
科目 キャリアデザインⅡ 担当講師

対象学年 第２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

【キャリア支援プログラム：自己理解を深める】
ライフラインチャート「やる気の根っこ」
「大事にしたい価値観」自分自身の「強み・弱み」

【キャリア支援プログラム：自己理解を深める】
他人から見た自分自身を知る。自分の知らない自分自身を他者分析から知る
キャリアデザイン：自分の将来像を考え具現化する。これから取り組むことを具体化する

【履歴書：ジョブカードの作成】
５～７コマの自己理解をもとに履歴書の作成

【秋の交流会】　９月
自分の将来の仕事について理解を深める
働く意味・仕事のやりがいについて考える

【実習前就職オリエンテーション】　１２月
就職とは？就職先を決める基準について
仕事・業界を知る「上尾中央医科グループの特徴と紹介」

【実習後就職オリエンテーション】　２月事後セミナーの初日５限
就職活動の流れについて
集団見学等の準備について

【キャリア支援プログラム：自己理解を深める】
現在の自分自身を知る「エゴグラムからみた自我状態」
自分自身の傾向を知る「自分の個性・性格」

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判定する。

＊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

【秋の交流会】　９月
自分の将来の仕事について理解を深める
働く意味・仕事のやりがいについて考える

講　義　要　項
神山・吉田・髙橋・新井・濵野・石川・小林・菅野・刈部・干場

後期・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う。
「キャリアデザインⅡ」では、自分の夢を実現する為に、自分の将来像を明確にし、「自分の将来像について」へのマイルストーンを創造してい
く。
卒業後、「自らの持つ能力を活かすため」の「人生のキャリアデザイン」の形成を進めていく。

１．自己を客観視する視点の養成・自己資源の再認識を行い、自己理解を深める。
２．社会情勢や求められる人材像、業界や仕事について理解を深め、「働く」ことについて考えられる。
３．何が好きで、何が出来て、どんな働き方をしたいのか、自己理解を深め思考の整理を行うことができる。
４．自己理解をさらに深め、将来像を描くことができる（エントリーシートで表現できる）。



科目 チームアプローチ論 担当講師

対象学年 第２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 講義

１０ 講義

１１ 講義

１２ 演習・実習

１３ 演習・実習

１４ 演習・実習

１５ 演習・実習

・標準作業療法学　専門分野　作業療法概論　第３版　医学書院
・標準作業療法学　専門分野　地域作業療法学　第３版　医学書院

講　義　要　項
高橋・神山・岸・山田・村上・山口・矢野・木村・菊地・直井・西方・久保田

後期・講義１単位・３０時間

医療・介護・福祉におけるチームアプローチ、連携について学ぶ。また、リハビリテーションに係わる他職種のアプローチの概要を学ぶ。
さらに、地域包括ケアシステムにおける、リハビリテーション専門職が果たすべき役割、多職種連携について学ぶとともに、地域における関係
諸機関との調整および、教育的役割を担う能力を培う。

１．チームアプローチ、連携に関わる用語を説明できる
２．医療・介護・福祉におけるチームアプローチ、連携について説明できる
３．リハビリテーションに係わる多職種のアプローチの概要を説明できる
４．地域包括ケアシステムにおける、リハビリテーション専門職が果たすべき役割、多職種連携について説明できる
５．事例演習をとおして、施設内・地域における関係諸機関との調整および、教育的役割を担う能力を培う

連携の実際①地域支援事業、地域ケア会議　※講義カード⑥

適宜配布する

提出課題（５５％）と該当する授業の講義カード（４５％）の合計１００％のうち、６０％以上で合格とする。（詳細は別紙「講義カードについて」を
参照）
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。
※再試験が生じた場合は、提出課題１００％のうち６０％以上で合格とする。

内容

チームアプローチ、連携について①
　チーム、チームワーク、チームビルディング、チームアプローチ、チーム医療・ケア、多職種連携、IPW、IPE、施設間連携
　地域包括ケア、在宅医療・介護連携、多職種協働・地域連携、地域ケア会議、サービス担当者会議　など

