
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

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・髙橋　悠

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。
「基礎能力・汎用能力」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「基礎能力・汎用能力」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 体表解剖学 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 演習・実習

２ 演習・実習

３ 演習・実習

４ 演習・実習

５ 演習・実習

６ 演習・実習

７ 演習・実習

８ 演習・実習

９ 演習・実習

１０ 演習・実習

１１ 演習・実習

１２ 演習・実習

１３ 演習・実習

１４ 演習・実習

１５ 演習・実習

１６ 演習・実習

１７ 演習・実習

１８ 演習・実習

１９ 演習・実習

２０ 演習・実習

２１ 演習・実習

２２ 演習・実習

２３ 演習・実習

２４ 演習・実習

２５ 演習・実習

２６ 演習・実習

２７ 演習・実習

２８ 演習・実習

２９ 演習・実習

３０ 演習・実習

下肢の筋・靭帯・血管５

体幹・頚部の筋・靭帯・血管

形成的評価③　全身の筋・靭帯・血管

形成的評価③　全身の筋・靭帯・血管

形成的評価②　上肢の筋・靭帯・血管

形成的評価②　上肢の筋・靭帯・血管

下肢の筋・靭帯・血管１

下肢の筋・靭帯・血管２

下肢の筋・靭帯・血管３

下肢の筋・靭帯・血管４

上肢の筋・靭帯・血管６

下肢の骨・関節４

頭部・体幹の骨・関節１

頭部・体幹の骨・関節２

形成的評価①　全身の骨・関節

形成的評価①　全身の骨・関節

形成的評価①　全身の骨・関節

上肢の筋・靭帯・血管１

上肢の筋・靭帯・血管２

上肢の筋・靭帯・血管３

上肢の筋・靭帯・血管４

上肢の筋・靭帯・血管５

下肢の骨・関節３

１．日本人体解剖学　上巻　改訂２０版　南山堂
２．日本人体解剖学　下巻　改訂２０版　南山堂
３．基礎運動学　第６版補訂　医歯薬出版
４．エッセンシャル・キネシオロジー（原書第３版）　機能的運動学の基礎と臨床　南山堂
５．病気がみえる　Vol.２　循環器　MEDIC MEDIA
６．病気がみえる　Vol.１１　運動器・整形外科　MEDIC MEDIA

筆記試験および実技試験ともに６０％以上を合格とする。
（筆記試験は後期１回の実施とする。実技試験は前後期とも実施し、学習評価は前期１０％・後期９０％の配分とする。）
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。

１．服装：Tシャツ・ハーフパンツ・運動靴等動きやすく体表の観察・触診がしやすいもの。
２．身だしなみ：髪はまとめる、つめを切る、アクセサリー(ネックレス・ピアス等）は装着しない、ヒールのある靴は不可。
３．該当項目の解剖学ならびに触診方法の予習は必須とする。
４．技術習得の為には、練習が必要である。必ず復習を行うこと。
※対象者に不快感を与えない・安全を守る為に、①②が守れない場合は受講することはできない。また、実技試験においても同様とする。

内容

オリエンテーション（目的・目標）・触診の基本

上肢の骨・関節１

上肢の骨・関節２

上肢の骨・関節３

上肢の骨・関節４

下肢の骨・関節１

下肢の骨・関節２

１．機能解剖学的触診技術　上肢　改訂第２版　メジカルビュー社
２．機能解剖学的触診技術　下肢・体幹　改訂第２版　メジカルビュー社

講　義　要　項
高橋　悠・神山　真美・岸　潤樹

通期・実習２単位・６０時間

作業療法評価・治療の実施において、体表面からの骨、関節、靭帯、筋の視診・触診は必要不可欠な技術である。
体表解剖学では、骨模型と人体に実際に触れて、体表から指標（ランドマーク）となる骨、関節、靭帯、筋を正確に視診・触診できる技術を
習得することを目的とする。

１．作業療法における視診・触診の目的を説明することができる。
２．視診・触診を習得する上で必要となる基本的事項（姿勢・体位・触診方法)を説明できる。
３．触診の方法を習得し、不快感なく対象者に触れることができる。
４．骨指標（ランドマーク）、関節を触診できる。
５．筋の走行（起始・停止含む）、作用、支配神経（髄節含む）を説明し、触診できる。
６．靭帯の走行を説明し、触診できる。



