
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 OR　効果のある作業療法の提供① 講義 ２１ 演習・実習

２ 効果のある作業療法の提供② 講義 ２２ 演習・実習

３ EBP①   臨床疑問の定式化　 講義 ２３ 演習・実習

４ EBP②  最良の根拠を見つけるための基礎知識 講義 ２４ 演習・実習

５ EBP③　文献検討のための基礎知識 講義 ２５ 演習・実習

６ EBP④　文献検討2.　質的研究 講義 ２６ 演習・実習

７ 事例報告・事例研究 講義 ２７ 演習・実習

８ 研究計画の立て方・研究の倫理的配慮 講義 ２８ 演習・実習

９ 研究活動の実践① 演習・実習 ２９ 演習・実習

１０ 研究活動の実践① 演習・実習 ３０ 演習・実習

１１ 研究活動の実践① 演習・実習

１２ 研究活動の実践① 演習・実習

１３ 研究活動の実践① 演習・実習

１４ 研究活動の実践① 演習・実習

１５ 研究活動の実践① 演習・実習

１６ 研究活動の実践① 演習・実習

１７ 研究活動の実践① 演習・実習

１８ 研究活動の実践①　まとめ 演習・実習

１９ 発表 演習・実習

２０ 発表 演習・実習

講　義　要　項
作業療法研究法 担当講師 長江　真代・渡邉　泰典・神山　真美

第３学年 時期・単位数・時間数 通期・講義２単位・６０時間

研究活動の実践②

今日の作業療法では、その有効性を示す根拠が重要視されている。本科目では、研究をする目的、研究に関する基礎知識、批判的に文献を読
む方法、研究の流れと手続きを中心に研究をどのような形で作業療法実践に活かすべきか、その方法の基礎を学習する。
本科目では実習で経験したケースについてテーマを絞って事例報告としてまとめ、準備から発表までの手順、わかり易く伝える方法までを学ぶ。

作業療法の研究に必要となる基礎的な知識と研究手法を理解し、研究および発表作業ができる。
１．作業療法実践と研究のつながりを理解する。
２．文献研究(文献レビュー）を実施できる。
３．研究デザインを理解する。
４．研究計画立案に必要な知識を理解する。
５．研究発表までの手順を知り、他者に対して分かりやすい発表ができる。

作業療法士のための研究法入門　三輪書店

適宜資料を配布

発表を１００％とし、そのうち６０％以上で合格とする。
※発表の構成は、前期５０％、後期５０％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。

前期 後期

内容

研究活動の実践②

研究活動の実践②

研究活動の実践②

研究活動の実践②

研究活動の実践②

研究活動の実践②

研究活動の実践②

研究活動の実践②

研究活動の実践②　まとめ



科目 作業療法教育論 担当講師

対象学年 第３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 演習・実習

１１ 講義

１２ 講義

１３ 講義

１４ 講義

１５ 講義

１．標準作業療法学　作業療法学概論　医学書院
２．教師のための「教える技術」　明治図書
３．上尾中央医療専門学校　実習要綱

講　義　要　項
神山　真美

通期・講義１単位・３０時間

この科目では、作業療法士に必要となる「教育および管理」の基本的内容について学習する。

作業療法の教育と管理運営について、基本的事項を理解し説明できる。
また、自分自身が教育・管理を行うにあたって”どうあるべきか”を考えることができる。
１．作業療法士に求められる資質・適性について説明できる。
２．教育の必要性や重要性について説明できる。
３．学習の原理原則を説明できる。
４．教育の基本的内容（指導者の役割・目標設定・教え方）を説明できる
５．管理の必要性や重要性について説明できる。

学習：　学習の効果（スキーマ、メタ認知）

筆記試験（７０％）、課題レポート（３０％）の合計１００％のうち６０％以上を合格とする。
（再試験が生じた場合は、筆記１００％のうち６０％以上で合格とする）
また出席率(学則参照)や提出物の状況を加味して総合的に評価します。

内　　容

オリエンテーション　　教育・管理論の必要性について
作業療法関連法規と倫理：　作業療法士に求められる資質・適性（医の倫理・作業療法士倫理規程など）

教育体系と人財育成：　リハチームとは（組織作りの考え方）・人材育成の考えて方
　　　　　　　　　　　　　　  作業療法の教育体系（臨床実習指導・生涯教育・後輩育成）