チームアプローチ、連携について②
　チーム、チームワーク、チームビルディング、チームアプローチ、チーム医療・ケア、多職種連携、IPW、IPE、施設間連携
　地域包括ケア、在宅医療・介護連携、多職種協働・地域連携、地域ケア会議、サービス担当者会議　など

多職種連携①介護支援専門員　※講義カード①

多職種連携②看護師　※講義カード②

多職種連携③介護福祉士　※講義カード③

多職種連携④言語聴覚士　※講義カード④

多職種連携⑤理学療法士　※講義カード⑤

事例演習

連携の実際②心臓リハビリテーション　CRCN　※講義カード⑦

連携の実際③災害リハビリテーション　地域の防災と災害支援　※講義カード⑧

上尾市における社会福祉の現状　～上尾市社会福祉協議会の取り組み～　※講義カード⑨

事例演習

事例演習

事例演習



科目 作業治療技術論 担当講師

対象学年 第２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 演習・実習

４ 演習・実習

５ 講義

６ 演習・実習

７ 演習・実習

８ 演習・実習

９ 講義

１０ 講義

１１ 演習・実習

１２ 講義

１３ 演習・実習

１４ 演習・実習

１５ 演習・実習

１６ 講義

１７ 演習・実習

１８ 演習・実習

１９ 演習・実習

２０ 講義

２１ 演習・実習

２２ 演習・実習

２３ 演習・実習

散歩・軽スポーツ②

散歩・軽スポーツ③

散歩・軽スポーツ④

散歩・軽スポーツ① (概要）

集団活動⑤（集団理論）

ハーバリウム①（概要）

ハーバリウム②

タイルモザイク①（概要）

タイルモザイク②

タイルモザイク③

タイルモザイク④

テラコッタ風粘土細工①（概要）

テラコッタ風粘土細工②

テラコッタ風粘土細工③

テラコッタ風粘土細工④

集団活動④（運営実施）

必要に応じて、資料配布

筆記試験を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判定する。

・作業活動の項目によって、服装、準備しておくべきもの等が異なるため、担当講師の指示に従うこと。
　⇒ 基本的には作業活動に適した装い（動きやすく汚れても大丈夫な服装）にすること。
・提出物は期限内に提出すること。
・作業内容の順番は変更することがあります。

内容

オリエンテーション、作業活動、作業分析(包括的作業分析・限定的作業分析）とは

編み物①（概要）

編み物②

編み物③

集団活動①（概要、「集団」について、計画）

集団活動②（運営実施）

集団活動③（運営実施）

必要に応じて、資料配布

講　義　要　項
塩澤　智美・岸　潤樹・村辻　康平

後期・実習１単位・４５時間

作業療法における「作業」とは最も基本的な治療道具である。
臨床の作業療法で用いられやすい「作業活動」を通して、「治療の対象としての作業」と「治療の手段としての作業」を学び、作業に焦点をあて
た評価の視点、治療の視点を説明できるようにする。

１．作業療法における「作業」の概念が説明できる。
２．作業療法の治療手段としての様々な作業活動について、一般的なその知識と技術を習得する。
３．作業活動の身体的・精神的効果を説明できる。



科目 内部障害作業療法学 担当講師

対象学年 第２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 講義

１０ 講義

１１ 講義

１２ 講義

１３ 講義

１４ 講義

１５ 講義

１６ 講義

１７ 講義

１８ 講義

１９ 講義

２０ 講義

２１ 講義

２２ 講義

２３ 講義

２４ 講義

２５ 講義

２６ 講義

２７ 講義

２８ 講義

２９ 講義

３０ 講義

『身体機能作業療法学』　医学書院
『内科学』　医学書院
『日本人体解剖学（上・下）』　南山堂
『生理学テキスト』　文光堂
『病気がみえる（循環器）』　メディカルビュー　　心疾患で使用
『病気がみえる（呼吸器）』　メディカルビュー　　呼吸器疾患で使用
『PT・OT・STのための気道吸引　実践マニュアル　アセスメントから気道吸引まで』　文光堂　喀痰吸引で使用

