
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 講義

１３ 講義・演習

１４ 講義・演習

１５ 講義・演習

セラピストのための概説リハビリテーション
地域リハビリテーション学テキスト 南江堂　　地域理学療法学テキスト 学術研究出版

ビジュアルレクチャー地域理学療法学 医歯薬出版　（資料適宜配布）

レポート課題の満点を１００％とし、６０％以上で合格とする
　レポート課題：①症例検討：各職種の専門性・目標・介入について　②症例検討：ICF・統合解釈（問題点抽出含む）・目標・プラン
　　　　　　　　　　③チームに関する語句および理学療法介入におけるチームアプローチの重要性についてまとめる
　　　　　　　　　　＊課題①②８０点、課題③２０点　合計１００点満点
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。
外部講師の講義については、講義カード（学んだこと・感想を記載）の提出を必須とする（欠席者は除く）。
講義カード未提出（提出期限に遅れた場合も含む）の場合は、単位認定試験受験を認めないこととする。

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

講　義　要　項
白石・高島・山田・村上・山口・矢野・木村・菊地・直井・西方・岡林・前田・仲里

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、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

内容

チームアプローチ、連携について
　チーム、チームワーク、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
　チームビルディング、チームステップス、など
連携する他職種について　地域におけるインフォーマルな人的資源について

多職種連携①：看護師

 ケーススタディ　多職種協働・地域連携まとめ　在宅ケースレポート課題

多職種連携②：介護支援専門員

多職種連携③：介護福祉士

多職種連携④：言語聴覚士

多職種連携⑤：作業療法士（生活行為向上マネジメント、認知症）

連携の実際①：地域支援事業、地域ケア会議

連携の実際②：心臓リハビリテーション　CRCN

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　

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～

デイサービスにおける地域リハビリテーションの取り組み

 ケーススタディ　多職種協働・地域連携まとめ　在宅ケース　レポート課題

 ケーススタディ　多職種協働・地域連携まとめ　在宅ケースレポート課題



科目 理学療法教育論 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 講義

１３ 講義

１４ 講義

１５ 講義

教育内容について　②（教え方）

教育内容について　③（教育評価、教育環境）

まとめ

指導演習

臨床実習について　①（現状と課題）　カリキュラムの変遷

臨床実習について　②（実習手法）

臨床教育のロールモデルによる講義

発達障害と対応・支援

これから働く上で必要になる知識（診療報酬などを含めた、収益と経済学的視点）

教育者について　　（役割、求められる要素）

教育の原則（教授と学習、学習を促進する要素・阻害する要素）

学習の効果（スキーマ、メタ認知など）

学習者について　（成人学習（アンドラゴジー）、学習スタイル、動機付け）

教育内容について　①（目標設定）

配布資料

医学教育マニュアル１～５巻　篠原出版新社　　他適宜使用

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評価する。

内容

オリエンテーション　なぜ教育学が必要か？（理学療法士協会と生涯学習制度）

講　義　要　項
高島　恵・加藤　研太郎・干場　竜志・安田　淳

後期・講義１単位・３０時間

この科目では、教育原理、教育心理、教育方法、教育評価の基本的内容について学ぶ。

将来、理学療法士として後進の育成を行うことを見据え、「よい教育（者）とは？」を考えることができる基盤を身につける。

１．基本的な教育の原則が説明できる
２．学習者についての基本的内容（発達、成人学習、学習方略、動機づけ　等）が説明できる
３．教育内容についての基本的内容（目標設定、教える内容、教える順番、教育方略、教育評価、教育環境　等）が説明できる
４．教育者についての基本的内容（役割、求められる要素、教え方　等）が説明できる



科目 生活環境論 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

９

１０

１１

１２

１３

１４ 講義

１５ 講義

都市環境の整備：バリアフリー・ユニバーサルデザインに配慮したまちづくり

まとめ

【生活期：在宅】住環境整備の進め方
生活環境評価の実際（訪問における住環境評価の視点）

疾患別の考え方（脳卒中片麻痺・大腿骨近位部骨折に対する考え方）

生活環境整備に関する法制度

演習・実習

【ケーススタディ】家屋評価報告書の作成
講内先生の提示したケースを用いて、

①：GWでのまとめと問題点確認
②：①をもとにした家屋評価報告書の作成
③：家屋評価報告書の共有と修正

①～③を実施

演習・実習

生活環境学テキスト　南江堂
福祉機器　選び方　使い方　財団法人　保健福祉広報協会
日常生活動作学テキスト　南江堂

生活環境整備の基本（段差・スペース・手すり・建具）

玄関・アプローチ・トイレの環境整備

浴室・脱衣室の環境整備

形成的評価

必要に応じて適宜配布する。

筆記試験を１００％として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。

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を認めない。
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。

内容

生活環境学の考え方
（障害のとらえ方・生活支援・PTの役割と視点/高齢化と日本式住宅の特徴および課題）

講　義　要　項
新井　大志・斎藤　和宏・講内　源太

後期・講義１単位・３０時間

法制度・物理的環境整備・人的環境の視点から、生活期での理学療法介入に必要な福祉住環境整備について学ぶ。
福祉住環境整備に必要な知識を学ぶのみならず、生活期に関わっているセラピストからの講義を用いて、活動と参加の視点から対象者の立
場になって生活支援が行えることを目的とする。

