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配当年次 1 単位 2 時間 30 授業形態

開講学期 曜日 時限

NO

1 4/12 火 2限

2 4/19 火 2限

3 4/26 火 1限

4 4/26 火 2限

5 5/10 火 2限

6 5/17 火 2限

7 5/24 火 2限

8 5/31 火 2限

9 6/7 火 2限

10 6/14 火 2限

11 6/21 火 2限

12 6/28 火 2限

13 7/5 火 2限

14 7/12 火 2限

15 7/19 火 2限

社会福祉の歴史

社会福祉とは何か：現代社会と社会福祉 渡辺　芳

渡辺　芳

渡辺　芳

講　　義　　要　　項
科目名 社会福祉概論 対象学科・専攻

必修・選択 講義必修

前期2022年度開講年度

渡辺　芳
オムニバスフラグ
通年フラグ

担当教員

2火

社会福祉の法律

授業内容 担当教員

授業計画

地域福祉

社会保険制度③：年金保険

渡辺　芳

予習：テキストを読む（20分）
復習：授業で学んだ社会福祉活動・制度・法に関する新聞記事を探し、それについて自分の意見をまとめる。（60分）

社会福祉の制度

渡辺　芳

渡辺　芳

渡辺　芳

渡辺　芳

渡辺　芳

事例検討①

自己決定・自立支援

社会福祉の水準

社会福祉におけるニーズ

教員紹介

その他

テキスト・参考書 参考書：講義時間内に紹介します。

ライフサイクルにおける社会福祉

渡辺　芳

渡辺　芳

渡辺　芳

社会保険制度①：介護保険

試験時期

学修評価の
基準と方法

準備学修
（予習・復習）等の
内容と分量

渡辺　芳

社会福祉と共生・グローバル化

事例検討②

渡辺　芳

大学や専門学校で社会福祉を教える傍ら、川崎市のホームレス支援の活動をしています。社会福祉援助を必要とする
人々の生活について一緒に考えていきましょう。

使用テキスト：『社会福祉入門』　岩田正美・上野谷加代子・藤村正之　著　（有斐閣）

2022年8月1日（月）～8月5日（金）

期末試験（持ち込み不可）で評価する。

社会保険制度②：健康保険

渡辺　芳

授業概要 社会福祉制度の必要性、各領域の活動・法律、社会福祉と医療の関係を学ぶことを目的として授業を行う。

社会福祉の法・制度について、体系的理解をめざす。社会福祉の考え方を理解し、患者・利用者支援に必要な価値観を
身に付ける。

学修目標

授業方法 講義形式中心に行います。映像教材や事例検討をとり入れて行う予定です。

　理学療法学科　
昼間部



配当年次 1 単位 2 時間 30 授業形態

開講学期 曜日 時限

NO

1 9/14 水 1限

2 9/21 水 1限

3 9/28 水 1限

4 10/5 水 1限

5 10/12 水 1限

6 10/19 水 1限

7 10/26 水 1限

8 11/2 水 1限

9 11/9 水 1限

10 11/16 水 1限

11 11/30 水 1限

12 12/7 水 1限

13 12/14 水 1限

14 12/21 水 1限

15 1/4 水 1限

加齢に伴う変化（運動機能）、（精神心理面）、（性差医療）　

老化と老年病の考え方、加齢に伴う変化（生理機能）　 武田　淳史

武田　淳史

武田　淳史

講　　義　　要　　項
科目名 老年学 対象学科・専攻

必修・選択 講義必修

後期2022年度開講年度

武田　淳史
オムニバスフラグ
通年フラグ

担当教員

1水

高齢者の定義および人口動態、高齢者との接し方　

授業内容 担当教員

授業計画

老年学、社会学　

眼疾患、東洋医学　

武田　淳史

予習は教科書の単元ごとに、どのような内容か、授業前に一読して欲しい。また復習はプリント、黒板の記載内容をしっ
かりと理解することが重要である。毎週90分予習・復習にあてる。

高齢者の機能評価、薬物療法　

武田　淳史

武田　淳史

武田　淳史

武田　淳史

武田　淳史

精神疾患、内分泌疾患　

骨・運動器疾患、神経疾患　

呼吸器疾患、消化器疾患　

老年症候群、循環器疾患　

教員紹介

その他

テキスト・参考書 参考書：老年学テキスト　飯島節、鳥羽研二著　南江堂（ＩＳＢＮ：4-524-2402-7）

血液・免疫疾患、腎疾患　

武田　淳史

武田　淳史

武田　淳史

泌尿器疾患、皮膚・口腔疾患

試験時期

学修評価の
基準と方法

準備学修
（予習・復習）等の
内容と分量

武田　淳史

総合まとめ　

高齢者医療、リハビリテーション、終末期医療　

武田　淳史

約30年程、リハビリテーションの教育に携わってきました。内科学が専門です。

高齢化社会の中でリハビリの臨床の現場で高齢者に接する機会は多い。理学療法士として、高齢者の特徴を知る事は、
臨床の現場でより良き治療を行って行く上で大変重要である。本試験は60点未満は再試験となります。
※コロナ感染症の拡がりが認められた際は、休講となる可能性が有り、Web授業、レポート提出に変更になります。

テキスト：標準　理学療法学・作業療法学　奈良　勲、鎌倉　矩子著　医学書院（ＩＳＢＮ：978-4-260-01984-2）

最終授業終了後、実施とする。

筆記試験にて評価する。試験内容は論述式にて出題し、筆記試験100％で評価。

感染症、耳鼻咽喉疾患　

武田　淳史

授業概要
高齢化社会において、老化、高齢者の身体的、精神的特徴を理解することは理学療法士にとって、治療を行う上で重要
である。老年学授業で高齢者の特徴を深く理解出来る授業を心がける。

高齢者の心身の特徴を理解し、高齢者特有の疾患概要を習得する。臨床の現場での応用に役立つ授業を行って行く。学修目標

授業方法
老年学の教科書は、一部臓器別に構成されているが、いずれも高齢者を理解する上で重要な内容である。小児、成人と
は高齢者は別なる特徴有する事を、知ってもらう授業を心がける。

　理学療法学科　
昼間部



配当年次 1 単位 2 時間 30 授業形態

開講学期 曜日 時限

NO

1 4/5 火 2限

2 4/11 月 3限

3 4/18 月 3限

4 4/25 月 3限

5 5/2 月 3限

6 5/9 月 3限

7 5/16 月 3限

8 5/23 月 3限

9 5/30 月 3限

10 6/6 月 3限

11 6/13 月 3限

12 6/20 月 3限

13 6/27 月 3限

14 7/4 月 3限

15 7/11 月 3限

自己分析（エゴグラム）

行動科学とは 中山　沙織

中山　沙織

中山　沙織

講　　義　　要　　項
科目名 行動科学 対象学科・専攻

必修・選択 講義・演習必修

前期2022年度開講年度

中山　沙織
オムニバスフラグ
通年フラグ

担当教員

3月

他己紹介

授業内容 担当教員

授業計画

医療面接（問診）

グループワーク

中山　沙織

課題が提示されたら発表までの事前準備をしっかり実施しておくこと。

対人援助・コミュニケーション

中山　沙織

中山　沙織

中山　沙織

中山　沙織

中山　沙織

３分間スピーチ

アンガーマネジメント

アンガーマネジメント

対人援助・コミュニケーション

教員紹介

その他

テキスト・参考書 自分がわかる心理テストpart２／芦原睦

３分間スピーチ

中山　沙織

中山　沙織

中山　沙織

３分間スピーチ

試験時期

学修評価の
基準と方法

準備学修
（予習・復習）等の
内容と分量

中山　沙織

まとめ

医療面接（問診）

中山　沙織

急性期、回復期、維持期（病院、施設、在宅）で現場経験を積んだ教員（理学療法士）が、
現場でのノウハウを交えて講義する。

出席について：授業開始30分以内に入室した場合は遅刻、それ以降の入室は欠席扱いとなる。授業終了30分前以降に
退出した場合は早退とする。出席回数が10回に満たない場合は、試験を受けることができない。

対人援助とコミュニケーション／諏訪茂樹

授業内で提示

課題・発表：30点　筆記試験（レポート）：70点　合計：100点

グループワーク

中山　沙織

授業概要
行動科学とは、人間の行動を総合的に解明し、予測・統御しようとする実証科学である。本講義では、医療の場における
対人行動に焦点を絞り、患者の主体性・自律性を尊重・また自身の特性・行動を考える。また、患者の自立に向けてどの
ように援助することが大切なのか考える。

患者の主体性・自律性を尊重しながら、患者の自立に向けた援助を実践するための理論・スキルを身につける。
個人の特性やストレス耐性に対してのスキルを身につける。

学修目標

授業方法 座学、演習、発表

　理学療法学科　
昼間部



配当年次 1 単位 2 時間 30 授業形態

開講学期 曜日 時限

NO

1 9/15 木 4限

2 9/22 木 4限

3 9/29 木 4限

4 10/6 木 4限

5 10/13 木 4限

6 10/20 木 4限

7 10/27 木 4限

8 11/10 木 4限

9 11/17 木 4限

10 11/24 木 4限

11 12/1 木 4限

12 12/8 木 4限

13 12/15 木 4限

14 12/22 木 4限

15 1/5 木 4限

　理学療法学科
昼間部

授業概要

本講座は、心理学の入門講座です。はじめて心理学に触れようとする学生向けの授業を展開します。心理学の理論や考
え方は、私たちの社会生活の中で頻繁に活用され、社会の心理学に対する期待と需要は高まり続けています。心理学の
各主要理論や、心理学的アプローチについての理解が深まり、自身が物事を判断する際の、新しい引き出しや柔軟性が
増すことを期待致します。

心理学が取り扱う領域や内容を広く理解する。心理学的な視点から思考力を高め、自身の日常生活に活かす (コミュニ
ケーション能力の向上)。

学修目標

授業方法
パワーポイントでの資料提示を中心に、各理論や身近な日常場面での実例を取り上げて学んでいきます。各理論や質問
紙等を用いた分析、ロールプレイやスキル・トレーニングを実際に活用しながら、自己理解・他者理解の体験を通して、心
理学への理解を深めていきます。

教員紹介

その他

テキスト・参考書 参考書：授業で指示

パーソナリティ（１）

加藤　秀男

加藤　秀男

加藤　秀男

パーソナリティ（２）

試験時期

学修評価の
基準と方法

準備学修
（予習・復習）等の

内容と分量

加藤　秀男

総括とディスカッション(まとめ)

ポジティブ心理学

加藤　秀男

【出身】宮城県　【経歴】学士(創価大学　教育学部・小学校教員養成課程)、修士(University of Derby, UK　カウンセリング
研究科)、博士(University of Surrey, UK　メディカルサイエンス学部　ソーシャルケア科・青少年のピアサポート)　【研究分
野】カウンセリング心理学、臨床心理学、児童心理学、ポジティブ心理学、いじめ問題、コミュニケーション論、ピア・サ
ポート、等。　【連絡先】 hideo.tom.kato@gmail.com

＊試験　50点　＊小テスト20点（10点ｘ２回）　＊プリント　30点（2点ｘ15回）

テキスト：はじめて学ぶ教育心理学［第2版］ミネルヴァ書房

2023年1月16日（月）～1月20日（金）

小テスト、試験を中心に評価する。

メンタルヘルス（１）精神障害、発達障害

加藤　秀男

メンタルヘルス（３）来談者中心療法

メンタルヘルス（２）精神分析、行動療法、集団心理療法

加藤　秀男

授業後は指定のプリントに、①学習の要点・要約、②自分の気づきや今後の自分の課題、③授業の感想を記入し、一週
間以内に提出 (次週に返却いたします)。

発達と学習（１）

加藤　秀男

加藤　秀男

加藤　秀男

加藤　秀男

加藤　秀男

モチベーション・動機づけ（２）

モチベーション・動機づけ（１）

発達と学習（３）

発達と学習（２）

感覚・知覚・認知

心理学とは何か 加藤　秀男

加藤　秀男

加藤　秀男

講　　義　　要　　項
科目名 心理学 対象学科・専攻

必修・選択 講義必修

後期2022年度開講年度

加藤　秀男
オムニバスフラグ

通年フラグ
担当教員

4木

心理学研究へのアプローチ

授業内容 担当教員

授業計画



講　　義　　要　　項
科目名 教育学 対象学科・専攻

　理学療法学科　
昼間部

必修・選択 必修 配当年次 1 単位

森　祐亮

ガイダンス　教育学はなんのためにあるのか、またなんのためにそれを学ぶのか 森　祐亮

担当教員

オムニバスフラグ
通年フラグ

15 授業形態 講義

授業内容

授業方法

NO

5/26 木 4限1

「教育」とはなんだろうか

授業計画

時限 森　祐亮2022年度 開講学期開講年度

授業概要

6 6/30 木 4限

まとめ　教育学を学んで 森　祐亮

「教育」とはなんだろうか 森　祐亮

「公教育」とはなんのためにあるのだろうか 森　祐亮

森　祐亮学校と教育について

子供という存在について-「小さな大人」ではない? 森　祐亮

理学療法士の教育はどのようなものが望ましいのか考えてみよう(ディスカッション) 森　祐亮木 4限7 7/7

3 6/9

4 6/16

テキスト・参考書

教員紹介

その他

8 7/14 木 4限

準備学修
（予習・復習）等の
内容と分量

学修評価の
基準と方法

試験時期

自分で考えることを心がけること。自分が受けてきた教育を思い出して、それを改めて反省的に捉えてみること。特
別な予習や復習は必要ないが、テキストはきちんと読んできて下さい。

期末のレポートで講義の理解度と、日本語の表現力をみます。たとえ理解していたとしても、きちんとした日本語で
書けないと相手には伝わりません。ちゃんとした日本語を書ける人というのは、思っている以上に少ないです。主
語と述語は合っているのか、表現として適切なのかといったことに日々気をつけるよう心がけましょう。

2022年8月1日（月）～8月5日（金）

ワークで学ぶ、教育学〔増補版第2版〕　井藤　元　編　ナカニシヤ出版

参考書:適宜指示します。

研究はドイツ教育思想、ドイツ現代哲学。思想研究から「教育とは何か」「教育とはどうあるべきか」という問いにア
プローチしています。普段は企業の教育研究所で働いています。

レポートの内容と必要な準備について最終回の授業で指示します。

木 4限

6/23 木 4限

木 4限

5

2 6/2 木 4限

学修目標
「教育とは何か」ということを、その理念を踏まえた上で自分の言葉で説明することができるようになる。また理学療
法士としての自分の「成長」について考える。

曜日

担当教員

木前期

基本は講義形式で行いますが、適宜ワークなどもやってもらい発表などもしてもらいます。それをもとにみんなで
ディスカッションを行うことも考えています。

森　祐亮

1 時間

この講義では「教育とは何か」「教育学とは何か」ということを考えていきます。基本的には講義形式ですが、適宜
自分で考えてもらう時間を設けます。また正しい日本語を書ける力を身につけることも目指します。



講　　義　　要　　項
科目名 情報科学 対象学科・専攻

　理学療法学科　
昼間部

必修・選択 必修 配当年次 1 単位

齋藤　秀敏

コンピュータの基礎：情報・通信・コンピュータに関する基礎 齋藤　秀敏

担当教員

オムニバスフラグ
通年フラグ

15 授業形態 講義

授業内容

授業方法

NO

5/31 火 1限1

表計算ソフトウェア1：基本操作、データ入力、数値演算の基礎

授業計画

時限 齋藤　秀敏2022年度 開講学期開講年度

授業概要

6 7/5 火 1限

統計の基礎4：質的変量の2群間での比較 齋藤　秀敏

表計算ソフトウェア2：アルゴリズムの理解とプログラミングへの展開 齋藤　秀敏

表計算ソフトウェア3：データの可視化 齋藤　秀敏

齋藤　秀敏統計の基礎1：基本統計量と組込関数

統計の基礎2：2つの量的変量間の関係、相関と回帰 齋藤　秀敏

統計の基礎3：量的変量の2群間での比較 齋藤　秀敏火 1限7 7/12

3 6/14

4 6/21

テキスト・参考書

教員紹介

その他

8 7/19 火 1限

準備学修
（予習・復習）等の

内容と分量

学修評価の
基準と方法

試験時期

毎回の授業時に次回のテーマを提示するので、配布資料の該当箇所を予習すること。また、授業の内容の復習、
課題問題を解いておくこと。

演習課題と小テストでの評価（40 ％）、定期試験での評価（60 %）で、授業内容の理解度と応用能力を総合的に評
価する。

2022年8月1日（月）～8月5日（金）

教科書は指定しない。

参考書は講義の中で随時紹介する。

東京都立大学 名誉教授、（元）東京都立大学健康福祉学部 教授

本講義では受講者各自が積極的に課題に取り組むことを期待する。
非常勤講師であるため、質問がある場合は講義時間内でできるだけ対応する。その他の場合は、初講日に提示
するメールアドレスで質問に対応する。

火 1限

6/28 火 1限

火 1限

5

2 6/7 火 1限

学修目標
本講義では学生各自の情報処理能力を発展させ、コンピュータを利用して問題解決できる教養と技能を習得する
ことを目的とする。具体的には下記の項目について講義を行い、課題を各自が処理することによって講義を進めて
いく。

曜日

担当教員

火前期

配布資料、プレゼンテーションおよび板書を併用して、学習内容を解説する。その後、テーマに沿った課題問題を
受講者各自が解決する演習を組み合わせて授業を進める。

齋藤　秀敏

1 時間

コンピュータや情報通信ネットワークを活用して、自ら情報収集、処理、発信するための基礎知識と技能の習得を
目的とする。このため、情報理論の基礎、コンピュータ、ネットワーク、ソフトウェアについて理解し、特に、数値処
理、統計処理においてアルゴリズムの理解からプログラムへ展開することができるような学習を行う。



配当年次 1 単位 2 時間 30 授業形態

開講学期 曜日 時限

NO

1 5/26 木 2限

2 5/26 木 3限

3 6/2 木 2限

4 6/2 木 3限

5 6/9 木 2限

6 6/9 木 3限

7 6/16 木 2限

8 6/16 木 3限

9 6/23 木 2限

10 6/23 木 3限

11 6/30 木 2限

12 6/30 木 3限

13 7/7 木 2限

14 7/7 木 3限

15 7/14 木 3限

　理学療法学科
昼間部

授業概要

本講座では、心理学的な視点から、コミュニケーションの基礎知識を学びます。医療従事者にとって患者とのコミュニケー
ション能力は極めて重要です。対人心理学、集団心理学、臨床心理学、文化心理学、認知心理学、言語心理学、等の各
理論に基づくコミュニケーションの在り方や、その実践・実状について検討します。また、実際に、授業内でカウンセリング
理論に基づいたコミュニケーション・スキルを活用し、簡単な実習も行います。

各理論への理解を深めて、他者とコミュニケーションの在り方について思考力を高め、且つ、自身のコミュニケーション・ス
キルの向上を目指します。

学修目標

授業方法

パワーポイントでの資料提示を中心に、各理論やコミュニケーションの在り方について学びます。事例研究や身近な日常
場面での実例を挙げながら、コミュニケーションの在り方について、グループディスカッションを通して検討します。実際
に、ロールプレイや質問紙等を活用して、コミュニケーション・スキルや、自己理解、他者理解、多文化理解の体験を通し
て、コミュニケーションについての理解を深めていきます。

教員紹介

その他

テキスト・参考書 参考書：授業で指示

多文化理解とダイバーシティ(多様性)

加藤　秀男

加藤　秀男

加藤　秀男

非言語的コミュニケーション

試験時期

学修評価の
基準と方法

準備学修
（予習・復習）等の

内容と分量

加藤　秀男

総括とディスカッション(まとめ)

相手を理解するための理論と実践について（２）

加藤　秀男

【出身】宮城県　【経歴】学士(創価大学　教育学部・小学校教員養成課程)、修士(University of Derby, UK　カウンセリング
研究科)、博士(University of Surrey, UK　メディカルサイエンス学部　ソーシャルケア科・青少年のピアサポート)　【研究分
野】カウンセリング心理学、臨床心理学、児童心理学、ポジティブ心理学、いじめ問題、コミュニケーション論、ピア・サ
ポート、等。　【連絡先】 hideo.tom.kato@gmail.com

＊試験　50点　＊小テスト20点（10点ｘ２回）　＊プリント　30点（2点ｘ15回）

テキスト：指定なし

2022年8月1日（月）～8月5日（金）

小テスト、試験を中心に評価する。

対人認知と対人魅力、同調と逸脱

加藤　秀男

相手を理解するための理論と実践について（１）

競争・協同・リーダーシップ

加藤　秀男

授業後は指定のプリントに、①学習の要点・要約、②自分の気づきや今後の自分の課題、③授業の感想を記入し、一週
間以内に提出 (次週に返却いたします)。

傾聴のスキル・理論と実践（２）

加藤　秀男

加藤　秀男

加藤　秀男

加藤　秀男

加藤　秀男

自己呈示・自己開示・自己主張(アサーション)（２）

自己呈示・自己開示・自己主張(アサーション)（１)

交流分析を利用した自己理解・他者理解（２）

交流分析を利用した自己理解・他者理解（１）

コミュニケーション論（人間形成・社会的影響・適応改善について)

