
科目 キャリアデザインⅠ 担当講師

対象学年 第１学年 時期・単位数・時間数 

概要

目標

教科書

参考書

学習評価

備考

講義内容：

回数 学習法

１ 講義

２ 講義

３ 講義

４ 講義

５ 講義

６ 講義

７ 講義

８ 講義

９

１０

１１

１２

１３

１４

１５

課題対応能力

キャリアプランニング能力

キャリアプランニング能力

社会形成能力と自己理解

人間関係形成力

自己管理能力

課題対応能力

なし（適宜資料配布）

提出課題を１００％とし、６０％以上で合格とする。
ただし、平常の学習態度及び出席状況等を考慮し総合的に評価する。

＊本科目は８コマで１単位のため、６コマ以上（履修時間の３分の２以上）の出席が必要となる。
　 ３コマ以上欠席すると受験資格がなくなり、単位不認定となるため、体調管理を十分行い、欠席や遅刻のないよう注意すること。

内容

オリエンテーション：　キャリア・キャリア教育とは
「基礎的・汎用的能力」について

講　義　要　項
神山　真美・吉田　真奈美

通期・講義１単位・１５時間

「キャリアデザイン」とは、自分自身の学校生活や職業人生、キャリアについて、自らが主体となって構想し、実現していくことをいいます。
「キャリアデザインⅠ」では、自分の夢を実現する為に、現状の自分の経験やスキルベースを再認識します。
「基礎的・汎用的能力」の育成と向上を進めていきます。

一人一人の社会的・職業的自立に向けて、必要となる基盤となる「基礎的・汎用的能力」を高めることが出来る。
各基礎能力を理解し、自分の「夢へのアプローチ」の土台作りを行なう。
1．医療人・社会人として必要な基本的なマナー・モラル、倫理について理解する。
2．人間形成能力について理解する。
3．自己理解・自己管理能力を理解し、自分自身の特徴を知ることができる。
4．課題対応能力を理解する。
5．キャリアプランニング能力について理解し、専門性や職業領域について理解を深める。



科目

対象学年

概要

目標

教科書

参考書

学習評価

備考

講義内容：

回数 内容 学習法 学習法

１ 細胞の環境と細胞の構造① 講義 講義

２ 細胞の環境と細胞の構造② 講義 講義

３ 細胞膜を通過する物質移動 講義 講義

４ 細胞の情報伝達、DNAの働き 講義 講義

５ 活動電位、イオンチャネル 講義 講義

６ 骨格筋の収縮 講義 講義

７ シナプス伝達 講義 講義

８ 自律神経系 講義 講義

９ 運動系① 講義 講義

１０ 運動系② 講義 講義

１１ 体性感覚① 講義 講義

１２ 体性感覚② 講義 講義

１３ 味覚、嗅覚 講義 講義

１４ 聴覚、前庭感覚 講義 講義

１５ 視覚① 講義 講義

１６ 視覚② 講義 講義

１７ 脳の統合機能① 講義

１８ 脳の統合機能② 講義

講　義　要　項
生理学 担当講師 菅原　隆

第１学年 時期・単位数・時間数 通期・講義２単位・６０時間

１９ 血液①

生理学は、人体の構造が生命を維持しているメカニズムを学ぶ学問で、解剖学と対をなしており、病気の理解に必要な基礎学問である。
前期に、細胞の働き(細胞生理)と、人の運動・行動を制御する神経、筋運動、感覚という「動物性器官」の機能について学ぶ。
後期に、血液、循環、呼吸、消化、内分泌、排泄に関する｢植物性器官」の機能について学ぶ。

＜前期：細胞生理、動物性機能＞
１．細胞を取りまく環境について説明出来る。
２．細胞の基本的構造が説明できる。
３．生体膜の構造と、膜タンパクの働きについて説明できる。
４．細胞内の情報伝達について説明できる。
５．DNAと遺伝子の働きについて説明できる。
６．膜電位の発生と興奮伝導のメカニズムについて説明できる。
７．筋肉の構造と筋収縮のメカニズム、筋肉のエネルギー利用について
説明できる。
８．シナプスの構造とシナプス伝達のメカニズムについて説明できる。
９．自律神経系の臓器支配の様相について説明できる。
１０．運動系の制御メカニズムについて説明できる。
１１．感覚の種類と感覚の発生メカニズムについて説明できる。
１２．脳の構造を理解し、高次神経活動について説明できる。