１．理学療法士が生活環境論を学ぶ意義について説明ができる。
２．住環境整備に必要な法制度の内容が説明できる。
３．理学療法士に必要な環境整備の視点が説明できる。
４．対象者の生活環境評価の視点が説明ができる。
５．活動と参加の視点から環境整備を考えることができる。



科目 地域理学療法学Ⅰ 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

講　義　要　項
新井・高島・白石・瀧上・頴川・長村・小野

後期・講義１単位・３０時間

地域で生活している高齢者、障害者、障害児の生活自立支援に向けて、理学療法士による専門的介入について学ぶ。
地域における理学療法について、病期・生活場面・制度・サービスの種類など、様々な視点から学ぶ。
また、時代に応じた地域の在り方についても理解を深める。

１．社会保障制度（これまでの経緯、背景含む）について説明できる
２．地域理学療法の理念・範囲について説明できる
３．地域理学療法における理学療法士の役割について説明できる
４．地域における理学療法について説明できる
５．介護保険制度における地域理学療法について説明できる
６．地域包括ケアシステムにおける理学療法士の役割について説明できる
７．病期別理学療法と地域理学療法の位置づけについて説明できる

社会保障制度の変遷　介護保険制度　障害者総合支援法

介護保険制度における地域理学療法　施設・通所・訪問サービス　理学療法士の役割

介護保険制度における地域理学療法　施設・通所・訪問サービス　理学療法士の役割

地域包括ケアシステム　地域共生社会　

地域リハビリテーション学テキスト 南江堂　　地域理学療法学テキスト 学術研究出版
セラピストのための概説リハビリテーション

ビジュアルレクチャー地域理学療法学 医歯薬出版　（資料適宜配布）

筆記試験１００％のうち６０％以上で合格とする。
ただし、平常の学習態度および出席状況等を考慮し、総合的に評価する。
外部講師の講義については講義カード（学んだこと・感想を記載）の提出を必須とする（但し、欠席の場合を除く）。
講義カード未提出（提出者期限に遅れた場合も含む）の場合は単位認定試験受験を認めないこととする。

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。

内容

オリエンテーション　地域リハビリテーション・地域理学療法の概念　CBR　地域理学療法の対象者

地域包括ケアシステム・地域支援事業における理学療法士の役割　地域ケア会議について

演習①：地域（上尾市）における社会資源　　フォーマル・インフォーマルサービス　コミュニティ

まとめ

地域理学療法の実際①：病院　急性期～回復期（家屋評価・退院前カンファレンス・リハビリ情報提供書等について含む）

演習②：医療介護における情報共有　リハビリテーション情報提供書の作成

地域理学療法の実際②：介護老人保健施設　入所・通所リハビリテーション

地域理学療法の実際③：訪問リハビリテーション（サービス担当者会議について含む）

地域理学療法の実際④：上尾市の地域に関する施策とリハビリテーション専門職の役割

地域理学療法におけるエビデンス（ガイドライン）　＊PCを準備すること

埼玉県地域保健医療計画（地域医療構想）　病期別理学療法と地域理学療法の位置づけ　理学療法士の役割



科目 臨床理学療法実習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

備考

講義内容：

回数 学習法

実習要綱・評価ファイル
その他資料適宜配布

講　義　要　項
吉田　真奈美・加藤　研太郎・齊藤　宏和

後期・実習７単位・３１５時間

実習にて、ある程度の助言・指導の下、基本的な理学療法評価を実施する。
なお、本実習は、検査測定および評価に関する実習を５週、訪問もしくは通所リハビリテーションに関する実習を１週の計６週間の期間で実施
され、実習の前後には、事前・事後セミナーおよび実習前後評価を実施する。

ある程度の助言・指導の下、基本的な理学療法評価を実施することができる。
１．理学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．問題点を明確にし、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．病態より必要な検査測定項目・治療項目・情報収集項目が列挙できる
５．理学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、検査測定項目の検討、修正ができる
７．仮説を立案し、必要な検査測定項目の決定ができる
８．検査測定や治療の計画が立案できる
９．理学療法の検査測定を実施することができる
１０．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
１１．適切なゴールを設定することができる（予後予測含め）
１２．根拠に基づき、適切にプログラムを立案できる
１３．理学療法の治療を実施することができる
１４．理学療法の効果を判定することができる
１５．理学療法評価、治療内容を記録できる
１６．理学療法の経過を報告できる（ＩＣＦ・計画書・連絡票など）
１７．基本動作の介助ができる
１８．対象者に応じたリスク管理ができる
１９．対象者に応じた配慮ができる
２０．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

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。

内容

１～２２ 実習前評価（思考・実技）

演習・実習

２３～３９ 事前セミナー

４０～１４０
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
　　（6週のうち5日間実施、連続した5日間でなくても可）

１４１～１５３ 事後セミナー

１５４～１６４ 実習後評価（思考・実技）