コミュニケーションとは何か 加藤　秀男

加藤　秀男

加藤　秀男

講　　義　　要　　項
科目名 コミュニケーション論 対象学科・専攻

必修・選択 講義必修

前期2022年度開講年度

加藤　秀男
オムニバスフラグ

通年フラグ
担当教員

2・3木

傾聴のスキル・理論と実践（１）

授業内容 担当教員

授業計画



配当年次 1 単位 2 時間 30 授業形態

開講学期 曜日 時限

NO

1 9/16 金 2限

2 9/30 金 2限

3 10/7 金 2限

4 10/14 金 2限

5 10/21 金 2限

6 10/28 金 2限

7 11/4 金 2限

8 11/11 金 2限

9 11/18 金 2限

10 11/25 金 2限

11 12/2 金 2限

12 12/9 金 2限

13 12/16 金 2限

14 12/23 金 2限

15 1/6 金 2限

感覚機能の発達、新生児の発達について

人間発達学について（概要）、胎児の発達について 荒井　望

荒井　望

荒井　望

講　　義　　要　　項
科目名 人間発達学 対象学科・専攻

必修・選択 講義必修

後期2022年度開講年度

荒井　望
オムニバスフラグ

通年フラグ
担当教員

2金

中枢神経系の発達、原始反射について

授業内容 担当教員

授業計画

正常発達①、原始反射について

荒井　望

荒井　望

荒井　望

荒井　望

荒井　望

粗大運動の発達、姿勢バランスの発達

座位姿勢と立ち上がり動作の発達、動作観察・分析について

正常発達①、バランス反応について

正常発達②、原始反射、バランス反応について

荒井　望

理学療法士　甲斐リハビリテーションクリニック勤務

プリントを配布する。

2023年1月16日（月）～1月20日（金）

定期試験　１００％

寝返り、起き上がり動作の発達、動作観察・分析のポイント

荒井　望

社会性の発達、言語能力の発達

精神・社会性の発達（日常生活活動と遊び）

荒井　望

予習：毎回の講義前に指定された参考書の関連部分を熟読すること
復習：講義後、配布資料および参考書を再読し、理解を深める

授業概要 人間の発達をリハビリテーションの観点から理解する

・生まれてから歩行動作を獲得するまでを理解する
・身体的発達のみならず精神的発達，社会的発達までを理解する
・生涯発達の概念について理解する

学修目標

授業方法
・講義を中心にすすめる
・ビジュアルテキストを使用する際はプロジェクター等を利用する

教員紹介

その他

テキスト・参考書 参考書：「標準理学療法学・作業療法学　専門基礎分野　病理学」　医学書院 

粗大運動の発達、歩行の発達

荒井　望

荒井　望

荒井　望

上肢・手の機能発達について

試験時期

学修評価の
基準と方法

準備学修
（予習・復習）等の

内容と分量

荒井　望

人間発達学の総まとめ

立位姿勢と歩行動作の発達、動作観察・分析について

　理学療法学科
夜間部



配当年次 1 単位 1 時間 30 授業形態

開講学期 曜日 時限

NO

1 4/8 金 2限

2 4/15 金 2限

3 4/22 金 2限

4 5/6 金 2限

5 5/13 金 2限

6 5/20 金 2限

7 5/27 金 2限

8 6/3 金 2限

9 6/10 金 2限

10 6/17 金 2限

11 6/24 金 2限

12 7/1 金 2限

13 7/8 金 2限

14 7/15 金 2限

15 7/22 金 2限

全身の骨（実習）

体の部位・体表解剖 竹内　修二

竹内　修二

竹内　修二

講　　義　　要　　項
科目名 解剖学Ⅰ（体表解剖、骨格系） 対象学科・専攻

必修・選択 講義必修

前期2022年度開講年度

竹内　修二
オムニバスフラグ
通年フラグ

担当教員

2金

骨の連結・上肢の骨

授業内容 担当教員

授業計画

脳頭蓋

頭蓋骨全体

竹内　修二

テキストを読んだ上で受講し、図とノートにより復習する。

上肢帯骨・肩関節・上腕骨

竹内　修二

竹内　修二

竹内　修二

竹内　修二

竹内　修二

下腿の骨・膝関節・足の骨

寛骨・大腿骨・股関節

骨の形態・下肢の骨

前腕の骨・肘関節・手の骨

教員紹介

その他

テキスト・参考書 参考書①「好きになる解剖学part1～3」竹内修二/講談社　　参考書②「解剖トレーニングノート」竹内修二/医学教育出版社

脊柱と椎骨一般

竹内　修二

竹内　修二

竹内　修二

頸椎・胸椎・胸郭

試験時期

学修評価の
基準と方法

準備学修
（予習・復習）等の
内容と分量

竹内　修二

顔面頭蓋

脳頭蓋

竹内　修二

40年以上に亘り、理学療法士・医師・看護師などの医療系の学校で、解剖学の実習や講義を行なって来た。

解剖学用語の暗記に終始せず、皮下に触れながら形と働きを有機的に結合し、その事象を理解するように。

参考書③「学生版ネッター解剖学図譜」/丸善株式会社　　参考書④「解いてわかる解剖生理学」竹内修二/医学教育出版

テキスト：『読んでわかる解剖生理学』竹内修二著/医学教育出版社

2022年8月1日（月）～8月5日（金）

試験の点数

腰椎・仙骨・骨盤

竹内　修二

授業概要 骨の一般的形態と構造、各部位の骨の数とそれぞれの形態、各関節の構成と形態。

骨と関節、形態およびその連結について理解する。学修目標

授業方法 模型や図と自身の体内と対応させ、骨格形態を説明する。

　理学療法学科　
昼間部



配当年次 1 単位 1 時間 30 授業形態

開講学期 曜日 時限

NO

1 9/16 金 2限

2 9/30 金 2限

3 10/7 金 2限

4 10/14 金 2限

5 10/21 金 2限

6 10/28 金 2限

7 11/4 金 2限

8 11/11 金 2限

9 11/18 金 2限

10 11/25 金 2限

11 12/2 金 2限

12 12/9 金 2限

13 12/16 金 2限

14 12/23 金 2限

15 1/6 金 2限

心臓

循環器系総論 竹内　修二

竹内　修二

竹内　修二

講　　義　　要　　項
科目名 解剖学Ⅱ（循環器系） 対象学科・専攻

必修・選択 講義必修

後期2022年度開講年度

竹内　修二
オムニバスフラグ

通年フラグ
担当教員

2金

心臓

授業内容 担当教員

授業計画

リンパ器系　各論

リンパ器系　総論

竹内　修二

テキストを読んだ上で受講し、図とノートにより復習する。

動脈系

竹内　修二

竹内　修二

竹内　修二

竹内　修二

竹内　修二

静脈系

動脈系

動脈系

動脈系

教員紹介

その他

テキスト・参考書 参考書①「好きになる解剖学 part１～３」竹内修二/講談社　　参考書②「カラー人体解剖学」/西村書店

静脈系

竹内　修二

竹内　修二

竹内　修二

静脈系

試験時期

学修評価の
基準と方法

準備学修
（予習・復習）等の

内容と分量

竹内　修二

まとめ

脳脊髄液循環

竹内　修二

40年以上に亘り、理学療法士・医師・看護師などの医療系の学校で、解剖学の実習や講義を行なって来た。

血流の方向、他器官の位置を考えながら学ぶように。

参考書③「解いてわかる解剖生理学竹内修二/医学教育出版社

テキスト：『読んでわかる解剖生理学』竹内修二著/医学教育出版社

2023年1月16日（月）～1月20日（金）

試験の点数（観察レポート含む）

胎児循環

竹内　修二

授業概要 心臓の構造、動脈の分岐と走行、静脈は動脈と異なる点、リンパ管の走行、脳脊髄液の分泌と排出。

血液の循環、ポンプ作用の心臓と動・静脈の経路について理解する。学修目標

授業方法 心臓を中心とした、血液の循環を考え、走行経路としての血管・リンパ管を考え、説明する。

　理学療法学科　
昼間部



配当年次 1 単位 1 時間 30 授業形態

開講学期 曜日 時限

NO

1 4/8 金 3限

2 4/15 金 3限

3 4/22 金 3限

4 5/6 金 3限

5 5/13 金 3限

6 5/20 金 3限

7 5/27 金 3限

8 6/3 金 3限

9 6/10 金 3限

10 6/17 金 3限

11 6/24 金 3限

12 7/1 金 3限

13 7/8 金 3限

14 7/15 金 3限

15 7/22 金 3限

筋に必要な末梢神経総論

筋総論 竹内　修二

竹内　修二

竹内　修二

講　　義　　要　　項
科目名 解剖学Ⅲ（筋系） 対象学科・専攻

必修・選択 講義必修

前期2022年度開講年度

竹内　修二
オムニバスフラグ

通年フラグ
担当教員

3金

肩関節の働き、浅胸筋、浅背筋

授業内容 担当教員

授業計画

深胸筋と横隔膜

頸部の筋

竹内　修二

テキストを読んだ上で受講し、図とノートにより復習する。

上肢帯筋

竹内　修二

竹内　修二

竹内　修二

竹内　修二

竹内　修二

大腿の筋

骨盤の筋

手首と指の働き、前腕の筋、手の筋

肘関節の働き、上腕の筋

教員紹介

その他

テキスト・参考書 参考書①「よくわかる筋の機能解剖」/ﾒﾃﾞｨｶﾙ・ｻｲｴﾝｽｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ　　参考書②「好きになる解剖学 part 1～3 」竹内修二/講談社

下腿の筋

竹内　修二

竹内　修二

竹内　修二

下腿の筋、足の筋

試験時期

学修評価の
基準と方法

準備学修
（予習・復習）等の

内容と分量

竹内　修二

背部の筋と腹部の筋

横隔膜と背部の筋

竹内　修二

40年以上に亘り、理学療法士・医師・看護師などの医療系の学校で、解剖学の実習や講義を行なって来た。

骨と関節と関連づけ、働きを考えながら理解するように。

参考書③「カラー人体解剖学」/西村書店　　参考書④『解いてわかる解剖生理学」竹内修二/医学教育出版社

テキスト：『読んでわかる解剖生理学』竹内修二著/医学教育出版社

2022年8月1日（月）～8月5日（金）

試験の点数

頭部、顔面の筋

竹内　修二

授業概要 部位ごとの骨格筋の形状、関節に対する位置、筋の走行等と血管・神経の位置。

筋の働きと神経との関連について理解する。学修目標

授業方法 関節の動きに対応させ、図を多用して、働きなどから筋の事項を説明する。

　理学療法学科　
昼間部



配当年次 1 単位 1 時間 30 授業形態

開講学期 曜日 時限

NO

1 9/16 金 3限

2 9/30 金 3限

3 10/7 金 3限

4 10/14 金 3限

5 10/21 金 3限

6 10/28 金 3限

7 11/4 金 3限

8 11/11 金 3限

9 11/18 金 3限

10 11/25 金 3限

11 12/2 金 3限

12 12/9 金 3限

13 12/16 金 3限

14 12/23 金 3限

15 1/6 金 3限

内・外頭蓋底・脳底部（脳神経総論）

末梢神経総論 竹内　修二

竹内　修二

竹内　修二

講　　義　　要　　項
科目名 解剖学Ⅳ（感覚器、末梢神経系） 対象学科・専攻

必修・選択 講義必修

後期2022年度開講年度

竹内　修二
オムニバスフラグ
通年フラグ

担当教員

3金

脳神経（１）・嗅覚器、視覚器

授業内容 担当教員

授業計画

自律神経（１）

仙骨神経叢の枝

竹内　修二

テキストを読んだ上で受講し、図とノートにより復習する。

脳神経（２）

竹内　修二

竹内　修二

竹内　修二

竹内　修二

竹内　修二

頸神経・頸神経叢と枝、腕神経叢の構成

椎骨・脊柱管（脊髄神経総論）

脳神経（４）

脳神経（３）・聴覚器、味覚器

教員紹介

その他

テキスト・参考書 参考書①「好きになる解剖学part1～3」竹内修二/講談社　　参考書②「カラー人体解剖学」/西村書店

腕神経叢の枝

竹内　修二

竹内　修二

竹内　修二

胸神経と枝、腰神経と腰神経叢の構成

試験時期

学修評価の
基準と方法

準備学修
（予習・復習）等の
内容と分量

竹内　修二

末梢神経復習

自律神経（２）

竹内　修二

40年以上に亘り、理学療法士・医師・看護師などの医療系の学校で、解剖学の実習や講義を行なって来た。

末梢神経の分布先を理解し、体に対応させて学ぶように。

参考書③「解いてわかる解剖生理学」竹内修二/医学教育出版社

テキスト：『読んでわかる解剖生理学』竹内修二著/医学教育出版社

2023年1月16日（月）～1月20日（金）

期末試験の点数

腰神経叢の枝、仙骨神経と仙骨神経叢の構成

竹内　修二

授業概要 脳神経の分布域、感覚器の構造、脊髄神経の分布域と支配する筋。

末梢神経について、筋や感覚器官との関連を考えて理解する。学修目標

授業方法
脳神経12対は各感覚器の説明と同一視して行ない、脊髄神経は前期に行った骨格筋を復習しながら関連づけて説明す
る。

　理学療法学科　
昼間部



配当年次 1 単位 1 時間 30 授業形態

開講学期 曜日 時限

NO

1 4/8 金 4限

2 4/15 金 4限

3 4/22 金 4限

4 5/6 金 4限

5 5/13 金 4限

6 5/20 金 4限

7 5/27 金 4限

8 6/3 金 4限

9 6/10 金 4限

10 6/17 金 4限

11 6/24 金 4限

12 7/1 金 4限

13 7/8 金 4限

14 7/15 金 4限

15 7/22 金 4限

細胞１　細胞の多様性、細胞の基本的構造

組織学総論　身体の構成・臓器の働き 野上　晴雄

野上　晴雄

野上　晴雄

講　　義　　要　　項
科目名 解剖学Ⅴ（組織学、消化器、呼吸器、内分泌系等） 対象学科・専攻

必修・選択 講義必修

前期2022年度開講年度

野上　晴雄
オムニバスフラグ
通年フラグ

担当教員

4金

細胞２　細胞内小器官

授業内容 担当教員

授業計画

内臓学６　呼吸器系２　下気道、肺の組織

内臓学５　呼吸器系１　上気道の構造

野上　晴雄

授業計画に従って教科書を予習しておくこと。

細胞３　細胞分裂、細胞の分化・老化

野上　晴雄

野上　晴雄

野上　晴雄

野上　晴雄

野上　晴雄

内臓学１　消化器系１　消化の概略・口腔、唾液腺

組織学３　結合組織、神経組織

組織学２　骨組織

組織学１　上皮組織、筋組織

教員紹介

その他

テキスト・参考書

内臓学２　消化器系２　食道・胃

野上　晴雄

野上　晴雄

野上　晴雄

内臓学３　消化器系３　小腸、大腸

試験時期

学修評価の
基準と方法

準備学修
（予習・復習）等の
内容と分量

野上　晴雄

内臓学８　内分泌系

内臓学７　泌尿器系等

野上　晴雄

東京理科大学薬学部卒業、医学博士、薬学博士。40年余り解剖学教育に携わっている。

不明の点があったらその場で質問すること。

【使用テキスト】　標準理学療法学・作業療法学　解剖学　第５版　野村　嶬　編　医学書院

2022年8月1日（月）～8月5日（金）

期末試験（80％）と随時行う小テスト（20％）で評価する。

内臓学４　消化器系４　肝臓、胆嚢、膵臓

野上　晴雄

授業概要 理学療法士に求められる基礎的な解剖学について解説する。

細胞学、組織学では、生体の基本構築を理解する。　内臓学では、器官固有の機能との関連においてさまざまな器官の
構造を理解する。

学修目標

授業方法 教科書と別に用意するプリントに基づいて講義を進める。特に重要な事項については板書して解説を加える。

　理学療法学科　
昼間部



配当年次 1 単位 1 時間 30 授業形態

開講学期 曜日 時限

NO

1 9/16 金 4限

2 9/30 金 4限

3 10/7 金 4限

4 10/14 金 4限

5 10/21 金 4限

6 10/28 金 4限

7 11/4 金 4限

8 11/11 金 4限

9 11/18 金 4限

10 11/25 金 4限

11 12/2 金 4限

12 12/9 金 4限

13 12/16 金 4限

14 12/23 金 4限

15 1/6 金 4限

内臓学１０　　　　生殖器系２－女性生殖器

内臓学９　　　　　生殖器系１－男性生殖器 野上　晴雄

野上　晴雄

野上　晴雄

講　　義　　要　　項
科目名 解剖学Ⅵ（生殖器、リンパ、中枢神経系等） 対象学科・専攻

必修・選択 講義必修

後期2022年度開講年度

野上　晴雄
オムニバスフラグ

通年フラグ
担当教員

4金

内臓学１１　　　　ヒトの発生、胎盤

授業内容 担当教員

授業計画

神経解剖学８　　　脳標本の観察

神経解剖学７　　　脊髄

野上　晴雄

授業計画に従って教科書を予習しておくこと。

内臓学１２　　　　リンパ系・血管・血液

野上　晴雄

野上　晴雄

野上　晴雄

野上　晴雄

野上　晴雄

神経解剖学３　　　間脳、辺縁系

神経解剖学２　　　終脳

神経解剖学１　　　中枢神経系概論

内臓学１３　　　　皮膚とその付属器

教員紹介

その他

テキスト・参考書 テキスト：「新組織学」 野上晴雄編著 /日本医事新報社

神経解剖学４　　　中脳、橋

野上　晴雄

野上　晴雄

野上　晴雄

神経解剖学５　　　延髄

試験時期

学修評価の
基準と方法

準備学修
（予習・復習）等の

内容と分量

野上　晴雄

神経解剖学１０　　視覚、味覚の受容器と伝導路

神経解剖学９　　　伝導路

野上　晴雄

東京理科大学薬学部卒業、医学博士。40年余り解剖学教育に携わっている。

不明の点があったらその場で質問すること。

参考書：「人体の正常構造と機能」　日本医事新報社

テキスト：『読んでわかる解剖生理学』　竹内修二著/医学教育出版社

2023年1月16日（月）～1月20日（金）

期末試験（80％）と随時行う小テスト（20％）で評価する。

神経解剖学６　　　小脳

野上　晴雄

授業概要 理学療法士に求められる基礎的な解剖学について解説する。

中枢神経系への情報の入力、認知、運動系への出力という神経機能の概略を理解する。これらのシステムを解剖学的
用語を用いて説明できるようにする。

学修目標

授業方法 教科書と別に用意するプリントに基づいて講義を進める。特に重要な事項については板書して解説を加える。

　理学療法学科　
昼間部



教員紹介
fMRIによる脳科学研究を推進してきました。研究テーマは、愛、共感、ノスタルジア、自他認知、タッチ、身体性など重
要で面白そうなものを選んでやってきました。研究結果は、国際学術雑誌に多数掲載、Journal of Nervous System 
and Physiological PhenomenaやNeurology and Neuroscience ReportsなどのChief Editorを務めています。

テキスト・参考書

29

30 7/20 水 4限

準備学修（予習・復習）
等の内容と分量

学修評価の
基準と方法

7/20 水 3限

試験時期 2022年8月1日（月）～8月5日（金）

使用テキスト：『生理学』　東洋療法学校協会編  医歯薬出版

参考書：なし

毎回、講義内容の復習をおこない、テーマの内容だけでなくテーマ間の関連についてもよく理解する。

期末試験の結果による。

消化液の働きとその調節 

22 6/22 水 4限 消化管の運動とその調節

23

7/6 水

17

26 7/6 水 4限

27 7/13

28 7/13 水 4限

水 3限

6/29 水

24 6/29 水 4限

3限25

3限

12 5/18 水 4限

5/25 水 3限

水 3限

13

14 5/25 水 4限

15 6/1

5

6 4/20 水

10 5/11 水 4限

11 5/18 水 3限

9

7 4/27

8 4/27 水 4限

5/11 水 3限

水 3限

開講年度

授業概要
生理学Ⅰ・Ⅱを正しく理解するために必要な物理化学の基礎を学ぶとともに、細胞の構造や機能、循環、呼吸、消化と
吸収などについて講義と演習をおこなう。

学修目標
理学療法士を目指す諸君に必要な専門知識の一つに生理学がある。人体は体外、体内の変化に対応する複雑な反
応系・制御系を有し、これらの系がいかにして有機的統一を行っているかを理解する。

パワーポイントによる授業をおこなう。授業で使用するパワーポイント資料は当日配布する。講義後は、演習をおこな
い講義内容の理解を深める。演習問題は、配布したパワーポイント資料や教科書などを自由に調べてすべてを解答す
ることが望まれる。

授業計画

水 時限 3・4

授業方法

2022年度 開講学期 前期 曜日

NO

4/6 水 3限 細胞の構造と働き 菊池　吉晃1

2 4/6 水 4限

授業内容 担当教員

菊池　吉晃

水 3限 体液の組成と働き 菊池　吉晃

18 6/8 水 4限

19 6/15 水 3限

呼吸運動とその調節 菊池　吉晃

消化と吸収 菊池　吉晃

3 4/13

4 4/13 水 4限

4/20 水

代謝　 菊池　吉晃

栄養素の働き　 菊池　吉晃

栄養素の働き　 菊池　吉晃

16 6/1 水 4限

6/8 水 3限

20 6/15 水 4限 消化と吸収 菊池　吉晃

21 6/22 水 3限 消化管の運動とその調節

代謝　

菊池　吉晃

菊池　吉晃

菊池　吉晃

菊池　吉晃

菊池　吉晃血液の組成と働き

血液の組成と働き 菊池　吉晃

心臓血管系 菊池　吉晃

心臓血管系 菊池　吉晃

リンパ系 菊池　吉晃

呼吸運動とその調節 菊池　吉晃

菊池　吉晃血管系の構造と機能

リンパ系 菊池　吉晃

吸収　 菊池　吉晃

消化液の働きとその調節 

講　　義　　要　　項
科目名 生理学Ⅰ（植物性機能等） 対象学科・専攻

   理学療法学科   
昼間部

必修・選択 必修 配当年次 1 単位 2 時間 60 授業形態 講義

菊池　吉晃 オムニバスフラグ
通年フラグ

その他
生理学は、理学療法士だけでなく、臨床・基礎科学にとって最も重要な基礎科目のひとつです。みなさんが様々な生理
現象に興味を持って、その仕組みについて楽しく理解してもらえたらとても嬉しいです。どうぞよろしくお願いします。

循環の調節 菊池　吉晃

循環の調節 菊池　吉晃

担当教員

4限

細胞の構造と働き

心機能の調節・心電図 菊池　吉晃

3限

心機能の調節・心電図 菊池　吉晃

血管系の構造と機能 菊池　吉晃

体液の組成と働き 菊池　吉晃

吸収　 菊池　吉晃

菊池　吉晃



教員紹介
fMRIによる脳科学研究を推進してきました。研究テーマは、愛、共感、ノスタルジア、自他認知、タッチ、身体性など重
要で面白そうなものを選んでやってきました。研究結果は、国際学術雑誌に多数掲載、Journal of Nervous System 
and Physiological PhenomenaやNeurology and Neuroscience ReportsなどのChief Editorを務めています。

テキスト・参考書

29

30 1/4 水 4限

準備学修（予習・復習）
等の内容と分量

学修評価の
基準と方法

1/4 水 3限

試験時期 2023年1月16日（月）～1月20日（金）

使用テキスト：東洋療法学校協会編「生理学」　医歯薬出版

参考書：必要なし

毎回、講義内容の復習をおこない、テーマの内容だけでなくテーマ間の関連についてもよく理解する。

期末試験の結果による。

筋運動調節

22 11/30 水 4限 骨格筋の構造と働き

23

12/14 水

17

26 12/14 水 4限

27 12/21

28 12/21 水 4限

水 3限

12/7 水

24 12/7 水 4限

3限25

3限

12 10/19 水 4限

10/26 水 3限

水 3限

13

14 10/26 水 4限

15 11/2

5

6 9/28 水

10 10/12 水 4限

11 10/19 水 3限

9

7 10/5

8 10/5 水 4限

10/12 水 3限

水 3限

開講年度

授業概要
生理学Ⅰで学んだことを基盤にして、さらに、体温調節、腎臓、ホルモン、神経、運動と感覚などについて講義と演習を
おこなう。

学修目標
理学療法士を目指す諸君に必要な専門知識の一つに生理学がある。人体は体外、体内の変化に対応する複雑な反
応系・制御系を有し、これらの系がいかにして有機的統一を行っているかを理解する。

パワーポイントによる授業をおこなう。授業で使用するパワーポイント資料は当日配布する。講義後は、演習をおこな
い講義内容の理解を深める。演習問題は、配布したパワーポイント資料や教科書などを自由に調べてすべてを解答す
ることが望まれる。

授業計画

水 時限 3・4

授業方法

2022年度 開講学期 後期 曜日

NO

9/14 水 3限 体温の発生と調節 菊池　吉晃1

2 9/14 水 4限

授業内容 担当教員

菊池　吉晃

水 3限 外気温への適応・調節障害 菊池　吉晃

18 11/9 水 4限

19 11/16 水 3限

末梢神経系・中枢神経系 菊池　吉晃

内臓の自律神経調節 菊池　吉晃

3 9/21

4 9/21 水 4限

9/28 水

聴・味・嗅・視覚 菊池　吉晃

生体防御機構・ホメオスタシス 菊池　吉晃

生体防御機構・ホメオスタシス 菊池　吉晃

16 11/2 水 4限

11/9 水 3限

20 11/16 水 4限 内臓の自律神経調節 菊池　吉晃

21 11/30 水 3限 骨格筋の構造と働き

聴・味・嗅・視覚

菊池　吉晃

菊池　吉晃

菊池　吉晃

菊池　吉晃

菊池　吉晃腎臓の構造と働き

腎臓の構造と働き 菊池　吉晃

ホルモンの一般的性質 菊池　吉晃

ホルモンの一般的性質 菊池　吉晃

神経系の構造と働き 菊池　吉晃

末梢神経系・中枢神経系 菊池　吉晃

菊池　吉晃膵臓・副腎・精巣・卵巣ホルモン

神経系の構造と働き 菊池　吉晃

感覚のしくみ・体性感覚・深部感覚 菊池　吉晃

筋運動調節

講　　義　　要　　項
科目名 生理学Ⅱ（動物性機能等） 対象学科・専攻

   理学療法学科   
昼間部

必修・選択 必修 配当年次 1 単位 2 時間 60 授業形態 講義

菊池　吉晃 オムニバスフラグ
通年フラグ

その他
生理学は、理学療法士だけでなく、臨床・基礎科学にとって最も重要な基礎科目のひとつです。みなさんが様々な生理
現象に興味を持って、その仕組みについて楽しく理解してもらえたらとても嬉しいです。どうぞよろしくお願いします。

生殖・成長と老化 菊池　吉晃

生殖・成長と老化 菊池　吉晃

担当教員

4限

体温の発生と調節

視床下部・下垂体・甲状腺・上皮小体ホルモン 菊池　吉晃

3限

視床下部・下垂体・甲状腺・上皮小体ホルモン 菊池　吉晃

膵臓・副腎・精巣・卵巣ホルモン 菊池　吉晃

外気温への適応・調節障害 菊池　吉晃

感覚のしくみ・体性感覚・深部感覚 菊池　吉晃

菊池　吉晃



体幹の構造と機能 河野　裕也

河野　裕也

曽根　幸喜、河野　裕也 オムニバスフラグ
通年フラグ

股関節の構造と機能 河野　裕也

股関節の構造と機能 河野　裕也

担当教員

4限

運動学とは？（総論）　　運動の面と軸，関節運動方向の定義，骨運動と関節運動  

骨格筋の構造と機能，筋の長さと発揮できる力の関係 曽根　幸喜

3限

骨格筋の構造と機能，筋の長さと発揮できる力の関係 曽根　幸喜

股関節の構造と機能 河野　裕也

力のベクトルの合成、関節運動のモーメント（トルク）　 曽根　幸喜

火 3限 力のベクトルの合成、関節運動のモーメント（トルク）　 曽根　幸喜

NO

講　　義　　要　　項
科目名 運動学Ⅰ（生体力学、四肢と体幹の運動等） 対象学科・専攻

   理学療法学科
昼間部

必修・選択 必修 配当年次 1 単位 2 時間 60 授業形態 講義・演習

肩関節の構造と機能

胸郭・呼吸筋の構造と機能

河野　裕也

河野　裕也

河野　裕也

河野　裕也

曽根　幸喜演習　関節運動のモーメント

演習　関節運動のモーメント 曽根　幸喜

運動器の構造と機能　骨格系（骨、関節包、滑膜、靭帯）　 曽根　幸喜

運動器の構造と機能　骨格系（骨、関節包、滑膜、靭帯）　 曽根　幸喜

膝関節の構造と機能 河野　裕也

足関節の構造と機能 河野　裕也

河野　裕也股関節の構造と機能

膝関節の構造と機能 河野　裕也

体幹の構造と機能 河野　裕也

足関節の構造と機能

胸郭・呼吸筋の構造と機能 河野　裕也

咀嚼筋・顔面筋の構造と機能 河野　裕也

咀嚼筋・顔面筋の構造と機能 河野　裕也

16 5/31 火 4限

6/7 火 3限

20 6/14 火 4限 上肢帯の構造と機能 河野　裕也

21 6/21 火 3限

5/17 火 3限

9

18 6/7 火 4限

19 6/14 火 3限

12 5/17 火 4限

5/24 火 3限

火 3限

13

14 5/24

2 4/5 火 4限

河野　裕也

上肢帯の構造と機能 河野　裕也

3 4/12

4 4/12 火 4限

4/19 火5

6 4/19 火

10 5/10 火 4限

11

授業内容 担当教員

曽根　幸喜

開講年度

授業概要 身体運動の表現方法と関節の運動に対する生体力学的視点を解説する．

授業は座学および学生グループによる実習形式により行う．

授業計画

火 時限 3・4

授業方法

2022年度 開講学期 前期 曜日

学修目標
・身体各関節の運動方向とその運動面・運動軸を説明できる
・人体の骨、軟骨、骨格筋の特徴と、筋力の調整、てこ・モーメントについて力学的に説明できる

4/5 火 3限 運動学とは？（総論）　　運動の面と軸，関節運動方向の定義，骨運動と関節運動  曽根　幸喜1

7 4/26

8 4/26 火 4限

5/10 火 3限

火 3限

火 4限

15 5/31

17

26 7/5 火 4限

27 7/12

28 7/12 火 4限

火 3限

6/28 火

24 6/28 火 4限

3限25

3限

肘関節・手関節の構造と機能

22 6/21 火 4限 肩関節の構造と機能

23

7/5 火

肘関節・手関節の構造と機能

その他

【共通】授業の進度、他必要に応じてこの授業内容を変更することがある
【河野】５点満点の小テストを４回実施。各小テストは口頭試問により受けなおすことができ、合格すれば５点となる。合
格できない場合は初回小テストの得点のまま据え置きとなる。小テストの実施日に欠席した場合、その回の小テストは
ゼロ点となる。口頭試問による再テストは認める。

