
科目 小児科学 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

標準理学療法作業療法学　専門基礎分野　小児科学　　医学書院

講　義　要　項
黒沢・中島・三村・石川・種市・須貝・須田・堀中・内山

前期・講義１単位・３０時間 

臨床で見られる小児科領域における各種疾患、症状、リハビリテーションを含めた治療法について、基本的な知識を学習する。

小児領域における、代表的な疾患、ならびに症状、治療法について説明できる。

腎・泌尿器系・生殖器疾患

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

総論・診断

循環器疾患

呼吸器疾患

消化器疾患

内分泌・代謝疾患

血液疾患・悪性腫瘍性疾患

免疫・アレルギー・喘息

心身医学疾患（チック・不登校・虐待）

急性疾患（ＳＩＤＳなど）と感染症(脳炎・髄膜炎・その他細菌／ウイルス性)

中枢神経先天奇形(無脳症・二分脊髄・小脳症・水頭症）・てんかん

新生児疾患・小児救急

中枢神経系疾患（脳性麻痺・重症心身障害児筋ジストロフィー）

知的障害を伴う疾患①（ダウン症・知的障害／精神遅滞・ＡＤＨＤなど）

 知的障害を伴う疾患②（学習障害(ＬＤ)・自閉症／広汎性発達障害／アスペルガー)



科目 老年医学 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

標準理学療法学・作業療法学　老年学　医学書院

講　義　要　項
橋立　博幸・井平　光・岡村　洋克・山田　典彦

前期・講義１単位・３０時間

老化に伴う機能・心理の変化と疾病の関係、高齢者をめぐる社会的問題などを総合的に学習する。

１．老化について説明できる
２．加齢に伴う変化について説明できる
３．老年症候群について説明できる
４．高齢者のリハビリテーションの現状が説明できる

高齢者リハビリテーションの現状①

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

高齢者に多い症候（摂食障害、肺炎）①

高齢者に多い症候（摂食障害、肺炎）②

高齢者に多い症候（がん）③

高齢者に多い症候（がん）④

高齢者に多い症候と老年症候群①

高齢者に多い症候と老年症候群②

高齢者に多い症候と老年症候群③

高齢期の特徴と臨床での現状と展望(トピックスを含め)

高齢者リハビリテーションの現状②

高齢者リハビリテーションの現状③

加齢に伴う生理機能の変化（形態学的変化も含む）①

加齢に伴う生理機能の変化（形態学的変化も含む）②

加齢に伴う運動機能の変化①

加齢に伴う運動機能の変化②



科目 一般臨床医学Ⅱ（栄養・臨床薬学） 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

栄養分野　　　：なし（配布資料にて対応）
臨床薬学分野：リハベーシック薬理学・臨床薬理学　　医歯薬出版株式会社

講　義　要　項
渡辺　正幸・土屋　裕伴

前期・講義１単位・３０時間

高度化する医療ニーズに対応するための栄養学、臨床薬学について学ぶ

栄養の基本的事項について理解する
１．各栄養素の必要性と代謝
２．栄養状態の評価
３．運動・侵襲時・障害等の時期における栄養
４．糖代謝異常の病因・病態
５．たんぱく質・アミノ酸代謝異常の病因・病態
６．脂質代謝異常の病因・病態
７．無機質代謝異常の病因・病態

薬物の基本的事項について理解する
１．薬物の作用機序
２．薬物の投与方法
３．薬物の体内動態
４．リハビリテーション対象者が用いる、代表的な薬物の作用機序およびリスク

