハビリテーション診療における栄養管理　　〔配布資料〕 講義

深水　峰子

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 椿原彰夫：PT・OT・ST・ナースを目指す人のためのリハビリテーション総論－要点整理と用語説明．診断と治療社，2011

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年次「リハビリテーション概論」を復習してから臨むこと
・ビジュランクラウドの「リハビリテーション医学　第2版」シリーズを閲覧をすすめる

教科書 江藤文夫、里宇明元監修：最新リハビリテーション医学　第3版．



1 単位 30 時間

）

科目名 言語聴覚障害診断学Ⅰ 学　科 言語聴覚学科

年　次 2年次 分　野 専門 学　期 後期 単位数 時間数

講師氏名 梶原　大地 （古賀 遼平） （他） 実務経験 臨床経験：8年　授業経験：3年

授業概要 成人言語障害の診断について，講義及び演習を交えながら行う．

到達目標 言語聴覚療法における評価・診断を行うために知識と技術を身に付ける．

回　数 授　業　計　画　　（　内　容　）
授業形態
講師氏名

第1回 臨床実習の意義について学ぶ

講義

梶原 大地

第2回 診断，評価，検査，測定の関係について学ぶ

講義

梶原 大地

第3回

急性期，回復期，維持期の言語聴覚療法に必要な情報を整理し，列挙する
代表的なADLの評価方法を比較し，その特徴について学ぶ

講義

第4回

梶原 大地

第5回

模擬症例を相手に医療面接が実施する

演習

第6回

梶原 大地

第7回

模擬症例を相手にスクリーニング検査を実施する

演習

第8回

梶原 大地

第9回

頭部CTやMRIの画像を見て、言語聴覚士に必要な情報を収集する

講義

第10回

西田 哲司

第11回

症例について、ICFを用いて全体像の整理をする

講義

第12回

梶原 大地

第13回 言語聴覚療法における訓練の立案，目標の設定の仕方を学ぶ

講義

梶原 大地

第14回
言語聴覚療法で用いる主な訓練教材について学ぶ
対象者に配慮した訓練教材を作成するための留意点について学ぶ

講義

深水 峰子

第15回 リハビリテーションチーム医療の必要性について学ぶ

講義

梶原 大地

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 自信がもてる！　リハビリテーション臨床実習．医歯薬出版株式会社

成績評価基準 定期試験50%　実技試験50%

準備学習
学習への
アドバイス

1年次の前期のリハビリテーション概論を必ず復習してから臨むこと．
成人言語障害学総論Ⅱ(応用)をこの科目に引き続き行う

教科書 明日からの臨床・実習に使える言語聴覚障害診断．医学と看護社



1 単位 30 時間

）

科目名 言語聴覚障害診断学Ⅱ 学　科 言語聴覚学科

年　次 2年次 分　野 専門 学　期 後期 単位数 時間数

講師氏名 深水 峰子 実務経験 臨床経験7年、授業経験12年

授業概要 言語発達障害および関連障害に対する言語聴覚療法の評価診断に関する知識・技能・態度を学習する。

到達目標
・言語発達障害と関連障害に対し、言語聴覚療法の評価診断の基本概念と方法を説明しできる。
・保護者との面接を学生同士で模擬的に実施できる。
・対象児に合わせた評価・支援方針（訓練含む）を選ぶことができる。

回　数 授　業　計　画　　（　内　容　）
授業形態
講師氏名

第1回

言語発達障害領域における診断とは　① 講義

　・言語発達障害の評価、診断

　・支援の場に沿った評価の目的 深水　峰子

第2回

言語発達障害領域における診断とは　② 講義

　・支援の場に沿った評価の目的

　・発達段階による評価の目的 深水　峰子

第3回

言語発達障害児の評価・診断の臨床　① 講義

　・評価の方法

深水　峰子

第4回

言語発達障害児の評価・診断の臨床　② 講義

　・診断の方法

深水　峰子

第5回

保護者との面接　① ｸﾞﾙｰﾌﾟ学習

　・情報収集 講義

深水　峰子

第6回

保護者との面接　② 講義

　・面接の目的、技法

　・保護者の心理 深水　峰子

第7回

保護者との面接　演習　① 演習

深水　峰子

第8回

保護者との面接　演習　② 演習

深水　峰子

第9回

子どもの行動観察　① 講義

　・ファーストコンタクト

　・遊びの場面の行動観察 深水　峰子

第10回

子どもの行動観察　② 講義

　・遊びの場面の行動観察

　・言語行動の観察 深水　峰子

第11回

子どもの行動観察　③ 演習

　・言語行動の観察

深水　峰子

第12回

対象児の記録・報告書 講義

　・行動観察所見の書き方

　・報告書の書き方 深水　峰子

第13回

症例検討　演習　① 演習

　・対象児の言語発達レベルを推測する

深水　峰子

第14回

症例検討　演習　② 演習

　・対象児に合わせた検査を選ぶ

深水　峰子

第15回

症例検討　演習　③ 演習

　・対象児の言語症状から支援方針を導く

深水　峰子

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
玉井ふみ，深浦順一編：標準言語聴覚障害学　言語発達障害学　第2版．
深浦順一、内山千鶴子編：言語聴覚士のための臨床実習テキスト　小児編．　※学院図書室　夏頃入荷予定です。

成績評価基準 定期試験（筆記）　100％

準備学習
学習への
アドバイス

・言語発達障害学領域の2年次前期開講科目（言語発達障害学、小児言語障害学総論Ⅰ、言語発達障害学特論、言語発達障害学演習）を
復習しておくこと。
・言語聴覚障害診断学Ⅰ、成人言語障害学総論Ⅱ（応用）と共通する部分もあるので、毎回しっかり復習をしてください。

教科書
大塚裕一編：明日からの臨床・実習に使える言語聴覚障害診断―小児編．
平野哲雄　他編：言語聴覚療法　臨床マニュアル　改訂第3版．



1 単位 30 時間

）

科目名 成人言語障害総論Ⅱ（応用） 学　科 言語聴覚学科

年　次 2年次 分　野 専門 学　期 前期 単位数 時間数

講師氏名 梶原　大地 （古賀 遼平）（他） 実務経験 臨床経験：8年　授業経験：3年

授業概要 臨床記録・報告書、症例レポートの書き方

到達目標 成人分野の言語聴覚療法の業務の流れに沿って評価・診断・治療を行うための知識と技術を修得する

回　数 授　業　計　画　　（　内　容　）
授業形態
講師氏名

第1回
症例レポートの書き方および留意点（注意点）について学ぶ
パソコンにて症例レポートを作成する方法について学ぶ
文献検索の方法について学ぶ

講義

梶原 大地

第2回
言語聴覚療法で必要な記録を列挙する
問題志向型診療録（POMR）について学ぶ
経過記録をSOAPで書く方法を学ぶ
観察から記録までの流れを学ぶ
訓練内容の記載方法について学ぶ
訓練記録から日報にまとめる方法について学ぶ
模擬患者の訓練記録から訓練経過を追う

講義

第3回

第4回

梶原 大地

第5回
摂食嚥下障害の症状について観察ポイントを列挙する
摂食嚥下障害の模擬患者について記録する
摂食嚥下障害に関する情報を整理する

講義

梶原 大地

第6回
dysarthriaの症状について観察ポイントを列挙する
dysarthriaの模擬患者について記録する
dysarthriaに関する情報を整理する

講義

梶原 大地

第7回
失語症の症状について観察ポイントを列挙する
失語症の模擬患者について記録する
失語症に関する情報を整理する

講義

梶原 大地

第8回
模擬症例の検査結果について学ぶ
模擬症例の検査結果などの情報から言語病理学的診断名などを列挙する
模擬症例の検査結果などの情報をICFにまとめる
模擬症例の言語聴覚療法においての問題点を抽出する
問題点に対し的確な目標を立てる
目標に対して的確な訓練プランの立案する
症例の予後について推測する
模擬症例の検査結果などの情報から分析・考察したことを症例レポートにまとめる
症例の予後について推測する
模擬症例の検査結果などの情報から分析・考察したことを症例レポートにまとめる

講義

第9回

第10回

第11回

梶原 大地

第12回
インシデント、アクシデントおよびその対策について学ぶ
バイタルサインのチェックおよびリハビリテーションの中止基準について学ぶ

講義

梶原 大地

第13回
感染について学ぶ
感染予防またその対策について学ぶ

講義

境 めぐみ

第14回
トランスファーの手順またその注意点について学ぶ
学生同士でトランスファーを手順通りに実施する

講義

PT学科教員

第15回 実習以前に大切な事について学ぶ

演習

村上 武士

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 自信がもてる！　リハビリテーション臨床実習．医歯薬出版株式会社

成績評価基準 訓練カルテ及び症例レポートの合計(100%)

準備学習
学習への
アドバイス

各論で学んだ言語聴覚障害について必ず復習しておくこと

教科書
明日からの臨床・実習に使える言語聴覚障害診断．医学と看護社．
柳川リハビリテーション学院　実習録（講義にて配布）



1 単位 30 時間

）

科目名 失語症学 学　科 言語聴覚学科

年　次 2年次 分　野 専門 学　期 後期 単位数 時間数

講師氏名 西田　哲司 実務経験 臨床経験7年，授業経験15年

授業概要 認知神経心理学的アプローチを体得し，言語を支える神経基盤，失語症状，失語症候群の理解を深めていく。

到達目標
認知神経心理学の立場から失語症を捉えることができるようになるために，代表的なモデルの基本概念を理解するとともに，実践的評価能
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

・言語を支える神経基盤 講義

・血管支配と失語症候群の関連

教科書の範囲：第１章　26-45頁 西田　哲司

第2回

・認知神経心理学の基本概念を身につける。 講義

　（認知神経心理学的アプローチの目的と方法，単語の読みに影響を与える属性）

教科書の範囲：第８章219-221頁 西田　哲司

第3回
・認知神経心理学の基本概念を身につける。（ロゴジェン・モデルを用いて、「聴理解」、「呼称」、「読解」、「音読」、「書取」、
「書称」、「復唱」の経路を説明する。）

講義

教科書の範囲：第１章17-21頁 西田　哲司

第4回
・失語症状（発話面の障害，復唱および関連する症状，聴覚的理解の症状，読字の症状，書字の症状，数・計算の障害）

講義

第5回

教科書の範囲：第５章　74-85頁 西田　哲司

第6回

・失語症状の近縁症状，随伴しやすい障害 講義

教科書の範囲：第５章　85～99頁 西田　哲司

第7回

・ロゴジェン・モデルの復習 講義

・カテゴリーに特異的な障害を生じる脳の部位

・認知神経心理学的理論を背景とする失語症検査（失語症語彙検査の内容，実施方法，SALA失語症検査の概要）

第8回

教科書の範囲：第７章177-178頁 西田　哲司

第9回

・相互活性化モデルを用いた失語症の言語障害の分析 講義

教科書の範囲：第１章16-17頁，第８章　221-222頁 西田　哲司

第10回

・各失語タイプの特徴 講義

・失語症候群の分析（失語症者の発話を聴き、脳画像の写真をみて該当するタイプを推測する）

・皮質下性失語の病巣と症状（線条体失語/基底核失語，視床失語）

第11回

第12回

教科書の範囲：第６章　102～133頁 西田　哲司

第13回

・交叉性失語の定義と症状　　教科書範囲：128-129頁 講義

・原発性進行性失語　　　教科書：45，160-165頁

西田　哲司

第14回

・純粋語聾（ランドークレフナー症候群）　教科書範囲：134－138頁 講義

・純粋失読（古典型、非古典型）　教科書の範囲：142－145頁

西田　哲司

第15回

・純粋失書　　教科書の範囲：145－148頁 講義

・失読失書　　教科書の範囲：148－150頁

・後天性小児失語症　　教科書の範囲：342－351頁 西田　哲司

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 なるほど！　失語症の評価と治療　金原出版株式会社　小嶋知幸編著　2010

成績評価基準 筆記試験（100％）

準備学習
学習への
アドバイス

１年次に行った成人言語障害学総論Ⅰ（基礎）を復習すること。また、該当する教科書の範囲を読んできていることを前提として講義を進め
るので読んでおくこと。

教科書 標準言語聴覚障害学　失語症　第２版　医学書院　藤田郁代監修　2015　　



1 単位 30 時間

）

科目名 失語症学特論 学　科 言語聴覚学科

年　次 2年次 分　野 専門 学　期 後期 単位数 時間数

講師氏名 西田　哲司 実務経験 臨床経験7年，授業経験15年

授業概要 失語症の言語治療が実践できるようになるために，理論と技法を学び，訓練立案の基本を身につける。

到達目標 失語症の言語治療の理論と技法を学ぶ。また、PBLで事例に対する評価・訓練アプローチ方法をグループで話し合い、支援法を立案する。

回　数 授　業　計　画　　（　内　容　）
授業形態
講師氏名

第1回

失語症の評価　教科書の範囲：170-171頁，190－195頁 講義

・ICFと失語症　評価・診断の枠組み ｸﾞﾙｰﾌﾟ学習

・SLTAプロフール分析の方法

第2回

・事例の分析

・重症度分類，動作性知能の評価

・評価サマリーの作成 西田　哲司

第3回

失語症治療の基本概念　　教科書の範囲：204-208頁 講義

・ICFの概念枠組みに沿った言語治療

・言語機能訓練の優先順位の基本原則 西田　哲司

第4回

言語治療の理論と技法①（修復的言語訓練）　教科書の範囲：214‐216，224-225，218-219頁 講義

・刺激法，プログラム学習法，遮断除去法（デブロッキング法）

西田　哲司

第5回

言語治療の理論と技法②（代償的言語訓練）　教科書の範囲：217-218頁 講義

・機能再編成法，メロディックイントネーションセラピー（MIT)

西田　哲司

第6回

言語治療の理論と技法③　教科書の範囲：219-224頁，273‐281頁 講義

・認知神経心理学的アプローチ

西田　哲司

第7回

言語治療の理論と技法④　教科書の範囲：225-229頁，302-309頁 講義

実用的コミュニケション訓練

・会話訓練，PACE，CIセラピー 西田　哲司

第8回

言語治療の理論と技法　構文訓練⑤　教科書の範囲：281-294頁 講義

・統語障害の基本概念と症状

・統語機能の評価　（失語症構文検査；STA等)

第9回

・構文訓練の適応の目安，機能訓練（文の刺激訓練，マッピング訓練），文の実用的訓練

西田　哲司

第10回

言語治療の理論と技法⑥　文字訓練　294-302頁 講義

・キーワード法

・50音系列を用いる方法 西田　哲司

第11回

言語治療の理論と技法⑦　発語失行の訓練　309-316頁 講義

・発語失行の聞き分け 演習

・発語失行の評価，訓練方法 西田　哲司

第12回

失語症者の援助方法を包括的理解 講義

・評価を熟考する～臨床における評価の目的～

江藤信介

第13回

・失語症評価の臨床的手技～検査に頼らない言語評価～ 講義

江藤信介

第14回

・症例検討（１）評価と訓練方針 PBL

江藤信介

第15回

・症例検討（２）訓練と援助 PBL

江藤信介

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 なるほど！　失語症の評価と治療　金原出版株式会社　小嶋知幸編著　2010

成績評価基準 筆記試験80％、レポート20％

準備学習
学習への
アドバイス

・第８章　心理社会的問題への対応（323-327頁）をA４で1枚程度にまとめて提出すること。
・第８章　社会復帰について（332-336頁）をA４で２枚程度にまとめて提出すること。

教科書 標準言語聴覚障害学　失語症　第２版　医学書院　藤田郁代監修　2015　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　