講　義　要　項
神山・濵野・髙橋・萩野谷・北浦・横山

後期・講義２単位・６０時間

この科目では、内部障害により作業遂行が障害されている対象者に対する作業療法アプローチを学ぶ。

１．糖尿病を発症している対象者に対する作業療法評価から治療までが説明できる
２．心疾患を発症している対象者に対する作業療法評価から治療までが説明できる
３．呼吸器疾患を発症している対象者に対する作業療法評価から治療までが説明できる
４．慢性腎不全等を発症している対象者に対する作業療法評価から治療までが説明できる
５．がんを発症している対象者に対する作業療法評価から治療までが説明できる
６．気道吸引の目的と実施のための基礎知識、方法について説明できる

気道吸引

適宜資料を配布
『病気がみえる（糖尿病・代謝・内分泌）』　メディカルビュー　　糖尿病で使用
『病気がみえる（腎・泌尿器）』　メディカルビュー　　慢性腎不全で使用
『リハビリテーション　リスク管理　ハンドブック』　メディカルビュー

筆記試験９１％と該当する授業の講義カード９％の合計１００％のうち、６０％以上で合格とする。（詳細は別紙「講義カードについて」参照）
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。
※再試験が生じた場合は、筆記試験１００％のうち６０％以上で合格とする。

※課題および資料を参照してもらうために、PCを使用することがあります

内容

呼吸器疾患

呼吸器疾患

呼吸器疾患

呼吸器疾患

呼吸器疾患

呼吸器疾患

呼吸器疾患　　※呼吸器疾患の作業療法の実際　　※講義カード①

心疾患（心臓リハビリテーション）　　

気道吸引

気道吸引

気道吸引

糖尿病

糖尿病

糖尿病

糖尿病

心疾患（心臓リハビリテーション）

心疾患（心臓リハビリテーション）

心疾患（心臓リハビリテーション）　　

心疾患（心臓リハビリテーション）　　

がんと終末期

がんと終末期

がんと終末期

がんと終末期　　※がんの作業療法の実際　　※講義カード③

心疾患（心臓リハビリテーション）　　※心疾患の作業療法の実際　　※講義カード②

腎疾患

腎疾患

腎疾患

腎疾患

がんと終末期



科目 臨床作業療法実習Ⅱ 担当講師

対象学年 第２学年 時期・単位数・時間数 

概要

目標

教科書

参考書

学習評価

実務経験のある
教員等による

授業

備考

講義内容：

回数 学習法

１～８ 事前セミナー 講義・演習

講　義　要　項
髙 　悠・岸　潤樹

後期・実習１単位・４５時間

本実習は臨床作業療法実習Ⅲの準備実習として、これまで学内で学んだ知識を臨床と結び付け、技術及び態度を臨床体験の中で表出する
ものである。それらの臨床体験を通して自らの力を認識する機会とするとともに、今後の課題を見つけることにつなげる。

作業療法士を志す学生としての基本的態度をより高めながら、学内で学んできた検査・測定における技術を臨床の中で実施し、知識を臨床と
結び付ける。それと共に、作業療法プロセスの一部を経験することで、学習統合型実習に向けての先行体験とする。

【到達目標】
◎ある程度の助言・指導の下、作業療法業務の一部を協同参加で実施できる。
詳細は実習要綱p６１参照

１．実習要綱
＊その他適宜資料を配布

学習態度（学内学習・学外実習における学習態度・行動、基本的態度）、出欠席状況（遅刻・早退・欠席とそれにともなう報連相）、および提出
物について総合的に評価する。詳細は別紙および学生便覧に準ずる。

作業療法士として５年以上臨床業務に従事し、かつ臨床実習指導者講習会を修了している病院・施設の作業療法士が、現場での臨床経験
及び職員・学生教育の経験等を活かし、学生に作業療法評価および治療に関する助言指導を直接的かつ継続的に行う。
多様な経験を積むことができるよう、臨床作業療法実習Ⅰ～Ⅴにおいて異なる実習地で実施する。詳細は実習要綱参照。