代謝異常の病因・病態②

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

栄養を学ぶ意義（栄養学、リハビリテーション栄養、栄養サポートチーム）

消化・吸収の基礎／三大分子（糖質・たんぱく質・脂質の代謝）の構造と機能

ビタミン・ミネラルの重要性

栄養補給ルート・エネルギー代謝・栄養必要量

運動時の栄養（リハビリテーション実施における必要栄養量等）

侵襲時および栄養不良時の栄養

代謝異常の病因・病態①

薬理学とは／薬理学を学ぶ意義

薬物が作用する仕組み／薬物の投与方法/薬物の体内動態

抗炎症薬と鎮痛薬（鎮痛薬、ステロイド、オピオイドなど）

中枢神経系に作用する薬物①（統合失調症、うつ病、認知症、せん妄など）

中枢神経系に作用する薬物②（パーキンソン病、てんかん、不眠症など）

循環器系に作用する薬物（高血圧、心不全、虚血性心疾患など）

代謝系、呼吸器系に作用する薬物（糖尿病、脂質異常症、気管支喘息、慢性閉塞性肺疾患など）

高齢者の薬物療法／ポリファーマシー／運動機能障害／薬害



科目 予防理学療法学 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 演習・実習

１４ 講義

１５ 講義

　壮年期における予防理学療法②　心疾患・脳卒中の予防（発症予防・再発予防）

講　義　要　項
新井・高島・吉田・阿久澤・川島・渡邉・久住・平岡・丸毛・講内

前期・講義１単位・３０時間

国民の健康寿命を延伸するには、病気にかからないための方略、すなわち予防が必要である。予防理学療法学とは、国民の疾病や老年症候群
の発症予防、再発予防を含む身体活動について研究する学問である。この科目は予防理学療法の各領域における理学療法士としての役割を
学ぶとともに、予防の理論と具体的な方法論を学ぶ。

１．予防とは何か説明できる
２．予防分野における理学療法士の役割を説明できる
３．予防理学療法の領域とその概要を説明できる
４．予防の理論、方法論を説明できる
５．健康増進、生活習慣病予防、疾病予防について説明できる
６．産業保健領域、スポーツ障害における予防について知っている
７．介護予防に関する理学療法について説明できる

予防と産業の理学療法　南江堂

予防理学療法学要論　医歯薬出版
他、必要に応じて適宜資料を配布する

非常勤講師の授業（６コマ目～１３コマ目）で作成する講義カード全ての提出をもって、本試験の受験資格とする。
単位認定は筆記試験を１００％とし、その点数の６０％以上をもって合格とする。
その他、成績判定は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、講義カードの未提出者（各コマの提出期限に遅れた場合含む）ならびに講義カードで不正があった場合は、
本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

　予防理学療法の目指すもの　定義～領域まで
　（健康寿命　一次・二次・三次予防　 予防理学療法の概要　２つのアプローチ：ハイリスクとポピュレーション）

　介護予防と理学療法　ケーススタディ
　（介護予防プラン・転倒予防事業の立案等）

　介護予防と理学療法　ケーススタディ  　・　まとめ
　（介護予防プラン・転倒予防事業の立案等）

　介護予防における理学療法士の役割　埼玉理学療法士会の活動と川越の取り組み

　地域包括ケアシステムと介護予防　一次予防事業と二次予防事業　元気高齢者を中心とした介護予防の実際

　介護予防の理論と具体的な介入方法　運動器の機能低下、ロコモティブシンドローム予防、転倒予防

　介護予防と作業療法　認知症予防に対する取り組み

　介護予防の理論と具体的な介入方法　リハビリテーション栄養、口腔機能、摂食嚥下機能、呼吸器疾患

　ウィメンズヘルスに対する理学療法

　スポーツ現場における予防理学療法／人間ドックにおける運動器検診の取り組み

　学生年代から取り組む1次予防　肩こり・腰痛予防体験会

　高齢期の予防理学療法の考え方
　（フレイル　転倒・骨折予防　ロコモティブシンドローム　軽度認知障害(MCI)）

　産業保健領域における予防について
　(腰痛　首肩腕症候群　メンタルヘルス等 　行動変容アプローチの概要)