1 単位 30 時間

）

科目名 失語症学特論演習 学　科 言語聴覚学科

年　次 2年次 分　野 専門 学　期 前期 単位数 時間数

講師氏名 西田　哲司　その他 実務経験 臨床経験7年，授業経験15年

授業概要 失語症の言語症状を把握するために必要な検査の演習を行い体得する。

到達目標 標準失語症検査（SLTA)を正しく実施できる。

回　数 授　業　計　画　　（　内　容　）
授業形態
講師氏名

第1回

・インテーク面接，スクリーニング検査の意義と方法 講義

・失語症鑑別診断検査（総合的失語症検査）の目的，失語症鑑別診断検査（D.D.2000），標準失語症検査（SLTA），WAB失
語症検査日本語版の比較 西田　哲司

第2回

・標準失語症検査（SLTA)の概要（目的，採点法，記載の仕方の例） 講義・演習

・SLTA Ⅰ．聴く（1．単語の理解，2．短文の理解）の実施

西田・古賀

第3回

・標準失語症検査（SLTA)の採点法，記載の仕方の例のおさらい 演習

・SLTA Ⅰ．聴く（3．口頭命令に従う，4．仮名の理解）の実施

古賀　遼平

第4回

・SLTA Ⅱ．話す（5．呼称，6.．復唱，7．動作説明，8．まんがの説明，9．文の復唱，10．語の列挙，11．漢字単語の音読，
12．仮名1文字の音読，13．仮名単語の音読，14短文の音読）の実施

演習

第5回

古賀　遼平

第6回

・SLTA　Ⅲ．読む（15.漢字単語の理解，16．仮名単語の理解，17．短文の理解，18．書字命令に従う)の実施 演習

古賀　遼平

第7回
・SLTA　Ⅳ．書く（19.漢字単語の書字，20．仮名単語の書字，21．まんがの説明，22．仮名1文字の書取，23.漢字単語の書
取，24.仮名単語の書取，25．短文の書取）の実施

演習

第8回

・SLTA　Ⅴ．計算（26．計算）の実施

古賀　遼平

第9回

プロフィールの作成 講義

・標準失語症検査プロフィール（A)，標準失語症検査プロフィール（B)，標準失語症検査プロフィール（C)の使用方法

西田　哲司

第10回

WAB失語症検査 演習

・下位検査（自発話，話しことばの理解，復唱，呼称，読み､書字，行為，厚生・視空間行為・計算）の説明

・流暢性の分析

第11回

・失語指数（Aphasia Quoient:AQ）と大脳皮質指数（Cortical Quotient：CQ)の産出

西田　哲司

第12回

掘り下げ検査 演習

・掘り下げ検査の目的

・標準失語症検査補助テスト（SLTA-ST)

第13回

・実用コミュニケーション能力検査　日本語版(Communicative Abilities in Daily Living;CADL)

・トークンテスト（日本語版）

・抽象語理解力検査（SCTAW)

第14回

古賀　遼平

第15回

非言語的な側面を含む検査 演習

・重度失語症検査

古賀　遼平

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 実技試験（100％）

準備学習
学習への
アドバイス

・標準失語症検査（SLTA)はシラバスに合せて該当ページを読み込んで講義を受講すること。
・検査実施技能の向上のために講義時間外で練習に励むこと。

教科書
標準失語症検査マニュアル　改定第２版　新興医学出版社　2013
標準言語聴覚障害学　失語症　第２版　医学書院　藤田郁代監修　2015



2 単位 60 時間

科目名 高次脳機能障害学Ⅰ 学　科 言語聴覚学科

年　次 2年次 分　野 専門 学　期 前期 単位数 時間数

講師氏名 西田　哲司 実務経験 臨床経験7年，授業経験15年

授業概要
高次脳機能障害は、運動麻痺や感覚・知覚障害によらない言語、動作、認知、記憶などの障害であり、脳病変によって生じる。本講義では
失語症を除く症状を取り上げている。高次脳機能障害の評価方法は多彩であるが、ベッドサイドで行う検査を学習し、標準化された検査に
ついては実技演習を行う。

到達目標 言語聴覚療法の対象となる高次脳機能障害を正しく理解するために，基礎知識と各障害の評価の実践的能力を身につける。

回　数 授　業　計　画　　（　内　容　）
授業形態
講師氏名

第1回

高次脳機能障害の理解 講義

・高次脳機能障害の定義，２つの観点による高次脳機能障害を比較，高次脳機能障害支援モデル事業の取り組み

西田哲司

第2回

神経心理学的な考え方 講義

・神経心理学の原理（二重解離の原理、離断の原理、バイヤルジュージャクソンの原理），陽性症状と陰性症状，局在論と

　全体論 西田哲司

第3回

脳と高次機能の関係 講義

・大脳皮質の細胞構築の違い，皮質間の線維連絡，大脳皮質の機能領域の分類

西田哲司

第4回

前頭葉障害① 講義

・前頭葉の解剖学的区分，前頭葉の障害で生じる症状

西田哲司

第5回

前頭葉障害② 講義

・遂行機能障害の定義と４つのコンポーネント

・遂行機能障害の評価方法 西田哲司

第6回

前頭葉障害③ 講義

・社会的行動障害と前頭葉の関連

西田哲司

第7回

注意障害 講義

・注意の特性，注意障害者の行動

・注意障害の評価方法 西田哲司

第8回

記憶障害① 講義

・記憶障害の分類，記憶に関わるネットワーク

西田哲司

第9回

記憶障害② 講義

・健忘症候群の特徴，記憶障害を引き起こす部位と障害の特徴

・記憶障害の評価方法 西田哲司

第10回

記憶障害③ 演習

・日本語版リバーミード行動記憶検査

西田哲司

第11回

記憶障害④ 演習

・改定版ウェクスラー記憶検査

西田哲司

第12回

行為障害① 講義

・失行の定義，失行の原因と発生のメカニズム，失行の特徴

西田哲司

第13回

行為障害② 講義

・習熟動作の解放現象

西田哲司

第14回

行為障害③ 演習

・標準高次動作性検査

西田哲司

第15回

中間テスト 講義

西田哲司



）

第16回

視覚認知障害① 講義

・皮質盲の発症メカニズム，幻視と錯視，視覚認知障害

西田哲司

第17回

視覚認知障害② 演習

・標準高次視知覚検査

西田哲司

第18回

視空間障害① 講義

・半側空間無視の基本概念，空間性注意障害説，半側空間無視の評価 演習

・日本語版ＢＩＴ行動無視検査 西田哲司

第19回

視空間障害② 講義

・街並み失認と道順障害，バリント症候群、視覚性運動失調

西田哲司

第20回

聴覚認知の障害 講義

・高次聴覚障害，聴覚失認の原因疾患

・除外診断と確定診断の方法 西田哲司

第21回

身体意識・病態認知の障害 講義

・ゲルストマン症候群の４徴候

・狭義の病態失認と広義の病態失認 西田哲司

第22回

失算、脳梁離断症状 講義

・失算の分類，失算の評価方法，

・脳梁離断症候群で生じる障害 西田哲司

第23回

右半球病変・脳外傷によるコミュニケーションの障害 講義

・右半球損傷後に生じるコミュニケーション障害の特徴

・脳外傷の特徴，外傷後のコミュニケーション障害 西田哲司

第24回

認知症① 講義

・認知症の定義，認知症の症状，認知症に類似した症状との鑑別点

西田哲司

第25回

認知症② 講義

・認知症の原因疾患

・認知症に対する言語聴覚士の役割 西田哲司

第26回

WAIS-Ⅲ 演習

第27回

第28回

第29回

第30回

まとめ 講義

・これまでの内容の確認

西田哲司

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 平野哲雄編集：言語聴覚療法　改定第3版　　臨床マニュアル．協同医書出版社，2014

成績評価基準 筆記試験（中間テスト50％，定期試験50％）

準備学習
学習への
アドバイス

１年次に行った成人言語障害学総論Ⅰ（基礎）の高次脳機能障害の概論の講義を復習してから受講して欲しい。また学んだ脳の局在を図
を描いて整理して欲しい。

教科書 藤田　郁代/関啓子編著：標準言語聴覚障害学　高次脳機能障害学　第２版．医学書院　2015



1 単位 30 時間

）

科目名 高次脳機能障害学Ⅱ 学　科 言語聴覚学科

年　次 2年次 分　野 専門 学　期 後期 単位数 時間数

講師氏名 西田　哲司 実務経験 臨床経験7年，授業経験15年

授業概要 高次脳機能検査の進め方、認知リハビリテーションの意義、方法、社会保障制度等について学習する。

到達目標 行政の定義する高次脳機能障害に対する認知リハビリテーションを理解するとともに，評価、支援の実践的能力を身につける。

回　数 授　業　計　画　　（　内　容　）
授業形態
講師氏名

第1回

高次脳機能障害のスクリーニングテスト 演習

・高次脳機能障害検査の進め方

・Mini-Mental State Examination，改訂長谷川式簡易知能評価スケール，FAB，浜松式高次脳機能スケール

第2回

西田哲司

第3回

高次脳機能障害の支援 講義

・高次脳機能障害者のリハビリテーションの基本的な流れ，リハビリテーション専門職の役割，

・高次脳機能障害の診断手順

第4回

・高次脳機能障害を生じる疾患

・薬物療法の効果

・各障害の基本的な対応方法 西田哲司

第5回

認知リハビリテーション① 講義

・認知リハの定義と目的，エビデンスに基づいて推奨される認知リハの方法論

・注意機能全般を非特異的に刺激・賦活させるアプローチ，注意障害のある患者の生活適応拡大を図る代償的アプローチ 西田哲司

第6回

認知リハビリテーション② 講義

・記憶訓練の考え方，手段，記憶障害の環境設定，外的代償法

・記憶障害のリハビリテーションの実施手順 西田哲司

第7回

認知リハビリテーション③ 講義

・外言語化の意義，

・遂行機能システムの直接訓練の方法（自己教示法と問題解決訓練等） 西田哲司

第8回

認知リハビリテーション④ 講義

・社会的行動障害に対する介入方法

西田哲司

第9回

認知リハビリテーション⑤ 講義

・認知コミュニケーション障害に対する評価、訓練方法

西田哲司

第10回

高次脳機能障害者を支援する機関・社会保障制度① 講義

・高次脳機能障害支援拠点機関

・障害者に対する経済保障（補償）制度 西田哲司

第11回

高次脳機能障害者を支援する機関・社会保障制度② 講義

・就労に向けたリハビリテーションの流れ

・主な職リハ機関の役割と雇用援助制度 西田哲司

第12回

高次脳機能障害のリハビリテーション① 講義

・高次脳機能障害モデル事業前後のリハビリテーションの考え方や対応の変化を知る。

高橋　雅子

第13回

高次脳機能障害のリハビリテーション② 講義

・当事者・家族の状況や心理について考え、リハビリテーションの必要性と、複数の視点の重要性を理解する。

高橋　雅子

第14回

高次脳機能障害のリハビリテーション③ 講義

・さまざまな高次脳機能障害へのアプローチ例を知る。

高橋　雅子

第15回

高次脳機能障害のリハビリテーション④ 講義

・「人」に対する、全体論的アプローチの視点を学ぶ。

・他職種との連携、情報共有、チームアプローチを理解する。 高橋　雅子

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
種村純/椿原彰夫編集　教材による認知リハビリテーション　その評価と訓練法，永井書店　2009
言語聴覚療法　臨床マニュアル　改定第３版　協同医書出版社　2016

成績評価基準 レポート（50％），筆記試験（50％）

準備学習
学習への
アドバイス

高次脳機能障害の症状を理解していることが前提になるので、前期科目の高次脳機能障害Ⅰの復習をしたうえで受講して欲しい。

教科書 藤田　郁代/関啓子編著：標準言語聴覚障害学　高次脳機能障害学　第２版．医学書院　2015



2 単位 60 時間

）

科目名 小児言語障害学総論Ⅰ（基礎） 学　科 言語聴覚学科

年　次 2年次 分　野 専門 学　期 通年（前期 単位数 時間数

講師氏名 南嶋　亜由美 実務経験 臨床経験９年４ヶ月

授業概要 知的障害(ダウン症)に伴う言語発達障害の臨床像、評価・診断の手続き指導法について概説する。<S―S法>、語用論的アプローチについて概説する。

到達目標 知的障害に伴う言語発達障害について理解する。<S―S法>、語用論的アプローチについて理解する。

回　数 授　業　計　画　　（　内　容　）
授業形態
講師氏名

第1回

・知的障害を説明できる 講義

南嶋　亜由美 

第2回

・ダウン症を理解できる 講義

南嶋　亜由美 

第3回

・知的障害児の言語、コミュニケーションの発達を説明できる 講義

南嶋　亜由美 

第4回

・知的障害児の言語、コミュニケーションの発達を説明できる 講義

南嶋　亜由美 

第5回

・言語面の評価を説明できる 講義

南嶋　亜由美 

第6回

・知的面の評価を説明できる
・その他の評価を説明できる

講義

・その他の評価を説明できる

南嶋　亜由美 

第7回

・指導にあたっての留意点を説明できる
講義

・個別指導(前言語期の指導)を説明できる

南嶋　亜由美 

第8回

・個別指導(語彙獲得期、構文獲得期の指導)を説明できる 講義

南嶋　亜由美 

第9回

・個別指導(学童期の指導)を説明できる
講義

・グループ指導を説明できる

南嶋　亜由美 

第10回

・言語行動の3側面を説明できる 講義

南嶋　亜由美 

第11回

・<S―S法>の基本的な概念について説明できる 講義

・記号形式―指示内容関係、症状分類を説明できる

南嶋　亜由美 

第12回

・包括的評価、訓練プログラムを説明できる
講義

・言語行動習得モダリティモデルを説明できる

南嶋　亜由美 

第13回

・行動習得、支援の原則を説明できる
講義

・横への拡大、縦への上昇を説明できる

・媒介を説明できる 南嶋　亜由美 

第14回

・語用論的アプローチ(スクリプト)を説明できる 講義

南嶋　亜由美 

第15回

・語用論的アプローチ(インリアル・アプローチ)を説明できる 講義

南嶋　亜由美 

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

復習を中心に学習すること

教科書 標準言語聴覚障害学言語発達障害学第２版、言語聴覚療法シリーズ10改訂言語発達障害Ⅰ



2 単位 60 時間

）

科目名 小児言語障害学総論Ⅰ（基礎） 学　科 言語聴覚学科

年　次 2年次 分　野 専門 学　期 通年（後期 単位数 時間数

講師氏名 椋本　美樹 実務経験

授業概要 自閉スペクトラム症の臨床像・評価・診断（告知）の手続き、指導方法についての基礎知識を教科書や資料を用いて説明する。

到達目標 自閉スペクトラム症もつ方たちへの理解を深め、その評価、支援方法を学ぶ。

回　数 授　業　計　画　　（　内　容　）
授業形態
講師氏名

第1回

  自閉スペクトラム症を理解する① 講義

  ・自閉症スペクトラムの歴史を説明できる。

　・診断基準の変遷を説明できる。 椋本　美樹

第2回

　自閉スペクトラム症を理解する② 講義

　・合併する障害，併存しやすい障害，主症状と２次障害の違いについて説明できる。

椋本　美樹

第3回

　自閉スペクトラム症を理解する③ 講義

　・ローナ・ウィングの三つ組を説明できる。

椋本　美樹

第4回

　自閉症の文化を理解する① 講義

　・自閉症の氷山モデルを説明できる

　・視覚的学習・セントラル・コーヒレンス・シングルフォーカスについて説明できる。 椋本　美樹

第5回

　自閉症の文化を理解する② 講義

　・般化・情報の整理統合・他者視点の理解について説明できる。

椋本　美樹

第6回

　自閉症の文化を理解する③ 講義

　・常同行動・感覚の偏りについて説明できる。

椋本　美樹

第7回

　自閉症の評価を理解する① 講義

　・評価から診断までの方法を説明できる。

　・自閉スペクトラム症を対象とした評価スケールを説明できる。 椋本　美樹

第8回

　自閉症の評価を理解する② 講義

　・自閉スペクトラム症を対象とした評価スケールを説明できる。

椋本　美樹

第9回

　自閉症をもつ方に対する支援を理解する① 講義

　・ライフステージに伴う支援内容の変化について説明できる。

　・チームアプローチ及び保護者・園（学校）との連携の必要性・方法を説明できる。 椋本　美樹

第10回

　自閉症をもつ方に対する支援を理解する② 講義

　・主な支援プログラムの概要を説明できる。

　・応用行動分析・PECSを説明できる。 椋本　美樹

第11回

　自閉症をもつ方に対する支援を理解する③ 講義

　・TEACCHプログラムを説明できる。

椋本　美樹

第12回

　自閉症をもつ方に対する支援を理解する④ 講義

　・TEACCHプログラムを説明できる。

椋本　美樹

第13回

　自閉症をもつ方に対する支援を理解する⑤ 講義

　・認知行動療法とThe CAT-kitを説明できる。 演習

　・The CAT-kitの一部を体験する。 椋本　美樹

第14回

　自閉症をもつ方に対する支援を理解する⑥ 講義

　・語用論的アプローチを説明できる。

椋本　美樹

第15回

　自閉症をもつ方に対する支援を理解する⑦ 講義

　・語用論的アプローチを説明できる。

　・ＨＦＡＳＤへの支援方法を説明することができる。 椋本　美樹

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

ボランティアなどを通して、自閉スペクトラム症のお子さんと交流してみること

教科書 標準言語聴覚障害学言語発達障害学第２版



2 単位 60 時間

）

科目名 小児言語障害学総論Ⅱ（応用） 学　科 言語聴覚学科

年　次 2年次 分　野 専門 学　期 通年（前期 単位数 時間数

講師氏名 ①濵本　孝弘　②長野　清一郎 実務経験
①柳川ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院（5年）学院（7年）
医療福祉センター聖ヨゼフ園（15年）