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

３２ 腎機能と酸塩基平衡②

３３ 代謝と体温①

３４ 代謝と体温②

２９ 内分泌と生殖①

３０ 内分泌と生殖②

３１ 腎機能と酸塩基平衡①

２６ 呼吸②

２７ 消化と吸収①

２８ 消化と吸収②

２３ 循環①

２４ 循環②

２５ 呼吸①

２０ 血液②

２１ 心臓①

２２ 心臓②

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できる。
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：細胞生理、動物性機能 後期：植物性機能

回数 内容

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



科目 生理学実習 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 演習・実習

４ 演習・実習

５ 演習・実習

６ 演習・実習

７ 演習・実習

８ 講義

９ 講義

１０ 講義

１１ 演習・実習

１２ 演習・実習

１３ 演習・実習

１４ 演習・実習

１５ 演習・実習

１６ 演習・実習

１７

１８

１９

２０

２１

２２

２３

２４

２５

２６

２７

２８

２９

３０

実習２　事前学習②　

形成的評価(実習１・２)

実習２　手順の確認　デモ①

実習２　手順の確認　デモ②

実習２　実測①

実習２　実測②　

実習２　実測③　

実習２　実測④　データのまとめ

実習２　事前学習①

生理学、解剖学、運動機能解剖学などで使用する書籍
必要に応じ、資料・プリントを配布する。

提出課題（実習１および２のレポート）の提出をもって、本試験受験資格とする。
筆記試験を１００％とし、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。

※レポート作成上の注意点（学則に準ずる）
・計画的に進め、期限内提出を厳守。　・レポートで不備がある場合には、再提出を求める場合がある。
・レポートは個人で作成する。レポート作成にあたり、実験データ以外の他者の情報を用いることは禁止とする。
・他者の文章を用いた場合には盗用とみなし処分の対象となるため、そのような疑いをもたれないように作成すること。

・学習法が演習・実習の回に関しては、実習ができる服装・身だしなみとする。
・実習内容の理解を深めるため、事前に課題を提示することがある。

内容

オリエンテーション　　実習1　事前学習①

実習１　事前学習②

実習１　手順の確認　デモ

実習１　実測①

実習１　実測②　

実習１　実測③　

実習１　データのまとめ

１．リハビリテーション運動生理学　MEDICALVIEW
２．基礎運動学　第６版補訂　　医歯薬出版
３．生理学テキスト　第８版　文光堂
４．日本人体解剖学　南山堂

講　義　要　項
渡邉　泰典・塩澤　智美

通期・実習１単位・３０時間

実習１．反復運動による筋力（筋持久力）
実習２．漸増抵抗運動による心肺運動応答
体験項目として、肺気量分画とフローボリューム曲線、心肺機能と心電図の実測体験の実施。
上記項目についての実習を通じて、生理学はもとより解剖学・基礎解剖生理学等から得た知識とも統合して考えることで、人間の体の機能・仕
組みについて理解を深める。

１．実習テーマごとの目的を把握し、得られた結果を理解・分析・考察できる。
２．１に関する内容を文章化することができる。
３．実習手順に沿って、適切な機材操作と役割遂行をチームで行うことができる。



科目 保健医療福祉制度概論 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 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

１．標準作業療法学　地域作業療法学　第３版　医学書院

講　義　要　項
長江　真代　他

通期・講義１単位・３０時間

社会保障制度の全体的枠組みを理解すること。
医療保険制度・介護保険制度・障害者総合支援法の体系を学ぶ。
「地域作業療法論Ⅰ・Ⅱ」を学ぶにあたり必要となる。
「作業療法概論」、「生活環境論」、「義肢装具学」の中で医療保険・介護保険を用いた考え方の中で必要な知識となる。
加えて、次年度以降のケーススタディの中で入院、在宅生活における社会資源の活用へ生かす知識となる。

１．社会保障制度の概要・機能・変遷・作業療法との関連について説明できる。
２．介護保険利用可能サービス、また利用開始までの流れが説明できる。
３．医療保険制度・診療報酬制度の仕組みについて説明ができる。
４．障害者総合支援法で利用可能なサービス、また利用開始までの流れが説明できる。