＜後期：植物性機能＞
１３．血液の成分とその働きについて説明できる。
１４．心臓の構造とその働き、心電図について説明できる。
１５．血管の構造と循環のしくみについて説明できる。
１６．呼吸器の働き、ガス交換とガス運搬のメカニズムについて説明でき
る。
１７．食物の消化・吸収のメカニズムと、その調節について説明できる。
１８．内分泌器官、ホルモンの種類と働きについて説明できる。
１９．腎臓における濾過と再吸収のメカニズムおよび酸塩基平衡について
説明できる。
２０．栄養素の代謝、熱発生と体温調節のメカニズムについて説明でき
る。

生理学テキスト第８版　文光堂

サイエンスビュー生物総合資料　実教出版　　　ギャノング生理学原書第２５版　丸善　　標準生理学第９版　医学書院

前期末と後期末に到達度評価を実施し、２００点満点中６０％以上（１２０点以上）を合格とする。再試験は後期末に１回実施する。
（再試験の内容は前期・後期の内容が含まれる）
ただし、平常の学習態度及び出席状況等を考慮し総合的に評価する。

前期 後期

回数 内容

２３

２４

２５

２０

２１

２２

２９

３０

３１

２６

２７

２８

３２

３３

３４ 代謝と体温②

代謝と体温①

腎機能と酸塩基平衡②

腎機能と酸塩基平衡①

内分泌と生殖②

内分泌と生殖①

消化と吸収②

消化と吸収①

呼吸②

血液②

呼吸①

循環②

循環①

心臓②

心臓①



科目

対象学年

概要

目標

教科書

参考書

学習評価

備考

講義内容：

回数 内容 学習法 回数 学習法

１ 人工膝関節全置換術（処方箋～病態整理） 講義 ２０ 講義

２ 人工膝関節全置換術（情報収集～仮説） 講義 ２１ 講義

３ 人工膝関節全置換術（仮説～検査測定項目列挙） 講義 ２２ 講義

４ 人工膝関節全置換術（統合解釈・問題点抽出） 講義 ２３ 講義

５ 人工膝関節全置換術（ゴール設定・プラン立案） 講義 ２４ 講義

６ 人工膝関節全置換術（実技：評価・治療）まとめ 実技

２５ 講義

７ パーキンソン病（処方箋～病態整理） 講義 ２６ 講義

８ パーキンソン病（情報収集～仮説） 講義 ２７ 講義

９ パーキンソン病（仮説～検査測定項目列挙） 講義 ２８ 講義

１０ パーキンソン病（統合解釈・問題点抽出） 講義 ２９ 講義

１１ パーキンソン病（ゴール設定・プラン立案） 講義

１２ パーキンソン病（実技：評価・治療）まとめ 実技 ３０ 頸髄損傷（処方箋～病態生理） 講義

３１ 頸髄損傷（情報収集～仮説） 講義

１３ 脳血管障害(処方箋～病態整理) 講義 ３２ 頸髄損傷（仮説～検査測定項目列挙） 講義

１４ 脳血管障害(情報収集～仮説) 講義 ３３ 頸髄損傷（統合解釈・問題点抽出） 講義

１５ 脳血管障害(仮説～検査測定項目列挙) 講義 ３４ 頸髄損傷（ゴール設定・プラン立案） 講義

１６ 脳血管障害（統合解釈・問題点抽出） 講義

１７ 脳血管障害（ゴール設定・プラン立案） 講義 ３５ 大腿骨頚部骨折（処方箋～病態整理） 講義

１８ 脳血管障害（実技：評価・治療）まとめ 実技 ３６ 大腿骨頚部骨折（情報収集～仮説） 講義