　壮年期における予防理学療法①　生活習慣病・代謝疾患の予防
　（身体活動　NCDｓ　生活習慣病予防　メタボリックシンドローム予防）



科目 基礎臨床医学 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

病気がみえるシリーズ　国試の達人　リハビリテーションビジュアルブック　第２版
神経理学療法学　内部障害理学療法学　骨関節理学療法学　　　その他

講　義　要　項
大嶺　菜央・白石　和也・新井　大志

前期・講義１単位・３０時間

各臨床医学の中でも特に理学療法分野と関わりの深い臨床医学について学びを深め、代表的な疾患の病態や障害を理解することで、評価や
治療につなげる。

代表的な疾患について
１．疾患に関わる運動・解剖・生理学について説明できる
２．病態（定義、疫学、病態生理、成因、併存疾患、予後等）について説明できる
３．診断（診断基準（分類など含む）、臨床所見（症状、病態運動）、検査等）について説明できる
４．治療（管理目標、保存療法、手術療法等）について説明できる
（５．疾患から想起される理学療法評価項目の列挙ができる）　*系統別理学療法学にて実施
（６．疾患から想起される理学療法治療内容と禁忌事項が列挙できる）　＊系統別理学療法学にて実施

頭部外傷、脳性麻痺、パーキンソン病

筆記試験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。

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

内容

関節リウマチ

大腿骨頚部骨折

脊髄損傷

変形性関節症

総論（主要症状）　　脳血管障害、高次脳機能障害、認知症

脳血管障害、高次脳機能障害、認知症

脳血管障害、高次脳機能障害、認知症

糖尿病（合併症含む）、腎疾患、がん　②

脊髄小脳変性症、ギランバレー症候群、多発性硬化症

ＣＯＰＤ、肺炎等　①

ＣＯＰＤ、肺炎等　②

心不全、虚血性心疾患、動脈疾患（ＡＳＯ）　①

心不全、虚血性心疾患、動脈疾患（ＡＳＯ）　②

糖尿病（合併症含む）、腎疾患、がん　①



科目 理学療法評価総論 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 講義

１２ 講義

１３

１４

１５ 講義

１６ 講義

１７

１８

１９

２０

２１

２２

２３

２４

２５

２６

２７

２８

２９

３０

全身状態　意識・覚醒状態

講　義　要　項
大嶺　菜央・白石　和也・新井　大志

前期・講義１単位・３０時間

理学療法士として各検査測定項目の目的、判定基準等を熟知し、症例に必要な検査測定項目を選択し実施することで、対象者の問題点を的確
に把握することができる。
この科目では、症例に必要な検査項目の選択と各検査測定の目的、方法、判定基準、注意点を理解できるようにする。

１．理学療法における評価とは何か説明できる
２．各検査測定の目的、判定基準、注意点が説明できる
３．症例の病態、症状の予測から必要な検査測定項目を選択することができる
４．動作の情報、観察から必要な検査測定項目を選択することができる（演繹法）
５．症例の動作を模倣することができる
６．検査測定にて仮説を検証することができる（帰納法）

図解検査測定技術ガイド第２版　文光堂
PT・OTビジュアルテキストリハビリテーション基礎評価学第２版　羊土社
神経診察クローズアップ改訂第３版　メジカルビュー
徒手筋力検査法第１０版　協同医書出版社
ケースで学ぶ理学療法臨床思考　文光堂（一部プリントで配布）
理学療法臨床評価プランニング　南江堂
国試の達人（青）　アイペック
その他適宜資料を配布

機能障害科学入門　神陵文庫、運動療法Ⅰ　神陵文庫
解剖学、生理学、運動学の教科書、理学療法ハンドブック第１巻、病気がみえるシリーズ

筆記試験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。

※予習課題
　①シラバスに記載してある評価項目のオーバービュー、検査の流れ・ポイント、実施項目を事前に読み説明できる状態で授業に臨むこと。
　②ケースの初期情報（処方箋、現病歴、観察等）を読み、必要な検査測定項目をまとめた上で授業に臨むこと　（ケースに必要な検査測定
　項目の列挙　⇒　シラバスに記載してある評価項目を実施する目的・方法・リスクとその対策・使用物品、環境設定を説明できる状態にし
　ておく）
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　　評価とは