授業概要
脳性まひ児（者）に代表される肢体不自由を伴った発達障害児（者）の食事やコミュニケーションに支援するために必要な正常発達の知識を
学習する。
おもに粗大運動の発達や上肢機能等の発達について学ぶ中で、姿勢および運動と諸活動との関係性について学ぶ。

到達目標
０～６カ月の粗大運動の発達および巧緻運動の発達について理解し説明できるようになる。脳性まひの特性について理解し、食事における
困りごとと姿勢との関連について説明できる。

回　数 授　業　計　画　　（　内　容　）
授業形態
講師氏名

第1回

発達障害について知る 講義

発達障害児の生涯発達（障害を持ちながら一生を送るということ）・自立とは何かについて学ぶ

濵本　孝弘 

第2回

こどもの発達に関する知識を整理する 講義

成長と発達、成熟の概念、発達の原則について学ぶ

これから学ぶ姿勢や運動の発達を臨床においてどのように活用するのか学ぶ 濵本　孝弘 

第3回

胎児期の発達について知る 講義

胎児期の発達、週産期医療について知る

新生児の能力および胎内環境と胎外環境について考え、原始反射について理解する 長野　清一郎

第4回

背臥位（Supine）の発達について知る 講義

新生児～6ヶ月までの背臥位（Supine）の発達の特徴について知る

長野　清一郎

第5回

背臥位（Supine）の発達を理解する 演習

新生児～6ヶ月までの背臥位（Supine）の発達の特徴について、実技を用いながら体験する中で、重心や支持基底面、

接触面などの変化を体感する。 長野　清一郎

第6回

腹臥位（Prone）の発達について知る 講義

新生児～6ヶ月までの腹臥位（Prone）の発達の特徴について知る

長野　清一郎

第7回

腹臥位（Prone）の発達について理解する 演習

新生児～6ヶ月までの腹臥位（Prone）の発達の特徴について、実技を用いながら体験する中で、重心や支持基底面、

接触面などの変化を体感する。 長野　清一郎

第8回

座位・立位の発達について知る 講義

座位とは？その機能的な意義・必要条件・引きおこしの特徴などについて知る

長野　清一郎

第9回

上肢機能について知る 演習

手とは、系統発生的にみた手、手と脳のつながりについて学ぶ

つまみ・握り・離しの発達について知る 長野　清一郎

第10回

上肢機能の発達について知る 講義

つまみ・握り・離しの発達について理解するヒトがものを操作すること・探索活動について知る

上肢機能の評価および観察のポイントについて知る 長野　清一郎

第11回

視覚機能の発達およびその評価について知る 講義

解剖・視覚機能・視覚の発達について理解する

簡易的な視覚機能の評価方法について学ぶ 濵本　孝弘 

第12回

視知覚について知る 講義

人の知覚・特に視知覚について学び、視知覚の検査の概要について理解する。

手と目の協調関係および道具操作の発達について知る。 濵本　孝弘 

第13回

脳性麻痺について知る 講義

脳性麻痺の定義・原因・分類など基本的な事項についておさえる。

類型別の特徴について学び、それぞれの類型別の支援の方向性について知る 濵本　孝弘 

第14回

摂食機能について知る 講義

人の摂食機能について理解し、摂食における器官の役割について確認する

食事における姿勢と航空機能、頸や体幹、上肢の運動との関係性について学ぶ 濵本　孝弘 

第15回

食事の評価とアプローチについて知る 演習

脳性麻痺児の事例を通して食事と姿勢の関連性を理解する

濵本　孝弘 

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　　（

参考書

成績評価基準 定期試験正答率6割

準備学習
学習への
アドバイス

遠城寺式乳幼児分析的発達検査などを参考に粗大運動および巧緻運動の発達指標の概要をおさえておく。

教科書 ・写真で見る乳児の運動発達　・アドバンスシリーズコミュニケーション障害の臨床第3巻　脳性麻痺



2 単位 60 時間

）

科目名 小児言語障害学総論Ⅱ（応用） 学　科 言語聴覚学科

年　次 2年次 分　野 専門 学　期 通年（後期 単位数 時間数

講師氏名 森山　紗妃 実務経験 臨床経験13年　授業経験2年

授業概要
重症心身障害児（者）や脳性麻痺についての基礎知識を教科書や資料を用いて説明を行う
動画視聴やグループ学習を用いることでイメージをしながら 評価・支援について考えていく

到達目標
重症心身障害児（者）や脳性麻痺をもつ方たちへの理解を深め その評価・支援方法を理解できる
粗大運動が認知・言語・摂食嚥下に及ぼす影響について 正常発達と比較しながら理解できる
医療的・教育的チーム・アプローチの重要性について認識できる

回　数 授　業　計　画　　（　内　容　）
授業形態
講師氏名

第1回

重症心身障害児（者）の概要 講義

・重症心身障害と脳性麻痺の定義

森山 紗妃

第2回

脳性麻痺の原因と分類 講義

・古典的原因と現在の相違

・脳性麻痺の分類 森山 紗妃

第3回

脳性麻痺によって生じる症状 講義

・合併症や重複障害と派生する問題

森山 紗妃

第4回

脳性麻痺によって生じる言語・コミュニケーション障害の特徴① 講義

・コミュニケーションや学習面の問題

森山 紗妃

第5回

脳性麻痺によって生じる言語・コミュニケーション障害の特徴② 講義

・コミュニケーションや学習面の問題

森山 紗妃

第6回

脳性麻痺や重度心身障害をもつ方に対する評価 ｸﾞﾙｰﾌﾟ学習

・評価方法 講義

・評価内容 森山 紗妃

第7回

脳性麻痺や重度心身障害をもつ方に対する支援① 講義

・異常姿勢と姿勢コントロール

森山 紗妃

第8回

脳性麻痺や重度心身障害をもつ方に対する支援② 講義

・神経発達学的アプローチ

森山 紗妃

第9回

脳性麻痺や重度心身障害をもつ方に対する支援③ 講義

・ライフステージ及び環境を踏まえたアプローチ

森山 紗妃

第10回

脳性麻痺や重度心身障害をもつ方に対する支援④ 講義

・前言語期段階のアプローチ

森山 紗妃

第11回

脳性麻痺や重度心身障害をもつ方に対する支援⑤ 講義

・拡大・代替コミュニケーションによるアプローチ

森山 紗妃

第12回

口腔機能の正常発達 講義

・０～１２ヶ月までの粗大運動-摂食パターン-発声・発語機能の関連

森山 紗妃

第13回

口腔機能の正常発達 講義

・乳児の口腔の形態的特徴と乳児嚥下

・離乳食の食形態変化 森山 紗妃

第14回

発達期の摂食嚥下機能の評価 講義

・症例の摂食嚥下機能評価 ｸﾞﾙｰﾌﾟ学習

森山 紗妃

第15回

脳性麻痺や重度心身障害をもつ方に対する支援⑥ 講義

・症例に合った食環境の調整 ｸﾞﾙｰﾌﾟ学習

・介助方法の実践 森山 紗妃

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 写真で見る乳児の運動発達　　　　　食べる機能の障害

成績評価基準 定期試験100%

準備学習
学習への
アドバイス

前言語期の言語発達および 粗大運動と言語発達の関連について 復習しておくこと
ボランティア活動等で 脳性麻痺や重症心身障害がある人たちと接する経験をすると より良い

教科書 ①アドバンスシリーズ コミュニケーション障害の臨床第3巻　脳性麻痺　　②言語聴覚療法シリーズ12　言語発達障害Ⅲ



1 単位 30 時間

）

科目名 音声障害学 学　科 言語聴覚学科

年　次 2年次 分　野 専門 学　期 前期 単位数 時間数

講師氏名 深水 峰子　他 実務経験 臨床経験7年、授業経験12年

授業概要
・音声障害の発生メカニズム、評価、治療および無喉頭音声、気管切開患者のコミュニケーション手段について学習する。
・演習を通して、GRBAS尺度、音声訓練の手技について学習する。
・気管カニューレの種類、特徴、役割について学習する。

到達目標
・音声障害の発生メカニズム、評価、治療および無喉頭音声、気管切開患者のコミュニケーション手段を説明できる。
・GRBAS尺度による評価、音声訓練の手技を実施できる。
・気管カニューレについて説明できる。

回　数 授　業　計　画　　（　内　容　）
授業形態
講師氏名

第1回

声の特性と機能および調節 講義

　・声の特性、発声の物理的特徴 深水　峰子

　・発声の生理とその調節 桝谷　志保

第2回

音声障害の発生メカニズムと分類　① 講義

　・音声障害の定義と病態 深水　峰子

　・声帯の器質的病変に基づく音声障害 桝谷　志保

第3回

音声障害の発生メカニズムと分類　② 講義

　・声帯の運動障害に基づく音声障害 深水　峰子

　・その他の音声障害 桝谷　志保

第4回

音声の検査・評価・診断　① 講義

　・検査の種類と目的　（内視鏡検査、音響分析による検査、発声の能力と機能の検査） 深水　峰子

桝谷　志保

第5回

音声の検査・評価・診断　② 講義、演習

　・検査の種類と目的　（GRBAS尺度、音声障害の自覚的評価） ｸﾞﾙｰﾌﾟ学習

深水　峰子

第6回

音声障害の検査・評価・診断　③ 講義

　・特殊な検査とその臨床的意義 演習

深水　峰子

第7回

音声障害の治療　① 講義

　・治療の種類、音声治療の種類と理念 演習

　・声の衛生指導 深水　峰子

第8回

音声障害の治療　② 講義

　・音声訓練の目的・種類・適応 演習

　・音声訓練の方法　（音声訓練の種類と特徴、各音声訓練の特徴、声門閉鎖度の確認） 深水　峰子

第9回

音声障害の治療　③ 講義

　・症状対処的音声訓練 演習

　・包括的音声訓練 深水　峰子

第10回

無喉頭音声　① 講義

　・喉頭摘出後の呼吸・発声・発語のメカニズム 演習

　・無喉頭音声の検査 深水　峰子

第11回

無喉頭音声　② 講義

　・無喉頭音声の種類と特徴および選択基準 演習

深水　峰子

第12回

無喉頭音声　③ 講義

　・無喉頭音声のリハビリテーション 演習

深水　峰子

第13回

気管切開患者への対応 講義

音声障害者の社会復帰 演習

深水　峰子

第14回

気管カニューレ 講義

佐藤　伸宏

第15回

音声障害の臨床 講義

佐藤　伸宏

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（筆記）100％

準備学習
学習への
アドバイス

・1年次開講科目「音声言語医学」を復習しておくこと。（特に喉頭の解剖はおさえておくこと）

教科書 大森孝一編：言語聴覚士のための音声障害学．



1 単位 30 時間

）

科目名 言語発達障害学 学　科 言語聴覚学科

年　次 2年次 分　野 専門 学　期 前期

授　業　計　画　　（　内　容　）
授業形態
講師氏名

単位数 時間数

講師氏名 深水 峰子 他 実務経験 臨床経験7年、授業経験12年

講義

　・言語発達障害児・者と家族の心理 深水　峰子

　・言語・コミュニケーションの発達 山口　浩明

授業概要
言語発達障害および発達障害の基本的概念と知識を学習する。
講義中心であるが、短時間の演習、グループ学習も行う。

到達目標
・言語発達障害および発達障害の基本的概念（種類と定義、診断基準、症状など）を説明できる。
・言語発達障害の言語治療（指導・支援）における言語聴覚士の役割を説明できる。
・言語発達障害児・者と家族、および、関係者の心理を概説できる。

回　数

第2回

言語発達障害とは　② 講義

　・言語発達の阻害要因と言語発達障害 深水　峰子

山口　浩明

第1回

言語発達障害とは　①

第3回

発達障害児の理解　① 講義

　・発達障害とは 深水　峰子

山口　浩明

第4回

発達障害児の理解　② 講義

　・「気になる子（困っている子）」の特徴 深水　峰子

　・「気になる子（困っている子）」の支援 山口　浩明

第5回

発達障害児の理解　③ 講義

　・個に応じた配慮・指導・支援（合理的配慮） 深水　峰子

山口　浩明

第6回

前言語期の言語発達の評価と支援 講義

　・音声言語とコミュニケーションの発達 深水　峰子

　・評価、指導・支援 山口　浩明

第7回

語彙獲得期の言語発達の評価と支援 講義

　・語彙発達 深水　峰子

　・評価、指導・支援 山口　浩明

第8回

幼児期の言語発達の評価と支援　① 講義

　・語彙・構文の発達 深水　峰子

　・評価、指導・支援 山口　浩明

第9回

幼児期の言語発達の評価と支援　② 講義

　・語用・談話の発達 深水　峰子

　・評価、指導・支援 山口　浩明

第10回

幼児期の言語発達の評価と支援　③ 講義

　・音韻意識の発達 深水　峰子

　・評価、指導・支援 山口　浩明

第11回

学童期の言語発達の評価と支援　① 講義

　・学童期の言語発達 深水　峰子

　・評価、指導・支援 山口　浩明

第12回

学童期の言語発達の評価と支援　② 講義

　・学童期の読み書きの発達 深水　峰子

　・評価、指導・支援 山口　浩明

第13回

言語発達障害の療育・支援　① 講義

　・乳幼児期における支援 深水　峰子

　・乳幼児期における言語聴覚士の役割 山口　浩明

第14回

言語発達障害の療育・支援　② 講義

　・学童期における支援 深水　峰子

　・学童期における言語聴覚士の役割 山口　浩明

第15回

言語発達障害の療育・支援　③ 講義

　・青年期・成人期における支援 深水　峰子

　・青年期・成人期における言語聴覚士の役割 山口　浩明

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
岩立志津夫，小椋たみ子編：よくわかる言語発達学　改訂新版．
伊藤元信，吉畑博代編：言語治療ハンドブック．　　※学院図書室にあります

成績評価基準 定期試験（筆記）100％

準備学習
学習への
アドバイス

・1年次開講科目「言語発達学」を復習しておくこと。
・言語発達障害学領域の他科目（小児言語障害学総論Ⅰ、小児言語障害学総論Ⅱ、言語発達障害学特論、言語発達障害学演習、言語発
達障害学特論演習、言語聴覚障害診断学Ⅱ）の基礎になる科目になるため、毎回の復習をしっかりしてください。