教員紹介
【曽根】総合病院で理学療法臨床に携わる教員がその経験に即した運動学の概要を紹介する．
【河野】整形外科病院での勤務が長く、運動器疾患への実務経験に基づいて理学療法士の育成に向けた授業を展開
する

テキスト・参考書

29

30 7/19 火 4限

準備学修（予習・復習）
等の内容と分量

学修評価の
基準と方法

7/19 火 3限

試験時期 授業開始後に連絡する

テキスト：エッセンシャル・キネシオロジー　P.J.Mansfield,Donald A.Neumann 著　　南江堂

テキストを各自で抄読することを前提として、配布するプリントに沿って授業を進める

【曽根】講義内容を復習して，疑問点を翌日までに解決する．週90分程度の自己学習時間が必要である．
【河野】各関節の構造と機能について事前に予習しておくこと

【曽根】学期末の筆記試験20点、小テスト10点、計30点
【河野】学期末の筆記試験50点、小テスト20点、計70点



配当年次 1 単位 1 時間 30 授業形態

開講学期 曜日 時限

NO

1 9/12 月 2限

2 9/19 月 2限

3 9/26 月 2限

4 10/3 月 2限

5 10/10 月 2限

6 10/17 月 2限

7 10/24 月 2限

8 10/31 月 2限

9 11/7 月 2限

10 11/14 月 2限

11 11/21 月 2限

12 11/28 月 2限

13 12/5 月 2限

14 12/12 月 2限

15 12/19 月 2限

胸郭の構造と機能（肋椎関節、呼吸機能、呼吸筋）

胸郭の構造と機能（肋椎関節、呼吸機能、呼吸筋） 金井　良

金井　良

金井　良

講　　義　　要　　項
科目名 運動学Ⅱ（健常動作分析、反射運動等） 対象学科・専攻

必修・選択 講義・演習必修

後期2022年度開講年度

金井　良
オムニバスフラグ

通年フラグ
担当教員

2月

顔面筋の機能と構造

授業内容 担当教員

授業計画

健常歩行の運動力学的分析（歩行周期で各関節にかかるモーメントは？）

健常歩行の運動学的分析（歩行周期に各関節はどの程度動くか？）

金井　良

各回30分の復習を行い、疑問点は解決しておくこと。ただし、レポート作成についてはこの限りではない。

 筋収縮の神経生理的機序（イオンチャネルの重要な仕組み）　

金井　良

金井　良

金井　良

金井　良

金井　良

伸張反射機構

伸張反射機構

筋線維の種類（遅筋線維、速筋線維とはなにか）

 筋収縮の神経生理的機序（イオンチャネルの重要な仕組み）　

教員紹介

その他

テキスト・参考書 参考書：観察による歩行分析　Gehen verstehen　著　医学書院　

反射運動の神経機構

金井　良

金井　良

金井　良

健常者の静止立位・静止座位姿勢のバイオメカニクスと活動筋

試験時期

学修評価の
基準と方法

準備学修
（予習・復習）等の

内容と分量

金井　良

健常歩行の運動力学的分析（歩行周期で各関節で活動する筋は？）

健常歩行の運動力学的分析（歩行周期で各関節で活動する筋は？）

金井　良

回復期病院での臨床経験から、特定の治療手技に囚われず、いかに基礎的な運動学的知識から多様な症状を理解する
かが重要であると考え、日々実践および臨床施設での講義活動を行っている。

【講義時の留意点】
・小テストは5点満点で、試験当日に事前連絡なく休む場合は0点となり、再試験対象となりません。
・小テストが4点以下だった場合、口頭試問による再テストを受けることができ、合格すれば5点となります。

参考書：カラー図解よくわかる生理学の基礎　Agamemnon Despopoulos著　佐久間康夫監訳　メディカルサイエンスインターナショナル

テキスト：エッセンシャル・キネシオロジー　P.J.Mansfield,Donald A.Neumann 著　　南江堂

後期試験期間

筆記試験(70％)と小テスト（30％）の総合点で評価する

健常歩行の基礎知識（重複歩、歩幅、ケイデンス、歩行の各相分け）

金井　良

授業概要

本講義では、まず運動学１の続きとして、胸郭および顔面の運動を理解する。続いて、神経生理学的な観点から筋収縮
の機序を学習し、原始的な運動である反射運動を理解する。
また運動学１で学習した基礎知識(すなわち生体力学や四肢における関節運動学など)を理解した上で、実際の人間の健
常歩行について狭義の運動学、運動力学的視点から分析を行う。

・胸郭の構造と呼吸筋の機能、顎関節の構造と咀嚼筋、顔面筋の機能を説明できる
・筋収縮の生理的機序と遅筋、速筋の特徴を説明できる
・伸張反射機構と反射運動の概略を説明できる
・健常な静止立位姿勢と健常歩行について生体力学的に説明できる

学修目標

授業方法 視聴覚教材,講義プリントを用いて講義を行う。また、歩行解析実技演習およびグループ討議を行う。

　理学療法学科　
昼間部



配当年次 1 単位 1 時間 30 授業形態

開講学期 曜日 時限

NO

1 9/15 木 1限

2 9/22 木 1限

3 9/29 木 1限

4 10/6 木 1限

5 10/13 木 1限

6 10/20 木 1限

7 10/27 木 1限

8 11/10 木 1限

9 11/17 木 1限

10 11/24 木 1限

11 12/1 木 1限

12 12/8 木 1限

13 12/15 木 1限

14 12/22 木 1限

15 1/5 木 1限

病因、退行性病変

病理学とは、どのような学問・科目か 金井　幸子

金井　幸子

金井　幸子

講　　義　　要　　項
科目名 病理学概論 対象学科・専攻

必修・選択 講義必修

後期2022年度開講年度

金井　幸子
オムニバスフラグ

通年フラグ
担当教員

1木

退行性病変、物質代謝異常

授業内容 担当教員

授業計画

感染症

免疫（2）

金井　幸子

授業前に予習をし、授業後に復習をしてください。（教科書を読んでください。）

循環障害（１）

金井　幸子

金井　幸子

金井　幸子

金井　幸子

金井　幸子

進行性病変（２）

進行性病変（１）

循環障害（３）

循環障害（２）

教員紹介

その他

テキスト・参考書 参考書は必要に応じて紹介します。

炎症（1）

金井　幸子

金井　幸子

金井　幸子

炎症（2）

試験時期

学修評価の
基準と方法

準備学修
（予習・復習）等の

内容と分量

金井　幸子

腫瘍、先天異常、老化

腫瘍

金井　幸子

医師・医学博士　群馬大学医学部医学科を卒業後、昭和大学で実地修練（1年間）後、医師国家試験に合格し、群馬大学
医学部病理学教室で大学院生として、さらに教室員として過ごし、その後、共立女子大学で病理学の授業をし、いくつか
の病院で病理学検査・解剖を担当してきました。

解剖学、生理学の理解が不十分では病理学の勉強は不可能です。

テキスト　「わかりやすい病理学　改訂第７版」　恒吉正澄　監修　南江堂　

2023年1月16日（月）～1月20日（金）

筆記試験（期末試験）によって評価する。

免疫（1）

金井　幸子

授業概要
①病理学はどのような学問か？　　　　　④進行性病変　　　　 ⑦免疫
②病因　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　⑤循環障害　　　　　　⑧感染症
③代謝障害　　　　　　　　　　　　　　 　　　⑥炎症　　　　　　　　　⑨腫瘍

解剖学、生理学、生化学などの基礎知識をもとに、疾病の成り立ちと回復について学習し、臨床医学の基礎をつくる。学修目標

授業方法 教科書を中心に講義する

　理学療法学科　
昼間部



講　　義　　要　　項
科目名 栄養学 対象学科・専攻

　理学療法学科　
昼間部

必修・選択 必修 配当年次 1 単位

岡田　昌己

人体の構造（消化器官・細胞）について 岡田　昌己

担当教員

オムニバスフラグ
通年フラグ

15 授業形態 講義

授業内容

授業方法

NO

9/13 火 4限1

食品に含まれる栄養素の種類とはたらき（主にエネルギー生産栄養素）について

授業計画

時限 岡田　昌己2022年度 開講学期開講年度

授業概要

6 10/18 火 4限

栄養と生活習慣病、食生活の問題、食事摂取基準について 岡田　昌己

食品に含まれる栄養素の種類とはたらき（主にビタミン・ミネラル）について 岡田　昌己

ライフステージと栄養（妊婦、乳児期～学童期）について 岡田　昌己

岡田　昌己ライフステージと栄養（思春期～高齢期、スポーツ栄養）について

治療会（食事療法）、病院食、栄養補給法について 岡田　昌己

疾患別食事療法について 岡田　昌己火 4限7 10/25

3 9/27

4 10/4

テキスト・参考書

教員紹介

その他

8 11/1 火 4限

準備学修
（予習・復習）等の
内容と分量

学修評価の
基準と方法

試験時期

（予習）高校の生物基礎を理解しておく。
（復習）毎回配布するプリント、小試験を解き直す。

定期試験80％、毎回の講義後の小試験20％

2023年1月16日（月）～1月20日（金）

好きになるシリーズ、好きになる栄養学第2版（麻美直美、塚原典子　著）講談社

駒沢女子大学　人間健康学部　健康栄養学科　講師（専門分野）生理・生化学、スポーツ栄養学

必ずテキストを持参のうえ受講すること

火 4限

10/11 火 4限

火 4限

5

2 9/20 火 4限

学修目標

1．　五大栄養素の構造、消化・吸収・代謝や消化・吸収を行うための消化器官について基礎的な知識を理解でき
る。
2．　1.の基本的な知識応用させて、ライフステージ別、病態別、特殊環境での栄養について理解できる。
3．　日本の食生活状況や問題点について、栄養学の基本的な考えから理解できる。

曜日

担当教員

火後期

毎回の講義で補足資料を配布する。講義後に小試験を行う。

岡田　昌己

1 時間

人間が生まれてから死ぬまでを栄養学の観点から理解することを目的とする。そのために五大栄養素の働き、栄
養素と食品の関係、日本人の食事摂取基準と食生活、治療食の種類と分類、食生活と生活習慣病の関係につい
て、また、ライフサイクルと栄養について学習する。



講　　義　　要　　項
科目名 予防医学 対象学科・専攻

　理学療法学科　
昼間部

必修・選択 必修 配当年次 1 単位

千葉　百子

予防医学の歴史・保健予防概念・人口統計 千葉　百子

担当教員

オムニバスフラグ
通年フラグ

15 授業形態 講義

授業内容

授業方法

NO

9/13 火 2限1

感染症（分類・予防対策・治療）・消毒法

授業計画

時限 千葉　百子2022年度 開講学期開講年度

授業概要

6 10/18 火 2限

衛生行政・保健衛生法規 千葉　百子

母子保健・学校保健 千葉　百子

環境保健・公害・産業保健・産業理学療法 千葉　百子

千葉　百子成人保健・ライフスタイル・健康管理・健康増進・公衆栄養

精神保健・老人保健 千葉　百子

地域保険と国際保健 千葉　百子火 2限7 10/25

3 9/27

4 10/4

テキスト・参考書

教員紹介

その他

8 11/1 火 2限

準備学修
（予習・復習）等の

内容と分量

学修評価の
基準と方法

試験時期

授業の準備前に該当するテキストの項目を読んでおく。受講後に知識の整理をする。

期末試験において評価を行う。

2023年1月16日（月）～1月20日（金）

シンプル衛生学公衆衛生学　鈴木庄亮監修/南江堂

参考書：国民衛生の動向（厚生労働統計協会編）、コンパクト公衆衛生学（松浦賢長　他編、朝倉書店）

　　　　　病気と健康の世界地図（千葉百子　訳、丸善）

順天堂大学医学部衛生学講座客員教授　／　国際医療福祉大学大学院特任教授
Kazakh National Medical University 名誉教授　／　ハルピン医科大学名誉教授

火 2限

10/11 火 2限

火 2限

5

2 9/20 火 2限

学修目標
予防医学の意義を知り、人々の健康を維持するために地域、学校、職域、母子、成人、高齢者など各集団を対象
に疾病の概要、予防について知る。現代社会を取り巻く環境を捉え生態系にもたらす影響を理解する。保健統計
により集団の健康問題を把握し、これからの時代の保健行動の方向性を学ぶ。

曜日

担当教員

火後期

テキスト、配布プリント、「国民衛生の動向」などを使って授業を進めるほか、新聞などで報道される予防医学・環
境衛生に関係する記事についてみんなで話し合う。

千葉　百子

1 時間

予防医学は「生を守る」学問である。病気の予防や健康増進の知識と技術、コレラが展開される保健福祉の法制・
理論を理解する。
机上や実験室内の理論ではなく、広く会社とかかわりを持って学ぶ学問である。



配当年次 1 単位 1 時間 30 授業形態

開講学期 曜日 時限

NO

1 4/6 水 2限

2 4/13 水 2限

3 4/27 水 1限

4 4/27 水 2限

5 5/11 水 2限

6 5/18 水 2限

7 5/25 水 1限

8 6/1 水 1限

9 6/8 水 2限

10 6/15 水 2限

11 6/22 水 1限

12 6/29 水 2限

13 7/6 水 2限

14 7/13 水 2限

15 7/20 水 2限

国際生活機能分類について

リハビリテーションの理念、定義、目的、国際障害分類、総論的まとめ 武田　淳史

武田　淳史

武田　淳史

講　　義　　要　　項
科目名 リハビリテーション概論 対象学科・専攻

必修・選択 講義必修

前期2022年度開講年度

武田　淳史
オムニバスフラグ

通年フラグ
担当教員

2水

ADL評価法のバーゼルインデックスについて

授業内容 担当教員

授業計画

心理障害、発達障害について

高次脳機能障害について

武田　淳史

１年後期に履修する「リハビリテーション医学」と密接に連動する科目であるので、十分に整理・復習し、理解しておくこと。
予習は教科書の講義単元を読んでおく。復習は黒板の記載内容をしっかりノートに記載し理解する。毎週60分予習・復習
にあてる。

ADL評価法のカッツインデックスについて

武田　淳史

武田　淳史

武田　淳史

武田　淳史

武田　淳史

感覚障害について

運動障害、歩行障害、ADL障害について

意識障害について

個人情報保護法とインフォームドコンセントについて

教員紹介

その他

テキスト・参考書 参考書：「リハビリテーション概論 」上好孝行、土肥信之編　永井書店

反射について

武田　淳史

武田　淳史

武田　淳史

知能障害について

試験時期

学修評価の
基準と方法

準備学修
（予習・復習）等の

内容と分量

武田　淳史

摂食嚥下障害、心機能、呼吸器障害について

廃用症候群、排尿障害について

武田　淳史

約30年程、リハビリテーションの教育に携わってきました。内科学が専門です。

リハビリテーション概論は、内容が高度で有るためしっかりと本を読んで予習、復習をして下さい。
試験点数60点未満は再試験となります。

参考書：「リハビリテーション」第一出版（ISBN；978-4-8041-1375-3）

テキスト：「リハビリテーション医学テキスト」三上真弘・出江紳一編　南江堂（ISBN：978-4-524-26549-7）

講義時間内に発表する。

筆記試験にて判定します(100%)   試験の出題形式は、論述式とします。(60分)

言語障害について

武田　淳史

授業概要
理学療法士をめざす学生にとって1年目のリハビリテーション概論は将来の理学療法士としての仕事をになう上で、仕事
の全体像を理解することにおいて重要で有り、授業内容は広範囲にわたるが、重要な点は強調して講義授業を進めてい
く。

リハビリテーションは単に医療にとどまらず、保健・医療・福祉を包括するものである。近年の高齢化社会への進展と、疾
病構造の変化に対応するために、この科目は医療専門職として必須である。本講義では、リハビリテーションの定義・理
念およびそれに係る社会制度の概要を含め、リハビリテーション医学の基礎を学習する。

学修目標

授業方法 教科書を用い、テーマごとに区切り詳細な説明を行っていく授業形式をとる。また、関連プリントを配布する。

　理学療法学科　
昼間部



配当年次 1 単位 1 時間 30 授業形態

開講学期 曜日 時限

NO

1 9/12 月 1限

2 9/19 月 1限

3 9/26 月 1限

4 10/3 月 1限

5 10/10 月 1限

6 10/17 月 1限

7 10/24 月 1限

8 10/31 月 1限

9 11/7 月 1限

10 11/14 月 1限

11 11/21 月 1限

12 11/28 月 1限

13 12/5 月 1限

14 12/12 月 1限

15 12/19 月 1限

脳疾患（2）

脳疾患（1） 武田　淳史

武田　淳史

武田　淳史

講　　義　　要　　項
科目名 リハビリテーション医学 対象学科・専攻

必修・選択 講義必修

後期2022年度開講年度

武田　淳史
オムニバスフラグ

通年フラグ
担当教員

1月

脊髄疾患

授業内容 担当教員

授業計画

切断   

末梢循環障害

武田　淳史

予習は教科書の単元ごとにどのような内容か授業前に一読して欲しい。また復習はプリント、黒板の記載内容をしっかり
と理解することが重要である。毎週90分予習・復習に当てる。

関節リウマチ

武田　淳史

武田　淳史

武田　淳史

武田　淳史

武田　淳史

関節疾患

末梢神経障害

神経・筋疾患

小児疾患

教員紹介

その他

テキスト・参考書 参考書：「リハビリテーション」第一出版（ISBN；978-4-8041-1375-3）

外傷

武田　淳史

武田　淳史

武田　淳史

脊椎疾患

試験時期

学修評価の
基準と方法

準備学修
（予習・復習）等の

内容と分量

武田　淳史

総合まとめ

高齢者リハビリテーション

武田　淳史

約30年程、リハビリテーションの教育に携わってきました。内科学が専門です。

講義内容の疾患はいずれも臨床実習で遭遇するものであること、国家試験の重要出題領域であることから、専門科目の
授業とともに、疾患ごとに十分に整理･復習しておくこと。理学療法ではいずれも専門分野に係る疾患であることから各領
域の参考書を備えておくこと。
本試験は60点未満は再試験となります。

テキスト：「リハビリテーション医学テキスト」三上真弘・出江紳一編　南江堂（ISBN：978-4-524-26549-7）

筆記試験にて評価する。試験内容は論述式にて出題し、筆記試験100％で評価。

内部疾患

武田　淳史

授業概要
前期で広範囲なリハビリテーション概論の授業を行ってきたが、今回は後期に、それぞれの関連疾患テーマを詳細に説
明し様々な分野のリハビリテーションのあり方を知ってもらうことで、高度なリハビリ加療の理解を深めてもらう授業を行
う。

リハビリテーション医学の対象となる疾患は、中枢神経疾患、末梢神経疾患、筋疾患、骨関節疾患、循環・呼吸器疾患を
含む内部疾患などがある。これらの疾患のうちから主要なものについて、その病態、症状、診断、評価、治療、リハビリ
テーション治療手段の概要を重要ポイントを中心に講義を行なう。

学修目標

授業方法
「リハビリテーション概論」と同じ教科書を用い、テーマごとに深く各種疾患の内容に入り授業を行う。関連プリントを配布
する。

　理学療法学科
昼間部



配当年次 1 単位 2 時間 60 授業形態

1

開講学期 曜日 時限

NO

1 9/14 水 2限

2 9/21 水 2限

3 9/28 水 2限

4 10/5 水 2限

5 10/12 水 2限

6 10/19 水 2限

7 10/26 水 2限

8 11/2 水 2限

9 11/9 水 2限

10 11/16 水 2限

11 11/30 水 2限

12 12/7 水 2限

13 12/14 水 2限

14 12/21 水 2限

15 1/4 水 2限

回復期　リハビリテーションとは

これからの高齢社会、キャリアデザイン 久保田　好正

久保田　好正

久保田　好正

講　　義　　要　　項
科目名 地域リハビリテーション概論 対象学科・専攻

必修・選択 講義必修

後期2022年度開講年度

久保田　好正、田中　進吾
オムニバスフラグ

通年フラグ
担当教員

2水

回復期　リハビリテーションの実際

授業内容 担当教員

授業計画

住宅改修②

住宅改修①

久保田　好正

該当する講座の教科書をあらかじめ読んでおく。また授業終了後にも該当部分を教科書で確認すること。

訪問　リハビリテーションとは

久保田　好正

久保田　好正

久保田　好正

久保田　好正

久保田　好正

入所　リハビリテーションとは

通所　リハビリテーションの実際

通所　リハビリテーションとは

訪問　リハビリテーションの実際

教員紹介

その他

テキスト・参考書 参考書:Rehabilitation Life　　株式会社gene

入所　リハビリテーションの実際

久保田　好正

久保田　好正

久保田　好正

福祉用具①

試験時期

学修評価の
基準と方法

準備学修
（予習・復習）等の

内容と分量

久保田　好正

行政のリハビリテーションの実際

行政のリハビリテーションとは

久保田　好正

株式会社　斬新社　代表取締役、作業療法士、詳細はWeb www.zanshinsya.com

教科書:地域リハビリテーション学テキスト　　南江堂

2023年1月16日（月）～1月20日（金）

筆記試験

福祉用具②

久保田　好正

授業概要
生活環境を住居や交通機関などの物理的環境のみならず、福祉制度や施策などの制度的環境、家族や看護者・専門
家・ボランティア等の人的環境からも捉え、自立した主体的生活が保障されるための生活環境の整備や改善の支援につ
いて学習する。

自立した主体的な生活が保障されるための生活環境の整備や改善の支援について、介護予防・回復期・生活期のス
テージ毎に理学療法士としてどのようなことが求められるか理解する。

学修目標

授業方法
講義、アクティブラーニング形式による授業を行う。理学療法士として、介護予防・回復期・生活期・予防期と順を追って理
解し、さらに環境整備として、福祉用具、住宅改修、相談援助の適応と手法を学ぶ。

　理学療法学科　
昼間部



配当年次 1 単位 2 時間 60 授業形態

2

開講学期 曜日 時限

NO

1 9/15 木 2限

2 9/15 木 3限

3 9/22 木 2限

4 9/22 木 3限

5 9/29 木 2限

6 9/29 木 3限

7 10/6 木 2限

8 10/6 木 3限

9 10/13 木 2限

10 10/13 木 3限

11 10/20 木 2限

12 10/20 木 3限

13 10/27 木 2限

14 10/27 木 3限

15 11/10 木 2限

急性期病院の実際　地域との関り②

急性期病院の実際　地域との関り➀ 田中　進吾

田中　進吾

田中　進吾

講　　義　　要　　項
科目名 地域リハビリテーション概論 対象学科・専攻

必修・選択 講義・演習必修

後期2022年度開講年度

久保田　好正、田中　進吾
オムニバスフラグ
通年フラグ

担当教員

2・3木

地域におけるリスクマネジメント➀

授業内容 担当教員

授業計画

日常生活を考える「骨折」

日常生活を考える「片麻痺」②

田中　進吾

授業終了後は事後学習として、配布プリントを復習しすること。
グループワークやグループ発表に必要な準備をして積極的に参加すること。

地域におけるリスクマネジメント②

田中　進吾

田中　進吾

田中　進吾

田中　進吾

田中　進吾

フィールドワーク➀

地域マップを作成しよう③　発表

地域マップを作成しよう②

地域マップを作成しよう➀

教員紹介

その他

テキスト・参考書 地域リハビリテーション学　羊土社

フィールドワーク②

田中　進吾

田中　進吾

田中　進吾

フィールドワーク③　発表

試験時期

学修評価の
基準と方法

準備学修
（予習・復習）等の
内容と分量

田中　進吾

まとめ

日常生活を考える「認知症」

田中　進吾

担当講師は急性期病院に勤務した経験があり、臨床・教育・研究と脳血管疾患・運動器疾患への実務経験に基づいて理
学療法士の育成に向けた授業を展開する。

正当な理由のない30分以上の遅刻は欠席とする。また、30分未満の遅刻は3回で1回の欠席扱いとする。

地域リハビリテーション学テキスト　南江堂

グループ発表時、授業内での課題提出日を提示する。

課題（10％）、グループ発表・レポート（40％）により評価する。

日常生活を考える「片麻痺」➀

田中　進吾

授業概要
生活環境、交通機関など実際の物理的環境を調査し、理学療法士としての関わり・考えについて学習する。また、障害者
の生活を考え・体験することでの経験について考える。

1．自立した主体的な生活を獲得するための方法や、実際の生活環境を調査し、障害者の生活を体験する。
2．理学療法士として、地域に対してのどのようなことを求められるか理解する。

