
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

なし（適宜資料配布）

講　義　要　項
神山　真美・白石　和也・濵野　百合子

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きます。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」の形成を進めていきます。

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）

【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

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

【秋の交流会】
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

【秋の交流会】
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】
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】
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」

【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。



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 学習法

回数 内容 学習法 ２３ ケーススタディ① 演習・実習

１ オリエンテーション　変形性膝関節症 講義 ２４ ケーススタディ① 演習・実習

２ 変形性股関節症 講義 ２５ ケーススタディ① 演習・実習

３ 骨折（大腿骨頸部骨折・大腿骨骨幹部骨折・下腿骨折） 講義 ２６ ケーススタディ① 演習・実習

４ 骨折（圧迫骨折・コーレス骨折） 講義 ２７ ケーススタディ① 演習・実習

５ 靭帯損傷（ACL・PCL・MCL・足関節）・半月板損傷 講義 ２８ ケーススタディ① 演習・実習

６ 脊椎疾患（腰痛、頸部痛含む） 講義 ２９ ケーススタディ① 演習・実習

７ 脊髄損傷 講義 ３０ ケーススタディ① 演習・実習

８ 肩関節疾患（腱板損傷・肩関節周囲炎など） 講義 ３１ ケーススタディ① 演習・実習

９ 末梢神経障害・関節リウマチ　　 講義 ３２ ケーススタディ① 演習・実習

１０ まとめ 講義 ３３ ケーススタディ① 演習・実習

３４ ケーススタディ① 演習・実習

１１ 講義・実習 ３５ ケーススタディ① 演習・実習

１２ 講義・実習 ３６ ケーススタディ① 演習・実習

１３ 講義・実習 ３７ ケーススタディ① 演習・実習

１４ 講義・実習 ３８ 演習・実習

１５ 講義・実習 ３９ 演習・実習

１６ 講義・実習 ４０ 演習・実習

１７ 講義・実習 ４１ 演習・実習

１８ 講義・実習 ４２ 演習・実習

１９ 疾患別介入（TKA） 講義・実習 ４３ 演習・実習

２０ 講義・実習 ４４ 演習・実習

２１ 講義・実習 ４５ 演習・実習

２２ ケーススタディ①大腿骨頚部骨折 講義・実習

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。
提出課題において、内容及び体裁の不備が著しい場合、再提出の対象となる。

講　義　要　項
骨関節障害理学療法学 担当講師 大嶺　菜央・加藤　研太郎・吉田　真奈美

第２学年 時期・単位数・時間数 通期・講義２単位・実習１単位・９０時間

骨関節系の代表的な疾患に対する基本的な理学療法の進め方（一般的評価、理学療法の目的ならびに具体的方法、リスク管理）について学
ぶ。また、症例を基盤とした学習にて、理学療法プロセスにおける思考、技術を統合的に学ぶ。

１．骨関節障害の代表的な疾患に対する理学療法（評価・治療）を説明、実施できる
２．症例（骨関節障害）を通して、一連の理学療法プロセス（記録含む）を説明、実施できる
３．症例（骨関節障害）を通して、理学療法に必要な思考・知識・技術を統合的に活用することができる
※自己の考えを他者に伝えることができるとともに、自ら学ぶことできる
※学習に対する目標設定、具体的なプランとスケジュール立案、実施、また、定期的に内省と目標の再設定、行動修正が実施できる
※臨床実習を見据えて学習、行動することができる

骨関節理学療法学　医学書院　　リハビリテーションビジュアルブック　学研メディカル秀潤社
標準整形外科学　医学書院　病気がみえる⑪　メディックメディア
理学療法ハンドブック　協同医書出版社　機能障害科学入門　神陵文庫　国試の達人　アイペック Book Store