１９ まとめ 講義 ３７ 大腿骨頚部骨折（仮説～検査測定項目列挙） 講義

３８ 大腿骨頚部骨折（統合解釈・問題点抽出） 講義

３９ 大腿骨頚部骨折（ゴール設定・プラン立案） 講義

４０ 脳血管障害（処方箋～病態生理） 講義

４１ 脳血管障害（情報収集～仮説） 講義

４２ 脳血管障害（仮説～検査測定項目列挙） 講義

４３ 脳血管障害（統合解釈・問題点抽出） 講義

４４ 脳血管障害（ゴール設定・プラン立案） 講義

４５ 脳血管障害（効果判定） 講義

４６ まとめ 講義

③脳血管障害（回復期・被殻出血）　ケースで学ぶ臨床思考第２版　Ｐ２７４～

講　義　要　項

・基礎運動学　　　・筋骨格系のキネシオロジー　　　・日本人体解剖学
・生理学テキスト　　　・生物総合資料　　　　・その他適宜配布

心筋梗塞（処方箋～病態整理）

心筋梗塞（情報収集～仮説）

心筋梗塞(仮説～検査測定項目列挙)

症例を基盤とした学習にて、理学療法プロセスにおける理学療法の思考過程を学ぶ。
また、理学療法における基本的な評価、治療の一部を体験する。
この科目は、理学療法概論Ⅰでの学習内容とともに基礎医学、臨床医学の科目での学習内容を活用し展開される。

１．理学療法プロセスならびにICF・問題解決モデルを理学療法の思考過程において活用することができる。
２．基礎医学、臨床医学の知識を理学療法の思考過程において活用することができる。
３．症例における理学療法の思考過程を他者に説明することができる。
４．理学療法における基本的な評価、治療の一部を体験できる。

・ケースで学ぶ理学療法臨床思考第２版　　　・理学療法ハンドブック全巻　　　・理学療法検査測定ガイド
・セラピストの為の概説リハビリテーション　　　・病気がみえるシリーズ

内容

理学療法概論Ⅱ（CBL） 担当講師

時期・単位数・時間数 

白石　和也・吉田　真奈美・高島　恵・加藤　研太郎・大嶺　菜央 

通期・講義３単位・９０時間

④心筋梗塞　ケースで学ぶ（臨床推論）　Ｐ３１１～　＊資料配布

第１学年

前期 後期

慢性閉塞性肺疾患（処方箋～病態生理）

後期に筆記試験を実施し６０％以上で合格とする。
ただし、提出課題、平常の学習態度及び出席状況等を考慮し総合的に評価する。

授業ごとの予習・復習を必須とし、規定の予習・事前課題を行ってこないものは講義に参加する権利はない｡
グループワークを主体とするため、ワーク内で発言をしないものは講義に参加する権利はない｡
実技を行う際に身だしなみが不適切なものは、講義に参加する権利はない｡

心筋梗塞（統合解釈・問題点抽出）

心筋梗塞（ゴール設定・プラン立案）

⑤慢性閉塞性肺疾患　ケースで学ぶ臨床思考第２版　Ｐ４１６～

①人工膝関節全置換術（変形性膝関節症）　ケースで学ぶ臨床思考第２版　Ｐ３２～

②パーキンソン　ケースで学ぶ（臨床推論）　Ｐ３４３～　＊資料配布

⑧脳血管障害（回復期・右視床出血）ケースで学ぶ臨床思考第２版　Ｐ２６２～

⑦大腿骨頸部骨折　ケースで学ぶ（生活機能）　Ｐ１５８～　＊資料配布

⑥頸髄損傷　ケースで学ぶ臨床思考第２版　Ｐ１１７～

慢性閉塞性肺疾患 (情報収集～仮説)