視診　触診　バイタルサイン

姿勢・動作観察分析

ケース①　関節可動域測定　疼痛検査　

ケース③　筋力測定　形態測定　深部腱反射

ケース⑥　呼吸評価

講義

ケース⑧　運動失調検査　運動耐容能検査　バランス検査

ケース⑩　ＡＤＬ評価

脳神経検査　高次脳機能検査　整形外科的検査 講義

形成的評価

ケース⑦　片麻痺運動検査　筋緊張検査　感覚検査　姿勢反射検査　表在・病的反射

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　評価とは 講義 ３１

２ 全身状態　意識・覚醒状態 ３２

３ 視診・触診 ３３

４ ３４

５ ３５

６ ３６

７ ３７

８ ３８

９ ３９

１０ ４０

１１ ４１

１２ ４２

１３ ４３

１４ ４４

１５ ４５

１６

１７

１８

１９

２０

２１ 実技練習・まとめ

２２

２３

２４

２５

２６

２７

２８

２９

３０

※予習課題
　ケースの初期情報（処方箋、現病歴、観察等）を読み、必要な検査測定項目をまとめた上で授業に臨むこと。（ケースに必要な検査測定項目
の列挙）
    ⇒　シラバスに記載してある評価項目を実施する目的・方法・リスク・使用物品を説明できる状態にしておく）
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
理学療法評価技術論 担当講師 白石　和也・新井　大志・大嶺　菜央

第２学年 時期・単位数・時間数 前期・実習３単位・９０時間

理学療法士として適切かつ正確な評価を実施し対象者の問題点を的確に把握することが、治療をより効率的かつ効果的なものにし、対象者の
運動機能、ＡＤＬ、ＱＯＬを改善させることに繋がる。この科目では理学療法評価の意義を理解し、特定の疾患に限らず広範に用いられる理学療
法評価の基本的な検査・測定手技および評価の記載方法を習得する。
その上で検査測定を適切かつ正確に実施できること、また個々の症例にあった検査測定の選択と安全に実施できるようにする。

１．個々の検査・測定についてその方法が説明できる
２．個々の検査・測定について正確かつ安全に実施できる
３．姿勢別に可能な検査・測定項目を効率的に実施できる

図解検査測定技術ガイド
PT・OTビジュアルテキストリハビリテーション基礎評価学
神経診察クローズアップ改定第3版
徒手筋力検査法 第10版
障害別ケースで学ぶ理学療法臨床思考
理学療法臨床評価プランニング
その他適宜資料を配布

解剖学、生理学、運動学の教科書
理学療法ハンドブック第１巻

筆記試験・実技試験ともに満点を１００％とし、それぞれ６０％以上で合格とする。
また、実技試験は２課題で構成され、それぞれ５０％とし合計で１００％とする。
成績評価は、実技試験・筆記試験の点数を足して２で除した点数（小数点切捨て）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