学修目標

授業方法 配布印刷物を用いての講義・演習（グループワーク・プレゼンテーション）

　理学療法学科　
昼間部



配当年次 1 単位 2 時間 60 授業形態

1

開講学期 曜日 時限

NO

1 4/11 月 1限

2 4/11 月 2限

3 4/18 月 1限

4 4/18 月 2限

5 4/25 月 1限

6 4/25 月 2限

7 5/2 月 1限

8 5/2 月 2限

9 5/9 月 1限

10 5/9 月 2限

11 5/16 月 1限

12 5/16 月 2限

13 5/23 月 1限

14 5/23 月 2限

15 5/30 月 1限

理学療法の歴史

感染予防の理論と実践 福島　豊

福島　豊

福島　豊

講　　義　　要　　項
科目名 理学療法概論Ⅰ（関連法規等） 対象学科・専攻

必修・選択 講義・演習必修

前期2022年度開講年度

川﨑　孝晃、福島　豊
オムニバスフラグ

通年フラグ
担当教員

1・2月

理学療法士の役割と倫理

授業内容 担当教員

授業計画

理学療法研究（グループワーク：測定・資料作成）

理学療法研究（グループワーク：測定・資料作成）

福島　豊

毎回の授業後には配布した資料の見直しを行うこと。

理学療法関連法規（PT・OT法）

福島　豊

福島　豊

福島　豊

福島　豊

福島　豊

保険制度（社会保険制度）

保険制度（社会保険制度）

理学療法関連法規（障害者総合支援法）

理学療法関連法規（医療法,介護保険）

教員紹介

その他

テキスト・参考書 授業中に適宜資料を配布

理学療法教育（卒前・卒後教育）

福島　豊

福島　豊

福島　豊

理学療法管理

試験時期

学修評価の
基準と方法

準備学修
（予習・復習）等の

内容と分量

福島　豊

理学療法研究（グループワーク：発表）

理学療法研究（グループワーク：資料作成）

福島　豊

担当する講師は大学病院に勤務した経験があり、臨床・教育・研究と実務経験に基づいて理学療法士の育成に向けた授
業を展開する。

中島喜代彦著：シンプル理学療法学シリーズ理学療法概論テキスト 第3版　　ISBN978-4-524-25482-8

前期期末試験期間に実施

期末試験（筆記）による評価　（80％）、グループワーク発表（20％）

理学療法研究

福島　豊

授業概要
理学療法の全体像を理解し、学習意欲を高めるとともに、対象者に適した理学療法を実施するために生涯学習の必要性
について認識することを目的とする。具体的には理学療法の歴史、定義や倫理、法律及び治療原理やその対象について
学び、理学療法の必要性について理解する。

①理学療法の定義、歴史、倫理、必要な関連法規を理解し全体像を説明できる。
②理学療法士としての役割とその必要性について説明できる。
③理学療法士として学ぶべき内容を理解し、生涯学習の必要性を学ぶ。

学修目標

授業方法 パワーポイントと配布印刷物を活用しながら講義やグループワーク、ディスカッションを実施する。

　理学療法学科　
昼間部



配当年次 1 単位 2 時間 60 授業形態

2

開講学期 曜日 時限

NO

1 5/30 月 2限

2 6/6 月 1限

3 6/6 月 2限

4 6/13 月 1限

5 6/13 月 2限

6 6/20 月 1限

7 6/20 月 2限

8 6/27 月 1限

9 6/27 月 2限

10 7/4 月 1限

11 7/4 月 2限

12 7/11 月 1限

13 7/11 月 2限

14 7/25 月 1限

15 7/25 月 2限

　理学療法学科
昼間部

授業概要

理学療法の全体像を理解し、学習意欲を高めるとともに、対象者に適した理学療法を実施するために生涯学習の必要性
について認識することを目的とする。具体的には理学療法の歴史、定義や倫理、法律及び治療原理やその対象疾患に
ついて学び、理学療法の必要性について理解する。また施設見学、障害者体験を通して対象者の立場が理解できるよう
に学習する。

理学療法士として求められる基本的な資質・能力とは、専門的知識・技術の向上と豊かな人間性を育み、チーム医療職
の一員として科学的根拠に基づいた治療を対象者に提供できることである。さらに、お互いの考えを認知・共感・理解し、
有効な関係を築くコミュニケーション能力を養うことができるようになることを目的とする。

学修目標

授業方法 講義やグループワーク、ディスカッショを取り入れながらの講義。

教員紹介

その他

テキスト・参考書 参考書　：　基礎理学療法概論　網本和監修　MEDICALVIEW

理学療法における臨床的思考

川﨑　孝晃

川﨑　孝晃

川﨑　孝晃

臨床推論、理学療法の実際の流れ、クリニカルパス

試験時期

学修評価の
基準と方法

準備学修
（予習・復習）等の
内容と分量

川﨑　孝晃

まとめ

中枢性疾患の理学療法　②

川﨑　孝晃

担当教員：川崎（保健医療博士）は、理学療法士歴30年目で当校教員歴24年。
大学附属病院、一般病院等の勤務経験あり。現在、クリニック等にて活動中。

レポートの提出期限厳守。

参考書　：　理学療法概論テキスト　細田多穂監修　南江堂

テキスト　：　なし

前期講義終了後または期末試験期間中に実施予定。

期末試験（筆記）および小テストによる評価（川﨑50％、福島50％）。

整形外科疾患の理学療法　①

川﨑　孝晃

中枢性疾患の理学療法　①

整形外科疾患の理学療法　②

川﨑　孝晃

授業後は必ず復習を行うこと。

理学療法（理学療法士免許、運動療法、物理療法）、理学療法士教育

川﨑　孝晃

川﨑　孝晃

川﨑　孝晃

川﨑　孝晃

川﨑　孝晃

信頼関係の構築と協働作業、理学療法士の接遇

理学療法士（医療従事者の倫理、理学療法士の使命）の役割、疾患時期別

理学療法における保険制度（医療保険、介護保険）、施設基準、理学療法士の資質

理学療法士国家試験、理学療法士の仕事内容、対象疾患、理学療法士の職場

障害分類（障害構造）、リハビリテーションチーム

リハビリテーション総論、リハビリテーションとは 川﨑　孝晃

川﨑　孝晃

川﨑　孝晃

講　　義　　要　　項
科目名 理学療法概論Ⅰ（関連法規等） 対象学科・専攻

必修・選択 講義・演習必修

前期2022年度開講年度

川﨑　孝晃、福島　豊
オムニバスフラグ
通年フラグ

担当教員

1・2月

理学療法概論（定義、歴史、関連法規）、理学療法士とは

授業内容 担当教員

授業計画



配当年次 1 単位 1 時間 30 授業形態

開講学期 曜日 時限

NO

1 4/6 水 1限

2 4/13 水 1限

3 4/20 水 1限

4 4/20 水 2限

5 5/11 水 1限

6 5/18 水 1限

7 5/25 水 2限

8 6/8 水 1限

9 6/10 金 1限

10 6/15 水 1限

11 6/22 水 2限

12 6/29 水 1限

13 7/6 水 1限

14 7/13 水 1限

15 7/20 水 1限

触診法について

総論（理学療法評価とは） 中山　沙織

中山　沙織

中山　沙織

講　　義　　要　　項
科目名 理学療法評価学Ⅰ（形態測定と触診） 対象学科・専攻

必修・選択 講義・演習必修

前期2022年度開講年度

中山　沙織
オムニバスフラグ
通年フラグ

担当教員

1水

骨の触診　：　胸骨、鎖骨、肩甲骨

授業内容 担当教員

授業計画

触診総復習①

筋の触診　：　下腿、

中山　沙織

資料を配布しその順に触診、形態測定を進めていくため、事前に資料を読み込んでおくこと。

骨の触診　：　上腕骨、橈骨、尺骨

中山　沙織

中山　沙織

中山　沙織

中山　沙織

中山　沙織

形態測定　：　四肢長・周径

骨の触診　：　肋骨、頭蓋骨、脊柱

骨の触診　：　膝蓋骨、脛骨、腓骨、距骨、踵骨、その他足根骨

骨の触診　：　手根骨、骨盤、大腿骨

教員紹介

その他

テキスト・参考書 理学療法　ゴールドマスターテキスト　理学療法評価学　編集）柳澤健　メディカルビュー

筋の触診　：　頚部、腹部、背部

中山　沙織

中山　沙織

中山　沙織

筋の触診　：　肩甲骨周囲、上腕、前腕

試験時期

学修評価の
基準と方法

準備学修
（予習・復習）等の
内容と分量

中山　沙織

まとめ

触診総復習②

中山　沙織

急性期、回復期、維持期（病院、施設、在宅）で現場経験を積んだ教員が、現場でのノウハウを交えて講義する。

実技では、触診しやすいよう薄手の服装（なるべく半袖・半ズボン）で参加すること。

出席について：授業開始30分以内に入室した場合は遅刻、それ以降の入室は欠席扱いとなる。授業終了30分前以降に
退出した場合は早退とする。出席回数が10回に満たない場合は、試験を受けることができない。

標準理学療法学　理学療法評価学　編集　内山靖　医学書院

理学療法評価学　第6版　松澤正著　金原出版

実技試験：7月25日（月）3・4限　　筆記試験：試験期間中

実技テスト（30点）、筆記試験（70点）の合計100点満点

筋の触診　：　手部、臀部、大腿

中山　沙織

授業概要

理学療法の基本となる触診および形態測定について、検査、測定に基づく評価法に関する知識を学び、評価技術を身に
つけることを目的とする。具体的には患者の疾病の特定部位や原因を判断するための筋の触診と骨の触診によるランド
マークを基準とした四肢長・周径の評価技術を身につける。また、検査・測定で得られた結果の解釈及び治療の可否など
の判断をするために必要な知識を習得する。

理学療法評価とは何か？について他者に説明できる。四肢長、周径に必要な骨のランドマークを正しい触診方法によっ
て確実に触診できる。四肢長、周径の測定を再現性の高い方法で行える。筋を正しい触診方法によって筋の形態、走
行、収縮の有無を把握する。四肢長、周径の測定、触診に関して対象者に配慮した自分本位でない測定が行える。

学修目標

授業方法 座学、実技

　理学療法学科
昼間部



配当年次 1 単位 1 時間 30 授業形態

開講学期 曜日 時限

NO

1 9/12 月 3限

2 9/19 月 3限

3 9/26 月 3限

4 10/3 月 3限

5 10/10 月 3限

6 10/17 月 3限

7 10/24 月 3限

8 10/31 月 3限

9 11/7 月 3限

10 11/14 月 3限

11 11/21 月 3限

12 11/28 月 3限

13 12/5 月 3限

14 12/12 月 3限

15 12/19 月 3限

バイタルサイン（実技）

バイタルサイン（講義） 中山　沙織

中山　沙織

中山　沙織

講　　義　　要　　項
科目名 理学療法評価学Ⅱ（バイタルサインと関節可動域測定等） 対象学科・専攻

必修・選択 講義・演習必修

後期2022年度開講年度

中山　沙織
オムニバスフラグ
通年フラグ

担当教員

3月

バイタルサイン（実技）

授業内容 担当教員

授業計画

関節可動域測定　応用編

関節可動域測定　応用編

中山　沙織

小テストにて理解できているかを随時確認する。その為、必ず復習をすること。
また、実技においては、空いている時間に各自繰り返し練習を実施しておくこと。

関節可動域測定（講義）、肩甲帯（実技）

中山　沙織

中山　沙織

中山　沙織

中山　沙織

中山　沙織

母指、その他手指（実技）

肘関節、前腕、手関節（実技）

肩関節（実技）

肩関節（実技）

教員紹介

その他

テキスト・参考書 基礎運動学　斎藤宏、長崎浩　医歯薬出版株式会社

股関節（実技）

中山　沙織

中山　沙織

中山　沙織

膝関節、足関節、足部（実技）

試験時期

学修評価の
基準と方法

準備学修
（予習・復習）等の
内容と分量

中山　沙織

まとめ

関節可動域測定　応用編

中山　沙織

急性期、回復期、維持期（病院、施設、在宅）で現場経験を積んだ教員が、現場でのノウハウを交えて講義する。
現在、訪問看護ステーションにて理学療法士として活動中。

実技では、動きやすい服装（半袖・短パン等）で参加すること。

出席について：授業開始30分以内に入室した場合は遅刻、それ以降の入室は欠席扱いとなる。授業終了30分前以降に
退出した場合は早退とする。出席回数が10回に満たない場合は、試験を受けることができない。

理学療法評価学　松澤正、江口勝彦　金原出版株式会社

小テスト：授業終了時にアナウンス　　実技試験：　月　日（　・　限）,　/　（　・　限）　　筆記試験：試験期間

小テスト（10%）、実技試験（50%）、筆記試験（40%）

頸部、胸腰部（実技）

中山　沙織

授業概要
理学療法業務の最も基本となる検査・測定・評価について、バイタル測定と関節可動域測定の目的や具体的方法を学
び、臨床現場で実践できるようにスキルを向上することを目的としている。対象となる人の身体に触れる際の立ち振る舞
いから始まり、医療行為の重要性と危険性について演習および実習を交えて学習し、習得することも目指す。

正確にバイタル測定が実施できる。
正確に関節可動域測定を実施できる。
また、それぞれの検査結果を基に、評価することができる。

学修目標

授業方法 座学、実技

　理学療法学科
昼間部



配当年次 1 単位 1 時間 30 授業形態

開講学期 曜日 時限

NO

1 9/13 火 1限

2 9/20 火 1限

3 9/27 火 1限

4 10/4 火 1限

5 10/11 火 1限

6 10/18 火 1限

7 10/25 火 1限

8 11/1 火 1限

9 11/8 火 1限

10 11/15 火 1限

11 11/22 火 1限

12 11/29 火 1限

13 12/6 火 1限

14 12/13 火 1限

15 12/20 火 1限

関節可動域訓練（概要、エンドフィールについて）

運動療法概論（歴史・定義・方法） 河野　裕也

河野　裕也

河野　裕也

講　　義　　要　　項
科目名 基礎運動療法 対象学科・専攻

必修・選択 講義・演習必修

後期2022年度開講年度

河野　裕也
オムニバスフラグ
通年フラグ

担当教員

1火

ストレッチング（概要）

授業内容 担当教員

授業計画

ストレッチング（セルフストレッチング）

ストレッチングの応用②

河野　裕也

ストレッチングの方法をテキストで事前に予習すること

ストレッチング（骨盤、股関節周囲）

河野　裕也

河野　裕也

河野　裕也

河野　裕也

河野　裕也

ストレッチング（体幹）

ストレッチング（大腿、下腿）

ストレッチング（大腿）

ストレッチング（股関節周囲、大腿）

教員紹介

その他

テキスト・参考書

ストレッチング（上腕、前腕）

河野　裕也

河野　裕也

河野　裕也

ストレッチング（大腿、下腿）

試験時期

学修評価の
基準と方法

準備学修
（予習・復習）等の
内容と分量

河野　裕也

ストレッチング（全体のまとめ）

ストレッチング（セルフストレッチング）

河野　裕也

担当講師は整形外科病院での勤務が長く、運動器疾患への実務経験に基づいて理学療法士の育成に向けた授業を展
開する

実技中心のため、動きやすい服装で授業に参加すること。

テキスト：運動療法学　　金原出版　　ISBN:978-4-307-75026-4

実技試験は期末試験期間前、筆記試験は期末試験期間に実施

実技試験（30％）、筆記試験（70％）、合計100％

ストレッチングの応用①

河野　裕也

授業概要
運動療法を適切に行うため、基礎的な知識と技術を習得することを目的とする。総論として、運動療法に関する定義、歴
史、対象、理論、種類、機器などについて学ぶ。各論として各種運動療法（関節可動域訓練、ストレッチングなど）の理論
と技術を学習する。

・運動療法の概要について、理解し説明ができる
・各種運動療法の目的を理解し説明ができる
・各種運動療法を経験し、実施できる

学修目標

授業方法 パワーポイントを使用し、講義内容を理解した上で実技演習を行う。

　理学療法学科
昼間部



配当年次 1 単位 1 時間 30 授業形態

開講学期 曜日 時限

NO

1 9/13 火 3限

2 9/20 火 3限

3 9/27 火 3限

4 10/4 火 3限

5 10/11 火 3限

6 10/18 火 3限

7 10/25 火 3限

8 11/1 火 3限

9 11/8 火 3限

10 11/15 火 3限

11 11/22 火 3限

12 11/29 火 3限

13 12/6 火 3限

14 12/13 火 3限

15 12/20 火 3限

物理療法の基礎（物療の効果判定とリスク管理）

物理療法総論（学習の進め方，物療機器の概要） 曽根　幸喜

曽根　幸喜

曽根　幸喜

講　　義　　要　　項
科目名 物理療法学Ⅰ（温熱、寒冷療法等） 対象学科・専攻

必修・選択 講義・演習必修

後期2022年度開講年度

曽根　幸喜
オムニバスフラグ

通年フラグ
担当教員

3火

水治療法　座学

授業内容 担当教員

授業計画

水治療法・温熱療法・寒冷療法のまとめ

温熱療法（２）（３）・寒冷療法の効果判定

曽根　幸喜

座学授業の予習として教科書該当箇所の図表を概観してイメージをつかんでおく．週90分程度の予習・復習時間が必要
である．

温熱療法（1）ホットパック・パラフィン（表在温熱）　座学

曽根　幸喜

曽根　幸喜

曽根　幸喜

曽根　幸喜

曽根　幸喜

水治療法・温熱療法（１）の効果判定 

水治療法・温熱療法（１）の効果判定 

温熱療法（3）超音波療法（エネルギー変換療法　深部温熱）　座学

温熱療法（2）極超短波・超短波（エネルギー変換療法　深部温熱）　座学

教員紹介

その他

テキスト・参考書

 寒冷療法　座学

曽根　幸喜

曽根　幸喜

曽根　幸喜

温熱療法（２）（３）・寒冷療法の試行

試験時期

学修評価の
基準と方法

準備学修
（予習・復習）等の

内容と分量

曽根　幸喜

症例検討2　座学

症例検討1　座学

曽根　幸喜

週1日総合病院で理学療法の臨床に携わる教員がその経験に即した物理療法の実際を紹介する．

授業の進度，他必要に応じて上記の授業内容を変更することがあります．実習の際は手足を出せる動きやすい服装を準
備ください．グループ演習（実習含む）が円滑に成立するよう，各自講義参加の持ち点があり，座学演習・実験被検者参
加により加点され，欠席により減点となるのでやむを得ない事由を除き欠席しないよう注意してください．

上杉雅之監修：『イラストでわかる物理療法』．医歯薬出版

筆記試験（70％）、提出物（各自実習レポート　30％）の総合評価とする．

温熱療法（２）（３）・寒冷療法の効果判定

曽根　幸喜

授業概要
物理療法の定義と分類を学び，①水治療法、②温熱療法、③寒冷療法について，各物理エネルギーの特性と生理的作
用、適応、禁忌、リスク管理について学習する．機器を使用して自ら体験し，運動療法と関連付けた物理療法の実施がで
きるようになるための演習を行う．

1．各種物理療法の物理エネルギーの特性，および生体への生理的作用を説明できる．
2．症例に応じた適切な治療機器の選択，操作ができる．

学修目標

授業方法 授業は座学およびグループによる演習・実習形式により行う．

　理学療法学科
昼間部



配当年次 1 単位 1 時間 30 授業形態

開講学期 曜日 時限

NO

1 4/7 木 1限

2 4/7 木 2限

3 4/14 木 1限

4 4/14 木 2限

5 4/21 木 1限

6 4/21 木 2限

7 4/28 木 1限

8 4/28 木 2限

9 5/12 木 1限

10 5/12 木 2限

11 5/19 木 1限

12 5/19 木 2限

13 5/26 木 1限

14 6/2 木 1限

15 6/9 木 1限

介護保険制度/車椅子の構造と操作

オリエンテーション、ADL概論 田中　進吾

田中　進吾

田中　進吾

講　　義　　要　　項
科目名 日常生活活動 対象学科・専攻

必修・選択 講義・演習必修

前期2022年度開講年度

田中　進吾
オムニバスフラグ

通年フラグ
担当教員

1・2木

車椅子の種類と処方／車椅子動作　【小テスト➀】

授業内容 担当教員

授業計画

ＡＤＬ評価①

ICIDHおよびICFにおけるADLの位置づけ

田中　進吾

授業内に小テストを実施する（全5回）。前回の授業での学習内容から出題するため、復習をしておくこと。なお、欠席等で
小テストを受験できなかった場合は、その点数は0点とする。

生活関連活動／ＡＤＬとＱＯＬ

田中　進吾

田中　進吾

田中　進吾

田中　進吾

田中　進吾

複合動作とＡＤＬ　

動的基本動作（基本動作）とＡＤＬ　【小テスト③】

静的基本動作（姿勢保持）とＡＤＬ

ADLと運動学　【小テスト②】

教員紹介

その他

テキスト・参考書 参考書：齋藤宏・他：姿勢と動作　第3版．メヂカルフレンド社．ISBN978-4-8392-1350-3

ＡＤＬ支援機器と自助具　【小テスト④】

田中　進吾

田中　進吾

田中　進吾

杖・歩行器の種類と処方

試験時期

学修評価の
基準と方法

準備学修
（予習・復習）等の

内容と分量

田中　進吾

ＡＤＬ評価③/まとめ

ＡＤＬ評価②

田中　進吾

担当講師は急性期病院に勤務した経験があり、臨床・教育・研究と脳血管疾患・運動器疾患への実務経験に基づいて理
学療法士の育成に向けた授業を展開する。

正当な理由のない30分以上の遅刻は欠席とする。また、30分未満の遅刻は3回で1回の欠席扱いとする。

参考書：伊藤利之・他（編）：新版　日常生活活動（ＡＤＬ）-評価と支援の実際-．医歯薬出版．ISBN978-4-263-21344-5

テキスト：鶴見隆正・他（編）：標準理学療法学 専門分野 日常生活活動学・生活環境学　第5版．医学書院．ISBN978-4-260-03256-8

全講義終了後に期末試験を行う。実技試験は、授業内で課題・日時を提示する。

筆記試験（80％）＋小テスト（10％）＋実技試験（10％）、合計100％

杖歩行　【小テスト⑤】

田中　進吾

授業概要

対象者に日常生活活動（以下、ADL）訓練ができるようになるための基本的知識を身につけることを目的とする。そのた
めに、基本的ADLと生活関連活動の概要、評価方法を知り、リハビリテーションにおける位置づけを明確にした上で、訓
練における重要性、QOLとの関連性を考える。また、ADLの基本的支援方法の一つとして福祉用具、自助具等について
学び、主に歩行補助具（杖、車いす）の処方、使用方法と機能レベルとの関連性を考察する。

基本的ADL、生活関連活動の定義、概念を理解し、その評価ができる。ADLに関連する基本的動作、複合動作を知る。
福祉用具、自助具等のADL支援機器を知り、特に杖、車いすの構造、種類、処方について理解し、それらを使用した動作
を実施できるようになる。

学修目標

授業方法 講義（座学）で学んだ内容をもとに、ADL支援機器を使用した演習を実施する。

　理学療法学科
昼間部
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配当年次 2 単位 1 時間 30 授業形態

開講学期 曜日 時限

NO

1 4/14 木 1限

2 4/14 木 2限

3 4/14 木 3限

4 4/21 木 3限

5 4/28 木 3限

6 5/12 木 3限

7 5/19 木 3限

8 5/26 木 3限

9 6/2 木 3限

10 6/9 木 3限

11 6/16 木 3限

12 6/23 木 3限

13 6/30 木 3限

14 7/7 木 3限

15 7/14 木 3限

異常歩行パターンの分析

異常歩行パターンの分析 金井　良

金井　良

金井　良

講　　義　　要　　項
科目名 臨床運動学 対象学科・専攻

必修・選択 講義・演習必修

前期2022年度開講年度

金井　良
オムニバスフラグ

通年フラグ
担当教員

3木

異常歩行パターンの分析

授業内容 担当教員

授業計画

課題試行型アプローチ

運動学習（運動学習理論）

金井　良

各回30分以上の復習を行い、疑問点は解決しておくこと。ただし、レポート作成についてはこの限りではない。

臨床場面でよくみられる異常歩行パターン

金井　良

金井　良

金井　良

金井　良

金井　良

健常者における寝返り動作の分析

立ち上がり動作の異常パターンの分析

健常者における立ち上がり動作の分析

健常者における立ち上がり動作の分析

教員紹介

その他

テキスト・参考書 【参考書】　セラピストのための運動学習ABC　大橋ゆかり　著　文光堂

健常者における起き上がり動作の分析

金井　良

金井　良

金井　良

健常者における起き上がり動作の分析

試験時期

学修評価の
基準と方法

準備学修
（予習・復習）等の

内容と分量

金井　良

運動制御（姿勢制御）

筋力強化の特異性

金井　良

回復期病院での臨床経験から、特定の治療手技に囚われず、いかに基礎的な運動学的知識から多様な症状を理解する
かが重要であると考え、日々実践および臨床施設での講義活動を行っている。

【講義時の留意点】
・歩行分析レポートは20点満点で、提出期限内なら２回まで再提出可能で、なるべく満点に近づけることができる。
・他のレポート（2回）は10点満点で、各レポートは満点に満たない場合、１回出し直し可能で要件を満たせば８点になる。