学習：　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：　成人学習と学習サイクル

人財育成：　指導者の役割（専門家、ファシリテーター、共同学習者）

人財育成：　目標設定の方法

人財育成：　教え方とフィードバック

人財育成：　演習①

人財育成：　演習①

作業療法管理・運営：　組織マネージメント（組織とマネージメント/リーダーシップ・日常業務と管理運営）

作業療法管理・運営：　組織マネージメント（組織とマネージメント/リーダーシップ・日常業務と管理運営）

ロールモデル（教育者）：　臨床教育の実際

ロールモデル（管理者）：　組織管理・運営、診療報酬・コスト（収益と経済学的視点）

まとめ



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　症例学習１.　① 演習・実習 ２１ 演習・実習

２ 症例学習１.　② 演習・実習 ２２ 演習・実習

３ 症例学習１.　③ 演習・実習 ２３ 演習・実習

４ 症例学習１.　④ 演習・実習 ２４ 演習・実習

５ 症例学習１.　⑤ 演習・実習 ２５ 演習・実習

６ 症例学習１.　⑥ 演習・実習 ２６ 演習・実習

７ 症例学習１.　⑦ 演習・実習 ２７ 演習・実習

８ 症例学習１.　⑧ 演習・実習 ２８ 演習・実習

９ 症例学習１.　⑨ 演習・実習 ２９ 演習・実習

１０ 症例学習１.　⑩ 演習・実習 ３０ 演習・実習

１１ 症例学習１.　⑪ 演習・実習 ３１ 演習・実習

１２ 症例学習１.　⑫ 演習・実習 ３２ 演習・実習

１３ 症例学習１.　⑬ 演習・実習 ３３ 演習・実習

１４ 症例学習１.　⑭ 演習・実習 ３４ 演習・実習

１５ 症例学習２.　① 演習・実習 ３５ 演習・実習

１６ 症例学習２.　② 演習・実習 ３６ 講義

１７ 症例学習２.　③ 演習・実習 ３７ 講義

１８ 症例学習２.　④ 演習・実習 ３８ 講義

１９ 症例学習２.　⑤ 演習・実習 ３９ 講義

２０ 症例学習２.　⑥ 演習・実習

講　義　要　項
医療保健福祉作業療法学 担当講師 渡邉　泰典・長江　真代・塩澤　智美

第３学年 時期・単位数・時間数 通期・講義１単位・実習１単位・７５時間

症例学習３.　③

この科目では、作業療法プロセスに沿って評価から治療実施、再評価に至る基本的な流れを演習を通して学び、臨床で求められる基本的な作
業療法が実施できることを目指す。
また、学習を通して免許取得に必要な最低限度の知識と思考能力の修得を目指す。

１．作業療法評価を実施し、対象者の作業的問題を特定することができる
２．作業の問題について具体的に影響する要因を分析し、統合と解釈として記述することができる
３．目標を達成するためのプログラムをその根拠とともに述べることができる
４．リスクを考慮して安全に介入する方法を考え、実践することができる
５．効果判定を実施し、実施内容を検討する視点を説明することができる
６．免許取得に必要な最低限の知識を修得し、臨床現場で活用できる

１．標準作業療法学　作業療法評価学　医学書院
２．標準作業療法学　身体機能作業療法学　医学書院
３．リハビリテーションビジュアルガイド第２版　学研

適宜資料を配布

症例情報および学習内容をもとに、基礎医学、臨床医学、作業療法評価および治療に関わる教科書・参考書を準備する

筆記試験１００％、及び実技試験１００％とし、それぞれ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。

※試験については、実技試験（本試験）→実技試験（再試験）→筆記試験（本試験）→筆記試験（再試験）の順番で実施する。
※再試験料については、実技または筆記どちらかで1回のみ支払いを行う。

２年次に学んだ症例学習、実習で担当したケースを振り返りながら内容を深めた症例学習ができるように、１つ１つの課題を丁寧に考えながら学
習を進めること。

前期 後期

内容

症例学習３.　①

症例学習３.　②

症例学習３.　⑮

症例学習３.　④

症例学習３.　⑤

症例学習３.　⑥

症例学習３.　⑦

症例学習３.　⑧

症例学習３.　⑨

症例学習３.　⑩

症例学習３.　⑪

症例学習３.　⑫

症例学習３.　⑬

症例学習３.　⑭

総合学習（国家試験に準ずる知識・思考）

総合学習（国家試験に準ずる知識・思考）

総合学習（国家試験に準ずる知識・思考）

総合学習（国家試験に準ずる知識・思考）