教科書 玉井ふみ，深浦順一編：標準言語聴覚障害学　言語発達障害学　第2版．





1 単位 30 時間

）

科目名 言語発達障害学演習 学　科 言語聴覚学科

年　次 2年次 分　野 専門 学　期 後期 単位数 時間数

講師氏名 中西　恵利菜 実務経験 臨床経験7年

授業概要 小児分野の言語検査、発達検査について講義・演習を通して学習する。

到達目標 言語検査、発達検査について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

＜S-S法＞言語発達遅滞検査① 講義

・検査の概要と手順を説明できる。

中西　恵利菜

第2回

＜S-S法＞言語発達遅滞検査② 演習

・検査を学生同士で実施できる。

中西　恵利菜

第3回

＜S-S法＞言語発達遅滞検査③ 演習

・検査を学生同士で実施できる。

中西　恵利菜

第4回

＜S-S法＞言語発達遅滞検査④ 講義

・検査結果を記入できる。 演習

・記号形式-指示内容関係（受信面）の段階を算出することができる。 中西　恵利菜

第5回

＜S-S法＞言語発達遅滞検査⑤ 講義

・コミュニケーション態度、症状分類を行うことができる。 演習

中西　恵利菜

第6回

LCスケール 講義

・検査概要と手順を説明できる。 演習

・検査結果の記入とLC年齢・LC指数の算出ができる。 中西　恵利菜

第7回

その他の言語検査① 講義

・絵画語い発達検査（PVT-R）の概要と検査内容を説明できる。

・質問-応答関係検査の概要と検査内容を説明できる。 中西　恵利菜

第8回

その他の言語検査② 講義

・LCSAの概要と検査内容を説明できる。

・小学生の読み書きスクリーニング検査の概要と検査内容を説明できる。 中西　恵利菜

第9回

新版K式発達検査2001① 講義

・検査の概要と手順を説明できる。 演習

・検査を学生同士で実施できる。 中西　恵利菜

第10回

新版K式発達検査2001② 演習

・検査を学生同士で実施できる。

中西　恵利菜

第11回

新版K式発達検査2001③ 演習

検査を学生同士で実施できる。

中西　恵利菜

第12回

新版K式発達検査2001④ 講義

・検査結果の記入と発達指数を算出することができる。 演習

・検査結果を分析できる。 中西　恵利菜

第13回

その他の発達検査① 講義

・遠城寺式乳幼児分析的発達検査法の概要を説明できる。

・津守・稲毛式乳幼児精神発達質問紙の概要を説明できる。 中西　恵利菜

第14回

その他の発達検査② 講義

・KIDS乳幼児発達スケールの概要を説明できる。

中西　恵利菜

第15回

まとめ 講義

・各言語検査の適応年齢と概要を説明できる。

・各発達検査の適応年齢と概要を説明できる。 中西　恵利菜

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 筆記試験（100％）

準備学習
学習への
アドバイス

検査の目的をきちんと理解した上で、演習に取り組むこと。

教科書 標準言語聴覚障害学　言語発達障害学



1 単位 30 時間

）

科目名 言語発達障害学特論 学　科 言語聴覚学科

年　次 2年次 分　野 専門 学　期 前期 単位数 時間数

講師氏名 森山　紗妃 実務経験 臨床経験13年　授業経験2年

授業概要
学習障害/限局性学習症・注意欠如多動症・特異的言語発達障害についての基礎知識を教科書や資料を用いて説明を行う
動画視聴などを用い イメージをしながら評価・支援について考えていく

到達目標
発達障害やその周辺の特性をもつ方たちへの理解を深め その評価・支援方法を理解できる
地域的・教育的チーム・アプローチの重要性について認識できる

回　数 授　業　計　画　　（　内　容　）
授業形態
講師氏名

第1回

発達障害の概要 講義

・法律的定義と医学的定義の比較

森山 紗妃

第2回

学習障害/限局性学習症の概要 講義

・文部省定義と医学的定義

・歴史的変遷 森山 紗妃

第3回

学習障害/限局性学習症のタイプ① 講義

・Dyslexiaの定義と出現率

森山 紗妃

第4回

学習障害/限局性学習症のタイプ② 講義

・Dyslexiaの症状と認知機能

・Dyscalculia 森山 紗妃

第5回

学習障害/限局性学習症の診断・評価 講義

森山 紗妃

第6回

学習障害/限局性学習症の支援① 講義

・学校教育における支援

森山 紗妃

第7回

学習障害/限局性学習症の支援② 講義

・読み書き指導

・算数指導 森山 紗妃

第8回

特異的言語発達障害の概要 講義

・言語・コミュニケーションの特性

森山 紗妃

第9回

特異的言語発達障害の評価・指導 講義

・評価

・言語指導 森山 紗妃

第10回

注意欠如多動症の概要 講義

・定義

・言語・コミュニケーションの特性 森山 紗妃

第11回

注意欠如多動症の評価・支援 講義

・評価

・言語指導 森山 紗妃

第12回

その他の発達障害とその関連 講義

・自閉スペクトラム症

・発達性協調運動障害　など 森山 紗妃

第13回

発達障害のある人たちへの支援① 講義

・薬物療法

・コミュニケーション支援 森山 紗妃

第14回

発達障害のある人たちへの支援② 講義

・ソーシャルスキルトレーニング

・感覚統合療法 森山 紗妃

第15回

発達障害のある人たちへの支援③ 講義

・家族支援・ペアレント・トレーニング

・関係機関との連携 森山 紗妃

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 ADHDの子の育て方のコツがわかる本　　　神経発達障害のすべてDSM-5対応　　ここまでわかった言語発達障害理論から実践まで

成績評価基準 定期試験100%

準備学習
学習への
アドバイス

正常発達の復習をしておくこと
NHK発達障害キャンペーンの番組やHPを見ると より学習が深まる

教科書 ①標準言語聴覚障害学 言語発達障害学 第2版　　②発達障害がよくわかる本



1 単位 30 時間

）

科目名 言語発達障害学特論演習 学　科 言語聴覚学科

年　次 2年次 分　野 専門 学　期 後期 単位数 時間数

講師氏名 中西　恵利菜 実務経験 臨床経験7年

授業概要 小児分野の知能・認知検査について講義・演習を通して学習する。

到達目標 知能・認知検査について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

WISC-Ⅳ知能検査、WPPSI-Ⅲ知能検査 講義

・検査の概要と手順を説明できる。

中西　恵利菜

第2回

WISC-Ⅳ知能検査① 演習

・学生同士で実施できる。

中西　恵利菜

第3回

WISC-Ⅳ知能検査② 演習

・学生同士で実施できる。

中西　恵利菜

第4回

WISC-Ⅳ知能検査③ 講義

・検査結果を記入できる。 演習

中西　恵利菜

第5回

WISC-Ⅳ知能検査④ 講義

・検査結果を分析できる。 演習

中西　恵利菜

第6回

KABC-Ⅱ心理教育アセスメントバッテリー① 講義

・検査の概要と手順を説明できる。

中西　恵利菜

第7回

KABC-Ⅱ心理教育アセスメントバッテリー② 演習

・学生同士で実施できる。

中西　恵利菜

第8回

KABC-Ⅱ心理教育アセスメントバッテリー③ 演習

・学生同士で実施できる。

中西　恵利菜

第9回

KABC-Ⅱ心理教育アセスメントバッテリー④ 講義

・検査結果を記入できる。 演習

中西　恵利菜

第10回

KABC-Ⅱ心理教育アセスメントバッテリー 講義

・検査結果を分析できる。 演習

中西　恵利菜

第11回

DN-CAS認知評価システム 講義

・検査の概要と手順を説明できる。 演習

中西　恵利菜

第12回

田中ビネー知能検査V 講義

・検査の概要と手順を説明できる。 演習

・検査結果の記入と精神年齢、知能指数の算出ができる。 中西　恵利菜

第13回

グッドイナフ人物画知能検査（DAM） 講義

・検査の概要と手順を説明できる。 演習

中西　恵利菜

第14回

フロスティッグ視知覚発達検査 講義

・検査の概要と手順を説明できる。 演習

中西　恵利菜

第15回

まとめ 講義

・各知能・認知検査の適応年齢と概要を説明できる。

中西　恵利菜

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 筆記試験（100％）

準備学習
学習への
アドバイス

検査の目的をきちんと理解した上で、演習に取り組むこと。

教科書 標準言語聴覚障害学　言語発達障害学



2 単位 60 時間

科目名 運動性構音障害学 学　科 言語聴覚学科

年　次 2年次 分　野 専門 学　期 前・後期 単位数 時間数

講師氏名 福山　聡一郎 実務経験

授業概要
前期：ディサースリアの分類・病態等について講義形式で学ぶ。
後期：ディサースリアの臨床で行う検査・評価及び訓練手技ついて、講義形式に演習も交えて学ぶ。

到達目標
発声発語を実現する神経・筋系のしくみを理解する。ディサースリアの定義を把握し、タイプ・原因疾患・発話症状を理解する。
ディサースリアにおける臨床の流れを理解する。ディサースリアの治療法を理解し、適切な治療プランを立案できるようになる。
ディサースリアに関連した国家試験問題に対応できるようになる。

回　数 授　業　計　画　　（　内　容　）
授業形態
講師氏名

第1回

ディサースリアとは何かを知る。 講義

1.ディサースリアを呈した症例の音声を聴いてみる。  2.発話の生成過程について説明できる。

3.ディサースリアの定義と障害構造を説明できる。 福山　聡一郎

第2回

発話の生成にかかわる神経の仕組みについて理解する。 講義

 1.発声発語器官の運動制御に関わる神経系（運動系）について説明できる。

 ・錐体路系　　・錐体外路系　　・小脳系　　・下位運動ニューロン　・筋系

第3回

 2.運動系が損傷された場合の病態について説明できる。

 ・錐体路系　　・錐体外路系　　・小脳系　　・下位運動ニューロン　・筋系

福山　聡一郎

第4回

発声発語器官の機能及びその障害について理解する。 講義

 1.呼吸器系の機能及びその異常について説明できる。

 2.呼吸器系の異常が発話に及ぼす影響を説明できる。

第5回  1.発声機能・鼻咽腔閉鎖機能及びその異常について説明できる。

 2.発声機能・鼻咽腔閉鎖機能の異常が発話に及ぼす影響を説明できる。

第6回  1.口腔構音器官の機能及びその異常について説明できる。

 2.口腔構音器官の機能の異常が発話に及ぼす影響を説明できる。 福山　聡一郎

第7回

 ディサースリアのタイプごとの特徴を理解する。 講義

 1.弛緩性ディサースリアの病変部位及び原因疾患を説明できる。  2.弛緩性ディサースリアの発話特徴を説明できる。

 3.弛緩性ディサースリアの重症度を説明できる。

第8回

 1.痙性ディサースリアの病変部位及び原因疾患を説明できる。

 2,.痙性ディサースリアの発話特徴を説明できる。

 3.痙性ディサースリアの重症度を説明できる。

第9回

 1.失調性ディサースリアの病変部位及び原因疾患を説明できる。

 2.失調性ディサースリアの発話特徴を説明できる。

 3.失調性ディサースリアの重症度を説明できる。

第10回

 1.運動低下性ディサースリアの病変部位及び原因疾患を説明できる。

 2.運動低下性ディサースリアの発話特徴を説明できる。

 3.運動低下性ディサースリアの重症度を説明できる。

第11回

 1.運動過多性ディサースリアの病変部位及び原因疾患を説明できる。

 2.運動過多性ディサースリアの発話特徴を説明できる。

 3.運動過多性ディサースリアの重症度を説明できる。

第12回

 1.ＵＵＭＮディサースリアの病変部位及び原因疾患を説明できる。

 2.ＵＵＭＮディサースリアの発話特徴を説明できる。

 3.ＵＵＭＮディサースリアの重症度を説明できる。

第13回

 1.混合性ディサースリアの病変部位及び原因疾患を説明できる。

 2.混合性ディサースリアの発話特徴を説明できる。

 3.混合性ディサースリアの重症度を説明できる。 福山　聡一郎

第14回

 まとめ 講義

   これまでの講義内容を確認する。

福山　聡一郎

第15回

 まとめ 講義

  講義内で学習した内容に該当する国家試験過去問を解くことができる。

福山　聡一郎



）

第16回

 ディサースリアの評価・治療の流れについて理解する。 講義

 1.ディサースリアの評価・治療の流れについて説明できる。

 2.失語症・発語失行との鑑別について説明できる。 福山　聡一郎

第17回

 ディサースリアの臨床で行う検査について理解する。 講義

 1.ディサースリアの臨床で行う標準的検査について説明できる。

第18回

 1.ディサースリアの臨床で行うその他の検査について説明できる。

 2.検査結果のまとめ方について説明できる。

福山　聡一郎

第19回

 ディサースリアの評価について理解する。 講義

 1.国際生活機能分類（ＩＣＦ）に基づいたディサースリアの評価について説明できる。

 2.ディサースリアに関連するその他の補足的評価について説明できる。 福山　聡一郎

第20回

 ディサースリアの治療概論について理解する。 講義

 1.クライアントとの関わり方について説明できる。  2.治療アプローチの分類と治療目標について説明できる。

 3.脳卒中例への病期別に沿ったリハビリテーションを説明できる。 福山　聡一郎

第21回

 ディサースリアの臨床で行うアプローチについて理解する。 講義

 1.言語病理学的観点からの呼吸訓練にはどのような手技があるかについて説明できる。 演習

 2.上記の具体的手技を実際に体験し、一層の理解を深める。

第22回

　　・姿勢の調整　　・脊柱、胸郭の可動域拡大訓練　　・呼吸筋力増強訓練

 1.発声機能へのアプローチにはどのような手技があるかについて説明できる。

 2.上記の具体的手技を実際に体験し、一層の理解を深める。

 ・声帯内転訓練　・あくびーため息法　・リーシルバーマンの音声治療　　・咀嚼法　　等

第23回
 1.鼻咽腔閉鎖機能へのアプローチにはどのような手技があるかについて説明できる。

第24回

 1.口腔構音機能へのアプローチにはどのような手技があるかについて説明できる。

 2.上記の具体的手技を実際に体験し、一層の理解を深める。

 ・舌、顔面下部、下顎の機能的訓練　　・構音訓練

第25回

 1.発話速度の調整法にはどのような手技があるかについて説明できる。

 2.上記の具体的手技を実際に体験し、一層の理解を深める。

 ・ぺーシングボード　　・タッピング法　　・ポインティングスピーチ　　・フレージング法　　等

第26回

 1.プロソディーの訓練にはどのような手技があるかについて説明できる。

 2.上記の具体的手技を実際に体験し、一層の理解を深める。

 ・リズムの訓練　　・ストレスの訓練　　・イントネーションの訓練

 3.拡大・代替コミュニケーション（ＡＡＣ）アプローチにはどのような手段、機器があるのかについて説明できる。 福山　聡一郎

第27回

模擬症例を経験し、ディサースリアのタイプ分類・問題点抽出・目標設定・訓練立案を行う。 演習

 1.症例の症状のまとめ（評価）ができる。

 2.症例について問題点を抽出できる。

第28回

 3.症例について目標設定ができる。

 4.症例について訓練立案ができる。

福山　聡一郎

第29回
 まとめ 講義

 これまでの講義内容を確認する。 福山　聡一郎

第30回
 まとめ 講義

　講義内で学習した内容に該当する国家試験過去問を解くことができる。 福山　聡一郎

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 筆記試験100％

準備学習
学習への
アドバイス

・講義の中で行う内容確認問題を中心に、復習を行うようにしてください。

教科書 西尾正輝：ディサースリアの基礎と臨床　　インテルナ出版　　2006年



1 単位 30 時間

）

科目名 運動性構音障害学演習 学　科 言語聴覚学科

年　次 2年次 分　野 専門 学　期 後期 単位数 時間数

講師氏名 梶原　大地　（古賀 遼平） 実務経験 臨床経験：8年　授業経験：3年

授業概要 Dysarthiaの検査・訓練を演習を通して学ぶ．

到達目標
Dysathriaの検査をスムーズにできるようにする．
Dysarthriaの訓練の流れをつかむ．

回　数 授　業　計　画　　（　内　容　）
授業形態
講師氏名

第1回 標準dysarthria検査(AMSD)の概要について理解する．

講義

梶原 大地

第2回
標準失語症検査補助検査(SLTA-ST)の構音検査の概要について理解する．
顔面神経麻痺の検査(柳原法、House-Brackmann法、Sunnybrook法）の概要について理解する．