別紙については『令和２年度～　先行体験実習・解剖見学実習の成績評価について』参照

内容

９～２８ 臨床作業療法実習Ⅱ 実習

２９～３２ 事後セミナー 講義・演習



科目 臨床作業療法実習Ⅲ 担当講師

対象学年 第２学年 時期・単位数・時間数 

概要

目標

教科書

参考書

学習評価

実務経験のある
教員等による

授業

備考

講義内容：

回数 学習法

適宜配布

実習後評価にて成績評価を実施する。
実習後評価は、思考１課題（レポート課題）、実技２課題で構成され、実技は２課題の平均点を用いる。
思考１００％のうち６０％以上かつ実技１００％のうち６０％以上を合格とする。
成績評価は、思考と実技（2課題の平均点）の点数を足して２で除した点数（小数点切捨て）とする。
なお、実習における学習態度及び出席状況等を考慮し総合的に評価する。
再試験については、実習後評価にて６０％に満たなかった分野（思考、実技）を実施する。
実技については２課題実施し、その平均点を用いる。
思考、実技ともに該当する場合は、思考１００％のうち６０％以上かつ実技１００％のうち６０％以上を合格とする。
思考のみ該当する場合は、思考１００％のうち６０％以上を合格とする。
実技のみ該当する場合は、実技１００％のうち６０％以上を合格とする。

作業療法士として５年以上臨床業務に従事し、かつ臨床実習指導者講習会を修了している病院・施設の作業療法士が、現場での臨床経験
及び職員・学生教育の経験等を活かし、学生に作業療法評価および治療に関する助言指導を直接的かつ継続的に行う。
多様な経験を積むことができるよう、臨床作業療法実習Ⅰ～Ⅴにおいて異なる実習地で実施する。詳細は実習要綱参照。

内容

１～１４ 実習前評価（思考・実技）

演習・実習

１５～３４ 実習前評価　フィードバック・フォローアップ

１５１～１５８ 事後セミナー

１５９～１６８ 実習後評価（思考・実技）

事前セミナー

臨床実習
＊通所リハビリテーションもしくは訪問リハビリテーションに関する実習を含む
　　（５週のうち５日間実施、連続した５日間でなくても可）

３５～５０

５１～１５０

実習要綱

講　義　要　項
髙橋　悠・岸　潤樹・他

後期・実習７単位・３１５時間

安全かつ正確な検査測定を実施すると共に、作業療法プロセスの一連の流れ（処方箋～プラン立案まで）を学ぶ中で、臨床における思考過
程を指導者から学ぶ。
また、地域における作業療法の実際を体験することで、訪問もしくは通所リハビリテーションで求められる作業療法の役割を説明できることを
目指す。

【到達目標】
◎ある程度の助言・指導の下、基本的な作業療法評価を実施できる
１．作業療法士を志す学生として、節度ある行動を取ることができる
２．疑問点を明確にし、それを解決するための行動を取ることができる
３．疾患の病態整理ができる
４．病態より一般的な作業療法評価項目が列挙できる
５．作業療法上必要な情報収集ができる
６．対象者の動作を観察し、障害を推測することができる
７．仮説を立案し、必要な作業療法評価項目の決定ができる
８．作業療法評価の計画立案ができる
９．対象者の安全に配慮(リスク管理)して、基本動作の介助ができる
１０．対象者の安全に配慮(リスク管理)して、作業療法評価を実施できる
１１．全ての情報を統合・解釈し、問題点を特定することができる
１２．適切なゴールを設定することができる（予後予測含め）
１３．根拠に基づき、適切なプログラムを立案できる
１４．対象者の安全に配慮(リスク管理)して、作業療法の治療を実施できる
１５．作業療法の効果判定を実施することができる
１６．作業療法評価、治療内容を記録できる
１７．作業療法の経過を報告できる（ICF・計画書・連絡票など）
１８．訪問もしくは通所リハビリテーションでの役割を説明できる