医療保険制度③：同上

必要に応じて書籍紹介・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評価する。

内容

社会保障制度論：OTとの関連、社会保障制度概要、機能、特徴、体系、変遷

介護保険制度①：概要、必要性、仕組み（被保険者、要支援・要介護区分、介護サービス）

介護保険制度②：申請利用手順、特定疾病、ケアマネージャー、ケアマネジメント、福祉用具の貸与・購入、
　　　　　　　　　　　介護予防施策、高齢者向け施設

介護保険制度③：同上

介護保険制度④：ケーススタディ

医療保険制度①：概要、仕組み、分類、給付形態、診療報酬、後期高齢者医療制度、
　　　　　　　　　　　公費医療、生活保護、償還払い、高額療養費制度、成年後見制度

医療保険制度②：同上

ケーススタディ③：まとめ（発表、共有）

医療保険制度④：同上

医療保険制度⑤：ケーススタディ

障害者総合支援法①：概要（歴史、定義）、自立支援給付、地域生活支援事業、地域包括ケアシステム

障害者総合支援法②：障害者手帳、サービス給付までの流れ、就労支援

ケーススタディ①：医療保険・介護保険・障害者総合支援法提示、資料作成

ケーススタディ②：資料作成、発表準備



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 オリエンテーション　作業療法プロセスの確認 講義 ３１ 演習・実習

２ 骨折（橈骨遠位端骨折）１　処方箋～プログラム立案 演習・実習 ３２ 演習・実習

３ 骨折（橈骨遠位端骨折）２　処方箋～プログラム立案 演習・実習 ３３ 講義

４ 骨折（橈骨遠位端骨折）３　処方箋～プログラム立案 演習・実習 ３４ 演習・実習

５ 骨折（橈骨遠位端骨折）４　処方箋～プログラム立案 演習・実習 ３５ 演習・実習

６ 骨折（橈骨遠位端骨折）５　処方箋～プログラム立案 演習・実習 ３６ 演習・実習

７ 骨折（橈骨遠位端骨折）６　処方箋～プログラム立案 演習・実習 ３７ 演習・実習

８ 骨折（橈骨遠位端骨折）７　処方箋～プログラム立案 演習・実習 ３８ 演習・実習

９ 骨折（橈骨遠位端骨折）８　処方箋～プログラム立案 演習・実習 ３９ 演習・実習

１０ 骨折（橈骨遠位端骨折）９　処方箋～プログラム立案 演習・実習 ４０ 演習・実習

１１ 骨折（橈骨遠位端骨折）１０　処方箋～プログラム立案 演習・実習 ４１ 演習・実習

１２ 認知症１　処方箋～プログラム立案 演習・実習 ４２ 演習・実習

１３ 認知症２　処方箋～プログラム立案 演習・実習 ４３ 講義

１４ 認知症３　処方箋～プログラム立案 演習・実習 ４４ 講義

１５ パーキンソン病１　処方箋～プログラム立案 演習・実習 ４５ 講義

１６ パーキンソン病２　処方箋～プログラム立案 演習・実習

１７ パーキンソン病３　処方箋～プログラム立案 演習・実習

１８ パーキンソン病４　処方箋～プログラム立案 演習・実習

１９ パーキンソン病５　処方箋～プログラム立案 演習・実習

２０ パーキンソン病６　処方箋～プログラム立案 演習・実習

２１ パーキンソン病７　処方箋～プログラム立案 演習・実習

２２ パーキンソン病８　処方箋～プログラム立案 演習・実習

２３ 高齢期障害領域の作業療法 講義

２４ 精神障害１　処方箋～プログラム立案 演習・実習

２５ 精神障害２　処方箋～プログラム立案 演習・実習

２６ 精神障害３　処方箋～プログラム立案 演習・実習

２７ 精神障害４　処方箋～プログラム立案 演習・実習

２８ 精神障害領域の作業療法 講義

２９ 内部障害１　処方箋～プログラム立案 演習・実習

３０ 内部障害２　処方箋～プログラム立案 演習・実習

講　義　要　項
作業療法概論Ⅱ 担当講師 高橋　悠・神山　真美・塩澤　智美・渡邉　泰典　他

第１学年 時期・単位数・時間数 通期・講義３単位・９０時間

症例を基盤とした学習（CBL）にて、作業療法プロセスに沿った作業療法の思考過程を学ぶ。
また、作業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、作業療法概論Ⅰ、基礎医学、臨床医学の科目における学習内容を活用し展開される。

１．作業療法プロセスならびにICF・生活行為向上マネジメント・問題解決モデルを作業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、臨床医学の知識を作業療法の思考過程において活用することができる。
３．症例における作業療法の思考過程を他者に説明することができる。
４．作業療法における基本的な評価、治療の一部を体験する。