慢性閉塞性肺疾患（仮説～検査測定項目列挙）

慢性閉塞性肺疾患（統合解釈・問題点抽出）

慢性閉塞性肺疾患（ゴール設定・プラン立案）



科目 ＡＤＬ技術論 担当講師

対象学年 第１学年 時期・単位数・時間数 

概要

目標

教科書

参考書

学習評価

備考

講義内容：

回数 学習法

１ 講義

２

３

４

５

６

７

８ 講義・実習

９ 講義・実習

１０ 講義・実習

１１ 講義・実習

１２ 講義・実習

１３

１４

１５ 講義・実習

１６ 講義・実習

１７

１８

１９ 講義・実習

２０ 講義・実習

２１ 講義・実習

２２ 講義・実習

２３ 講義・実習

２４ 講義・実習

２５ 講義・実習

２６ 講義・実習

２７ 講義・実習

２８

２９

３０ 講義・実習

実習

脳卒中　歩行・階段昇降・食事・排泄・更衣・整容・入浴 講義・実習

形成的評価 実習

下肢骨折（骨接合術）　荷重練習・松葉杖指導

前期まとめ

脳卒中　寝返り・起き上がり・移乗・立ち上がり・床からの立ち上がり・車椅子移動

人工関節全置換術（人工骨頭含む）　脱臼肢位の代表例・寝返り・起き上がり・床からの立ち上がり・歩行・階段・入浴・更衣

神経筋疾患・認知症

日常生活活動学テキスト　南江堂
ＰＴ・ＯＴビジュアルテキストＡＤＬ　羊土社

ＡＤＬの評価　量的評価（ＢＩ・ＦＩＭ等）・質的評価　ＡＤＬ練習の考え方

基本動作総論・起居動作（寝返り・起き上がり・立ち上がり）・移乗・移動 講義・実習

講義

講　義　要　項
宮原　拓也・新井　大志・大嶺　菜央

通期・実習２単位・６０時間

前期は、「日常生活活動」という概念を理解し、基本動作・身の回り動作・生活関連動作に関する評価、指導、アプローチについて身体面・環
境面も含めて学習する。後期は、前期の内容を活用し疾患別ADLについて学習する。以上の内容について、実技も含めて実施する。

１．「日常生活活動」の概念、範囲が説明できる。
２．ＡＤＬ評価について説明できる。
３．基本動作の説明ができ、指導・介助ができる。
４．身の回り動作の説明ができ、指導・介助ができる。
５．福祉用具・住環境について説明できる。
６．神経障害（脳卒中・脊髄損傷・パーキンソン病・神経筋疾患・認知症）に対するＡＤＬ評価・指導・介助ができる。
７．運動器疾患（人工関節・下肢骨折・関節リウマチ）に対するＡＤＬ評価・指導・介助ができる。
８．内部障害（呼吸器疾患・循環器疾患）に対するＡＤＬ評価・指導・介助ができる。

歩行補助具（Ｔ字杖・４点杖・松葉杖・ウォーカーケイン・歩行器・歩行車）

適宜配布

前期・後期それぞれで筆記試験と実技試験を実施する。前期と後期の筆記試験の平均、ならびに前期と後期の実技試験の平均がそれぞれ
６０％以上のものを合格とする。その他、出席状況、受講態度等を加味して、総合的に評価する。

①事前課題が与えられている場合は、必ず予習をした状態で臨むこと
②服装についてはＴシャツ・ハーフパンツを準備し、実技にふさわしい身だしなみとすること
③グループワークの際に、発言をしない・ワークに参加しないものは講義に参加する資格はない

内容

ＡＤＬの概念と範囲

身の回り動作（食事・トイレ・入浴・整容・更衣） 講義・実習

T字杖・松葉杖指導

車椅子

福祉用具・自助具

住環境整備

形成的評価

まとめ

脳卒中・人工関節・下肢骨折実技確認

関節リウマチ　生活機能評価・ＡＤＬ練習の考え方・起居・移動・移乗・食事・排泄・更衣・整容・入浴

内部障害（呼吸器疾患・心疾患）

脊髄損傷　対麻痺

脊髄損傷　四肢麻痺

パーキンソン病　起居・移動・移乗・歩行・食事・更衣・整容