ケース⑧　運動失調（協調運動）検査
10ｍ歩行　運動耐容能検査　握力

演習・実習

演習・実習

ケース⑨　バランス検査（ＦＲ・TUG・ＦＢＳ）
筋力検査（体幹）

バイタルサイン

ケース⑩　関節可動域測定（体幹）　ＡＤＬ評価

動作・姿勢観察・分析（基本動作・ADL動作）

脳神経検査　高次脳機能検査

ケース①　疼痛検査　筋力測定（股関節）
関節可動域測定（股関節） 整形外科的検査

ケース②　下肢形態測定（下肢長・周径）
炎症評価　関節可動域測定（膝関節）
筋力測定（膝関節）

実技練習・まとめ

形成的評価

ケース③　関節可動域測定（足関節）
筋力測定（足関節）　深部腱反射（上下肢）

実技練習・まとめ

ケース④　上肢形態測定（上肢長・周径）
関節可動域測定（肩関節）筋力測定（肩関節）

ケース⑤　関節可動域測定（肘・手関節）
筋力測定（肘・手関節）

形成的評価

ケース⑥　呼吸評価（視診・触診・聴診・打診）

ケース⑦　片麻痺運動機能検査、SIAS
筋緊張検査（上下肢）
感覚検査（表在・深部）
姿勢反射・反応検査、表在・病的反射
（10ｍ歩行）



科目 理学療法評価思考論 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

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

実践編・ケースで学ぶ理学療法臨床思考、リハビリテーションリスク管理ハンドブック

講　義　要　項
高島　恵

前期・講義２単位・６０時間

ケーススタディを通して、理学療法思考過程を学ぶ。具体的には、代表的な疾患の病態生理・仮説・検査測定項目の選択・データごとの解釈・統
合解釈・問題点抽出・ゴール設定・プログラム立案について学ぶ。
また、第２学年で学ぶ臨床医学および各評価・治療論とのつながりを意識しながら学ぶことで、理学療法の基盤を形成することを目指す。
さらに、各ケースにおいて様々な仮説を立て議論することで、理学療法の多様性についても理解を深める。

ケースに対して助言・指導の下、理学療法の思考過程を流れに沿って考えることができる。

１．疾患の病態を整理（成因・症状・経過・治療）を行うことができる
２．処方箋および病態より、代表的な機能障害および活動制限が列挙できる
３．２に対応した検査測定項目・情報収集項目が列挙できる
４．ＡＤＬおよび基本動作を観察し、特徴を捉えることができる
５．初期情報および動作分析から、問題点の仮説を立てることができる
６．５をもとに３の内容を見直し、ケースに見合った検査測定項目を選択することができる
７．個々の検査・測定結果および病態（画像評価含む）を読み取り、症候障害学的な視点から統合解釈ができる
８．統合解釈において、ICFおよび問題解決モデルを用いた説明ができる
９．主要問題点抽出（参加領域含む）し、それと整合性のあるゴール設定・プラン立案が行える
１０．一連の理学療法プロセスに必要なリスク管理の視点を養う

ケース１　整形外科疾患　　　ゴール設定

病態・基礎医学・評価・治療を考えるうえで必要な資料は各自持参すること

レポート課題を１００％とし、６０％以上をもって合格とする。＊レポート課題はケース２の開始時に提示
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。

＊授業中にPCを使用して文書作成することを許可する。その場合の電源コードや延長コードは各自準備すること。
＊定められた予習・復習を必須とする。
＊特に、予習せず授業に参加する、授業中のグループワークで発言しないなど、他の学生に対して迷惑と判断した場合は退室を命じることがあ
る。
＊レポート盗用については、学生便覧を必ず再確認すること。