各疾患ガイドライン
その他必要と考えられる教科書　思考・評価・治療に関する教科書　　運動学・解剖学・生理学に関する教科書

前期に筆記試験、後期に実技試験を実施する。
前期の筆記試験１００％のうち６０％以上かつ後期の実技試験１００％のうち６０％以上で合格とする。
成績評価は、筆記試験と実技試験を足して２で除した値（小数点以下は切り捨て）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。
尚、提出課題の未提出者（提出期限に遅れた場合含む）、内容の不備、不正があった場合に関しては本試験受験を認めないこととする。また、
再提出を求める場合がある。

前期 内容

後期

障害別介入
（炎症管理・創傷管理・ポジショニング）

障害別介入（ROM制限）

形成的評価（評価）障害別介入（筋力低下）

障害別介入（起居動作・荷重・歩行練習）

形成的評価（治療）

上肢へのアプローチ



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 学習法

回数 内容 学習法 ３１ 演習・実習

１ オリエンテーション・病期別PT、ゴールの捉え方 講義・実習 ３２ 演習・実習

２ 脳血管障害（片麻痺） 講義・実習 ３３ 演習・実習

３ 脳血管障害（片麻痺） 講義・実習 ３４ 演習・実習

４ 脳血管障害（失調症） 講義・実習 ３５ 演習・実習

５ 高次脳機能障害・認知症 講義・実習 ３６ 演習・実習

６ 高次脳機能障害・認知症 講義・実習 ３７ 演習・実習

７ パーキンソン病 講義・実習 ３８ 演習・実習

８ 頭部外傷・SCD 講義・実習 ３９ 演習・実習

９ ギランバレー・多発性硬化症 講義・実習 ４０ 演習・実習

１０ まとめ 講義・実習 ４１ 演習・実習

４２ 演習・実習

１１ 演習・実習 ４３ 演習・実習

１２ 演習・実習 ４４ 演習・実習

１３ 演習・実習 ４５ 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

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。
提出課題において、内容及び体裁の不備が著しい場合、再提出の対象となる。

講　義　要　項
神経障害理学療法学 担当講師 新井  大志・松崎　智幸・宮原　拓也

第２学年 時期・単位数・時間数 通期・講義２単位・実習１単位・９０時間

神経障害を生じる代表疾患に対する基本的な理学療法の進め方（一般的評価、理学療法の目的ならびに具体的方法、リスク管理）について学
ぶ。
また、症例を基盤とした学習にて、理学療法プロセスにおける思考、技術を統合的に学ぶ。

１．神経障害の代表的な疾患に対する理学療法（評価・治療）を説明、実施できる
２．症例（神経障害）を通して、一連の理学療法プロセス（記録含む）を説明、実施できる
３．症例（神経障害）を通して、理学療法に必要な思考・知識・技術を統合的に活用することができる
※自己の考えを他者に伝えることができるとともに、自ら学ぶことできる
※学習に対する目標設定、具体的なプランとスケジュール立案、実施、また、定期的に内省と目標の再設、行動修正が実施できる
※臨床実習を見据えて学習、行動することができる

PT・OTビジュアルテキスト神経障害理学療法学
脳卒中に対する標準的理学療法介入　文光堂
病気がみえるvol.７
リハビリテーションビジュアルブック

理学療法ハンドブック
国試の達人
思考・評価・治療、解剖学・生理学・運動学に関する教科書
その他、必要と考えられる教科書

前期に筆記試験、後期に実技試験を実施する。
前期の筆記試験１００％のうち６０％以上かつ後期の実技試験１００％のうち６０％以上で合格とする。
成績評価は、筆記試験と実技試験を足して２で除した値（小数点以下は切り捨て）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。
尚、提出課題の未提出者（提出期限に遅れた場合含む）、内容の不備、不正があった場合に関しては本試験受験を認めないこととする。また、
再提出を求める場合がある。