１．標準作業療法学　作業療法学概論　第３版　医学書院
２．標準作業療法学　身体障害作業療法学　第３版　医学書院
３．標準作業療法学　作業療法評価学　第３版　医学書院
４．病気がみえる　Vol.２　循環器　第４版　MEDIC MEDIA
５．病気がみえる　Vol.４　呼吸器　第３版　MEDIC MEDIA
６．病気がみえる　Vol.７　脳と神経　第２版　MEDIC MEDIA
７．病気がみえる　Vol.１１　運動器・整形外科　MEDIC MEDIA
※後期に購入する教科書については、後期講義開始前に別途通達する

適宜配布

筆記試験を１００％とし、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。

脳血管障害８　処方箋～再評価（効果判定）

内容

内部障害３　処方箋～プログラム立案

内部障害４　処方箋～プログラム立案

発達障害領域の作業療法

脳血管障害１　処方箋～再評価（効果判定）

脳血管障害２　処方箋～再評価（効果判定）

脳血管障害３　処方箋～再評価（効果判定）

脳血管障害４　処方箋～再評価（効果判定）

脳血管障害５　処方箋～再評価（効果判定）

脳血管障害６　処方箋～再評価（効果判定）

脳血管障害７　処方箋～再評価（効果判定）

脳血管障害９　処方箋～再評価（効果判定）

身体障害領域の作業療法

確認テスト

まとめ



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 演習・実習

３ 演習・実習

４ 演習・実習

５ 演習・実習

６ 演習・実習

７ 演習・実習

８ 演習・実習

９ 演習・実習

１０ 演習・実習

１１ 演習・実習

１２ 演習・実習

１３ 講義

１４ 演習・実習

１５ 演習・実習

１６ 演習・実習

１７ 演習・実習

１８ 演習・実習

１９ 演習・実習

２０ 演習・実習

２１ 演習・実習

２２ 演習・実習

２３ 演習・実習

２４ 演習・実習

２５ 演習・実習

２６ 演習・実習

２７ 演習・実習

２８ 演習・実習

２９ 演習・実習

３０ 講義

１．標準作業療法学　専門分野　日常生活活動・社会生活行為学　医学書院
２．福祉機器　選び方・使い方　副読本　基本動作編　一般財団法人保健福祉広報協会
３．福祉機器　選び方・使い方　副読本　自立支援編　一般財団法人保健福祉広報協会
４．福祉機器　選び方・使い方　副読本　住宅改修編　一般財団法人保健福祉広報協会

講　義　要　項
神山　真美

通期・実習２単位・６０時間

日常生活活動（ＡＤＬ）は人間が生活するための、基礎的な一連の身体動作群をいう。この科目では、基本の姿勢及び日常生活活動における動
作を学習し、障害を持つことで不自由となる動作を理解するとともに、指導・介助方法を考える基礎を学ぶ。また、作業療法士としての評価法・指
導法及び生活補助用具等の基礎的な技術を獲得することを目的とする。

１． 日常生活活動の基本的な概念を理解し、作業療法の理念に基づいた日常生活活動の重要性を理解する。
２． 日常生活活動の範囲について説明できる。
３． 日常生活活動とＱＯＬの関係について説明できる。
４． 身辺処理動作の工程分析・動作分析ができる。
５． 代表的な日常生活活動の 評価が実施できる。
６． 日常生活活動を支援する福祉機器について説明できる。
７． 日常生活活動の支援について説明できる。
８． 基本動作の介助ができる。
９． 代表的疾患の日常生活活動の介入原則を理解し説明できる。

生活行為について（更衣）

１．基礎運動学　第６版　補訂　医歯薬出版
２．標準作業療法学　基礎作業学　第３版

筆記試験及び実技試験ともに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。

着替えの有無に関してはその都度指示するが、原則常に実技可能な準備をしておくこと。

内容

オリエンテーション　ADLとは（概要）

基本動作（姿勢・起居動作）

基本動作（移乗・移動）

生活行為について（食事）

生活行為について（食事）

生活行為について（整容）

生活行為について（更衣）

ADLへの基本的介入（基本動作）　　動作観察・動作分析・運動分析

生活行為について（排泄）

生活行為について（入浴）

生活行為について（IADL）

生活行為について（IADL）

ADL評価①　ADLの評価とは

ADL評価②　BIとFIM、その他

ADL評価③　BIとFIM、その他

ADLとQOL

ADLへの基本的介入

ADLへの基本的介入

ADLへの基本的介入

ADLへの介入　　RA

形成的評価①

形成的評価②

まとめ

ADLへの介入　　CVA

ADLへの介入　　CVA

ADLへの介入　　CVA

ADLへの介入　　脊髄損傷

ADLへの介入　　脊髄損傷

ADLへの介入　　脊髄損傷