講義

梶原 大地

第3回

学生同士でAMSDの評価手技が実施できる．

演習

第4回

第5回

第6回

第7回

第8回

第9回

梶原 大地

第10回

症例情報から必要な情報を抽出し，問題点が把握できる．
症例に合わせた訓練立案，考察が出来る．

演習

第11回

第12回

第13回

梶原 大地

第14回
作成したレポートについて振り返りを行い，言語聴覚士に必要な報告書を書くことが出来る．
講義を通して学んだ知識，技術を通して，学生同士で検査及びまとめを実施できる．

ｸﾞﾙｰﾌﾟ学習

梶原 大地

第15回 講義を通して学んだ知識，技術を通して，学生同士で検査及びまとめを実施できる．

ｸﾞﾙｰﾌﾟ学習

梶原 大地

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 ディサースリアの基礎と臨床　第1巻　～　第3巻

成績評価基準 OSCE(実技試験)100%

準備学習
学習への
アドバイス

講義内容は次の講義時に確認する為，講義ごとに復習すること．
実習場面，臨床場面を想定し，学生同士で必ずトレーニングを行うこと．

教科書 西尾正輝：標準ディサースリア検査. インテルナ出版



1 単位 30 時間

）

科目名 器質性構音障害学 学　科 言語聴覚学科

年　次 2年次 分　野 専門 学　期 後期 単位数 時間数

講師氏名 長谷川　幸代 実務経験 臨床経験18年

授業概要 器質性構音障害の基礎知識、評価や治療について学び、チームアプローチの中での言語聴覚士の役割を考える

到達目標 器質性構音障害の基礎知識を理解する　　器質性構音障害の評価法を習得する

回　数 授　業　計　画　　（　内　容　）
授業形態
講師氏名

第1回

器質性構音障害の定義 講義

　発生メカニズムと特徴

長谷川　幸代

第2回

口唇口蓋裂の基礎知識　 ① 講義

　発声発語器官の概略、口唇口蓋裂の発生、口唇口蓋裂の発生頻度、口唇口蓋裂のタイプ、口唇口蓋裂の手術

長谷川　幸代

第3回

口唇口蓋裂の基礎知識　② 講義

　声と共鳴、鼻咽腔閉鎖機能

長谷川　幸代

第4回

構音障害　① 講義

構音の特徴と評価 演習

長谷川　幸代

第5回

構音障害　② 講義

異常構音のまとめ 演習

長谷川　幸代

第6回

言語臨床　①　口蓋形成術まで 講義

発達、言語、他職種との連携について 演習

長谷川　幸代

第7回

言語臨床　②　口蓋形成術から４歳まで 講義

鼻咽腔閉鎖機能、構音、訓練、他職種との連携について 演習

長谷川　幸代

第8回

言語臨床　③　４歳から就学まで 講義

鼻咽腔閉鎖機能、構音、、訓練、他職種との連携について 演習

長谷川　幸代

第9回

言語臨床　④　就学以降 講義

鼻咽腔閉鎖機能、構音、訓練、他職種との連携について 演習

長谷川　幸代

第10回

 鼻咽腔閉鎖機能 演習

 鼻咽腔閉鎖機能の評価

長谷川　幸代

第11回

告知について 講義

長谷川　幸代

第12回

舌小帯強直症 講義

形態と機能、検査、構音、訓練 演習

長谷川　幸代

第13回

口腔腫瘍　① 講義

舌・口腔底切除、顎切除による形態と機能について

長谷川　幸代

第14回

口腔腫瘍　② 講義

発語器官等の評価、構音、訓練、他職種との連携について 演習

長谷川　幸代

第15回

国家試験対策 講義

国家試験の過去問の解説

長谷川　幸代

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 口蓋裂言語検査

成績評価基準 定期試験100％　

準備学習
学習への
アドバイス

ＣＤを繰り返し聞いてください

教科書 言語聴覚療法シリーズ８　器質性構音障害、口蓋裂の構音障害（ＣＤ）



1 単位 30 時間

）

科目名 機能性構音障害学 学　科 言語聴覚学科

年　次 2年次 分　野 専門 学　期 後期 単位数 時間数

講師氏名 今村　亜子 実務経験 臨床経験31年

授業概要
　機能性構音障害の基礎を音声学・音韻論と関連づけて理解する。他の構音障害との違いを理解し、改善を目標としたPLAN-DO-SEEの
流れを身につける。系統的構音訓練の方針と方法を演習を通じて習得する。流れを身につける。系統的構音訓練の方針と方法を演習を通
じて習得する。

到達目標 機能性構音障害への対応について理解し、立案、実施、評価が適切に行える基礎を身につける

回　数 授　業　計　画　　（　内　容　）
授業形態
講師氏名

第1回

機能性構音障の基礎を理解する 講義

定義を、理解する。

機能的構音障害と他の構音障害との相違を理解する

第2回

音声学・音韻論と関連づけて理解する 講義

母音と子音の違い、子音を構音点。構音操作、有声/無声、口音／鼻音の観点から説明できる

音声と音素の違いを説明できる

第3回

構音発達の概略を述べることが出来る 講義

鑑別の視点を列挙することが出来る

構音類似運動検査を学び、実施できる。 演習

第4回

評価の方法の習得（１） 講義

単語検査、音検査、音節検査、文検査を実施することができる。

　

第5回

検査のまとめと分析 講義

検査結果から立案する。 演習

典型的な音声置換のタイプを理解する

第6回

系統的構音訓練の基本を理解する 講義

単音、単音節産生の方法を理解し、演習する 演習

第7回

初期の見立てを理解する。ケース報告の仕方を学ぶ。 講義

誤りのタイプを理解する

求める反応について適切なイメージをもつ

第８回

連続音節産生の訓練方法を立案し、実施する（発表） 講義

発表を通じて、立案、実施、評価の重要性を習得する 演習

教材づくりの基本を学ぶ

第9回

連続音節と単語レベルの練習の相違点を理解する 講義

意味を意識させながら構音も上達する方法を考える

語音弁別課題について学ぶ

第10回

単語段階の訓練方法を立案し、実施する（発表） 演習

般化について学ぶ 講義

第11回

機能性構音障害にみられる異常構音を理解する 講義

単語段階以降の訓練方法について立案する。 演習

絵本や物語、具体物など、各班に必要な教材について話し合う ｸﾞﾙｰﾌﾟ学習

第12回

事前に準備した教材を用いて般化を想定した訓練を立案し、発表する 演習

句・短文、文章・会話の留意点を学ぶ 講義

第13回

音声知覚の重要性を学ぶ 講義

改善が長期化するケースについて学ぶ 講義

第14回

各班の系統的構音訓練の流れについて会話レベルまで整理し発表する 講義

各班の終了報告をレポートの形でまとめる 演習

第15回

機能性構音障害が改善する理由を考察する 講義

まとめ

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 言語聴覚療法臨床マニュアル（改訂2版）協同医書出版社（2014)

成績評価基準 定期試験７０％　レポート３０％

準備学習
学習への
アドバイス

系統的構音訓練では、各段階でのポイントがあります。効果的に実施するための教材選定や作成については各班で話し合いながら、
準備して下さい。

教科書 ・構音訓練に役立つ 音声表記・音素表記 記号の使い方ハンドブック　協同医書出版社(2016)　発声発語障害学第2版　医学書院（2015)



1 単位 30 時間

）

科目名 摂食・嚥下障害学Ⅰ（基礎） 学　科 言語聴覚学科

年　次 2年次 分　野 専門 学　期 前期 単位数 時間数

講師氏名 梶原　大地　（古賀 遼平） 実務経験 臨床経験：8年　授業経験：3年

授業概要
摂食・嚥下の生理学的メカニズム，病態について教科書や資料を用いて説明を行う．
摂食・嚥下障害の評価法について教科書や資料を用いて説明を行い，学生同士で演習を行う．

到達目標
摂食・嚥下における生理学的メカニズムを学び，摂食・嚥下障害の病態や，臨床現場で言語聴覚士に求められる事柄について理解する．
摂食・嚥下障害の評価について，その実施法と適応，結果の分析法を理解する．

回　数 授　業　計　画　　（　内　容　）
授業形態
講師氏名

第1回

摂食・嚥下運動の意義について理解する 講義

摂食・嚥下障害が及ぼす問題点について理解する

摂食・嚥下リハビリテーションにおける言語聴覚士の役割について理解する 梶原 大地

第2回
摂食・嚥下運動に関わる器官の解剖について理解する
摂食・嚥下運動に関わる神経機構について理解する

講義

梶原 大地

第3回

認知期における正常メカニズムについて理解する 講義

準備期における正常メカニズムについて理解する

口腔期における正常メカニズムについて理解する 梶原 大地

第4回
咽頭期における正常メカニズムについて理解する
食道期における正常メカニズムについて理解する

講義

梶原 大地

第5回

認知期障害のメカニズムとその問題について理解する 講義

準備期障害のメカニズムとその問題について理解する

口腔期障害のメカニズムとその問題について理解する 梶原 大地

第6回

咽頭期障害のメカニズムとその問題について理解する 講義

食道期障害のメカニズムとその問題について理解する

誤嚥の問題点及び咳嗽反射のメカニズムについて理解する 梶原 大地

第7回

摂食・嚥下障害の原因となる神経・筋の障害について理解する 講義

摂食・嚥下障害の原因となる器質的障害について理解する

摂食・嚥下障害の原因となる心理的障害について理解する 梶原 大地

第8回
出生から幼児期までの摂食・嚥下運動の変化について理解する
加齢に伴う摂食・嚥下器官の解剖学的・生理学的変化，嚥下運動の変化について理解する

講義

梶原 大地

第9回
RSST，改訂水飲み検査，フードテスト，頸部聴診法の内容と方法について理解する
各種スクリーニング検査について学生同士で実施する

演習

梶原 大地

第10回
嚥下造影検査の目的，実施方法，開始基準，終了基準について理解する
嚥下造影検査における観察項目について列挙する

講義

梶原 大地

第11回

咀嚼運動における各器官の観察点について理解する 講義

食塊形成・送り込み運動における各器官の観察点について理解する

嚥下運動における各器官の観察点について理解する 梶原 大地

第12回
症例ビデオを観察し，正確に判定・記録する
症例ビデオの観察結果より，嚥下障害の病態を推測する

講義

梶原 大地

第13回

嚥下内視鏡検査の目的，実施方法，開始基準，終了基準について理解する 講義

嚥下造影検査との相違点について理解する

症例ビデオを観察し，正確に判定・記録を行う 梶原 大地

実技試験

第14回

摂食・嚥下障害の予後について理解する 講義

代償的栄養摂取法の種類と特徴について理解する

QOLの視点からみた言語聴覚士の役割について理解する 梶原 大地

授業資料及び教科書を参考とし，予習・復習を行うこと．
スクリーニング検査，嚥下内視鏡検査，嚥下造影検査に関しては学生同士や症例ビデオを使いながら各自でトレーニングを行うこと．
疑問点は極力残さず，質問等を活発に行うこと．

第15回 今までの学習内容のまとめ

演習

梶原 大地

成績評価方法
定期試験 小テスト レポート

教科書 才藤栄一、植田耕一郎.摂食嚥下リハビリテーション 第3版.医歯薬出版株式会社

参考書

実習評価

その他　　（

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 単位 30 時間

）

科目名 摂食・嚥下障害学Ⅱ（応用） 学　科 言語聴覚学科

年　次 2年次 分　野 専門 学　期 後期 単位数 時間数

講師氏名 梶原　大地　（古賀 遼平） 実務経験 臨床経験：8年　授業経験：3年

授業概要
摂食・嚥下障害に対する訓練技法について教科書や資料を用いて説明し，学生同士で演習を行う
模擬症例の観察や検査結果の分析，治療プログラムの立案についてグループで学習し，発表を行う

到達目標
摂食・嚥下障害に対する訓練技法を学び，学生同士で実施できるようになる．
模擬症例の観察・分析結果を参考に摂食・嚥下障害に対するアプローチについて総合的に考えられるようになる．
代償的な摂食法や手術的な治療，気管切開などについて理解する．