【参考書】　モーターコントロール　運動制御の理論と臨床応用　第2版　A.S.Cook　著　医歯薬出版

【参考書】　観察による歩行分析　Gehen verstehen　著　医学書院　　【参考書】　臨床動作分析　奈良　勲　監　医学書院

規定の本試験期間に実施予定

筆記試験(60％)、レポート（40％）の総合点で評価する

起居動作の異常パターンの分析

金井　良

授業概要
本講義では、健常成人における、歩行、起立、寝返り、起き上がり動作をバイオメカニクスに基づいて分析し、各疾患各
論科目での異常動作パターンの理解につなげることを目的とする。また、運動学習および運動制御理論を学習すること
で、ダイナミカル・システム理論を基盤とする課題志向的な治療プログラム立案方法を習得する。

･健常歩行の知識を用いて、異常歩行パターンを分析できる
・健常成人の起立・寝返り・起き上がり動作のバイオメカニクスを説明できる
・運動制御理論について説明できる
・運動学習と筋力強化の４つの特異性について説明できる

学修目標

授業方法 視聴覚教材,講義プリントを用いて講義を行う。また、歩行解析実技演習およびグループ討議を行う。

　理学療法学科　
昼間部



教員紹介 約30年程、リハビリテーションの教育に携わってきました。内科学が専門です。

テキスト・参考書

29

30 7/11 月 2限

準備学修（予習・復習）
等の内容と分量

学修評価の
基準と方法

7/11 月 1限

試験時期 講義時間内に発表する。

テキスト：「シンプル内科学」第２版　寺野彰著，ISBN 978-4-524-26658-6

参考書：「シンプル病理学」改訂第7版，笹野公著，ISBN；978-4-524-26154-3

予習は教科書の講義単元を読んでおく、復習は黒板の記載内容をしっかりと理解する必要が有る。毎週60分程度の
予習、復習を毎回必要とする。

筆記試験にて判定します。(100%)   試験の出題形式は、論述式とする。(60分)　試験結果が６０点未満は、再試験とな
る。

脳神経・筋疾患1

22 6/17 金 4限 自己免疫・アレルギー疾患2

23

6/27 月

17

26 6/27 月 2限

27 7/4

28 7/4 月 2限

月 1限

6/20 月

24 6/20 月 2限

1限25

1限

12 5/16 月 2限

5/23 月 1限

月 1限

13

14 5/23 月 2限

15 5/30

5

6 4/25 月

10 5/9 月 2限

11 5/16 月 1限

9

7 5/2

8 5/2 月 2限

5/9 月 1限

月 1限

開講年度

授業概要
患者さんに対する理学療法を行う上で、患者さんの持つ各種基礎疾患の内科的医学知識を知ることは、より良きリハ
ビリテーション治療を行う上で重要である。そのために、学生にとって理解しやすい内科学授業を目指し、重要ポイント
は繰り返して講義指導を行う。

学修目標
疾病概念、生理、病理、臨床症状、臨床経過、検査所見、治療予後を含めた内科学の基本的知識の習得と国家試験
対策問題にも十分対応する。

教科書を用い臓器別に疾患内容をわかりやすく説明する講義内容を心がける。関連プリントを配布する。

授業計画

月 時限 1・2

授業方法

2022年度 開講学期 前期 曜日

NO

4/11 月 1限 病理学まとめ、診療の進め方、検査と治療法 武田　淳史1

2 4/11 月 2限

授業内容 担当教員

武田　淳史

月 1限 上皮性腫瘍と非上皮性腫瘍について 武田　淳史

18 6/6 月 2限

19 6/13 月 1限

腎・尿路系疾患2 武田　淳史

内分泌・代謝疾患1 武田　淳史

3 4/18

4 4/18 月 2限

4/25 月

精神症状と精神疾患2 武田　淳史

循環器　まとめ1 武田　淳史

循環器　まとめ2 武田　淳史

16 5/30 月 2限

6/6 月 1限

20 6/13 月 2限 内分泌・代謝疾患2 武田　淳史

21 6/14 火 1限 自己免疫・アレルギー疾患1

精神症状と精神疾患1

武田　淳史

武田　淳史

武田　淳史

武田　淳史

武田　淳史肥大と過形成について

急性炎症と慢性炎症の特徴について 武田　淳史

最新医療と救命治療 武田　淳史

中毒、環境要因による疾患、感染症 武田　淳史

肝・胆道・膵疾患2 武田　淳史

腎・尿路系疾患1 武田　淳史

武田　淳史呼吸器疾患2

肝・胆道・膵疾患1 武田　淳史

脳神経・筋疾患2 武田　淳史

血液疾患

講　　義　　要　　項
科目名 内科学 対象学科・専攻

   理学療法学科   
昼間部

必修・選択 必修 配当年次 2 単位 2 時間 60 授業形態 講義

武田　淳史 オムニバスフラグ
通年フラグ

その他
内科学の基本は「病理学」ですので、病理学の復習は十分に行ってください。講義中は、疾患の特徴を理解することに
努めて下さい。本試験が60点未満は再試験となります。

消化器疾患1 武田　淳史

消化器疾患2 武田　淳史

担当教員

2限

内科学総論

循環器疾患1 武田　淳史

1限

循環器疾患2 武田　淳史

呼吸器疾患1 武田　淳史

変性と壊死について 武田　淳史

脳神経・筋疾患3 武田　淳史

武田　淳史



配当年次 2 単位 2 時間 60 授業形態

1

開講学期 曜日 時限

NO

1 4/5 火 3限

2 4/12 火 3限

3 4/19 火 3限

4 4/26 火 3限

5 5/10 火 3限

6 5/17 火 3限

7 5/24 火 3限

8 5/31 火 3限

9 6/7 火 3限

10 6/14 火 3限

11 6/21 火 3限

12 6/28 火 3限

13 7/5 火 3限

14 7/12 火 3限

15 7/19 火 3限

整形外科治療法

整形外科学総論　整形外科学的診断学　救急時の診察 望月　直哉

望月　直哉

望月　直哉

講　　義　　要　　項
科目名 整形外科学 対象学科・専攻

必修・選択 講義必修

前期2022年度開講年度

望月　直哉
オムニバスフラグ
通年フラグ

担当教員

3火

軟部組織損傷

授業内容 担当教員

授業計画

脊椎・脊髄の疾患２

脊椎・脊髄の疾患１

望月　直哉

毎回講義で配布する問題については、前回講義分の各問の答えを復習すること。

骨折脱臼総論

望月　直哉

望月　直哉

望月　直哉

望月　直哉

望月　直哉

股関節および大腿の外傷と疾患

手関節と手指の外傷と疾患

肘および前腕の外傷と疾患

肩および上腕の外傷と疾患

教員紹介

その他

テキスト・参考書

膝関節および下腿の外傷と疾患

望月　直哉

望月　直哉

望月　直哉

膝関節および下腿の外傷と疾患

試験時期

学修評価の
基準と方法

準備学修
（予習・復習）等の
内容と分量

望月　直哉

脊椎・脊髄の疾患４

脊椎・脊髄の疾患３

望月　直哉

医師（整形外科）

テキスト：整形外科学テキスト（南江堂）改訂第４版

2022年8月1日（月）～8月5日（金）

期末試験

足関節および足部の外傷と疾患

望月　直哉

授業概要
リハビリテーションの対象となることが多い整形外科疾患とその治療法を理解することを目的とする。具体的には、
骨・関節・筋・神経・軟部組織等の運動器に関する疾患や、障害の病態、病理、臨床症状、治療手技、予後等について教
科書の記述をわかりやすく説明する。また、整形外科領域で扱うことのある救命救急についてもふれる。

①運動器疾患・外傷の病態に応じた基本的治療法（内容）を説明できる。
②運動器の治療のなかで、理学療法士・作業療法士が果たさなければならない役割を理解する。

学修目標

授業方法 板書による講義。

　理学療法学科　
昼間部



配当年次 2 単位 2 時間 60 授業形態

2

開講学期 曜日 時限

NO

1 9/13 火 3限

2 9/20 火 3限

3 9/27 火 3限

4 10/4 火 3限

5 10/11 火 3限

6 10/18 火 3限

7 10/25 火 3限

8 11/1 火 3限

9 11/8 火 3限

10 11/15 火 3限

11 11/22 火 3限

12 11/29 火 3限

13 12/6 火 3限

14 12/13 火 3限

15 12/20 火 3限

慢性関節疾患

骨盤と脊髄の外傷 望月　直哉

望月　直哉

望月　直哉

講　　義　　要　　項
科目名 整形外科学 対象学科・専攻

必修・選択 講義必修

後期2022年度開講年度

望月　直哉
オムニバスフラグ

通年フラグ
担当教員

3火

関節リウマチ①

授業内容 担当教員

授業計画

四肢切断及び四肢欠損

骨系統疾患

望月　直哉

毎回講義で配布する問題については、前回講義分の各問の答えを復習すること。

関節リウマチ②

望月　直哉

望月　直哉

望月　直哉

望月　直哉

望月　直哉

脊髄腫瘍

骨軟部腫瘍 

代謝・内分泌疾患

感染症

教員紹介

その他

テキスト・参考書

末梢神経損傷①

望月　直哉

望月　直哉

望月　直哉

末梢神経損傷②

試験時期

学修評価の
基準と方法

準備学修
（予習・復習）等の

内容と分量

望月　直哉

まとめ

スポーツ整形外科（総論・各論）

望月　直哉

医師（整形外科）

テキスト：整形外科学テキスト（南江堂）改訂第４版

2023年1月16日（月）～1月20日（金）

期末試験

神経筋疾患

望月　直哉

授業概要
リハビリテーションの対象となることが多い整形外科疾患とその治療法を理解することを目的とする。具体的には、
骨・関節・筋・神経・軟部組織等の運動器に関する疾患や、障害の病態、病理、臨床症状、治療手技、予後等について教
科書の記述をわかりやすく説明する。また、整形外科領域で扱うことのある救命救急についてもふれる。

①運動器疾患・外傷の病態に応じた基本的治療法（内容）を説明できる。
②運動器の治療のなかで、理学療法士・作業療法士が果たさなければならない役割を理解する。

学修目標

授業方法 板書による講義。

　理学療法学科　
昼間部



配当年次 2 単位 2 時間 60 授業形態

1

開講学期 曜日 時限

NO

1 4/6 水 2限

2 4/13 水 2限

3 4/20 水 2限

4 4/27 水 2限

5 5/11 水 2限

6 5/18 水 2限

7 5/25 水 2限

8 6/1 水 2限

9 6/8 水 2限

10 6/15 水 2限

11 6/22 水 2限

12 6/29 水 2限

13 7/6 水 2限

14 7/13 水 2限

15 7/20 水 2限

運動麻痺、運動失調

序論 古川　哲雄

古川　哲雄

古川　哲雄

講　　義　　要　　項
科目名 神経内科学 対象学科・専攻

必修・選択 講義必修

前期2022年度開講年度

古川　哲雄
オムニバスフラグ
通年フラグ

担当教員

2水

錐体外路症害、姿勢反射障害と姿勢異常

授業内容 担当教員

授業計画

電子生理学的検査(続)、その他検査

画像検査(続)、電子生理学的検査

古川　哲雄

教科書で必ず予習し、あらかじめ疑問点を見つけて授業に臨む。毎回復習し、疑問点は授業時に質問して解決すること。

痙攣とミオクローヌス、筋委縮、歩行障害

古川　哲雄

古川　哲雄

古川　哲雄

古川　哲雄

古川　哲雄

睡眠障害、精神症状

機能障害、嚥下障害、球麻痺症候、めまいと失神

疼痛、脳機能障害

感覚障害

教員紹介

その他

テキスト・参考書 参考書①「ベッドサイドの神経の診方」田崎義昭、斉藤佳雄　著（南山堂）　　参考書②「クリニカルアイ神経内科」古川哲雄、三若博　著（医学評論社）

高次脳機能障害

古川　哲雄

古川　哲雄

古川　哲雄

失行、自律神経症候

試験時期

学修評価の
基準と方法

準備学修
（予習・復習）等の
内容と分量

古川　哲雄

スライド供覧

その他検査(続)、障害評価

古川　哲雄

医師、日本神経学会認定　神経内科専門医

参考書③「ヤヌスの顔　第１集～第６集」古川哲雄　著（科学評論社）

テキスト：『リハビリテーションのための神経内科学　第２版』安藤一也、杉村公也　著（医歯薬出版）

2022年8月1日（月）～8月5日（金）

筆記試験100％

画像検査

古川　哲雄

授業概要
医療者として神経疾患を理解できるようになるため、神経症状・理学所見などについて講義する。具体的には神経症候
額の概要、及び脳卒中、パーキンソン病などの主要な神経疾患や、筋ジストロフィーなどの筋疾患、難病などリハビリ
テーションで対象となることの多い疾患について、病態、病理、症状、治療、予後について学習する。

・神経内科疾患の症状、病態生理を理解し、的確な診断、治療法、予後を他者に説明できる。
・神経学的初見の取り方を理解し、その診断的意義を説明できる。
・神経内科各疾患に応じたリハビリテーションを計画することができる。
・国家試験合格のレベルまで、さらに神経内科学一般について広い知識を習得する。

学修目標

授業方法 教科書に従って、講義と板書をする

　理学療法学科　
昼間部



配当年次 2 単位 2 時間 60 授業形態

2

開講学期 曜日 時限

NO

1 9/14 水 2限

2 9/21 水 2限

3 9/28 水 2限

4 10/5 水 2限

5 10/12 水 2限

6 10/19 水 2限

7 10/26 水 2限

8 11/2 水 2限

9 11/9 水 2限

10 11/16 水 2限

11 11/30 水 2限

12 12/7 水 2限

13 12/14 水 2限

14 12/21 水 2限

15 1/4 水 2限

脳血管障害(2)

脳血管障害(1) 古川　哲雄

古川　哲雄

古川　哲雄

講　　義　　要　　項
科目名 神経内科学 対象学科・専攻

必修・選択 講義必修

後期2022年度開講年度

古川　哲雄
オムニバスフラグ
通年フラグ

担当教員

2水

脳腫瘍、頭部外傷、中枢神経感染症

授業内容 担当教員

授業計画

神経難病

代謝性疾患、中毒性疾患

古川　哲雄

教科書で必ず予習し、あらかじめ疑問点を見つけて授業に臨む。毎回復習し、疑問点は授業時に質問して解決すること。

パーキンソン病、パーキンソンニズム

古川　哲雄

古川　哲雄

古川　哲雄

古川　哲雄

古川　哲雄

運動ニューロン疾患、脱髄性疾患、脊椎脊髄疾患

てんかん、脊髄小脳変性症

認知症

パーキンソンニズム、不随意運動症

教員紹介

その他

テキスト・参考書 参考書①「ベッドサイドの神経の診方」田崎義昭、斉藤佳雄　著（南山堂）　　参考書②「クリニカルアイ神経内科」古川哲雄、三若博　著（医学評論社）

末梢神経疾患

古川　哲雄

古川　哲雄

古川　哲雄

ミオパチー

試験時期

学修評価の
基準と方法

準備学修
（予習・復習）等の
内容と分量

古川　哲雄

画像供覧

神経疾患のリハビリテーション

古川　哲雄

日本神経学会認定　神経内科専門医

教科書は必ず読んでくること

参考書③「ヤヌスの顔　第１集～第６集」古川哲雄　著（科学評論社）

テキスト：『リハビリテーションのための神経内科学　第２版』安藤一也、杉村公也　著（医歯薬出版）

2023年1月16日（月）～1月20日（金）

筆記試験100％

自律神経疾患、先天異常

古川　哲雄

授業概要
医療者として神経疾患を理解できるようになるため、神経症状・理学所見などについて講義する。具体的には神経症候
額の概要、及び脳卒中、パーキンソン病などの主要な神経疾患や、筋ジストロフィーなどの筋疾患、難病などリハビリ
テーションで対象となることの多い疾患について、病態、病理、症状、治療、予後について学習する。

・神経内科疾患の症状、病態生理を理解し、的確な診断、治療法、予後を他者に説明できる。
・神経学的初見の取り方を理解し、その診断的意義を説明できる。
・神経内科各疾患に応じたリハビリテーションを計画することができる。
・国家試験合格のレベルまで、さらに神経内科学一般について広い知識を習得する。

学修目標

授業方法 教科書に従って、講義と板書をする

　理学療法学科　
昼間部



配当年次 2 単位 1 時間 30 授業形態

開講学期 曜日 時限

NO

1 9/13 火 2限

2 9/20 火 2限

3 9/27 火 2限

4 10/4 火 2限

5 10/11 火 2限

6 10/18 火 2限

7 10/25 火 2限

8 11/1 火 2限

9 11/8 火 2限

10 11/15 火 2限

11 11/22 火 2限

12 11/29 火 2限

13 12/6 火 2限

14 12/13 火 2限

15 12/20 火 2限

精神医学概論　精神医学の歴史  精神保健に関する法規

精神医学概論　精神医学とは　社会・文化とメンタルヘルス 野本　義則

野本　義則

野本　義則

講　　義　　要　　項
科目名 精神医学 対象学科・専攻

必修・選択 講義必修

後期2022年度開講年度

野本　義則
オムニバスフラグ

通年フラグ
担当教員

2火

障害と精神症状　成因と分類　精神症状の把握　意識　注意と見当識

授業内容 担当教員

授業計画

疾患：病理と成因　　症状・行動の特徴　　　精神作用物質による障害　

疾患：病理と成因　　症状・行動の特徴　　　成人のパーソナリティ障害

野本　義則

予習として、予定される講義内容について、自己知識を確認し、教科書をもとに概要を予習する。 
復習として、講義内容の振り返りを行い、配布資料があれば整理し、不明な点は担当教員に質問する。
国家試験過去問題を用いて知識定着の確認をする。

障害と精神症状　知能　性格　記憶　感情　欲動および意志　自我意識　知覚

野本　義則

野本　義則

野本　義則

野本　義則

野本　義則

疾患：病理と成因　　症状・行動の特徴　　　統合失調症

疾患：病理と成因　　症状・行動の特徴　　　統合失調症

診断と評価　方法　面接　身体的検査　心理検査　精神症状の評価　治療

障害と精神症状　思考　病識　主な精神状態像

教員紹介

その他

テキスト・参考書

疾患：病理と成因　　症状・行動の特徴　　　気分障害

野本　義則

野本　義則

野本　義則

疾患：病理と成因　　症状・行動の特徴　　　神経症性障害

試験時期

学修評価の
基準と方法

準備学修
（予習・復習）等の

内容と分量

野本　義則

疾患：病理と成因　　症状・行動の特徴　　　心理的発達の障害　てんかん　精神遅滞

疾患：病理と成因　　症状・行動の特徴　　　認知症　脳器質性精神障害　症状性精神障害

野本　義則

東京医療学院大学リハビリテーション学科 作業療法学専攻講師　研究：作業療法教育、思春期学　森田療法臨床歴：約
15年精神科病院にて臨床に従事。

教科書　編集：上野  武治　精神医学（第4版）医学書院

2023年1月16日（月）～1月20日（金）

期末試験（100％）にて評価する。

疾患：病理と成因　　症状・行動の特徴　　　生理的障害および身体要因に関連した障害

野本　義則

授業概要

各種精神障害の病理、症状、その治療、予後などについて理解することを目的とする。具体的には、器質性精神障害、
統合失調症、気分障害、神経症性障害、発達障害、など理学療法の場においても治療対象となることのある疾患の病
態、症状、治療法、予後について学習する。また、精神医療状況、精神障害者理解、精神保健福祉に関する法制度や社
会福祉施策についてその概要を学習する。

（1）精神医学の概論、歴史を説明できる。　　　　　  （2）精神障害の成因と分類を説明できる。
（3）精神機能の障害と精神症状を説明できる。　　　（4）精神障害の診断と評価を説明できる。
（5）各種精神障害の病理、症状、その治療、予後などについて説明できる。
（6）精神障害の治療とリハビリテーションについて説明できる。

学修目標

授業方法 主に教科書に沿って講義を行う。参加型グループワークも取り入れ、課題について学生間で議論、発表する。

　理学療法学科　
昼間部



配当年次 2 単位 1 時間 30 授業形態

開講学期 曜日 時限

NO

1 9/12 月 3限

2 9/19 月 3限

3 9/26 月 3限

4 10/3 月 3限

5 10/10 月 3限

6 10/17 月 3限

7 10/24 月 3限

8 10/31 月 3限

9 11/7 月 3限

10 11/14 月 3限

11 11/21 月 3限

12 11/28 月 3限

13 12/5 月 3限

14 12/12 月 3限

15 12/19 月 3限

　理学療法学科
昼間部

授業概要
小児科学全般、特に小児特有な先天性疾患や発達を理解する。小児科の総論、各論を臓器別（神経系、心臓、呼吸器、
内分泌、消化器、血液腫瘍、腎臓、等）に講義することもあるが、脳性麻痺などそれに伴う状態など全般的に理解が深め
られるようにする。

成長と発達医学の観点から小児医学・医療に関する知識を深め、理学療法士国家試験合格に必要な知識を身につけ
る。

学修目標

授業方法 基本は板書形式で行い、必要時にパワーポイントや動画を利用したプロジェクターとプリントを利用する。

教員紹介

その他

テキスト・参考書

感染症（Ⅱ）・消化器疾患

西野　朋子

西野　朋子

西野　朋子

内分泌・代謝疾患

試験時期

学修評価の
基準と方法

準備学修
（予習・復習）等の

内容と分量

西野　朋子

重症心身障害児

睡眠関連病態・心身医学的疾患・虐待

西野　朋子

医学部卒業後、小児科の研修を行い、特に神経内科を、福山型筋ジストロフィー症の発見者 福山幸夫教授の東京女子
医大と神奈川こども医療センターの神経内科で学びました。こうした疾患の原因を研究すべく、生化学の大学院に入り、
何故かその魅力にとりつかれ、核酸代謝（プリン代謝）を定年退職まで34年間研究しました。その後療育センターにて発
達障害（自閉症）を主とする様々な疾患の診療に約10年携わり、現在も診療を続けています。

テキスト：「標準理学療法学・作業療法学　小児科学」　医学書院　編集　冨田豊

2023年1月16日（月）～1月20日（金）

期末試験で評価する。

血液疾患

西野　朋子

腎・泌尿器系・生殖器疾患

免疫・アレルギー疾患・膠原病

西野　朋子

教科書の指定のページを予習し、講義前にある程度内容をつかんでおくこと

先天異常と遺伝病

西野　朋子

西野　朋子

西野　朋子

西野　朋子

西野　朋子

呼吸器疾患・感染症 (Ⅰ)

循環器疾患

神経・筋・骨系疾患 (Ⅱ) 

神経・筋・骨系疾患 ( I )

小児科概論 (Ⅱ) ・ 診断と治療の概要

小児科概論 (Ⅰ) 西野　朋子

西野　朋子

西野　朋子

講　　義　　要　　項
科目名 小児科学 対象学科・専攻

必修・選択 講義必修

後期2022年度開講年度

西野　朋子
オムニバスフラグ

通年フラグ
担当教員

3月

新生児・未熟児疾患

授業内容 担当教員

授業計画



配当年次 2 単位 1 時間 30 授業形態

開講学期 曜日 時限

NO

1 4/6 水 4限

2 4/13 水 4限

3 4/20 水 4限

4 4/27 水 4限

5 5/11 水 4限

6 5/18 水 4限

7 5/25 水 4限

8 6/1 水 4限

9 6/8 水 4限

10 6/15 水 4限

11 6/22 水 4限

12 6/29 水 4限

13 7/6 水 4限

14 7/13 水 4限

15 7/20 水 4限

中枢神経系の機能解剖２（間脳・脳幹）：人体の中心は脳か心臓か

中枢神経系の機能解剖１（大脳）：頭のいい人 足立　好司

足立　好司

足立　好司

講　　義　　要　　項
科目名 脳神経外科学 対象学科・専攻

必修・選択 講義必修

前期2022年度開講年度

足立　好司
オムニバスフラグ

通年フラグ
担当教員

4水

中枢神経系の機能解剖３（小脳・脊髄）：幹事役に徹する脳組織

授業内容 担当教員

授業計画

神経変性疾患について：原因がようやく分かってきました

遺伝性・先天性神経疾患について：本当にあるこんな病気

足立　好司

特に予習は不要で、毎回宿題で復習の機会が与えられる。毎回15分程度の時間が必要。

末梢神経系の機能解剖：ネットワークで情報管理

足立　好司

足立　好司

足立　好司

足立　好司

足立　好司

脳腫瘍について：あなたにもみつかるかも、こわい脳腫瘍

神経生理機能検査：眠っていても機能が分かる

神経放射線検査：こんなことまで分かります

神経所見の取り方：五感を使って診察を

教員紹介

その他

テキスト・参考書 その他プリント、ビデオ、スライドを使用

脳血管障害について：ヒトは血管とともに老化します

足立　好司

足立　好司

足立　好司

頭部外傷について：ぶつけても助かりたい

試験時期

学修評価の
基準と方法

準備学修
（予習・復習）等の

内容と分量

足立　好司

著名人の脳神経疾患：病気と闘った科学者・文化人

脳神経外科手術：最高の精密コンピューターに手を入れる

足立　好司

医師、医学博士、日本医科大学武蔵小杉病院教授、脳神経外科部長

国家試験問題に目を通してくること

使用テキスト：『病気がみえる vol.7 脳・神経 第二版』　メディックメディア

2022年8月1日（月）～8月5日（金）

期末試験で評価。

神経炎症性疾患について：脳に菌が入ると大変だ

足立　好司

授業概要
脳神経外科疾患とその治療などについて理解することを目的とする。具体的には、脳腫瘍、脳血管障害、頭部外傷、中
枢神経系の奇形、水頭症、脊髄・脊椎腫瘍、椎間板ヘルニアなどリハビリテーションの対象となることが多い疾患につい
て、診断法及び手術方法の概要と経過等について学習する。