内容

ケース１　整形外科疾患　　　病態生理／機能障害・活動制限の列挙

ケース１　整形外科疾患　　　動作観察～記録　　　　　

ケース１　整形外科疾患　　　動作観察～記録　　　　　

ケース１　整形外科疾患　　　仮説作成・検査測定項目列挙　　　

ケース１　整形外科疾患　　　結果読み取り　　　　　

ケース１　整形外科疾患　　　統合解釈（ＩＣＦ・問題解決モデル）

ケース１　整形外科疾患　　　統合解釈（ＩＣＦ・問題解決モデル）　

ケース２　中枢神経疾患　　　まとめ

ケース１　整形外科疾患　　　プログラム立案

ケース１　整形外科疾患　　　まとめ

ケース２　中枢神経疾患　　　病態生理／機能障害・活動制限の列挙

ケース２　中枢神経疾患　　　動作観察～記録　　　　　

ケース２　中枢神経疾患　　　動作観察～記録　　　　　

ケース２　中枢神経疾患　　　仮説作成・検査測定項目列挙　　　

ケース２　中枢神経疾患　　　結果読み取り　　　　　

ケース２　中枢神経疾患　　　統合解釈（ＩＣＦ・問題解決モデル）　　＊統合解釈は文章化したものを持参しプレゼン

ケース２　中枢神経疾患　　　統合解釈（ＩＣＦ・問題解決モデル）　　＊統合解釈は文章化したものを持参しプレゼン

ケース２　中枢神経疾患　　　ゴール設定

ケース２　中枢神経疾患　　　プログラム立案

ケース３　内科系疾患　　　　統合解釈（ＩＣＦ・問題解決モデル）　　＊統合解釈は文章化したものを持参しプレゼン

ケース３　内科系疾患　　　　ゴール設定

ケース３　内科系疾患　　　　プログラム立案

ケース３　内科系疾患　　　　まとめ

ケース３　内科系疾患　　　　病態生理／機能障害・活動制限の列挙

ケース３　内科系疾患　　　　病態生理／機能障害・活動制限の列挙

ケース３　内科系疾患　　　　動作記録の読み取り　　　　

ケース３　内科系疾患　　　　仮説作成・検査測定項目列挙　　　

ケース３　内科系疾患　　　　結果読み取り　　　　　

ケース３　内科系疾患　　　　統合解釈（ＩＣＦ・問題解決モデル）　　＊統合解釈は文章化したものを持参しプレゼン



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　症例検討　運動学習 講義・実習 ３０ 実習

２ 運動学習・姿勢 講義・実習 ３１ 実習

３ 基本動作・ADL　歩行 講義・実習 ３２ 講義・実習

４ 基本動作・ADL　歩行 講義・実習 ３３ 講義・実習

５ 関節可動域　ストレッチ 講義・実習 ３４ 講義・実習

６ 関節可動域　ストレッチ 講義・実習 ３５ 講義・実習

７ 関節可動域　ストレッチ 講義・実習 ３６ 講義・実習

８ 筋力　筋持久力　全身持久力（体力） 講義・実習 ３７ 講義・実習

９ 筋力　筋持久力　全身持久力（体力） 講義・実習 ３８ 講義・実習

１０ 筋力　筋持久力　全身持久力（体力） 講義・実習 ３９ 講義・実習

１１ 協調性　バランス 講義・実習 ４０ 講義・実習

１２ 協調性　バランス 講義・実習 ４１ 講義・実習

１３ 廃用症候群　リスク管理　 講義・実習 ４２ 講義・実習

１４ 確認テスト（筆記）　まとめ 講義・実習 ４３ 実習

１５ 講義・実習 ４４ 実習

１６ 講義・実習 ４５ 講義・実習

１７ 講義・実習 ４６

１８ 講義・実習 ４７

１９ 講義・実習 ４８

２０ 講義・実習 ４９

２１ 講義・実習 ５０

２２ 講義・実習 ５１

２３ 講義・実習 ５２

２４ 講義・実習 ５３

２５ 講義・実習 ５４

２６ 講義・実習 ５５

２７ 講義・実習 ５６

２８ 講義・実習 ５７

２９ 講義・実習 ５８

５９

６０

①服装はTシャツ・ハーフパンツ・運動靴など動き易く、観察・触診等がし易いものとする。
　身だしなみ（髪型、爪、装飾品等）に留意し実技に臨むこと　態度・身だしなみ不良のものに関しては受験資格を与えないと共に、その場で単位
不認定とする場合がある。
②各自症例の追加情報を読み必要な治療項目、目的をまとめた上で授業に臨むこと。予習を行わず講義に参加することは自分自身のためにな
らないばかりではなく、グループワーク等他の人の迷惑となります。必ず予習をして参加すること。
③お互いの様々な考え方を学ぶことによって学習効果が高まります。自分なりの予習内容や考えをもとに積極的に発言すること。講師あるいは
他の人の意見を黙って聞くだけという姿勢はルール違反です。