回　数 授　業　計　画　　（　内　容　）
授業形態
講師氏名

第1回

摂食・嚥下リハビリテーションの目的について理解する 講義

急性期，回復期，維持期におけるアプローチの特徴について理解する

摂食・嚥下リハビリテーションのリスク管理について理解する 梶原 大地

第2回

間接的嚥下訓練の目的について理解する 講義

間接的嚥下訓練の種類，方法について理解する

間接的嚥下訓練の適応，開始と終了基準について理解する 梶原 大地

第3回
臥位，座位など異なる設定における訓練技法とその注意点について理解する
講義で学んだ各種訓練技法について学生同士で実施する

演習

梶原 大地

第4回

訓練目的，訓練方法，結果について対象者に分かりやすく説明する 演習

訓練中の対象者の反応を正確に観察する

直接的嚥下訓練の適応，開始と終了基準，リスク管理と緊急時の対応について理解する 梶原 大地

第5回
直接的嚥下訓練の目的について理解する
直接的嚥下訓練の種類，方法について理解する

講義

梶原 大地

第6回

口腔ケアやポジショニングなど直接的嚥下訓練の準備をする 演習

訓練食材や食具の選択，環境調整について理解する

講義で学んだ各種訓練技法について学生同士で実施する 梶原 大地

第7回
訓練目的，訓練方法，結果について対象者に分かりやすく説明する
訓練中の対象者の反応を正確に観察する

演習

梶原 大地

第8回
症例のビデオを見ながら嚥下機能に関して有用な症状を観察する
症例のスクリーニング検査，嚥下造影検査から嚥下障害の病態を推測する

ｸﾞﾙｰﾌﾟ学習

梶原 大地

第9回
障害に応じた目標設定，訓練計画の立案を行う
目標，訓練計画に従って具体的な訓練を考える

ｸﾞﾙｰﾌﾟ学習

梶原 大地

第10回
考案した訓練に関してグループで検討する
今までの学習内容のまとめ

ｸﾞﾙｰﾌﾟ学習

梶原 大地

第11回

代償的栄養摂取法の種類と特徴について理解する 講義

嚥下運動改善，誤嚥防止を目的とした外科的治療について理解する

気管カニューレの種類と目的について理解する 梶原 大地

第12回

　摂食嚥下機能の獲得と進み方について理解する 講義

　・摂食嚥下の正常メカニズムについて説明できる

　・摂食嚥下機能の獲得について説明することができる 大部　一成

第13回

　摂食嚥下機能の評価方法について理解する 講義

　・摂食嚥下機能の評価方法と特徴について説明できる

　・摂食嚥下嚥下機能の評価法を適切に選択することができる 大部　一成

第14回

　・摂食嚥下障害に対する訓練を理解する　　・気管切開について理解する 講義

　・直接訓練と間接訓練を説明できる　　　・摂食嚥下障害における訓練の適応限界について説明できる

　・気管切開の目的とその種類について説明できる 大部　一成

第15回

　摂食嚥下障害者の栄養管理について理解する 講義

　・摂食嚥下障害者の食物形態，栄養管理について説明できる

　・摂食嚥下障害者に対する代替栄養法，外科的治療について説明できる 大部　一成

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

講義で行った訓練技法について各自で必ず復習すること．
実習場面，臨床場面を想定し，学生同士でトレーニングすること．
疑問点は極力残さず，質問等を活発に行うこと．

教科書 才藤栄一、植田耕一郎.摂食嚥下リハビリテーション 第3版.医歯薬出版株式会社



1 単位 30 時間

）

科目名 吃音学 学　科 言語聴覚学科

年　次 2年次 分　野 専門 学　期 前期 単位数 時間数

講師氏名 ①見上　昌睦　　②夏目　尚 実務経験

授業概要 吃音について理解するために、教科書や資料、ビデオ等を利用し、説明を行う。

到達目標 吃音の定義、障害の発生メカニズム、症状など吃音に関する基礎知識を理解し、評価を実践できる。

回　数 授　業　計　画　　（　内　容　）
授業形態
講師氏名

第1回

　　基礎知識１ 講義

　　　吃音者の抱える問題

夏目　尚

第2回

　　基礎知識２ 講義

　　　定義、原因論

夏目　尚

第3回

　　基礎知識３ 講義

　　　吃音症状（１）－言語症状－

夏目　尚

第4回

　　基礎知識４ 講義

　　　吃音症状（２）－進展段階－

夏目　尚

第5回

　　基礎知識５ 講義

　　　吃音症状の評価とまとめ

夏目　尚

第6回

　　基礎知識６ 講義

　　　吃音以外の非流暢性について

夏目　尚

第7回

　　基礎知識７ 講義

　　　吃音者の社会学的理解－逸脱の社会学から－

夏目　尚

第8回

　　基礎知識８ 講義

　　　吃音児者の立場から考える言語聴覚療法

夏目　尚

第9回

　　各種指導・訓練法を理解する　　環境調整法 講義

　　　幼小児期の環境上の問題を理解する

　　　幼小児期の環境調整のあり方を理解する 見上　昌睦

第10回

　　遊戯療法 講義

　　　児童中心遊戯療法の概要を理解する

　　　吃音児に対する遊戯療法による指導について理解する 見上　昌睦

第11回

　　直接的言語指導（小児） 講義
　　　吃音児に対する直接的言語指導の適用について理解する

　　　吃音児に対する直接的言語指導の方法について理解する 見上　昌睦

第12回

　　直接的言語指導（成人）　流暢性促進法
講義

　　　主に小学校高学年～成人の吃音者に対する直接的言語指導（流暢性促進法）に焦点を当てた指導法について理解す
る

見上　昌睦

第13回

　　直接的言語指導（成人）　吃音緩和法 講義

　　　　吃音緩和法について理解する

　　　　吃音緩和法の実施方法について理解する 見上　昌睦

第14回

　  合併症のある吃音と指導・支援・訓練法を理解する　　クラタリングと指導・支援・訓練法を理解する
講義

     合併症のある吃音と指導・支援・訓練法を理解するクラタリングと指導・支援・ 訓練法を理解する

     クラタリングと指導方法について理解する 見上　昌睦

第15回

   吃音者のセルフヘルプグループと連携のあり方について理解する 講義

     吃音者のセルフヘルプグループについて理解する

    セルフヘルプグループとの連携による吃音支援のあり方について理解する 見上　昌睦

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 授業態度・課題レポート・最終試験の総合

準備学習
学習への
アドバイス

教科書の該当するページを読んで予習しておくこと。吃音者のセルフヘルプグループのホームページの閲覧や行事等への参加、
吃音者の登場する小説や映画等にふれると吃音に関する理解がより深まる。

教科書
言語聴覚療法シリーズ13　　改訂吃音　都筑澄夫編著　建帛社
シリーズ きこえとことばの発達と支援  特別支援教育における吃音・流暢性障害のある子どもの理解と支援  小林宏明・川合紀宗編著 学
苑社



2 単位 60 時間

）

科目名 聴覚機能評価学 学　科 言語聴覚学科

年　次 2年次 分　野 専門 学　期 通年（前期 単位数 時間数

講師氏名 森本　邦子 実務経験 臨床経験20年

授業概要 小児で用いられる各種聴力検査の特徴や検査方法、検査時の注意点について学ぶ。また、検査結果の読み取り方を学ぶ

到達目標 小児の聴力評価について学び、各種検査法について学び、早期診断、聴覚補償、早期療育へつなげることができる力を身に着ける

回　数 授　業　計　画　　（　内　容　）
授業形態
講師氏名

第1回

小児で用いられる聴力検査の種類と目的・特徴 講義

・難聴を疑われてくる小児の評価および評価目的を理解する

・各種検査法の概要および適応年齢を理解する

第2回

乳幼児聴力検査１：聴性行動反応聴力検査BOA（方法と演習） 講義

・小児の聴覚の発達および聴性行動を理解する 演習

・様々な音の周波数帯と大きさをしり検査に生かす

第3回

乳幼児聴力検査2：視覚強化式聴力検査VRA（方法と演習） 講義

・小児の聴覚の発達および聴性行動を利用した視覚強化式聴力検査について理解する ｸﾞﾙｰﾌﾟ学習

・実際の検査の様子をDVDなどで視聴し理解を深める

第4回

乳幼児聴力検査３：条件詮索反応聴力検査COR（方法と演習） 講義

・小児の小児の聴覚の発達および聴性行動を利用した条件検索反応検査について理解する 演習

・実際の検査の様子をDVDなどで視聴し理解を深める

第5回

乳幼児聴力検査４：遊戯聴力検査PLAY・ピープショウ（方法と演習） 講義

・小児の小児の聴覚の発達および聴性行動を利用した遊戯聴力検査について理解する 演習

・実際の検査の様子をDVDなどで視聴し理解を深める

第6回

乳幼児聴力検査のまとめ、小テスト 講義

第7回

他覚的聴力検査１：歪成分耳音響放射OAE（方法と演習） 講義

・歪成分耳音響放射のについて理解し、説明する 演習

・実際の検査の様子をDVDなどで視聴し理解を深める

第8回

他覚的聴力検査２：聴性脳幹反応検査ABR（方法と演習） 講義

・聴性脳幹反応検査について理解し、実施できるようにする 演習

・実際の検査の様子をDVDなどで視聴し理解を深める

第9回

他覚的聴力検査３：聴性定常反応検査ASSR（方法と演習） 講義

・聴性定常反応検査について理解し、実施でいるようにする 演習

・実際の検査の様子をDVDなどで視聴し理解を深める

第10回

他覚的聴力検査のまとめ、小テスト 講義

　

第11回

標準純音聴力検査：標準純音聴力検査（方法と演習） 講義

・標準純音聴力検査を小児に行う際に注意することを知り実践できるようにする 演習

第12回

語音明瞭度検査：幼児期における語音明瞭度検査（方法と演習） 講義

・小児に行う語音明瞭度検査の目的と方法を理解する 演習

・身体障害者手帳の際に小児に行う検査を実際に実習し、実践できるようにする

第13回

新生児聴覚スクリーニング事業について 講義

・新生児聴覚スクリーニングの方法と目的を理解する

・早期発見から聴覚補償、早期療育への支援へつなげる方法を理解する

第14回

聴力検査の実際と鑑別診断 講義

・初回の聴力検査をもとに鑑別疾患と鑑別に必要な検査を理解する ｸﾞﾙｰﾌﾟ学習

・検査結果から予測された疾患に対し、必要な支援へつなげる方法を理解する

第15回

診断後の支援について 講義

・診断結果による支援の違いを理解する ｸﾞﾙｰﾌﾟ学習

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 小テスト：20％、グループ学習と実技試験30％、定期試験50％

準備学習
学習への
アドバイス

聴覚機能評価に必要な小児の発達をしっかり理解しておくこと。各講義と演習を理解し、小テストでポイントを理解する事。

教科書 標準言語聴覚障害学「聴覚障害学」、「言語聴覚士のための聴覚障害学」



2 単位 60 時間

）

科目名 聴覚機能評価学 学　科 言語聴覚学科

年　次 2年次 分　野 専門 学　期 通年（前期 単位数 時間数

講師氏名 竹松　知紀 実務経験

授業概要

到達目標 ・実践で使える検査法を修得する   ・様々な検査法を理解する

回　数 授　業　計　画　　（　内　容　）
授業形態
講師氏名

第1回

　　前期の復習を行う 講義

　　　1.耳の構造の部位を列挙できる

竹松　知紀

第2回

　　聴力検査を行う学ぶ 講義

　　　1.純音聴力検査・語音聴力検査を学ぶ

竹松　知紀

第3回

　　マスキングを理解する 講義

　　　1.陰影聴取の原理を説明できる

　　　2.気導骨導検査におけるマスキングの必要性を確認する 竹松　知紀

第4回

　　マスキングを理解する 講義

　　　1.マスキング方法について確認する 講義

      2.マスキング量の決定ができる 竹松　知紀

第5回

     自覚的聴力検査を行う 演習

      1.自記オージオメータによる難聴の種類の判断ができる 講義

      2.ＡＢＬＢ検査、ＳＩＳＩ検査の説明ができる 竹松　知紀

第6回

     〃 演習

講義

竹松　知紀

第7回

　　　他覚的聴力検査を行う 講義

　　　1.インピーダンスオージオメータによる説明及び操作を行う　　　　2.耳管機能検査、耳音響放射検査の説明ができる 演習

　　　3.聴性脳幹反応・聴性誘発反応検査を学ぶ 竹松　知紀

第8回

     〃 講義

演習

竹松　知紀

第9回

     〃 講義

演習

竹松　知紀

第10回

     〃 講義

演習

竹松　知紀

第11回

　　　　聴力検査まとめ 講義

　　　1.接遇の大切さを理解し実践に応用できる　　　　　2.検査結果を見て評価ができる 演習

　　　3.小児、成人、高齢者の反応の違いを理解し実践に応用できる 竹松　知紀

第12回

　　　　聴力検査演習 演習

　　　1.オージオメータを操作し純音聴力検査、語音聴力検査を行う

　　　2.被験者の立場を体験し、検査のスピードの重要性を体験する 竹松　知紀

第13回

     〃

竹松　知紀

第14回

     〃

竹松　知紀

第15回

     〃

竹松　知紀

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　　（ 実技

参考書

成績評価基準 出席点・積極性（30％）　、　実技・レポート（70％）

準備学習
学習への
アドバイス

1学年で習った耳の解剖、音の伝わり方を頭に入れておくこと

教科書 使用せず。



1 単位 30 時間

）

科目名 小児聴覚障害学Ⅰ（基礎） 学　科 言語聴覚学科

年　次 2年次 分　野 専門 学　期 後期 単位数 時間数

講師氏名 北山　朱美 実務経験 臨床経験26年

授業概要 講義と演習を通して小児聴覚障がいの基本的評価・訓練の概要を学習する。

到達目標
小児期の聴覚障害について次の点を学習し、実際の臨床に活かせるようにする。
①新生スクリーニング等で発見されて間もない、乳幼児に対する聴力や発達の評価と支援
②小児期の各年齢ごとの評価と支援内容　③聴覚活用　④視覚支援　⑤補聴器、人工内耳　⑥書記言語獲得への支援　⑦保護者支援

回　数 授　業　計　画　　（　内　容　）
授業形態
講師氏名

第1回

　新生児スクリーニングを理解する 講義

　・新生児スクリーニング方法、その後の対応について理解し説明する事ができる

　・早期支援の概要・問題点を理解し説明する事ができる 北山

第2回

　小児の補聴器のフィティングを学ぶ 講義

　・聴力検査の結果と補聴器のフィティングの関係を知る 演習

　・小児の補聴器のフィティングの方法と問題点を理解する。 北山

第3回

　小児聴覚障害児のコミュニケーション方法の概要を理解する 講義

　・現在使用されているコミュニケーションの概要とその方法を理解して説明する事ができる 演習

　・実際にそれぞれのコミュニケーション方法を体験する 北山

第4回

　コミュニケーションの力を育てる方法を学ぶ 講義

　・コミュニケーションの力を育てる方法を理解する 演習

　・コミュニケーションの力を育てる方法を実際に体験し、支援計画を立てることができる 北山

第5回

　聴覚活用の方法を学ぶ　その１ 講義

　・聴覚活用の意義と方法を理解する 演習

　・聴覚活用に実際を学び支援方法を考えることができる 北山

第6回

　聴覚活用の方法を学ぶ　その２ 講義

　・聴覚活用・学習の具体的な段階を学ぶ 演習

　・実際のケースを学び、段階に応じた具体的な計画案を示すことができる 北山

第7回

 視覚的支援の方法を理解する 講義

　・視覚的支援の具体的な方法を理解する 演習

　・視覚的支援の具体的な支援計画を立てることができる 北山

第8回

　年齢ごとの支援の概要を理解する　１ 講義

　・０歳～１歳児期の支援を理解し指導案が立案できる 演習

　・２～３歳児期の支援を理解し指導案が立案できる 北山

第9回

　年齢ごとの支援の概要を理解する　２ 講義

　・３～４歳児期の支援を理解し指導案が立案できる 演習

　・５～６歳児期の支援を理解し指導案が立案できる（就学前の支援を理解する） 北山

第10回

　書記言語の重要性を学ぶ 講義

　・書記言語の重要性とその指導を理解する 演習

　・年齢ごとの指導案が立案できる 北山

第11回

　人工内耳の支援を学ぶ 講義

　・小児の人工内耳を理解する 演習

　・時歳の支援の概要を学び、指導案が立案できる 北山

第12回

　保護者支援を学ぶ 講義

　・保護者の心理の理解と支援の方法を学ぶ 演習

　・保護者への支援を疑似体験する 北山

第13回

　支援計画の立て方を学ぶ 講義

　・年齢、障害の程度に対応した支援計画の立て方を学ぶ 演習

　・実習を通して保護者支援の実際を学ぶ 北山

第14回

　関係機関・地域との連携を学ぶ 講義

　・保育園・幼稚園との連携を学ぶ 演習

　・就学先との連携を学ぶ 北山

第15回

　学童期の支援を学ぶ 講義

　・小学校、中学校の支援についての概要を学ぶ 演習

　・成人期の課題を学ぶ 北山

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 言語聴覚療法シリーズ５　聴覚障害Ⅰ-基礎編、　Ⅱ-臨床編　、配布資料