中枢神経系のしくみと障害を正確に学び、人体の他の臓器と異なり、特殊性を持ち脳に起こる病態を正確に理解する。ま
た、画像を含む各種脳神経外科疾患とその治療について具体的な手術法を含めて学び、理学療法士として関わる脳神
経外科疾患が理解できる。

学修目標

授業方法 講義及びチュートリアル

　理学療法学科　
昼間部



講　　義　　要　　項
科目名 画像診断学 対象学科・専攻

　理学療法学科　
昼間部

必修・選択 必修 配当年次 2 単位

関根　紀夫

画像診断法の特長（Ｘ線・ＣＴ・ＭＲＩ・超音波・核医学） 関根　紀夫

担当教員

オムニバスフラグ
通年フラグ

15 授業形態 講義

授業内容

授業方法

NO

5/26 木 4限1

脊椎・脊髄画像の理解

授業計画

時限 関根　紀夫2022年度 開講学期開講年度

授業概要

6 7/8 金 3限

ケーススタディ 関根　紀夫

脳画像の理解1（出血） 関根　紀夫

脳画像の理解2（梗塞） 関根　紀夫

関根　紀夫骨・関節画像の理解1

骨・関節画像の理解2 関根　紀夫

胸腹部画像・摂食嚥下障害の理解 関根　紀夫金 4限7 7/8

3 6/9

4 6/16

テキスト・参考書

教員紹介

その他

8 7/14 木 4限

準備学修
（予習・復習）等の
内容と分量

学修評価の
基準と方法

試験時期

事前配布資料による予習と講義後の復習用問題を用意する。

筆記試験のみで評価する。

2022年8月1日（月）～8月5日（金）

テキスト：講義時に資料を配布する

参考書：講義中に紹介する　

東京都立大学健康福祉学部　准教授

講義内容の復習を必ず行うこと

木 4限

7/7 木 4限

木 4限

5

2 6/2 木 4限

学修目標
骨折、関節・骨変形、系統疾患等の単純Ｘ線写真、脳・脊髄等のＣＴスキャン、ＭＲＩ等の読影と病態の概要および
核医学等の放射線診断学の概要をモダリティの特性を含めて学ぶ。

曜日

担当教員

木前期

講師作成資料を基に講義する。

関根　紀夫

1 時間

理学療法士にとって画像診断学は、実際の病態と各種医用画像との結びつきを理解することが重要である。



講　　義　　要　　項
科目名 薬理学 対象学科・専攻

　理学療法学科　
昼間部

必修・選択 必修 配当年次 2 単位

大幡　久之

薬理学を学ぶにあたって 大幡　久之

担当教員

オムニバスフラグ
通年フラグ

15 授業形態 講義

授業内容

授業方法

NO

9/13 火 4限1

薬が作用する仕組み（薬力学）

授業計画

時限 大幡　久之2022年度 開講学期開講年度

授業概要

6 10/18 火 4限

中枢神経系に作用する薬物 大幡　久之

薬物の投与経路、薬物の吸収・分布・代謝・排泄 大幡　久之

治療において重要となる薬物動態の指標；薬物相互作用 大幡　久之

大幡　久之薬効の個人差に影響する因子；薬物の有益性と危険性；薬と法律

抗アレルギー薬・抗炎症薬 大幡　久之

末梢での神経活動に作用する薬物 大幡　久之火 4限7 10/25

3 9/27

4 10/4

テキスト・参考書

教員紹介

その他

8 11/1 火 4限

準備学修
（予習・復習）等の
内容と分量

学修評価の
基準と方法

試験時期

指定のテキスト（系統看護学講座　専門基礎分野　薬理学　疾病のなりたちと回復の促進（３）、医学書院）を用い
て予習・復習を3～4時間行うこと。

期末試験で評価する。

2023年1月16日（月）～1月20日（金）

テキスト：系統看護学講座　専門基礎分野　薬理学　疾病のなりたちと回復の促進（３）、第14版、医学書院

博士（薬学）、昭和大学富士吉田教育部客員教授

火 4限

10/11 火 4限

火 4限

5

2 9/20 火 4限

学修目標 薬理学の概念、薬理作用、有害作用等を薬物学的側面から、特に臨床との関連を中心に学ぶ。

曜日

担当教員

火後期

指定のテキスト（系統看護学講座　専門基礎分野　薬理学　疾病のなりたちと回復の促進（３）、医学書院）を中心
に板書で捕捉しながら解説する。

大幡　久之

1 時間

薬がどのような経路で標的臓器に到達し、どのような作用機序で薬理作用を発現するかについて、代表的な薬を
中心に理学療法士として必要となる幅広い薬理学的知識を習得する。



教員紹介
担当教員　：　川崎（保健医療博士）は、理学療法士歴30年目で当校教員歴23年目。
　　　　　　　　  大学附属病院、一般病院等の勤務経験あり。現在、クリニック等にて活動中。
実務経験に基づき、理学療法アプローチの習得に向けた授業を展開する。

テキスト・参考書

29

30 12/19 月 2限

準備学修（予習・復習）
等の内容と分量

学修評価の
基準と方法

12/19 月 1限

試験時期 後期期末試験期間に実施予定。

テキスト：なし　　参考書：『病気がみえる⑦（脳、神経）　改訂第2版』 医療情報科学研究所著、MedicMedia 2017

参考書：『理学療法評価学　（改訂第6版）』 松澤正著、金原出版株式会社 2018

参考書：『障害別・ケースで学ぶ理学療法臨床思考　（PBLで考え進める）』 島田智明編、文光堂 2007

理学療法における臨床的推論には、疾患における基本的な知識が必要である。基礎的な解剖学、運動学および疾患
（大腿骨頚部骨折、脳血管障害）の原因、画像、症状等についての復習を行っておくこと。

期末試験（筆記）による評価100％

理学療法臨床的思考Ⅳ　：　理学療法治療プログラム、リスク管理、考察

22 11/21 月 2限 理学療法臨床的思考Ⅲ　：　理学療法評価（検査測定項目）結果における問題点、治療目標

23

12/5 月

17

26 12/5 月 2限

27 12/12

28 12/12 月 2限

月 1限

11/28 月

24 11/28 月 2限

1限25

1限

12 10/17 月 2限

10/24 月 1限

月 1限

13

14 10/24 月 2限

15 10/31

5

6 9/26 月

10 10/10 月 2限

11 10/17 月 1限

9

7 10/3

8 10/3 月 2限

10/10 月 1限

月 1限

開講年度

授業概要
理学療法士が行う整形疾患（股関節疾患）、脳血管障害に対する理学療法アプローチにおける臨床的思考の習得を
養う。疾患に対する検査・測定の選定および測定結果に対する問題点、目標設定、理学療法プログラムの立案につな
がる、臨床的推論の基本的な展開ができる素地を養う。

学修目標
理学療法における整形疾患（股関節疾患）、脳血管障害に対する基礎知識の確認および習得。整形疾患（大腿骨頚
部骨折）、脳血管障害に対する検査・測定および評価項目の選定。理学療法治療における臨床的思考が行えるように
めざす。

講義や演習およびディスカッションを取り入れながら、講義を実施。
ディスカッションは積極的に推察、考察および発言を行う。レポート課題あり。

授業計画

月 時限 1・2

授業方法

2022年度 開講学期 後期 曜日

NO

9/12 月 1限 ケーススタディー概論、理学療法総論、理学療法評価学総論 川﨑　孝晃1

2 9/12 月 2限

授業内容 担当教員

川﨑　孝晃

月 1限 理学療法臨床的思考Ⅰ　：　【大腿骨頚部骨折】総論（原因、分類、治療、症状）、理学療法的思考 川﨑　孝晃

18 11/7 月 2限

19 11/14 月 1限

理学療法臨床的思考Ⅰ　：　【脳血管障害】総論（原因、分類、治療、症状）、理学療法的思考 川﨑　孝晃

理学療法臨床的思考Ⅱ　：　理学療法的問題点の検討、理学療法評価（検査測定項目）検討 川﨑　孝晃

3 9/19

4 9/19 月 2限

9/26 月

ケーススタディーⅡ　：　検査測定結果、問題点整理、順位づけ、目標設定 川﨑　孝晃

ケーススタディーⅡ　：　理学療法治療プログラム、リスク管理、考察、まとめ 川﨑　孝晃

ケーススタディーⅡ　：　理学療法治療プログラム、リスク管理、考察、まとめ 川﨑　孝晃

16 10/31 月 2限

11/7 月 1限

20 11/14 月 2限 理学療法臨床的思考Ⅱ　：　理学療法的問題点の検討、理学療法評価（検査測定項目）検討 川﨑　孝晃

21 11/21 月 1限 理学療法臨床的思考Ⅲ　：　理学療法評価（検査測定項目）結果における問題点、治療目標

ケーススタディーⅡ　：　検査測定結果、問題点整理、順位づけ、目標設定

川﨑　孝晃

川﨑　孝晃

川﨑　孝晃

川﨑　孝晃

川﨑　孝晃理学療法臨床的思考Ⅱ　：　理学療法的問題点の検討、理学療法評価（検査測定項目）検討

理学療法臨床的思考Ⅱ　：　理学療法的問題点の検討、理学療法評価（検査測定項目）検討 川﨑　孝晃

理学療法臨床的思考Ⅲ　：　理学療法評価（検査測定項目）結果における問題点、治療目標 川﨑　孝晃

理学療法臨床的思考Ⅲ　：　理学療法評価（検査測定項目）結果における問題点、治療目標 川﨑　孝晃

ケーススタディーⅠ　：　治療プログラム、考察、統合と解釈、まとめ 川﨑　孝晃

理学療法臨床的思考Ⅰ　：　【脳血管障害】総論（原因、分類、治療、症状）、理学療法的思考 川﨑　孝晃

川﨑　孝晃ケーススタディーⅠ　：　【大腿骨頚部骨折】 カルテ・情報収集、症状の把握、検査測定項目

ケーススタディーⅠ　：　治療プログラム、考察、統合と解釈、まとめ 川﨑　孝晃

ケーススタディーⅡ　：　　【脳血管障害】 カルテ・情報収集、症状の把握、検査測定項目 川﨑　孝晃

理学療法臨床的思考Ⅳ　：　理学療法治療プログラム、リスク管理、考察

講　　義　　要　　項
科目名 理学療法概論Ⅱ（臨床推論等） 対象学科・専攻

   理学療法学科   
昼間部

必修・選択 必修 配当年次 2 単位 2 時間 60 授業形態 講義・演習

川﨑　孝晃 オムニバスフラグ
通年フラグ

その他 レポート課題等の提出期限は厳守すること。

ケーススタディーⅠ　：　検査測定結果、問題点整理、順位づけ、目標設定 川﨑　孝晃

ケーススタディーⅠ　：　検査測定結果、問題点整理、順位づけ、目標設定 川﨑　孝晃

担当教員

2限

ケーススタディー概論、理学療法総論、理学療法評価学総論

理学療法臨床的思考Ⅳ　：　理学療法治療プログラム、リスク管理、考察 川﨑　孝晃

1限

理学療法臨床的思考Ⅳ　：　理学療法治療プログラム、リスク管理、考察 川﨑　孝晃

ケーススタディーⅠ　：　【大腿骨頚部骨折】 カルテ・情報収集、症状の把握、検査測定項目 川﨑　孝晃

理学療法臨床的思考Ⅰ　：　【大腿骨頚部骨折】総論（原因、分類、治療、症状）、理学療法的思考 川﨑　孝晃

ケーススタディーⅡ　：　　【脳血管障害】 カルテ・情報収集、症状の把握、検査測定項目 川﨑　孝晃

川﨑　孝晃



配当年次 2 単位 1 時間 30 授業形態

開講学期 曜日 時限

NO

1 4/6 水 1限

2 4/13 水 1限

3 4/20 水 1限

4 4/27 水 1限

5 5/11 水 1限

6 5/18 水 1限

7 5/25 水 1限

8 6/8 水 1限

9 6/15 水 1限

10 6/15 水 3限

11 6/22 水 1限

12 6/29 水 1限

13 7/6 水 1限

14 7/13 水 1限

15 7/20 水 1限

1年次既習の理学療法検査１項目を選択し，妥当性・信頼性・確実性について検討する

講義ガイダンス・評価学Ⅲ総論；評価の目的，手順，注意事項など 曽根　幸喜

曽根　幸喜

曽根　幸喜

講　　義　　要　　項
科目名 理学療法評価学Ⅲ（中枢神経の評価等） 対象学科・専攻

必修・選択 講義・演習必修

前期2022年度開講年度

曽根　幸喜
オムニバスフラグ
通年フラグ

担当教員

1水

感覚・知覚障害の評価のやりかた（座学）

授業内容 担当教員

授業計画

片麻痺運動機能検査（実習）

片麻痺運動機能検査で障害をどのように評価するか（座学：まとめ発表）

曽根　幸喜

予習は教科書，参考書の講義予定単元を読んで課題をまとめておく．週90分程度の時間が必要である．

感覚・知覚検査（実技）

曽根　幸喜

曽根　幸喜

曽根　幸喜

曽根　幸喜

曽根　幸喜

感覚検査（まとめと実習）

知覚検査・脳神経検査のまとめ

脳神経検査（実習）

脳神経の障害の評価のやりかた（座学：まとめ発表）

教員紹介

その他

テキスト・参考書 参考書：田崎義昭・斎藤佳雄：ベッドサイドの神経の診かた．南山堂

脳神経検査（まとめと実習）

曽根　幸喜

曽根　幸喜

曽根　幸喜

筋緊張の異常，深部腱と表在反射の異常，病的反射の評価のやりかた（座学：まとめ発表）

試験時期

学修評価の
基準と方法

準備学修
（予習・復習）等の
内容と分量

曽根　幸喜

筋緊張・反射・運動機能検査・高次脳機能検査のまとめ

高次脳機能検査で障害をどのように把握するか（座学：まとめ発表と実習）

曽根　幸喜

総合病院で理学療法臨床に携わる教員がその経験に即した理学療法評価と治療の実際を紹介する．

授業の進度，他必要に応じ授業内容の変更があります．授業内容は生理・解剖を基盤に病態と関連しているので，生
理・解剖含め，専門基礎科目の復習を確実にしてください．

テキスト：松澤正．理学療法評価学．金原出版

第9講終了以降；実技中間試験　第13講終了以降；実技期末試験　第15講終了以降：期末筆記試験

筆記試験６０点（提出課題２０点含む），実技試験（４０点），の総合評価とする．

筋緊張検査，深部腱と表在反射，病的反射（まとめと実習）

曽根　幸喜

授業概要
理学療法評価のうち感覚・知覚検査，脳神経検査，筋緊張・反射検査，片麻痺運動機能検査，および高次脳機能検査に
ついて，各々原理，目的，方法，結果の記録とその解釈について知識と技術を解説する．

中枢神経系理学療法評価の目的・意義を説明できる．検査を正確・迅速に実施し，結果の記録と解釈ができる．学修目標

授業方法 授業は座学，学生発表とディスカッションによる演習，学生同士による実習形式により行う．

　理学療法学科
昼間部



配当年次 2 単位 1 時間 30 授業形態

開講学期 曜日 時限

NO

1 4/1 金 1限

2 4/8 金 1限

3 4/15 金 1限

4 4/22 金 1限

5 5/6 金 1限

6 5/13 金 1限

7 5/20 金 1限

8 5/27 金 1限

9 6/3 金 1限

10 6/3 金 2限

11 6/10 金 3限

12 6/10 金 4限

13 6/17 金 2限

14 6/17 金 3限

15 6/24 金 1限

バランス検査（姿勢反射含め）

疼痛検査 中山　沙織

中山　沙織

中山　沙織

講　　義　　要　　項
科目名 理学療法評価学Ⅳ（身体機能評価等） 対象学科・専攻

必修・選択 講義・演習必修

前期2022年度開講年度

中山　沙織
オムニバスフラグ
通年フラグ

担当教員

1金

バランス検査（姿勢反射含め）

授業内容 担当教員

授業計画

動作観察

動作観察

中山　沙織

小テストにて理解できているかを随時確認する。その為、必ず復習をすること。

バランス検査

中山　沙織

中山　沙織

中山　沙織

中山　沙織

中山　沙織

ADL検査

協調性検査

協調性検査

バランス検査

教員紹介

その他

テキスト・参考書 理学療法　ゴールドマスターテキスト　理学療法評価学　編集）柳澤健　メディカルビュー

姿勢観察

中山　沙織

中山　沙織

中山　沙織

姿勢観察

試験時期

学修評価の
基準と方法

準備学修
（予習・復習）等の
内容と分量

中山　沙織

まとめ

動作観察

中山　沙織

急性期、回復期、維持期（病院、施設、在宅）で現場経験を積んだ教員が、現場でのノウハウを交えて講義する。

実技では、動きやすい服装で参加すること。

出席について：授業開始30分以内に入室した場合は遅刻、それ以降の入室は欠席扱いとなる。授業終了30分前以降に
退出した場合は早退とする。出席回数が10回に満たない場合は、試験を受けることができない。

標準理学療法学　理学療法評価学　編集　内山靖　医学書院

理学療法評価学　第6版　松澤正著　金原出版

小テスト：授業終了時にアナウンス　　実技試験：7月1日（金）1・2限　　筆記試験：試験期間中

小テスト（10点）、実技テスト（30点）、筆記試験（60点）の合計100点満点

動作観察

中山　沙織

授業概要
理学療法業務の最も基本となる検査・測定・評価について、その目的や具体的方法について学び、臨床現場で実践でき
るようにスキルを向上する。対象となる人の身体に触れる際の立ち振る舞いから始まり、医療行為の重要性と危険性に
ついて演習および実習を交えて学習する。

検査内容を理解し、正確に実施することができる。
検査結果を基に、正しく評価を行うことができる。

学修目標

授業方法 座学、実技

　理学療法学科
昼間部



配当年次 2 単位 1 時間 30 授業形態

開講学期 曜日 時限

NO

1 4/5 火 2限

2 4/12 火 2限

3 4/19 火 2限

4 4/26 火 2限

5 5/10 火 2限

6 5/17 火 2限

7 5/24 火 2限

8 5/31 火 2限

9 6/7 火 1限

10 6/7 火 2限

11 6/14 火 2限

12 6/21 火 2限

13 6/28 火 2限

14 7/5 火 1限

15 7/5 火 2限

徒手筋力検査法（触診）

徒手筋力検査法概要 田中　進吾

田中　進吾

田中　進吾

講　　義　　要　　項
科目名 理学療法評価学Ⅴ（徒手筋力検査等） 対象学科・専攻

必修・選択 講義・演習必修

前期2022年度開講年度

田中　進吾
オムニバスフラグ
通年フラグ

担当教員

2火

徒手筋力検査法①（上肢：肩関節）

授業内容 担当教員

授業計画

徒手筋力検査法⑪（頭頚部）

徒手筋力検査法⑩（肩甲帯）

田中　進吾

授業前に骨・筋を復習して授業に参加すること。各筋の触診は必ず事前に確認しておくこと。毎回の授業後には繰り返し
練習しておくこと

徒手筋力検査法②（上肢：肩関節）

田中　進吾

田中　進吾

田中　進吾

田中　進吾

田中　進吾

徒手筋力検査法⑥（下肢：股関節）

徒手筋力検査法⑤（上肢：手指）

徒手筋力検査法④（上肢：手関節、母指）

徒手筋力検査法③（上肢：肘関節、前腕）

教員紹介

その他

テキスト・参考書

徒手筋力検査法⑦（下肢：膝関節）

田中　進吾

田中　進吾

田中　進吾

徒手筋力検査法⑧（下肢：足関節）

試験時期

学修評価の
基準と方法

準備学修
（予習・復習）等の
内容と分量

田中　進吾

徒手筋力検査法⑬（姿位別検査手順）　

徒手筋力検査法⑫（脳神経）

田中　進吾

担当講師は急性期病院に勤務した経験があり、臨床・教育・研究と実務経験に基づいて理学療法士の育成に向けた授
業を展開する。

実技時は動きやすい服装で臨むこと
正当な理由のない30分以上の遅刻は欠席とする。また、30分未満の遅刻は3回で1回の欠席扱いとする。

津山直一、徒手筋力検査法　協同医書出版社　978-4-7639-0038-8

全講義終了後に実技・期末試験を行う。

筆記試験（50％）、実技試験（50％）

徒手筋力検査法⑨（体幹）

田中　進吾

授業概要
理学療法評価法Ⅰ，Ⅱで学習したことを踏まえ、全身の筋力を検査し記録する徒手筋力検査法に基づく
評価技術を身につける。

1．徒手筋力検査法を理解し実施できる。
2．徒手筋力検査法を対象者の病態に合わせ実施できる。

学修目標

授業方法 テキストと配布印刷物を用いて講義と実技を交え進めていく

　理学療法学科
昼間部



配当年次 2 単位 1 時間 30 授業形態

開講学期 曜日 時限

NO

1 4/21 木 1限

2 4/21 木 2限

3 4/28 木 1限

4 4/28 木 2限

5 5/12 木 2限

6 5/19 木 2限

7 5/26 木 2限

8 6/2 木 2限

9 6/9 木 2限

10 6/16 木 2限

11 6/23 木 2限

12 6/30 木 2限

13 7/7 木 2限

14 7/14 木 2限

15 7/21 木 2限

大脳の機能解剖（各脳領域の機能局在）

大脳の機能解剖（各脳領域の機能局在） 金井　良

金井　良

金井　良

講　　義　　要　　項
科目名 中枢神経系理学療法学Ⅰ（脳血管障害概論、パーキンソン病の理学療法） 対象学科・専攻

必修・選択 講義・演習必修

前期2022年度開講年度

金井　良
オムニバスフラグ

通年フラグ
担当教員

1・2木

脳幹の機能解剖と神経伝導路（脳幹の機能局在と錐体路、感覚伝導路）

授業内容 担当教員

授業計画

脳血管の解剖学的知識と脳画像のみかた

脳血管の解剖学的知識と脳画像のみかた

金井　良

各回終了後に30～60分程度の復習を要す。また、実技練習やレポート作成については、この限りではない。

脳幹の機能解剖と神経伝導路（脳幹の機能局在と錐体路、感覚伝導路）

金井　良

金井　良

金井　良

金井　良

金井　良

腱反射、筋緊張検査、感覚検査、体幹機能検査の実際と臨床的意義

腱反射、筋緊張検査、感覚検査、体幹機能検査の実際と臨床的意義

運動麻痺の神経生理学的機序とその回復課程、片麻痺機能検査の実際(SIAS)

運動麻痺の神経生理学的機序とその回復課程、片麻痺機能検査の実際(SIAS)

教員紹介

その他

テキスト・参考書 病気がみえる　vol.7 脳・神経　第2版　尾上尚志　他　Medic Media

高次脳機能検査の実際とその臨床的意義

金井　良

金井　良

金井　良

高次脳機能検査の実際とその臨床的意義

試験時期

学修評価の
基準と方法

準備学修
（予習・復習）等の

内容と分量

金井　良

パーキンソン病の評価の実際

パーキンソン病の病態と神経生理学的機序

金井　良

回復期病院での臨床経験から、特定の治療手技に囚われず、いかに基礎医学および生体力学的な知識から多様な症
状を理解するかが重要であると考え、日々実践および臨床施設での講義活動を行っている。

【講義時の留意点】
・小テストは１回５点満点です。満点でない場合、テスト後2週間以内なら何度でも受けなおし可能。
・レポートを課します。10点満点で、7点以下の場合は再提出で8点、初回提出期限を過ぎた場合は0点です。
・実技試験を行います。15点満点です。実技のある日は動きやすい服装に着替えてください。

脳卒中理学療法の理論と技術　　原　寛美、吉尾雅春　編　　メジカルビュー社

実技試験　7月22日（金）1・2限

小テストおよびレポート25点　実技テスト15点　期末テスト60点　　計100点

脳血管の解剖学的知識と脳画像のみかた

金井　良

授業概要
本講義では、脳血管障害の理学療法に関する、脳機能解剖学、神経生理学的知識を横断的に学習し、画像所見や各種
臨床検査結果から理学療法評価を行える技能を学習し、脳血管障害の中枢神経組織の回復過程に応じた治療プログラ
ムを立案、実施できる技能を学習する。また、模擬症例の動作動画や検査結果から、統合と解釈を行う。

①大脳と脳幹の機能解剖の知識から、脳画像をみて症状を推察できる　②高次脳機能障害の症状と責任病巣を説明で
きる。各種高次脳機能検査を実施できる　③運動麻痺や腱反射亢進、筋緊張異常について、神経生理的機序が説明で
きる　④運動麻痺や腱反射、筋緊張、感覚について、検査測定とその解釈ができる　⑤パーキンソン病の病態について、
神経生理学的機序を説明できる　⑥パーキンソン病の特異的評価ができる

学修目標

授業方法 視聴覚教材、および講義プリントによる講義、実技演習を行う。また、模擬症例へのグループ討議を行う。

　理学療法学科
昼間部



その他

・小テストは１回５点満点で２回実施します。満点でない場合、授業期間内なら何度でも受けなおし可能。
・レポートを課します。1回5点満点または10点満点で、3点または7点以下の場合、再提出で4点または8点になります。
・レポートは提出期限を過ぎた場合、0点になります。レポート点は評点の20点分です。
・実技試験を行います。10点満点です。実技のある日は動きやすい服装に着替えてください。

教員紹介
回復期病院での臨床経験から、特定の治療手技に囚われず、いかに基礎医学および生体力学的な知識から多様な
症状を理解するかが重要であると考え、日々実践および臨床施設での講義活動を行っている。