前期 内容

ケーススタディ（4日間）

形成的評価（評価）

後期

形成的評価（治療）
脳血管障害（片麻痺）理学療法介入
ベッド上での理学療法・車いす乗車

脳血管障害（片麻痺）
理学療法介入
背臥位～起き上がり～坐位
坐位バランス練習

脳血管障害（片麻痺）
理学療法介入
起立～立位
立位バランス練習

脳血管障害（片麻痺）
理学療法介入
歩行練習

ケーススタディ（4日間）



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 学習法

回数 内容 学習法 ３０

１ ３１

２ ３２

３ ３３

４ ３４

５ ３５

６ ３６

７ ３７

８ ３８

９ ３９

１０ ４０

１１ ４１

１２ 癌リハビリテーション（周術期から終末期まで） 講義・実習 ４２

１３ 肥満やせ・サルコぺニア・フレイル 講義・実習 ４３

１４ まとめ 講義 ４４

４５

１５ ４６

１６ ４７

１７ ４８

１８ 遭遇しやすい症状と、その対処① 講義・実習 ４９

１９ 遭遇しやすい症状と、その対処② 講義・実習

２０ 肺炎、褥瘡、下側肺障害予防のポジショニング 講義・実習

２１ 早期離床実技（リスク管理含む）① 講義・実習

２２ 早期離床実技（リスク管理含む）② 講義・実習

２３

２４

２５

２６

２７

２８

２９

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。
提出課題において、内容及び体裁の不備が著しい場合、再提出の対象となる。

講　義　要　項
内部障害理学療法学 担当講師 白石　和也・高島　恵・福田　達郎

第２学年 時期・単位数・時間数 通期・講義２単位・実習１単位・９０時間

呼吸、循環、代謝系を中心とする内部障害に対する理学療法を行うための基本的な知識と方法論を習得する。
呼吸・心臓・腎臓リハビリテーションならびに糖尿病・癌に対するリハビリテーションの意義や包括的なチームアプローチについて学ぶ。
また、症例を基盤とした学習にて、理学療法プロセスにおける思考、技術を統合的に学ぶ。

１．内部疾患障害の代表的な疾患に対する理学療法（評価・治療）を説明、実施できる
２．症例（内部障害）を通して、一連の理学療法プロセス（記録含む）を説明、実施できる
３．症例（内部障害）を通して、理学療法に必要な思考・知識・技術を統合的に活用することができる
※自己の考えを他者に伝えることができるとともに、自ら学ぶことできる
※学習に対する目標設定、具体的なプランとスケジュール立案、実施、また、定期的に内省と目標の再設定、行動修正が実施できる
※臨床実習を見据えて学習、行動することができる

内部障害理学療法学　羊土社　　　リハビリテーションビジュアルブック　　　気道吸引実践マニュアル　文光堂
思考・評価・治療に関する教科書　　　運動学・解剖学・生理学に関する教科書　　　理学療法ハンドブック
病気がみえる呼吸器・循環器・代謝　　　国試の達人　　　その他必要と考えられる教科書

前期に筆記試験、後期に実技試験を実施する。
前期の筆記試験１００％のうち６０％以上かつ後期の実技試験１００％のうち６０％以上で合格とする。
成績評価は、筆記試験と実技試験を足して２で除した値（小数点以下は切り捨て）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。
尚、提出課題の未提出者（提出期限に遅れた場合含む）、内容の不備、不正があった場合に関しては本試験受験を認めないこととする。また、
再提出を求める場合がある。

前期 内容

ケーススタディ　（5日間） 講義・実習

オリエンテーション

呼吸器疾患　呼吸リハビリテーション
（COPD・間質性肺炎・肺炎等）

講義・実習

循環器疾患　心臓・腎不全リハビリテーション
（狭心症・心筋梗塞・心不全・動脈瘤・大動脈解
離・高血圧・ASO・Buerger病・　DVT・不整脈
等）

講義・実習

糖尿病リハビリテーション・理学療法 講義・実習

後期

代表的な内部障害の検査所見、中止基準、リ
スク管理、緊急時対応

講義・実習

形成的評価 講義・実習

喀痰吸引の理論と実際 講義・実習