成績評価基準 試験、レポート、学習態度の３点で評価

準備学習
学習への
アドバイス

教科書 ①標準言語聴覚障害学「聴覚障害学」　②聴覚検査の実際　③言語聴覚士国家試験過去問題3年間の解答と解説



1 単位 30 時間

）

科目名 小児聴覚障害学Ⅱ（応用） 学　科 言語聴覚学科

年　次 2年次 分　野 専門 学　期 後期 単位数 時間数

講師氏名 北山　朱美 実務経験 臨床経験26年

授業概要 聴覚障害児の発達・療育の知識を身につけるため、教科書で説明し、グループワークで教材発表をする。

到達目標
聴覚障害児の評価、訓練，補償機器の選択など、基礎的知識を身につける。
療育における指導、支援を進めるための教材研究を行なう。

回　数 授　業　計　画　　（　内　容　）
授業形態
講師氏名

第1回

　小児聴覚障害の発見経緯を知る。 講義

　・スクリーニング検査の目的と方法を説明できる。

　・スクリーニング後、どの様な流れになるか理解する。 北山

第2回

　家族指導と初期の療育について知る。 講義

　・難聴発見後、家族に何を伝えるべきか列挙する。

　・諸手続きにどの様なものがあるか知る。 北山

第3回

　聴覚検査の目的と検査方法を理解する。 講義

　・ＢＯＡ～純音聴力検査の目的と適応年令を解説する。 演習

北山

第4回

　教育理念の変遷とリハビリテーションを概観する。 講義

　・教育の歴史を具体的に述べる。

北山

第5回

　教材（研究）を作製する―１ 講義

　・発達と遊びの関係を対応させる。 演習

北山

第6回

　教材（研究）を作製する―２ ｸﾞﾙｰﾌﾟ学習

　・〝音〟遊びの種類を年令対応で述べる。

北山

第7回

　プログラムを立案する―３ ｸﾞﾙｰﾌﾟ学習

　・０～１歳児の教材を作製する。

北山

第8回

　プログラムを立案する―４ ｸﾞﾙｰﾌﾟ学習

　・ローププレイで発表する。

北山

第9回

　プログラムを立案する―５ ｸﾞﾙｰﾌﾟ学習

　・２～３歳児の教材を作製する。

北山

第10回

　プログラムを立案する―６ ｸﾞﾙｰﾌﾟ学習

　・ローププレイで発表する。

北山

第11回

　プログラムを立案する―７ ｸﾞﾙｰﾌﾟ学習

　・４～５歳児の教材を作製する。

北山

第12回

　プログラムを立案する―８ ｸﾞﾙｰﾌﾟ学習

　・ローププレイで発表する。

北山

第13回

　小児～成人に至る聴覚障害をパノラマする。 講義

　・難聴発見後の起こりうる諸問題を予測し、ＳＴとしての対応を述べる。 ｸﾞﾙｰﾌﾟ学習

北山

第14回

　国家試験の傾向を知る―１ ｸﾞﾙｰﾌﾟ学習

　・グループワークで過去の問題を解き、疑問点を論議・確認する。

北山

第15回

　国家試験の傾向を知る―２ 講義

　・グループワークで過去の問題を解き、疑問点を論議・確認する。

　 北山

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　　（ グループ発表

参考書 言語聴覚シリーズ５　聴覚障害Ⅰ－基礎編、　Ⅱ－臨床編　、配布資料

成績評価基準 定期試験（８０％）、グループ発表（２０％）

準備学習
学習への
アドバイス

健聴児の言語発達を復習し、聴覚障害児へのアプローチを考察すること。
補聴器と人工内耳の違いを理解すること。

教科書
□　聴覚検査の実際
□言語聴覚士国家試験過去問題３年間の解答と解説　　□標準言語聴覚障害学「聴覚障害学」



1 単位 30 時間

）

科目名 成人聴覚障害学 学　科 言語聴覚学科

年　次 2年次 分　野 専門 学　期 後期 単位数 時間数

講師氏名 城丸　みさと 　　 実務経験 臨床経験　35年　　　　　　

授業概要 成人聴覚障害者に対する検査法、訓練手技等、器機・テキスト・資料を用いて説明する。

到達目標
成人期聴覚障害の特徴を理解し、その多様性に対応できる知識を身につける。
聴覚検査法を習得し、評価及びリハビリテーションプログラムを作ることが出来る様にする。

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の流れを理解する。 講義

  　 ・STの役割を認識する。

　　・インテーク聴取の際、必要な事項を列挙することが出来る。

第2回

　成人聴覚障害の特徴を理解する。 講義

　　・先天性難聴と後天性難聴との違いを知る。

第3回

　成人聴覚障害の検査の種類を知る―１ 講義

　　・各検査が何を目的にどの様に実施されるかの概要を述べることができる。

第4回

　成人聴覚障害の検査の種類を知る―２ 講義

　　・純音聴力検査と語音聴力検査の目的を知り、結果を解釈できる。

　

第5回

　成人聴覚障害の検査の種類を知る―３ 演習

　　・純音聴力検査を施行できる。 ｸﾞﾙｰﾌﾟ学習

第6回

　成人聴覚障害の検査の種類を知る―４ 演習

　　・語音聴力検査を施行できる。 ｸﾞﾙｰﾌﾟ学習

第7回

　成人聴覚障害の検査の種類を知る―５ 講義

　・言語・心理・コミュニケーション等の評価について説明できる。

第8回

　成人聴覚障害者への支援を知る―１ 講義

　　・聴覚補償機器の種類とその適応について比較する。

第9回

　成人聴覚障害者への支援を知る―２ 講義

　・コミュニケーションモードの種類を列挙し、それぞれの長短を理解する。

第10回

　成人聴覚障害者への支援を知る―３ 演習

　　・手話・指文字・キュードスピーチ・読話を体験する。

第11回

　成人聴覚障害者への支援を知る―４ 講義

　　・環境調整、社会福祉制度について説明する。

第12回

　中途失聴者の心理回復過程を知る。 講義

　　・訓練・評価の導入に際し、患者の心理に配慮することができる。

第13回

　聴覚障害当事者の声を聞く。　（外来講師） 講義

　　・当事者の話を聞き、問題点やハンディキャップに対するＳＴとしての対応を考察する。

第14回

　ライフステージを概観する。 講義

　　・聴覚障害発症から社会復帰までの流れを展望することができる。

第15回

　国家試験問題の傾向を知る。 講義

　　・過去３年間の問題を解き、グループで学習する。 ｸﾞﾙｰﾌﾟ学習

　

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 配布資料、言語聴覚療法シリーズ５　聴覚障害Ⅰ－基礎編、　Ⅱ－臨床編」

成績評価基準 　定期試験（８０％）、実技・演習（１０％）、レポート（１０％）

準備学習
学習への
アドバイス

聴覚検査の手順を予習し演習に備える。
聴覚障害者とのコミュニケーションを積極的に行なう。

教科書
□　聴覚検査の実際
□言語聴覚士国家試験過去問題３年間の解答と解説　　□標準言語聴覚障害学「聴覚障害学」



3 単位 135 時間

）

科目名 言語聴覚障害評価学 学　科 言語聴覚学科

年　次 2年次 分　野 選択必修 学　期 後期 単位数 時間数

講師氏名 梶原　大地 実務経験 臨床経験：8年　授業経験：3年

授業概要 言語聴覚療法の現場での演習を通じて言語聴覚障害の評価を修得する

到達目標
言語聴覚療法の基本的技能を修得する
対象者に関する情報収集、評価、治療計画立案を経験する
言語聴覚士としての基本的な態度を修得する

回　数 授　業　計　画　　（　内　容　）
授業形態
講師氏名

第1回

演習指導者の指導を受けながら，対象者の評価，問題点の抽出，評価報告を行う．

対象者に対する総合的なリハビリテーション・サービスの中での言語聴覚療法の意義を考え，言語聴覚士の役割と機能を学
ぶ．

対象者が持つ様々な問題を全人間的にとらえる視点を養い，対象者及び家族との適切な関わり方ができる．

障害がある方に関わる者としての態度を身につけ，人間性豊かな言語聴覚士を目指すと共に，専門職者への意識を高め
る．

演習（実習）を通して，自己の学習の到達点を確認し，自己研鑽を行う．

臨床経験

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

第8回

第9回

第10回

第11回

第12回

第13回

第14回

第15回 演習指導者

梶原 大地

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

提出物及び学院による評価

成績評価基準 実習指導者による評価及び学院点の合計(100%)

準備学習
学習への
アドバイス

基本的な評価について事前に人を相手に十分練習しておくこと
学内でも常に臨床を意識した態度で知識の習得と技能の向上に努めること
個人情報の秘匿(SNS等も含む)及び院内でのリスク管理については必ず復習して臨む事

教科書 なし



1 単位 30 時間

家族の思い(ゲスト講師）

地域連携とライフステージ（３）

）

科目名 障害児教育学 学　科 言語聴覚学科

年　次 3年次 分　野 基礎 学　期 前期 単位数 時間数

講師氏名 今村　亜子 実務経験

授業概要
障害児教育の変遷を歴史的に理解し、国際生活機能分類（ＩＣＦ）の理念を学ぶ。　参加の制限、活動の制約の緩和という視点から、理解と
支援を考える。障害があるからできないという判断をする前に、さまざまな可能性やアプローチを探る姿勢を身につける。グループワークで
は、コミュニケーションに障害がある方への支援をする立場に立つことを前提に、他者の考えを理解し、自分の立場を伝える経験を積む。

到達目標
障害がある子どもたちに対して、生活者としてのニーズを理解し、支援する方法を考える力を身につける。命のはじまりと終わりに関するさ
まざまな課題と向き合うために、バイオエシックスの考え方を学び、さまざまな角度から問題を分析、考察できるようになる。

回　数 授　業　計　画　　（　内　容　）
授業形態
講師氏名

第1回

障害の概念と教育の基本 講義

ＩＣＦを理解する

障害による活動の制限を理解する

第2回

知的障がいについての理解 講義

社会参加を考える、地域連携とライフステージ（１） ｸﾞﾙｰﾌﾟ学習

第3回

盲ろう重複障害の理解と支援 講義

ヘレン・ケラーとサリバン先生の実話を考察する

第4回

重症心身障害の理解と支援・医療的ケア 講義

意志決定、意思伝達について考える ｸﾞﾙｰﾌﾟ学習

実習の体験(コミュニケーションの諸相）

第5回

肢体不自由の理解と支援 講義

クリスティ・ブラウンの実話を考察する

第6回

問題行動の見方と取り組み 講義

子どもの行動の理解と支援 ｸﾞﾙｰﾌﾟ学習

当事者の手記を読む

第7回

特別支援教育の理念と制度 講義

発達の捉え方、こどもの権利条約

コルチャック先生の実話を考察する

第８回

医療、教育、福祉の連携 講義

バイオエシックス（生命倫理学）の基礎を理解する ｸﾞﾙｰﾌﾟ学習

地域連携とライフステージ（２）

第9回

バリアフリーとユニバーサルデザイン 講義

「みんなの個展　描いたよ！みてね展」の歩みと参加 ｸﾞﾙｰﾌﾟ学習

表現について考える

第10回

講義

ｸﾞﾙｰﾌﾟ学習

第11回

特別な配慮を要するこどもたちの学校生活 講義

ＬＤ，ＡＤＨＤ，ＡＳＤについての理解

ダウン症についての理解

第12回

特別なニーズをめぐる国際動向 講義

学習と発達の権利

第13回

ターミナル・ケア　命のはじまりとおわりについて 講義

モリー先生の実話を考察する

第14回

自立について考える 講義

関係性について考える ｸﾞﾙｰﾌﾟ学習

第15回

まとめ 講義

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７０％　レポート３０％

準備学習
学習への
アドバイス

グループワークのテーマを事前に伝えます。あらかじめ調べたり自分の考えを整理して授業に臨んでください。

教科書 「障害児教育学」茂木俊彦　岩波新書　ISBN978-4-00-431110-2



1 単位 15 時間

）

科目名 老年学 学　科 言語聴覚学科

年　次 3年次 分　野 専門基礎 学　期 前期 単位数 時間数

講師氏名 大田　明英　・諌山　照刀 実務経験

授業概要

到達目標

古来人は不老不死を求めてきたが、「生老病死」は「生きとし生けるけるもの」の宿命である。国際障害分類1980年版 ICIDH (International
Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps) は2001年5月WHOにより、  ICF(International Classification of Functioning,
Disability and Health) に改訂された。2006年、我が国は世界に例のない超少子化、超高齢化、人口減少社会への路を歩み始めている。
このような時代にあって、コメディカル・スタッフとしてのSTは、どのように関わることができるかを学ぶ。

回　数 授　業　計　画　　（　内　容　）
授業形態
講師氏名

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

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7回

加齢に伴う年齢変化　３ 講義

　・運動機能

諌山　照刀

第8回

高齢者に特徴的な症候群と疾患　５ 講義

　・骨・運動器疾患

諌山　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 定期試験１００％

準備学習
学習への
アドバイス

最終講義終了後のペーパーテストによる

教科書 奈良　勲・鎌倉矩子監修　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　　　



1 単位 15 時間

）

科目名 関係法規 学　科 言語聴覚学科

年　次 3年次 分　野 専門基礎 学　期 前期 単位数 時間数

講師氏名 西田　哲司 実務経験 臨床経験7年，授業経験15年

授業概要 言語聴覚士に関連の深い関係法令を学び，国家試験や臨床に役立つ知識を身につける。

到達目標 わが国の保健医療福祉に関する諸制度の概要とそれを規定する諸法令を説明できる。

回　数 授　業　計　画　　（　内　容　）
授業形態
講師氏名

第1回

・医療関係法令の推移、医療提供施設、医療関係資格及び保健福祉関係資格の業務 講義

・言語聴覚士法

西田　哲司

第2回

・社会保障の概念、社会保障の体系と範囲 講義

・医療保険制度の構造及び保健診療の仕組み

西田　哲司

第3回

・年金制度の概要 講義

・介護保険制度の概要

・労働者災害保償保険、雇用保険の概要 西田　哲司

第4回

・社会手当制度の概要 講義

・公的扶助制度の概要（生活保護法の目的，保護の補足性，保護の種類，費用等）

西田　哲司

第5回

・社会福祉の法律と施策および運用（社会福祉法の目的，福祉事務所の設置，社会福祉主事の職務等） 講義

・児童福祉法（児童福祉の基本原理，児童相談所，児童福祉施設等）

・身体障害者福祉法（身体障害者の定義，身体障害者手帳制度等） 西田　哲司

第6回

・知的障害者福祉法（療育手帳，知的障害者更生相談所等） 講義

・主要な障害者福祉関連法の変遷，障害者基本法，障害者総合支援法,精神保健福祉法，発達障害者理念法

西田　哲司

第7回

・障害者権利条約 講義

・社会福祉援助技術（バイステックの７原則，直接的援助技術と間接的援助技術等）

西田　哲司

第8回

・リハビリテーション概論，障害論，リハビリテーションの分野（教育リハビリテーション，職業リハビリテーション，社会リハビリ
テーション，医学リハビリテーション，地域リハビリテーション）

講義

西田　哲司

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 筆記試験（100％）

準備学習
学習への
アドバイス

１年次の保健医療福祉制度論と重複する内容が多いため，復習しながら受講して欲しい。

教科書

森山　幹夫著：看護関係法令，医学書院
福田　素生：社会保障・社会福祉　医学書院，2018
藤田　郁代編：標準言語聴覚障害学　言語聴覚障害学概論．医学書院，2010
廣瀬　肇監修：言語聴覚士テキスト 第3版　pp.226-250社会福祉・教育学，医歯薬出版株式会社



1 単位 30 時間

）

科目名 補聴器・人工内耳 学　科 言語聴覚学科

年　次 3年次 分　野 専門 学　期 前期 単位数 時間数

講師氏名 ①飛松　葉子　②平島 ユイ子 実務経験 ①                  ②臨床経験23年授業経験8年

授業概要
難聴者のきこえの体験、補聴器の試聴、耳型採形などの実践的内容とする。
人工内耳については、仕組み、音声情報処理、プログラミング手法を理解し、その装用効果と装用指導を学習する。

到達目標
1. 補聴器の構造と機能を理解できる           2. 補聴器特性の測定方法について理解できる
3. 補聴補助支援システムを理解できる        4. 人工内耳の構造と機能を理解できる
5. 人工内耳のマッピング法を理解できる