テキスト・参考書

29

30 1/5 木 3限

準備学修（予習・復習）
等の内容と分量

学修評価の
基準と方法

1/5 木 2限

試験時期

標準理学療法学 神経理学療法学　　吉尾雅春・森岡 周（編）　　医学書院 

脳卒中理学療法の理論と技術　　原　寛美、吉尾雅春　編　　メジカルビュー社

各回終了後に60分程度の復習を要す。また、実技練習やレポート作成については、この限りではない。

小テスト10点　レポート点20点　実技テスト10点　期末テスト60点　　計100点

症例検討　　　姿勢分析と各機能障害との統合

22 12/1 木 3限 片麻痺患者の階段昇降動作、ADL動作の環境設定

23

12/15 木

17

26 12/15 木 3限

27 12/22

28 12/22 木 3限

木 2限

12/8 木

24 12/8 木 3限

2限25

2限

12 10/20 木 3限

10/27 木 2限

木 2限

13

14 10/27 木 3限

15 11/10

7 10/6

8 10/6 木 3限

10/13 木 2限

木 2限

授業内容 担当教員

金井　良

開講年度

授業概要
本講義では、脳血管障害の理学療法に関する、脳機能解剖学、神経生理学的知識を横断的に学習し、画像所見や各
種臨床検査結果から理学療法評価を行える技能を学習し、脳血管障害の中枢神経組織の回復過程に応じた治療プロ
グラムを立案、実施できる技能を学習する。また、模擬症例の動作動画や検査結果から、統合と解釈を行う。

視聴覚教材、および講義プリントによる講義、実技演習を行う。また、模擬症例へのグループ討議を行う。

授業計画

木 時限 2・3

授業方法

2022年度 開講学期 後期 曜日

学修目標

①大脳と脳幹の機能解剖の知識から、脳画像をみて症状を推察できる　②運動麻痺や腱反射亢進、筋緊張異常について、神経生
理的機序が説明できる　③運動麻痺や腱反射、筋緊張、感覚について、検査測定とその解釈ができる　④脳血管障害の機能検査
結果と、歩行やADLとの関連付けができる　⑤脳血管障害の検査結果から、運動機能、歩行能力、ADLの予後予測ができる　⑥脳
血管障害の病期別リハビリテーションの治療コンセプトを説明できる　⑦脳血管障害患者の歩行分析と適切な装具処方ができる
⑧脳血管障害患者の症状に合わせて適切な動作介助ができる　⑨運動学習の視点を取り入れて治療プログラムの立案ができる

9/15 木 2限 大脳と脳幹の機能解剖（各脳領域の機能局在、錐体路、錐体外路） 金井　良1

2 9/15 木 3限

金井　良

片麻痺患者の寝返り・起き上がり・移乗動作の治療的介助 金井　良

3 9/22

4 9/22 木 3限

9/29 木5

6 9/29 木

10 10/13 木 3限

11 10/20 木 2限

9

18 11/17 木 3限

19 11/24 木 2限

長下肢装具処方のチェックアウト、長下肢装具歩行全介助方法の実際

小脳失調、ワレンベルグ症候群、Pusher現象を呈する患者へのアプローチ 金井　良

脳卒中ガイドラインより（患側肩痛、痙縮対応、ボツリヌス療法、高次脳機能障害、他） 金井　良

脳卒中ガイドラインより（患側肩痛、痙縮対応、ボツリヌス療法、高次脳機能障害、他） 金井　良

16 11/10 木 3限

11/17 木 2限

20 11/24 木 3限 片麻痺患者の寝返り・起き上がり・移乗動作の治療的介助 金井　良

21 12/1 木 2限 片麻痺患者の階段昇降動作、ADL動作の環境設定

小脳失調、ワレンベルグ症候群、Pusher現象を呈する患者へのアプローチ

金井　良

金井　良

金井　良

金井　良

金井　良高次脳機能検査の実際とその臨床的意義

高次脳機能検査の実際とその臨床的意義 金井　良

運動麻痺の神経生理学的機序とその回復課程、片麻痺機能検査の実際 金井　良

運動麻痺の神経生理学的機序とその回復課程、片麻痺機能検査の実際 金井　良

片麻痺患者の歩行分析の実際と適切な装具処方 金井　良

長下肢装具処方のチェックアウト、長下肢装具歩行全介助方法の実際 金井　良

金井　良ADL評価と総合評価の実際、予後予測

片麻痺患者の歩行分析の実際と適切な装具処方 金井　良

症例検討　　　歩行分析と各機能障害との統合 金井　良

症例検討　　　姿勢分析と各機能障害との統合

講　　義　　要　　項
科目名 中枢神経系理学療法学Ⅱ（脳血管障害の理学療法） 対象学科・専攻

   理学療法学科
昼間部

必修・選択 必修 配当年次 2 単位 2 時間 60 授業形態 講義・演習

金井　良 オムニバスフラグ
通年フラグ

運動麻痺回復の３つのステージ、急性期のリスク管理（臥位ポジショニング、シーティング） 金井　良

運動麻痺回復の３つのステージ、急性期のリスク管理（臥位ポジショニング、シーティング） 金井　良

担当教員

3限

大脳と脳幹の機能解剖（各脳領域の機能局在、錐体路、錐体外路）

腱反射、筋緊張検査、感覚検査、体幹機能検査の実際と臨床的意義 金井　良

2限

腱反射、筋緊張検査、感覚検査、体幹機能検査の実際と臨床的意義 金井　良

ADL評価と総合評価の実際、予後予測 金井　良

脳血管の解剖学的知識と脳画像のみかた 金井　良

木 2限 脳血管の解剖学的知識と脳画像のみかた 金井　良

NO

症例検討　　　歩行分析と各機能障害との統合 金井　良

金井　良



配当年次 2 単位 2 時間 60 授業形態

1

開講学期 曜日 時限

NO

1 9/16 金 1限

2 9/30 金 1限

3 10/7 金 1限

4 10/14 金 1限

5 10/21 金 1限

6 10/28 金 1限

7 11/4 金 1限

8 11/11 金 1限

9 11/18 金 1限

10 11/25 金 1限

11 12/2 金 1限

12 12/9 金 1限

13 12/16 金 1限

14 12/23 金 1限

15 1/6 金 1限

股関節疾患：大腿骨頸部骨折、転子部骨折　　　　　　　

運動器障害の治療理論　各組織の再生・修復過程　　 河野　裕也

河野　裕也

河野　裕也

講　　義　　要　　項
科目名 筋・骨格系理学療法学Ⅰ（下肢、小児の運動器障害、末梢神経障害等） 対象学科・専攻

必修・選択 講義・演習必修

後期2022年度開講年度

曽根　幸喜、河野　裕也
オムニバスフラグ
通年フラグ

担当教員

1金

股関節疾患：変形性股関節症、臼蓋形成不全　　　　　

授業内容 担当教員

授業計画

足関節疾患の評価、アプローチ①

足関節疾患：シンスプリント、Jones骨折、偏平足、外反母趾など　　　　

河野　裕也

各疾患に対して事前に予習しておくこと。

股関節疾患の評価、アプローチ①

河野　裕也

河野　裕也

河野　裕也

河野　裕也

河野　裕也

膝関節疾患：TKA　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

膝関節疾患：変形性膝関節症②　　　　　　　　　　　　　　

膝関節疾患：変形性膝関節症①　　　　　　　　　　　　　　

股関節疾患の評価、アプローチ②

教員紹介

その他

テキスト・参考書

膝関節疾患の評価、アプローチ①

河野　裕也

河野　裕也

河野　裕也

膝関節疾患の評価、アプローチ②

試験時期

学修評価の
基準と方法

準備学修
（予習・復習）等の
内容と分量

河野　裕也

全体のまとめ

足関節疾患の評価、アプローチ②

河野　裕也

担当講師は整形外科病院での勤務が長く、運動器疾患への実務経験に基づいて理学療法士の育成に向けた授業を展
開する

動きやすい服装で参加すること
オンライン授業はその後の課題提出と添削によって履修を認める

テキスト：整形外科運動療法ナビゲーション　下肢　メジカルビュー　ISBN978-4-7583-1479-4

実技試験は期末試験期間前、筆記試験は期末試験期間に実施する

実技試験（30％）、筆記試験（70％）、合計100％

足関節疾患：足関節靱帯損傷　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

河野　裕也

授業概要
運動器疾患の理学療法が行えるようになるため、必要な知識を身につけることを目標とする。運動器疾患の病態や医学
的な治療法と、理学療法評価学で学んだ評価技術および評価法についての知識を統合して、運動器疾患の理学療法を
行うための治療理論を身につける。

・解剖学的、運動学的、生理学的知識に則り、各運動器疾患の病態を理解・説明できる
・各運動器障害の保存的自然治癒および手術による治療過程を理解・説明できる
・運動器疾患に特異的な整形外科的テストができる
・各組織の治癒過程に配慮した、理学療法治療プログラムを選択・説明できる

学修目標

授業方法 パワーポイントを使用し講義を進める。講義内容を理解した上で実技演習を行う。

　理学療法学科
昼間部



配当年次 2 単位 2 時間 60 授業形態

2

開講学期 曜日 時限

NO

1 9/16 金 2限

2 9/30 金 2限

3 10/7 金 2限

4 10/14 金 2限

5 10/21 金 2限

6 10/28 金 2限

7 11/4 金 2限

8 11/11 金 2限

9 11/18 金 2限

10 11/25 金 2限

11 12/2 金 2限

12 12/9 金 2限

13 12/16 金 2限

14 12/23 金 2限

15 1/6 金 2限

股関節障害と理学療法：発育性股関節形成不全・Perthes病・大腿骨頭すべり症

小児の整形外科疾患　総論 曽根　幸喜

曽根　幸喜

曽根　幸喜

講　　義　　要　　項
科目名 筋・骨格系理学療法学Ⅰ（下肢、小児の運動器障害、末梢神経障害等） 対象学科・専攻

必修・選択 講義・演習必修

後期2022年度開講年度

曽根　幸喜、河野　裕也
オムニバスフラグ
通年フラグ

担当教員

2金

肩関節障害と理学療法１；野球肩

授業内容 担当教員

授業計画

末梢神経障害２

末梢神経障害１

曽根　幸喜

授業内容関連の整形外科学を復習しておく．週90分程度の予習・復習時間が必要である．

肩関節障害と理学療法２

曽根　幸喜

曽根　幸喜

曽根　幸喜

曽根　幸喜

曽根　幸喜

脊柱側弯症と理学療法

肘関節障害と理学療法；肘内障・離断性骨軟骨炎（野球肘）

二分脊椎

骨折・骨腫瘍；上腕骨顆上骨折

教員紹介

その他

テキスト・参考書

膝関節障害と理学療法；膝内障

曽根　幸喜

曽根　幸喜

曽根　幸喜

足関節障害と理学療法；内反足

試験時期

学修評価の
基準と方法

準備学修
（予習・復習）等の
内容と分量

曽根　幸喜

まとめ

末梢神経障害３

曽根　幸喜

大学附属病院で小児理学療法の臨床に携わった教員がその経験に即した理学療法の実際を紹介する．

授業の進度，他必要に応じてこの授業内容を変更することがあります．実技の際は動きやすい服装を準備ください．

資料を配布する．

授業開始後に連絡する．

期末筆記試験による評価とする．

その他の整形外科疾患；骨形成不全

曽根　幸喜

授業概要 小児の整形外科疾患，末梢神経障害について，１）疾患概要，２）理学療法評価と介入を紹介する．

近年，乳児死亡率は減少したが疾病構造は変化している．未熟から成熟への発育過程にある小児は幼若なほど環境に
より影響され障害を受けやすい一方，成人と比較して代謝が活発であり，回復力も大きい．障害に対する早期理学療法
介入の意義が増しており，小児の発育特性に応じた理学療法の立案ができるようにする．

学修目標

授業方法 授業は座学および実習形式により行う．

　理学療法学科
昼間部



配当年次 2 単位 1 時間 30 授業形態

開講学期 曜日 時限

NO

1 4/18 月 3限

2 4/25 月 3限

3 5/2 月 3限

4 5/9 月 3限

5 5/16 月 3限

6 5/23 月 3限

7 5/30 月 3限

8 6/6 月 3限

9 6/13 月 3限

10 6/20 月 3限

11 7/4 月 3限

12 7/11 月 3限

13 7/12 火 2限

14 7/25 月 3限

15 7/25 月 4限

脊柱の機能解剖

運動器障害の治療理論　各組織の再生・修復過程　　 河野　裕也

河野　裕也

河野　裕也

講　　義　　要　　項
科目名 筋・骨格系理学療法学Ⅱ（上肢、脊椎の運動器障害等） 対象学科・専攻

必修・選択 講義・演習必修

前期2022年度開講年度

河野　裕也
オムニバスフラグ
通年フラグ

担当教員

3月

脊柱疾患：椎間板ヘルニア

授業内容 担当教員

授業計画

上肢の脱臼・骨折（肩関節～前腕）

肩関節疾患の評価、アプローチ②

河野　裕也

各疾患に対して事前に予習しておくこと。

脊柱疾患：腰部脊柱管狭窄症

河野　裕也

河野　裕也

河野　裕也

河野　裕也

河野　裕也

脊椎疾患の評価、アプローチ②

脊椎疾患の評価、アプローチ①

頚椎疾患（OPLL、胸郭出口症候群）

脊椎疾患：脊椎圧迫骨折、その他の脊椎疾患

教員紹介

その他

テキスト・参考書

肩関節の機能解剖

河野　裕也

河野　裕也

河野　裕也

肩関節疾患：腱板断裂、肩関節周囲炎

試験時期

学修評価の
基準と方法

準備学修
（予習・復習）等の
内容と分量

河野　裕也

全体のまとめ

上肢の脱臼・骨折（前腕～手・手指）、骨盤骨折

河野　裕也

担当講師は整形外科病院での勤務が長く、運動器疾患への実務経験に基づいて理学療法士の育成に向けた授業を展
開する

実技中心のため、動きやすい服装で授業に参加すること。

テキスト：イラストでわかる運動器障害理学療法

実技試験は期末試験期間前、筆記試験は期末試験期間に実施する

実技試験（30％）、筆記試験（70％）、合計100％

肩関節疾患の評価、アプローチ①

河野　裕也

授業概要
運動器疾患の理学療法が行えるようになるため、必要な知識を身につけることを目標とする。運動器疾患の病態や医学
的な治療法と、理学療法評価学で学んだ評価技術および評価法についての知識を統合して、運動器疾患の理学療法を
行うための治療理論を身につける。

・整形外科疾患の病態を理解し、その回復過程から理学療法評価・治療に結びつけることができる。
・治療プログラムを、リスクに配慮しつつ効果的に実践できる。
・各種神経、筋疾患の病態、およびそれらに対する理学療法（運動療法・リスク管理）について理解できる

学修目標

授業方法 パワーポイントを使用し、講義内容を理解した上で実技演習を行う。

　理学療法学科
昼間部



配当年次 2 単位 1 時間 30 授業形態

開講学期 曜日 時限

NO

1 4/1 金 2限

2 4/1 金 3限

3 4/8 金 2限

4 4/8 金 3限

5 4/15 金 2限

6 4/15 金 3限

7 4/22 金 2限

8 4/22 金 3限

9 5/6 金 2限

10 5/6 金 3限

11 5/13 金 2限

12 5/13 金 3限

13 5/20 金 2限

14 5/20 金 3限

15 5/27 金 2限

障害児の評価

こどもの障害と運動療法 三沢　峰茂

三沢　峰茂

三沢　峰茂

講　　義　　要　　項
科目名 発達期の理学療法学 対象学科・専攻

必修・選択 講義必修

前期2022年度開講年度

三沢　峰茂
オムニバスフラグ
通年フラグ

担当教員

2・3金

運動療法の視点からみた運動発達

授業内容 担当教員

授業計画

二分脊椎の特長と運動療法

摂食機能療法の実技演習

三沢　峰茂

解剖学、生理学、人間発達学、評価学など基本的知識を復習しておいて下さい。

運動発達実技演習

三沢　峰茂

三沢　峰茂

三沢　峰茂

三沢　峰茂

三沢　峰茂

痙直型の子どもに対する実技演習

痙直型両麻痺の特長と運動療法

痙直型四肢麻痺の特長と運動療法

脳性麻痺について、ＮＩＣＵでの理学療法

教員紹介

その他

テキスト・参考書 参考書：授業の中で必要に応じて紹介

アテトーゼ型脳性麻痺の特長と運動療法

三沢　峰茂

三沢　峰茂

三沢　峰茂

アテトーゼ型脳性麻痺に対する運動療法

試験時期

学修評価の
基準と方法

準備学修
（予習・復習）等の
内容と分量

三沢　峰茂

神経筋疾患の理学療法

低緊張児の特長と運動療法

三沢　峰茂

大学病院、リハビリテーション施設での仕事と在宅支援（訪問看護、訪問リハ）の仕事を実践してきました。

実技演習ができる服装で出席

テキスト：なし

2022年8月1日（月）～8月5日（金）

期末試験

摂食機能療法について

三沢　峰茂

授業概要 姿勢・運動障害を呈する小児疾患の特徴をまとめ、それぞれの運動療法の理解を深める。

小児特有の障害（脳性麻痺、二分脊椎、筋疾患など）についてその特長や症候について理解を深め、その運動療法につ
いて考え、体験する。

学修目標

授業方法 動画、パワーポイントを活用し配布資料をもとに学生同士の実技演習を行い理解を深める。

　理学療法学科
昼間部



配当年次 2 単位 2 時間 60 授業形態

1

開講学期 曜日 時限

NO

1 9/14 水 4限

2 9/21 水 4限

3 9/28 水 4限

4 10/5 水 4限

5 10/12 水 4限

6 10/19 水 4限

7 10/26 水 4限

8 11/2 水 4限

9 11/9 水 4限

10 11/16 水 4限

11 11/30 水 4限

12 12/7 水 4限

13 12/14 水 4限

14 12/21 水 4限

15 1/4 水 4限

内部疾患関連講義（腎疾患）

内部障害概論（心臓の機能） 福島　豊

福島　豊

福島　豊

講　　義　　要　　項
科目名 内部疾患系理学療法学Ⅰ（循環器、呼吸器疾患の理学療法等） 対象学科・専攻

必修・選択 講義・演習必修

後期2022年度開講年度

福島　豊、田中　進吾
オムニバスフラグ

通年フラグ
担当教員

4水

内部疾患関連講義（糖尿病）

授業内容 担当教員

授業計画

心電図演習

心電図演習

福島　豊

授業前に基礎的な解剖学、生理学、運動学を復習して授業に参加すること。毎回の授業後には配布した資料の見直しを
行うこと。

内部疾患関連講義（末梢循環障害）

福島　豊

福島　豊

福島　豊

福島　豊

福島　豊

心電図講義（１２誘導について）

循環器疾患の理学療法

循環器疾患の理学療法

循環器の疾患と一般的治療

教員紹介

その他

テキスト・参考書 古川順光著：内部障害に対する運動療法 -基礎から臨床実践まで-

心電図講義（洞不全症候群、房室ブロック等）

福島　豊

福島　豊

福島　豊

心電図講義（心室期外収縮等）

試験時期

学修評価の
基準と方法

準備学修
（予習・復習）等の

内容と分量

福島　豊

救急処置

運動負荷試験講義・演習

福島　豊

大学病院に勤務した経験があり、臨床・教育・研究と実務経験に基づいて理学療法士の育成に向けた授業を展開する。

演習時は動きやすい服装で臨むこと

授業中に適宜資料を配布

細田多穂著：ｼﾝﾌﾟﾙ理学療法学ｼﾘｰｽﾞ内部障害理学療法学ﾃｷｽﾄ 第3版

全講義終了後の翌週に期末試験を行う。

筆記試験（１００％）

心電図講義（心虚血、心筋梗塞等）

福島　豊

授業概要
内部疾患の理学療法が行えるようになるため、必要な知識を身につけることを目的とする。具体的には生活習慣病患者
の増加とともに急増している循環器系疾患等に対する評価法、目標設定と治療計画、リスク管理など理学療法の基本原
則と流れを学ぶ。

・循環器系疾患等の病態を理解し、疾患特有のリスク管理について理解できる。
・各疾患に対する評価、治療目標の設定、理学療法プログラムの立案が出来る。

学修目標

授業方法 視聴覚教材を用いて授業を行う。心電図、運動負荷試験の回は演習を踏まえて行う。

　理学療法学科　
昼間部



配当年次 2 単位 2 時間 60 授業形態

2

開講学期 曜日 時限

NO

1 9/12 月 3限

2 9/19 月 3限

3 9/26 月 3限

4 10/3 月 3限

5 10/10 月 3限

6 10/17 月 3限

7 10/24 月 3限

8 10/31 月 3限

9 11/7 月 3限

10 11/14 月 3限

11 11/21 月 3限

12 11/28 月 3限

13 12/5 月 3限

14 12/12 月 3限

15 12/19 月 3限

呼吸器の評価➀「検査データ」

呼吸器の解剖・生理学 田中　進吾

田中　進吾

田中　進吾

講　　義　　要　　項
科目名 内部疾患系理学療法学Ⅰ（循環器、呼吸器疾患の理学療法等） 対象学科・専攻

必修・選択 講義・演習必修

後期2022年度開講年度

福島　豊、田中　進吾
オムニバスフラグ

通年フラグ
担当教員

3月

呼吸器の評価②「画像評価」

授業内容 担当教員

授業計画

周術期の理学療法

人工呼吸器使用者への理学療法

田中　進吾

授業終了後は事後学習として、教科書・配布プリントを復習すること。実技を行った際は、復習を行うこと。

呼吸器の評価③「フィジカルアセスメント：視診・触診」

田中　進吾

田中　進吾

田中　進吾

田中　進吾

田中　進吾

リラクセーション手技②（コンディショニング）

リラクセーション手技➀（コンディショニング）

呼吸器の評価⑤「フィジカルアセスメント：まとめ」

呼吸器の評価④「フィジカルアセスメント：打診・聴診」

教員紹介

その他

テキスト・参考書 呼吸リハビリテーション/中山書店

排痰トレーニング

田中　進吾

田中　進吾

田中　進吾

慢性閉塞性肺疾患への理学療法

試験時期

学修評価の
基準と方法

準備学修
（予習・復習）等の

内容と分量

田中　進吾

ケーススタディー②

ケーススタディー➀

田中　進吾

急性期病院に勤務した経験があり、臨床・教育・研究と呼吸器疾患への実務経験に基づいて理学療法士の育成に向け
た授業を展開する。

正当な理由のない30分以上の遅刻は欠席とする。また、30分未満の遅刻は3回で1回の欠席扱いとする。

PT・OT入門 イラストで分わかる内部障害/医歯薬出版株式会社　　呼吸リハビリテーション/中山書店

全講義終了後に期末試験を行う。

課題（10％）、筆記試験（40％）の成績にて評価をする。

間質性肺炎への理学療法

田中　進吾

授業概要
呼吸器疾患の病状・特徴について授業を展開し、理学療法士の関わり方を学習し、演習を通して理学療法評価・治療手
技を実施できるようにすることを目的とする。また、自身で呼吸器疾患について調べてグループワークを通して考え方を
学んでいく。

・呼吸器の解剖と生理を理解し、評価手技を実施できる。
・理学療法の考え方を学び、各呼吸器疾患に合わせて理学療法手技を選択できる。

学修目標

授業方法 テキストと配布プリントを使用し、講義・実技を交えて進めていく。

　理学療法学科
昼間部



配当年次 2 単位 1 時間 30 授業形態

開講学期 曜日 時限

NO

1 4/6 水 3限

2 4/13 水 3限

3 4/20 水 3限

4 4/27 水 3限

5 5/11 水 3限

6 5/18 水 3限

7 5/25 水 3限

8 6/1 水 3限

9 6/8 水 3限

10 6/14 火 4限

11 6/22 水 3限

12 6/29 水 3限

13 7/6 水 3限

14 7/13 水 3限

15 7/20 水 3限

マッサージ療法座学（まとめ発表）

物理療法Ⅱガイダンス　前期物理療法Ⅰ（水・温熱・寒冷・超音波）　振り返り 曽根　幸喜

曽根　幸喜

曽根　幸喜

講　　義　　要　　項
科目名 物理療法学Ⅱ（電気、光線、牽引療法等） 対象学科・専攻

必修・選択 講義・演習必修

前期2022年度開講年度

曽根　幸喜
オムニバスフラグ
通年フラグ

担当教員

3水

マッサージ療法実技

授業内容 担当教員

授業計画

物理療法　ケーススタディその1

光線・牽引・電気刺激療法の効果判定演習その2

曽根　幸喜

教科書を予習して，自分なりにまとめ，疑問点を出す．演習内容をよく復習する．週90分程度の時間が必要である．

光線療法（紫外線・レーザー）座学（まとめ発表）

曽根　幸喜

曽根　幸喜

曽根　幸喜

曽根　幸喜

曽根　幸喜

電気刺激療法座学その1（まとめ発表）

牽引療法・超音波療法（機械的刺激モード）演習

牽引療法・超音波療法（機械的刺激モード）座学（まとめ発表）

光線療法（紫外線・レーザー）演習

教員紹介

その他

テキスト・参考書

電気刺激療法座学その2

曽根　幸喜

曽根　幸喜

曽根　幸喜

光線・牽引・電気刺激療法の効果判定実験計画（神経伝導速度測定含む）

試験時期

学修評価の
基準と方法

準備学修
（予習・復習）等の
内容と分量

曽根　幸喜

まとめ

物理療法　ケーススタディその2

曽根　幸喜

週1日総合病院で理学療法の臨床に携わる教員がその経験に即した物理療法の実際を紹介する．

授業の進度，他必要に応じてこの授業内容を変更することがあります．グループ演習（実習含む）が円滑に成立するよ
う，各自講義参加の持ち点があり，座学演習・実験被検者参加により加点され，欠席により減点となるのでやむを得ない
事由を除き欠席しないよう留意ください．