講　義　要　項
運動療法技術論 担当講師 白石　和也・新井　大志・大嶺　菜央

第２学年 時期・単位数・時間数 前期・実習３単位・９０時間

運動療法は理学療法における治療に位置づけられ、理学療法士は個々の症例に対して適切に運動療法を施行する。
この科目では、運動療法の理論、技術を学習し、適切かつ安全、効果的、効率的に実施できることを目的とする。
さらに、理学療法評価から適切に運動療法が選択できること、また、代表的な症例に対する運動療法を実施できることを目的とする。

１．運動療法の理論、目的、方法が説明できる
２．運動療法が適切かつ安全、効果的、効率的に実施できる
３．理学療法評価から適切に運動療法が選択できる
４．代表的な症例に対する運動療法を実施できる

運動療法学　金原出版　　運動療法Ⅰ　神陵文庫　　ケースで学ぶ理学療法臨床思考　他　文光堂
PT・OT・STのための気道吸引実践マニュアル　文光堂　　リスク管理ハンドブック　メジカルビュー社
その他資料適宜配布

解剖学・生理学・運動学教科書　理学療法ハンドブック等

実技試験・筆記試験ともに満点を１００％とし、それぞれ６０％以上を合格とする。成績評価は、実技試験・筆記試験の点数を足して２で除した点
数（小数点切捨て）とする。なお、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。

ケース②：大腿骨顆上骨折
関節可動域練習（膝関節）
筋力強化練習（膝関節）
歩行練習

内容

形成的評価（実技）

 ケース⑥：脊髄損傷呼吸リハビリ（詳細は内部PTで実施）

ケース⑦：脳血管障害
関節可動域練習（足関節）
ストレッチ（足周囲筋）
脳卒中運動療法
基本・ADL動作練習（寝返り、起き上がり、起立、移乗、
歩行、階段、トイレ、入浴等）

ケース⑧:小脳出血
協調性練習
体力（全身持久力）強化練習
ケース⑨：脊髄小脳変性症
動作練習
バランス練習
ケース⑩：パーキンソン病
関節可動域練習（体幹）
動作練習

形成的評価（実技）
ケース①：変形性股関節症
関節可動域練習（股関節）
筋力強化練習（股周囲筋）
ストレッチ（股周囲筋・体幹）

まとめ

ケース③：腰部脊柱管狭窄症
筋力強化練習（体幹・足部周囲）
姿勢alignment修正

ケース④：肩関節周囲炎
関節可動域練習（肩関節・肩甲骨）
ストレッチ（肩周囲筋）
筋力強化練習（肩周囲筋）

ケース⑤：コーレス骨折
関節可動域練習（肘・手関節）
ストレッチ（肘・手周囲筋）
筋力強化練習（手周囲筋）



科目 物理療法技術論 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 講義

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

PT・OTビジュアルテキスト　エビデンスから身につける物理療法　羊土社

講　義　要　項
松崎　智幸・吉田　真奈美・大嶺　菜央

前期・実習１単位・４５時間

理学療法を展開するにあたって物理療法は必要不可欠な治療手段である。
この科目では、物理療法の特性を理解し、実施できることで理学療法の治療手段を広範囲にすることを目的とする。

１．各物理療法に用いられる物理的エネルギーの特性が説明できる
２．各物理的エネルギーが人体に及ぼす影響（生理的作用）が説明できる
３．各物理療法の適応・禁忌が言える
４．各物理療法を正しい手順で安全に実施できる
５．代表的な病態・障害に対し効果的な物理療法を選択、実施できる

牽引療法総論・デモンストレーション・実施

実技試験は２課題から構成され、それぞれ１００点の合計２００点を１００％とする。筆記試験は１００点を１００％とし、実技試験、筆記試験それぞ
れ６０％以上を合格とする。
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。

毎回実技を実施するため、適した服装を準備すること。
実習態度が不良のもの、事前学習に不足のあるもの、積極性が欠けるものに関しては受験資格を与えないと共に、その場で単位不認定とする
場合がある。