回　数 授　業　計　画　　（　内　容　）
授業形態
講師氏名

第1回

　　難聴者、補聴器を知る為の基礎知識 講義

　　1.基礎学習の音響学、聴覚生理、聴覚心理学の復習

　　2.耳の構造と難聴について説明できる 飛松　葉子

第2回

　　補聴器の歴史と概要 講義

　　1.高齢難聴者の心理から補聴器適合への配慮が出来る

　　2.補聴器の種類毎のしくみ・特徴を説明できる 飛松　葉子

第3回

　　補聴器の選択 講義

　　1.補聴器利用者の年齢・聴力に対する適合を説明できる　　　2.補聴器の機種選択の提案ができる

　　3.聴覚補償の目標を設定できる 飛松　葉子

第4回

　　補聴器の性能を確保するために、補聴器のJIS測定法を理解する 講義

　　1.補聴器の性能とJISを関連づけられる

　　2.聴覚に対する補聴器フィッティング理論を適合できる 飛松　葉子

第5回

　　補聴器の機能 講義

　　1.最新のデジタル補聴器の機能を説明できる　　　　2.リニア、ノンリニア方式を理解する 演習

　　3.難聴者のラウドネスとノンリニア方式のフィッティング理論を関連付けられる 飛松　葉子

第6回

　　補聴器のフィッティング ｸﾞﾙｰﾌﾟ学習

　　1.聴覚に対する補聴器フィッティング理論を適合できる　　　　2.ハウリングのないように耳に合わせた耳栓を選択できる 演習

　　3.補聴器の取扱説明と簡単なメンテナンスを行うことができる 飛松　葉子

第7回

　　周辺機器とFMシステム 講義

　　1.情報補償のための周辺機器を知る

　　2.ループやFMシステム、赤外線システムなどの違いを説明できる 飛松　葉子

第8回

　　補聴効果測定 講義

　　1.補聴器適合検査法の必須検査項目を述べることができる

　　2.補聴器の適合判定方法を行うことができる 飛松　葉子

第9回

　　模型耳による耳型採形 ｸﾞﾙｰﾌﾟ学習

　　1・模型耳で耳型採形を行うことができる 演習

　　2.イヤモールドと音響特性の特徴を説明できる 飛松　葉子

第10回
　　　総まとめ 講義

飛松　葉子

第11回

　　人工内耳の構造、機能 講義

　　1.人工内耳の構造と機能が説明できる

　　2.人工内耳のマッピング法が説明できる。 平島　ユイ子

第12回

　　人工内耳の適応と手術 講義

　　1.人工内耳手術の適応と装用児者の現状について説明できる。
　　2.人工内耳手術や手術に関する事項について当事者への説明ができる。　　3.その他の埋め込み型補聴機器について
理解する

平島　ユイ子

第13回

　　人工内耳の装用評価 講義

　　1.人工内耳の装用評価法について説明できる。

　　2.人工内耳の装用評価ができる。 平島　ユイ子

第14回

　　人工内耳児の訓練・指導 講義

　　1.人工内耳装用児者の年齢に応じた指導訓練について説明できる。 ｸﾞﾙｰﾌﾟ学習

　　2.症例に応じた指導訓練を考案することができる。 平島　ユイ子

第15回

　　　まとめ 講義

　　　人工内耳装用児の評価、訓練について具体例を経験を含め紹介する。最近の課題についても述べる。

平島　ユイ子

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

成績評価基準 飛松⇒演習（30%）と期末試験（70%）　　平島⇒期末試験100%

準備学習
学習への
アドバイス

【準備学習】講義日に次回講義分の教科書範囲を指定するので、講義日までに、予習しておくこと。（当日の復習も含め、60分程度）
【アドバイス】
事前学習でも、講義内でも、質問があったら、いつでも聞きましょう。講義日にフィードバックします。
聴覚障害の基礎課目と関連づけて学習すること。

教科書 【飛松】使用せず 　　　　　　【平島】標準言語聴覚障害学　聴覚障害　医学書院



12 単位 540 時間

）

科目名 臨床実習 学　科 言語聴覚学科

年　次 3年次 分　野 専門 学　期 前・後期 単位数 時間数

講師氏名 深水 峰子　他 実務経験 臨床経験7年、授業経験12年

授業概要
・言語聴覚士の日常業務全般の体験および臨床記録・報告書の作成を行う。
・対象者（児）の評価・診断および、訓練・指導の計画立案と実施を行う。
・症例・課題レポートの作成および学院での症例報告会にて報告を行う。

到達目標
①各種言語聴覚障害に関する知識や評価技術を修得することができる。②収集した情報の統合・解釈を通して障害像を把握し、報告するこ
とができる。③講義や１・２生次の演習・実習を通じて学んだ知識・技術・態度を統合し、言語聴覚士としての基本的な臨床能力と価値観を
身につけることができる。

回　数 授　業　計　画　　（　内　容　）
授業形態
講師氏名

対象者（児）の言語聴覚療法の評価・診断の見学・実施

実習前

実習前セミナー・オリエンテーション 講義

深水　峰子

言語聴覚士の日常業務全般の見学・実施 臨床経験

対象者（児）の言語聴覚療法の訓練・指導の計画立案

対象者（児）の言語聴覚療法の訓練・指導の見学・実施

臨床記録・報告書の作成

施設および他職種業務の見学

ディリーノートや課題レポートなどの作成

実習指導者

実習後

実習後セミナー・オリエンテーション 講義

学院での報告会用レジュメの作成および発表 演習

深水　峰子他

実習中

5/20～10/5の
うちの12週間

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
・各実習施設において、実習指導者が規定の臨床実習成績報告書の各項目について5段階評価を行う。
・臨床実習施設における臨床実習成績を核にして総合的に評価し、臨床実習の成績を算出する。

準備学習
学習への
アドバイス

・1，2年次に履修した科目の内容について復習しておくこと。
・講義で学んだ評価・検査の実施、記録方法について復習を行い、学生同士で練習を行っておくこと。
・報告書、レポートの作成にあたり、情報収取の仕方や記載項目について確認を行っておくこと。

教科書 指定なし



1 単位 30 時間

）

科目名 拡大・代替コミュニケーション学 学　科 言語聴覚学科

年　次 3年次 分　野 選択必修 学　期 前期 単位数 時間数

講師氏名 ①井手　將文　②椋本　美樹 実務経験 ①　　　　　　　           　②

授業概要 講義とともに実技を行っていく。

到達目標

・道具を活用したコミュニケーション支援について学修する。コミュニケーションの具体的な支援策として、スイッチの製作演習を行い、残存
機能を活用したスイッチによるコミュニケーションの、対象機器具、残存機能の評価と選定、適合手順およびフォローアップなどについて解
説する。また、応用としてパソコン操作やテレビゲーム操作に展開する。表出障害を持つ人と文字盤を使い行なう、対面コミュニケーション
法について演習を行い解説する。
・AACの意味を臨床場面や症例などを通してSTの支援の方向性を学ぶ。また、症例別に合わせた様々な技法を学ぶ

回　数 授　業　計　画　　（　内　容　）
授業形態
講師氏名

第1回

　アシスティブテクノロジーについて 講義

　・支援技術、テクニカルエイド

　・コミュニケーション支援機器具 井手　將文

第2回

　在宅ALSの症例より（１） 講義

　・対面コミュニケーション（１）

　・文字盤を使わないコミュニケーション 井手　將文

第3回

　在宅ALSの症例より（２） 講義

　・対面コミュニケーション（２）

　・文字盤を使ったコミュニケーション 井手　將文

第4回

　スイッチの製作実習（１） 講義

　・大型軽負荷スイッチの製作

井手　將文

第5回

　スイッチの製作実習（２） 講義

　・様々な機器への応用

井手　將文

第6回

　スイッチの適合（１） 講義

　・パソコン・テレビゲームへの適合

井手　將文

第7回

　スイッチの適合（２） 講義

　・誤操作の低減法、適合の手順と留意点

井手　將文

第8回

  自閉症スペクトラムに対するAAC① 講義

　　・PECSの理解

椋本　美樹

第9回

　自閉症スペクトラムに対するAAC② 演習

　　・PECSの理解

椋本　美樹

第10回

　AACとは？コミュニケーションとは？ 講義

　　・障害別におけるコミュニケーションの問題点を説明できる

椋本　美樹

第11回

　脳性麻痺に対するAAC 講義

　　・脳性麻痺におけるAACの指導プログラムを説明できる

椋本　美樹

第12回

　脳性麻痺に対するAAC 講義

　　・サウンズアンドシンボルズの理解

椋本　美樹

第13回

　　AACを生活の場へ広げていくには療育実践 演習

　　・コミュニケーションカードの作成

椋本　美樹

第14回

　　療育実践 コミュニケーションカードを作ろう 演習

　　・コミュニケーションカードの作成

椋本　美樹

第15回

　　まとめ 講義

椋本　美樹

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 【井手】　毎回のレポート内容、定期試験50％   【椋本】　定期試験50％

準備学習
学習への
アドバイス

教科書
【井手】使用せず    【椋本】①視覚シンボルで楽々コミュニケーション―障害者の暮らしに役立つシンボル1000
                                  ②自閉症児と絵カードでコミュニケーション―PECSとAAC



1 単位 30 時間

その他　　（　症例報告 ）

科目名 言語聴覚障害研究法概論（セミナー） 学　科 言語聴覚学科

年　次 3年次 分　野 選択必修 学　期 前期 単位数 時間数

講師氏名 深水 峰子　他 実務経験 臨床経験7年、授業経験12年

授業概要
言語聴覚療法の研究の概要を理解し、用いられる用語を整理する。
また、言語聴覚療法評価学で担当した症例を学会形式で報告する。
その他、臨床実習に向けたセミナーの一部を講義に含める。

到達目標
・症例報告の意義を理解し、スライド・抄録を用いた学会形式での症例報告ができる。
・言語聴覚療法における研究方法を理解し、論文を正しく読むことができる。

回　数 授　業　計　画　　（　内　容　）
授業形態
講師氏名

第1回

症例報告の意義と方法 講義

ｸﾞﾙｰﾌﾟ学習

深水　峰子

第2回

口頭発表の方法 講義

　・抄録、スライドの作成方法 演習

　・上手な口頭発表の仕方 深水　峰子

第3回

研究とは　① 講義

　・研究テーマの決定から研究報告までの流れ　（体験談）

深水　峰子

第4回

研究とは　② 講義

　・研究の定義、意義・必要性・特徴

　・研究課題の見つけ方・進め方、研究計画書作成の意義 深水　峰子

第5回

データと測定 講義

西田　哲司

第6回

研究の種類 講義

西田　哲司

第7回

データの整理と分析する方法　① 講義

西田　哲司

第8回

データの整理と分析する方法　② 講義

西田　哲司

第9回

小児における言語聴覚療法の進め方　① 講義

森山　紗妃

第10回

小児における言語聴覚療法の進め方　② 講義

森山　紗妃

第11回

気管内吸引 演習

境　めぐみ

第12回

感染予防対策 演習

境　めぐみ

第13回

症例報告会の準備 演習

深水　峰子

第14回

症例報告会　① 演習

深水　峰子

第15回

症例報告会　② 演習

深水　峰子

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

参考書 伊藤元信：言語障害の研究入門．　　※学院図書室にあります

成績評価基準 定期試験（筆記）50％、症例報告会の抄録・スライドの内容・発表態度50％

準備学習
学習への
アドバイス

・言語聴覚療法の研究には、統計学や心理測定法を用いるので、それらの講義を復習しながら講義に臨んでほしい。
・症例報告会では、準備の段階から各人の積極的な行動を期待する。

教科書 藤田郁代編：標準言語聴覚障害学　言語聴覚障害学概論．



4 単位 120 時間

科目名 言語聴覚障害研究法実践（セミナー・研究法） 学　科 言語聴覚学科

年　次 3年次 分　野 選択必修 学　期 後期 単位数 時間数

講師氏名 深水 峰子　他 実務経験 臨床経験7年、授業経験12年

授業概要
・他学科の学生と模擬患者の抱える問題の解決方法を考える。
・臨床実習セミナーおよびスライド、抄録を用いた学会形式での症例報告を行う。
・言語聴覚療法の基礎的・専門的知識の復習および国家試験セミナーを行う。

到達目標
・チーム医療・チームケアの意義を理解できる。
・臨床実習で担当したケールを専門的・臨床的視点でまとめ、その内容について学会形式で発表することができる。
・国家試験に臨むにあたり基礎的・専門的知識について整理・統合し、言語聴覚士としての知識を身につけることができる。

回　数 授　業　計　画　　（　内　容　）
授業形態
講師氏名

第1回

3学科合同症例検討会　① ｸﾞﾙｰﾌﾟ学習

　・模擬患者の診療情報提供書をもとに、言語聴覚士が把握しておくべき情報や評価内容を検討する。

　・言語聴覚士としての評価の視点・項目と結果について、他学科学生にわかりやく説明するための準備をする。

第2回

　・他職種に関わる情報で、質問したい内容を検討する。

西田　哲司

　 深水　峰子

第3回

3学科合同症例検討会　② PBL

　・言語聴覚士としての評価の視点・項目と結果について、他学科学生にわかりやく説明する。

　・他学科の学生から得た情報を用紙に記入する。

第4回

　・三職種（PT・OT・ST）の情報をもとに模擬患者の全体像を把握し、グループ内で共有する。

　・言語聴覚士の視点で考えた問題点、目標についてグループ内で説明する。

　・三職種（PT・OT・ST）からあがった問題点・目標についてグループ内で検討する。

第5回

　・三職種間（PT・OT・ST）での短期・長期・最終目標に合わせ、言語聴覚士としてのアプローチ方法を考え、説明する。

　・三職種（PT・OT・ST）のアプローチ方法から、医療チームとして連携できそうな点を検討する。

　・医療チーム連携についてグループ内で話し合いをする。

第6回 西田　哲司

深水　峰子

第7回

臨床実習セミナー　① 講義

　

深水　峰子

第8回

臨床実習セミナー　② 演習

深水　峰子

第9回

臨床実習セミナー　③ 演習

深水　峰子

第10回

症例報告会の準備 演習

深水　峰子

第11回

症例報告会　① 演習

深水　峰子

第12回

症例報告会　② 演習

深水　峰子

第13回

症例報告会　③ 演習

深水　峰子

第14回

症例報告会　④ 演習

深水　峰子

第15回

国家試験オリエンテーション　① 講義

深水　峰子



第16回

国家試験オリエンテーション　② 講義

深水　峰子

第17回

国家試験オリエンテーション　③ 演習

深水　峰子

第18回

国家試験オリエンテーション　④ 演習

深水　峰子

第19回

小児科学の復習　① 講義

第20回

小児科学の復習　② 講義

第21回

言語学の復習　① 講義

第22回

言語学の復習　② 講義

第23回

音声学の復習　① 講義

第24回

音声学の復習　② 講義

第25回

学習・認知心理学の復習　① 講義

第26回

学習・認知心理学の復習　② 講義

第27回

心理測定法の復習　① 講義

第28回

心理測定法の復習　② 講義

第29回

聴覚障害の復習　① 講義

第30回

聴覚障害の復習　② 講義



第31回

聴覚障害の復習　③ 講義

第32回

聴覚障害の復習　④ 講義

第33回

補聴器・人工内耳の復習　① 講義

第34回

補聴器・人工内耳の復習　② 講義

第35回

補聴器・人工内耳の復習　③ 講義

第36回

呼吸発声発語系の構造・機能・病態の復習　① 講義

第37回

呼吸発声発語系の構造・機能・病態の復習　② 講義

第38回

呼吸発声発語系の構造・機能・病態の復習　③ 講義

第39回

呼吸発声発語系の構造・機能・病態の復習　④ 講義

第40回

聴覚系の構造・機能・病態の復習　① 講義

第41回

聴覚系の構造・機能・病態の復習　② 講義

第42回

聴覚系の構造・機能・病態の復習　③ 講義

第43回

神経系の構造・機能・病態の復習　① 講義

第44回

神経系の構造・機能・病態の復習　② 講義

第45回

神経系の構造・機能・病態の復習　③ 講義



）

第46回

神経系の構造・機能・病態の復習　④ 講義

第47回

模擬試験　① 演習

第48回

深水　峰子

第49回

模擬試験　② 演習

第50回

深水　峰子

第51回

模擬試験　③ 演習

第52回

深水　峰子

第53回

模擬試験　④ 演習

第54回

深水　峰子

第55回

模擬試験　⑤ 演習

第56回

深水　峰子

第57回

模擬試験　⑥ 演習

第58回

深水　峰子

第59回

模擬試験　⑦ 演習

第60回

深水　峰子

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

成績評価基準 筆記試験　100％

準備学習
学習への
アドバイス

・言語聴覚士テキストを中心に学習し、基礎的・専門的知識の充実に努めること
・臨床マニュアルを用いて言語聴覚療法の評価の考え方、訓練方法についておさせておくこと
・臨床実習での経験、学習したことを振り返り、疑問点等をまとめておくこと

教科書
大森孝一他編：言語聴覚士テキスト　第3版．
平野哲雄　他編：言語聴覚療法　臨床マニュアル　改訂第3版．