内容

オリエンテーション・物理療法総論

温熱療法

寒冷療法　（RICE処置含む）

温熱・寒冷デモンストレーション・実施

温熱療法　寒冷療法　練習

温熱療法　寒冷療法　練習

温熱療法　寒冷療法　練習

電気療法　水治療法　練習

光線療法総論、レーザー総論・デモンストレーション・実施

牽引療法　レーザー練習　

牽引療法　レーザー練習　

牽引療法　レーザー練習　

形成的評価

形成的評価

水治療法総論・デモンストレーション・実施

電気療法総論

電気療法総論・デモンストレーション・実施

電気療法　水治療法　練習

電気療法　水治療法　練習

形成的評価

形成的評価

まとめ



科目 義肢装具学 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・実技

１１ 講義・実技

１２ 講義・実技

１３ 講義・実技

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

２５

２６

２７

２８

２９

３０

PT・OTビジュアルテキスト　義肢・装具学　羊土社

講　義　要　項
宮原　拓也

前期・講義１単位・３０時間

切断に関する病態と医学的介入を学び、切断後の断端管理、理学療法評価を学ぶ。加えて、義足装着に必要な義足の知識と調整について学
び、切断者のADL獲得に向けた理学療法介入を学ぶ。
装具の構造や部品、種類を学び、各疾患に対する装具療法を学ぶ。

１．切断に関する病態と医学的介入が説明できる。
２．義足の基本構造・各種部品について説明ができる。
３．切断者に対する理学療法評価・調整・理学療法について説明できる。
４．装具の基本構造と種類・各種部品について説明できる。
５．各疾患に対する装具療法について説明できる。

義足アライメント

義肢装具のチェックポイント第８版　　医学書院
適宜資料を配布

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。

各講義の前には十分に予習した状態で臨むこと。
グループワークの際には能動的に参加すること。

内容

オリエンテーション・義肢学総論

義足ソケットの種類・義足ソケットの選択

義足ソケットの種類・義足ソケットの選択

義足ソケットの種類・義足ソケットの選択

継手の種類・継手の選択

継手の種類・継手の選択

義足アライメント

頚椎疾患装具・胸腰椎疾患装具

義足アライメント

下肢切断の理学療法評価

下肢切断者に対する理学療法プログラム

下肢切断者に対する理学療法プログラム

義足事例

義足形成的評価

装具学総論

下肢装具の構成部品

脳卒中片麻痺の装具

脳卒中片麻痺の装具

対麻痺に対する装具・脊柱側弯症の装具

整形外科的装具・靴型装具・小児疾患の装具

末梢神経障害の装具・関節リウマチの装具・支給制度

装具形成的評価



科目 臨床理学療法実習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

１～８ 講義・演習

４８～５５ 講義・演習

９～４８ 臨床実習 実習

講　義　要　項
白石　和也・新井　大志・大嶺　菜央

前期・実習２単位・９０時間

職場のチームの一員として、理学療法士が実際に日々行っている業務全般に部分的に参加することで、基本的態度をより高めながら、理学療
法士の使命や業務内容を理解する。
また、学内で学習した検査測定及び動作観察を体験し、その後の学習につなげるとともに、業務見学および体験を通じて個々の疾患の病態か
らおこる動作の特徴や障害像の理解を深める。

ある程度の助言・指導の下、理学療法業務を体験することができる
＊情意および各理学療法プロセスにおける見学、協同参加、見守りの到達目標は実習要項p61参照
　１）基本的態度をより高めながら、理学療法士の使命や業務内容を理解する
　２）学内で学習した検査測定及び動作観察を体験し、その後の学習につなげる
　３）個々の疾患の病態からおこる動作の特徴や障害像を理解し説明できる
　４）理学療法業務全般の体験から自己の行動を振り返り、修正ができる

実習要綱
その他資料適宜配布

事後セミナー

実習前のセミナー（１０％）、臨床実習（８０％）、実習後のセミナー（１０％）の総合評価にて満点を１００％とし、６０％以上で単位認定とする。
＊事前セミナー・事後セミナー：セミナー課題　　臨床実習：実習課題

内容

事前セミナー