イラストでわかる物理療法

授業開始後に連絡する

筆記試験（70％）、提出物（課題レポート・実習レポート各自1通　計30％）の総合評価とする．

光線・牽引・電気刺激療法の効果判定演習その1

曽根　幸喜

授業概要

物理療法の定義と分類，運動療法との関連を学び，①マッサージ療法、②光線療法、③牽引療法、④超音波療法（機械
的刺激モード）、⑤電気刺激療法について各物理エネルギーの特徴と生理的作用、適応、禁忌、リスク管理について学
習する．機器を使用して自ら体験し，実際の治療現場を意識して患者への説明および物理療法の実施ができるようにな
るための演習を行う．

1．各種物理療法の物理エネルギーの特徴，および生体への生理的作用を説明できる．
2．症例に応じた適切な治療機器の選択，操作ができる．

学修目標

授業方法 授業は座学およびグループによる演習・実習形式により行う．

　理学療法学科
昼間部



配当年次 2 単位 1 時間 30 授業形態

開講学期 曜日 時限

NO

1 9/15 木 4限

2 9/22 木 4限

3 9/29 木 4限

4 10/6 木 4限

5 10/13 木 4限

6 10/20 木 4限

7 10/27 木 4限

8 11/10 木 4限

9 11/17 木 4限

10 11/24 木 4限

11 12/1 木 4限

12 12/8 木 4限

13 12/15 木 4限

14 12/22 木 4限

15 1/5 木 4限

地域リハビリテーションの考え方と定義

オリエンテーション・地域リハビリテーションの歴史 武市　裕貴

武市　裕貴

武市　裕貴

講　　義　　要　　項
科目名 地域理学療法学 対象学科・専攻

必修・選択 講義必修

後期2022年度開講年度

武市　裕貴
オムニバスフラグ
通年フラグ

担当教員

4木

地域リハビリテーションの諸サービス①

授業内容 担当教員

授業計画

事例を通してみる援助の実際②　ケースカンファレンス

事例を通してみる援助の実際①

武市　裕貴

地域リハビリテーションの諸サービス②

武市　裕貴

武市　裕貴

武市　裕貴

武市　裕貴

武市　裕貴

介護予防とリハビリテーション①

介護保険と地域リハビリテーション③

介護保険と地域リハビリテーション②

介護保険と地域リハビリテーション①

教員紹介

その他

テキスト・参考書 必要に応じてプリントを配布する。

介護予防とリハビリテーション②　介護予防の実際

武市　裕貴

武市　裕貴

武市　裕貴

介護保険外の地域リハビリテーション

試験時期

学修評価の
基準と方法

準備学修
（予習・復習）等の
内容と分量

武市　裕貴

これからの地域リハビリテーション

海外の地域リハビリテーション

武市　裕貴

参考書等：適宜提示する。

「地域リハビリテーション論」三輪書店　編著　大田仁史、浜村明徳、下斗米貴子、澤俊二

2023年1月16日（月）～1月20日（金）

授業参加状況、筆記試験、リポートなどから総合的に評価します。

地域リハビリテーションのシステム

武市　裕貴

授業概要
地域リハビリテーションの歴史、地域リハビリテーションの定義、関連制度や諸サービス、介護保険や介護予防など様々
な視点を、実際の現場の状況を踏まえながら地域理学療法を学習する。

地域社会を基盤として行われる地域リハビリテーションの領域で、高齢者や障碍者およびその家族が住み慣れた地域に
おいて継続して生活できるよう、理学療法士が果たすべき役割と必要な知識を身につける。

学修目標

授業方法 講義を中心に介護予防やカンファレンスなどの実技を交えながら学習する。

　理学療法学科
昼間部



 

 

2022 年度 

講 義 要 領 

（シラバス） 

 

理学療法学科 

昼間部 3 年生 

 

 

 

 

専門学校東京医療学院 

 



その他 課題の提出期限厳守。

教員紹介
担当教員：川崎（保健医療博士）は、理学療法士歴30年目で当校教員歴24年。
大学附属病院、一般病院等の勤務経験あり。現在、クリニック等にて活動中。

テキスト・参考書

29

30 5/25 水 2限

準備学修（予習・復習）
等の内容と分量

学修評価の
基準と方法

5/25 水 1限

試験時期 前期講義終了後に実施予定。

テキスト　：　なし

参考書　：　

参考書　：　

講義後は必ず復習を行うこと。

期末試験（筆記）による評価（川﨑90％、金井10％）。

理学療法治療学（神経筋系疾患）

22 5/11 水 2限 理学療法治療学（中枢神経系疾患）

23

5/18 水

17

26 5/18 水 2限

27 5/18

28 5/18 水 4限

水 3限

5/11 水

24 5/11 水 4限

1限25

3限

12 4/20 水 2限

4/20 水 3限

火 1限

13

14 4/20 水 4限

15 4/26

7 4/13

8 4/13 水 4限

4/19 火 1限

水 3限

授業内容 担当教員

川﨑　孝晃

開講年度

授業概要
理学療法実施時に必要な基礎科目（解剖学、生理学、運動学他）、基礎医学（疾患学や症状）の復習を行うことで、理
学療法実施時に必要な理学療法治療法の選択が出来るようになるための講義である。また、最新の理学療法トピック
スや理学療法分野における論文を読むときに必要な統計学を学ぶことで、理学療法における学習意欲の向上を図る。

講義およびグループワーク、グループディスカッションを取り入れながらの講義とする。

授業計画

水 時限 1・2・3・4

授業方法

2022年度 開講学期 前期 曜日

学修目標

理学療法実施時に必要な基礎科目（解剖学、生理学、運動学他）、基礎医学（疾患学や症状）における基礎的知識の復習、理学療
法専門分野における基本的な理学療法治療学を習得することを目的とする。また、最新の理学療法トピックスの学習および理学療
法分野の論文考察時に必要となる、統計学を学習することで、理学療法における最新知識の習得や学習意欲の向上を図ることを
目的とする。

4/6 水 1限 基礎科目（解剖学）総論 川﨑　孝晃1

2 4/6 水 2限

川﨑　孝晃

理学療法治療学（整形外科疾患） 川﨑　孝晃

3 4/6

4 4/6 水 4限

4/13 水5

6 4/13 水

10 4/19 火 2限

11 4/20 水 1限

9

18 4/27 水 2限

19 4/27 水 3限

理学療法治療学総論

理学療法トピックス② 川﨑　孝晃

理学療法トピックス③ 川﨑　孝晃

理学療法トピックス③ 川﨑　孝晃

16 4/26 火 2限

4/27 水 1限

20 4/27 水 4限 理学療法治療学（整形外科疾患） 川﨑　孝晃

21 5/11 水 1限 理学療法治療学（中枢神経系疾患）

理学療法トピックス②

川﨑　孝晃

川﨑　孝晃

川﨑　孝晃

川﨑　孝晃

川﨑　孝晃基礎科目（運動学）総論

基礎科目（運動学）総論 川﨑　孝晃

基礎医学（整形外科疾患） 川﨑　孝晃

基礎医学（整形外科疾患） 川﨑　孝晃

統計学② 金井　良

理学療法治療学総論 川﨑　孝晃

川﨑　孝晃基礎医学（中枢神経系疾患）

統計学② 金井　良

理学療法トピックス① 川﨑　孝晃

理学療法治療学（神経筋系疾患）

講　　義　　要　　項
科目名 理学療法概論Ⅲ（理学療法トピックスと統計学） 対象学科・専攻

   理学療法学科
昼間部

必修・選択 必修 配当年次 3 単位 2 時間 60 授業形態 講義

川﨑孝晃、金井良 オムニバスフラグ
通年フラグ

基礎医学（神経筋系疾患） 川﨑　孝晃

基礎医学（神経筋系疾患） 川﨑　孝晃

担当教員

2限

基礎科目（解剖学）総論

統計学① 金井　良

1限

統計学① 金井　良

基礎医学（中枢神経系疾患） 川﨑　孝晃

基礎科目（生理学）総論 川﨑　孝晃

水 3限 基礎科目（生理学）総論 川﨑　孝晃

NO

理学療法トピックス① 川﨑　孝晃

川﨑　孝晃



配当年次 3 単位 1 時間 30 授業形態

開講学期 曜日 時限

NO

1 4/7 木 1限

2 4/7 木 2限

3 4/14 木 1限

4 4/14 木 2限

5 4/21 木 1限

6 4/21 木 2限

7 4/28 木 1限

8 4/28 木 2限

9 5/12 木 1限

10 5/12 木 2限

11 5/19 木 1限

12 5/19 木 2限

13 5/26 木 1限

14 5/26 木 2限

15 5/26 木 3限

筋間、筋膜の概要

徒手的理学療法の概要   　　　  河野　裕也

河野　裕也

河野　裕也

講　　義　　要　　項
科目名 徒手理学療法 対象学科・専攻

必修・選択 講義・演習必修

前期2022年度開講年度

河野　裕也
オムニバスフラグ

通年フラグ
担当教員

1・2木

筋間リリース① 広背筋—僧帽筋間、前鋸筋—広背筋間、前鋸筋—外腹斜筋間、大胸筋—腹直筋間

授業内容 担当教員

授業計画

関節モビライゼーション③

関節モビライゼーション②

河野　裕也

予習はテキスト該当頁を読み、疑問点等を明確にしておく。復習は配布プリント、課題等を含め、一回毎の授業内容の把
握に努めること。

筋間リリース②　大腰筋—腰方形筋間、腰腸肋筋間、多裂筋、大腿筋膜張筋—中殿筋間

河野　裕也

河野　裕也

河野　裕也

河野　裕也

河野　裕也

筋間リリース⑥　三角筋後部—棘下筋間、小円筋—三角筋後部間、小円筋—三頭筋間、肩甲下筋

筋間リリース⑤　腓骨筋、ヒラメ筋、長母趾屈筋、背側骨間筋

筋間リリース④　外側広筋—大腿筋膜張筋間、縫工筋—内転筋間、後脛骨筋、前脛骨筋

筋間リリース③　大殿筋—中殿筋間、内側－外側ハム間、大腿方形筋—ハム間、大腰筋－腸骨筋間

教員紹介

その他

テキスト・参考書

筋間リリース⑦　三角筋後部—上腕三頭筋間、棘上筋、僧帽筋上部—肩甲挙筋間、後頭下筋群

河野　裕也

河野　裕也

河野　裕也

筋間リリース⑧　胸鎖乳突筋—前斜角筋間、胸鎖乳突筋—頭板状筋間、僧帽筋—頭板状筋間

試験時期

学修評価の
基準と方法

準備学修
（予習・復習）等の

内容と分量

河野　裕也

全体のまとめ

ケーススタディ

河野　裕也

担当講師は整形外科病院での勤務が長く、運動器疾患への実務経験に基づいて理学療法士の育成に向けた授業を展
開する

動きやすい服装で参加すること

系統別治療手技の展開　協同医書出版　ISBN:978-4-7639-1075-2

初講日に連絡する。

実技試験（30％）、筆記試験（70％、）合計100％

関節モビライゼーション①

河野　裕也

授業概要
理学療法の基礎となる徒手療法に重点を置き、それらの特殊技術を用いた治療法を疾患別に応用できることを学習目標
とする。

・徒手療法の概要を理解する
・身体の状態に合わせて治療手技を選択できる
・症状や徴候に対して適切な手技を実施できる
・徒手療法の技術を用いて、疾患別に応用できる

学修目標

授業方法 パワーポイントを使用し、講義内容を理解した上で実技演習を行う。

　理学療法学科
昼間部



配当年次 3 単位 1 時間 30 授業形態

開講学期 曜日 時限

NO

1 4/5 火 3限

2 4/5 火 4限

3 4/12 火 3限

4 4/12 火 4限

5 4/21 木 3限

6 4/21 木 4限

7 4/26 火 3限

8 4/26 火 4限

9 5/10 火 3限

10 5/10 火 4限

11 5/16 月 3限

12 5/16 月 4限

13 5/17 火 3限

14 5/17 火 4限

15 5/24 火 4限

　理学療法学科　
昼間部

授業概要
脊髄損傷およびスポーツにおけるケガに対する知識とそのリハビリテーションの処方の仕方を実技を交えながら学習して
いく。

脊髄損傷およびスポーツ外傷・障害のアスレチィック・リハビリテーションについての理解を深める。学修目標

授業方法 座学実技を混ぜながら行う。

教員紹介

その他

テキスト・参考書

スポーツ整形外科概論

梅村　悟

梅村　悟

梅村　悟

成長期のスポーツ障害・外傷

試験時期

学修評価の
基準と方法

準備学修
（予習・復習）等の

内容と分量

梅村　悟

治療プログラムの立案

上肢のスポーツ障害②

中島　啓介

各分野専門の講師が担当する。
藤田　龍一（国立精神・神経医療研究センター　副理学療法士長）
梅村　悟（JCHO東京山手メディカルセンター　理学療法士）
中島　啓介（JCHO東京新宿メディカルセンター　理学療法士）

テキスト：資料配布

別途連絡します

筆記試験（脊髄損傷50点、スポーツリハ50点）

膝前十字靭帯損傷①

中島　啓介

上肢のスポーツ障害①

膝前十字靭帯損傷②

梅村　悟

スポーツ外傷・障害についてできる範囲で学んでおく。

【実技】　push up

藤田　龍一

藤田　龍一

藤田　龍一

藤田　龍一

藤田　龍一

【実技】　キャスター上げ(車椅子)

呼吸機能、合併症、車椅子、QOL

ADLについて

【実技】　移乗動作　介助法

【実技】　坐位、長坐位

脊髄損傷概論（疫学、評価、障害像） 藤田　龍一

藤田　龍一

藤田　龍一

講　　義　　要　　項
科目名 筋・骨格系理学療法学Ⅲ（脊髄損傷の理学療法等） 対象学科・専攻

必修・選択 講義必修

前期2022年度開講年度

藤田　龍一、梅村　悟、中島　啓介
オムニバスフラグ

通年フラグ
担当教員

3・4月・火

【実技】　寝返り、起き上がり

授業内容 担当教員

授業計画



講義形式、グループワーク

秋田　賢・金井　良

1 時間

神経難病についての概要と、各疾患におけるリハビリテーションについて

学修目標 神経難病領域における一般的なリハビリテーションの知識を得る

曜日

担当教員

金前期

金 4限

4/15 金 3限

金 3限

5

2 4/1 金 4限

テキスト・参考書

教員紹介

その他

8 4/22 金 4限

準備学修
（予習・復習）等の
内容と分量

学修評価の
基準と方法

試験時期

テキスト参照のうえ、講義に望む

筆記試験

別途連絡します

国立病院機構　埼玉病院　副理学療法士長

6 4/15 金 4限

症例検討 秋田　賢

パーキンソン病の理学療法について① 秋田　賢

パーキンソン病の理学療法について② 秋田　賢

秋田　賢筋ジストロフィーの理学療法について①

筋ジストロフィーの理学療法について② 秋田　賢

多発性硬化症の理学療法について 秋田　賢金 3限7 4/22

3 4/8

4 4/8

秋田　賢

神経難病概要について① 秋田　賢

担当教員

オムニバスフラグ
通年フラグ

1

30 授業形態 講義・演習

授業内容

授業方法

NO

4/1 金 3限1

神経難病概要について②

授業計画

時限 秋田　賢・金井　良2022年度 開講学期開講年度

授業概要

講　　義　　要　　項
科目名 神経-筋疾患系理学療法学Ⅱ（ALS、脊髄小脳変性症の理学療法等） 対象学科・専攻

　理学療法学科　
昼間部

必修・選択 必修 配当年次 3 単位



パワーポイント・プレゼンテーション　および　実技演習

秋田　賢・金井　良

1 時間

脊髄小脳変性症および、小脳出血などの症状に対する理学療法評価方法と理学療法治療方法の講義および演
習を行う。また、脳血管障害でみられるプッシャー現象への対応の講義および演習を行う

学修目標
・小脳の機能解剖的知識を基に脊髄小脳変性症の病態を説明できる。
・小脳失調への評価方法を説明できる。
・プッシャー現象について評価法や臨床場面での対応を説明できる。

曜日

担当教員

金前期

金 4限

5/20 金 2限

金 3限

5

2 5/6 金 4限

テキスト・参考書

教員紹介

その他

8

準備学修
（予習・復習）等の
内容と分量

学修評価の
基準と方法

試験時期

各実施日につき６０分程度の復習を要す。疑問点は試験日までに明確にしておくこと。

筆記試験

配布プリント参照

回復期病院勤務を経て、脊髄小脳変性症およびPusher現象を呈する患者への豊富な臨床経験を持つ

6 5/20 金 3限

脊髄小脳変性症の評価と理学療法 金井　良

脊髄小脳変性症の評価と理学療法 金井　良

金井　良脳血管障害でみられるプッシャー現象の評価と対応

脳血管障害でみられるプッシャー現象の評価と対応 金井　良

脳血管障害でみられるプッシャー現象の評価と対応 金井　良金 4限7 5/20

3 5/13

4 5/13

金井　良

小脳の機能解剖、脊髄小脳変性症の疫学、症状 金井　良

担当教員

オムニバスフラグ
通年フラグ

2

30 授業形態 講義・演習

授業内容

授業方法

NO

5/6 金 3限1

小脳の機能解剖、脊髄小脳変性症の疫学、症状

授業計画

時限 秋田　賢・金井　良2022年度 開講学期開講年度

授業概要

講　　義　　要　　項
科目名 神経-筋疾患系理学療法学Ⅱ（ALS、脊髄小脳変性症の理学療法等） 対象学科・専攻

　理学療法学科　
昼間部

必修・選択 必修 配当年次 3 単位



配当年次 3 単位 1 時間 30 授業形態

開講学期 曜日 時限

NO

1 4/11 月 1限

2 4/11 月 2限

3 4/14 木 3限

4 4/18 月 1限

5 4/18 月 2限

6 4/19 火 3限

7 4/25 月 1限

8 4/25 月 2限

9 4/28 木 3限

10 5/2 月 1限

11 5/2 月 2限

12 5/9 月 2限

13 5/9 月 3限

14 5/12 木 3限

15 5/12 木 4限

糖尿病の理学療法2

糖尿病の理学療法1 田中　進吾

田中　進吾

田中　進吾

講　　義　　要　　項
科目名 内部疾患系理学療法学Ⅱ（糖尿病、がん、腎疾患の理学療法、吸引法等） 対象学科・専攻

必修・選択 講義・演習必修

前期2022年度開講年度

田中　進吾
オムニバスフラグ
通年フラグ

担当教員

1・2月

糖尿病の理学療法3

授業内容 担当教員

授業計画

がんの理学療法2

がんの理学療法1

田中　進吾

授業終了後は事後学習として、教科書・配布プリントを復習すること。
実技を行った際は、復習を行うこと。

糖尿病の理学療法4

田中　進吾

田中　進吾

田中　進吾

田中　進吾

田中　進吾

腎機能障害の理学療法1

糖尿病の理学療法7（ケーススタディー②）

糖尿病の理学療法6（ケーススタディー➀）

糖尿病の理学療法5

教員紹介

その他

テキスト・参考書

腎機能障害の理学療法2

田中　進吾

田中　進吾

田中　進吾

末梢動脈疾患の理学療法1

試験時期

学修評価の
基準と方法

準備学修
（予習・復習）等の
内容と分量

田中　進吾

ケーススタディー

がんの理学療法3

田中　進吾

担当講師は急性期病院に勤務した経験があり、臨床・教育・研究と呼吸器疾患への実務経験に基づいて理学療法士の
育成に向けた授業を展開する。

正当な理由のない30分以上の遅刻は欠席とする。また、30分未満の遅刻は3回で1回の欠席扱いとする。

PT・OT入門　イラストで分わかる内部障害　医歯薬出版株式会社

全講義終了後に期末試験を行う。

筆記試験（100％）の成績にて評価をする。

末梢動脈疾患の理学療法2

田中　進吾

授業概要
内部疾患の病状・特徴について授業を展開し、理学療法士の関わり方を学習し、演習を通して理学療法評価・治療手技
を実施できるようにすることを目的とする。また、自身で内部疾患について調べてグループワークを通して考え方を学んで
いく。

1．糖尿病・腎機能障害・末梢動脈疾患・がんを理解し、評価手技を実施できる。
2．理学療法の考え方を学び、各呼吸器疾患に合わせて理学療法手技を選択できる。

学修目標

授業方法 テキストと配布プリントを使用し、講義・実技を交えて進めていく。

　理学療法学科
昼間部



 

 

2022 年度 

講 義 要 領 

（シラバス） 

 

理学療法学科 

夜間部 1 年生 

 

 

 

 

専門学校東京医療学院 

 



配当年次 1 単位 2 時間 30 授業形態

開講学期 曜日 時限

NO

1 4/14 木 2限

2 4/21 木 2限

3 4/28 木 2限

4 5/12 木 2限

5 5/19 木 2限

6 5/26 木 2限

7 6/2 木 2限

8 6/9 木 2限

9 6/16 木 2限

10 6/23 木 2限

11 6/30 木 2限

12 7/7 木 2限

13 7/14 木 2限

14 7/21 木 2限

15 7/26 火 2限

現代社会と社会福祉・社会保障

オリエンテーション　社会福祉概論（本授業）の興味・関心について記述 鉾丸　俊一

鉾丸　俊一

鉾丸　俊一

講　　義　　要　　項
科目名 社会福祉概論 対象学科・専攻

必修・選択 講義必修

前期2022年度開講年度

鉾丸　俊一
オムニバスフラグ
通年フラグ

担当教員

2木

社会保障の定義・歴史

授業内容 担当教員

授業計画

医療保険制度の仕組み、健康保険、高額医療費（限度額適用認定）、後期高齢者医療

公的年金制度の仕組み、雇用保険、労災保険

鉾丸　俊一

保健医療（医療費・病院の機能分化）・社会福祉（地域包括ケアシステム・介護保険・障がい・貧困・医療的ケア児・虐待・
身元保証など）に関心を持ち、ニュースを読む。事前学習・事後学習（合計1時間程度）

社会福祉の担い手と役割

鉾丸　俊一

鉾丸　俊一

鉾丸　俊一

鉾丸　俊一

鉾丸　俊一

子ども・家庭福祉、子育て支援、児童虐待、特定妊婦、女性福祉（DV防止）

地域福祉、社会福祉協議会、地域包括ケアシステム

社会資源の活用法、ネットワークづくり

社会福祉実践の目的、社会福祉（ソーシャルワーク）実践方法・技術

教員紹介

その他

テキスト・参考書 『社会福祉と社会保障』　編者　増田　雅暢　　島田　美喜　　平野　かよ子　株式会社メディカ出版

障害者総合支援法、相談支援、補装具、難病対策

鉾丸　俊一

鉾丸　俊一

鉾丸　俊一

高齢者保健福祉施策、権利擁護、高齢者虐待（防止）、地域包括支援支援センター

試験時期

学修評価の
基準と方法

準備学修
（予習・復習）等の
内容と分量

鉾丸　俊一

まとめ　試験対策

介護保険制度の仕組み、要介護認定、ケアマネジャー、ケアプラン

鉾丸　俊一

昭和大学江東豊洲病院ソーシャルワーカー（社会福祉士・精神保健福祉士）、主に周産期・NICU・小児の権利擁護（虐待
予防）・親の心理・養育支援、高齢者の権利擁護、退院支援組織管理、地域連携を担当。

『社会福祉と社会保障』　編者　増田　雅暢　　島田　美喜　　平野　かよ子　株式会社メディカ出版

2022年8月15日（月）～8月19日（金）

ノート・教科書・配布資料持込み可の期末試験。論述が中心。（80％）
授業にてのプレゼンテーション能力、リアクションペーパーなど（20％）

生活保護、生活困窮者自立支援法

鉾丸　俊一

授業概要
患者（利用者）が発症・受傷後、安全に地域社会での生活を継続する、自己実現を目的としたリハビリテーションについて
検討する。そのために、様々な福祉職・多職種との連携・協働に必要な社会保障・社会福祉制度、ソーシャルワークにつ
いて学習する。

チーム医療における理学療法士として、必要な隣接領域学問のひとつである、社会保障・社会福祉度を理解する。ソー
シャルワークの関わり方・倫理・アセスメント・支援計画を理解する。協働して解決する過程を自身で導く。

学修目標

授業方法
講義形式中心。時々、DVD鑑賞、事例検討。
（皆さんが主体的に問題解決方法を考える）

　理学療法学科
夜間部



配当年次 1 単位 2 時間 30 授業形態

開講学期 曜日 時限

NO

1 4/11 月 2限

2 4/18 月 2限

3 4/25 月 2限

4 5/2 月 2限

5 5/9 月 2限

6 5/16 月 2限

7 5/23 月 2限

8 5/30 月 2限

9 6/6 月 2限

10 6/13 月 2限

11 6/20 月 2限

12 6/27 月 2限

13 7/4 月 2限

14 7/11 月 2限

15 7/25 月 2限

コミュニケーションについて考える１ 行動科学教育の基本的要素

授業方針伝達、自己紹介 佐々木　寛法

佐々木　寛法

佐々木　寛法

講　　義　　要　　項
科目名 行動科学 対象学科・専攻

必修・選択 講義必修

前期2022年度開講年度

佐々木　寛法
オムニバスフラグ

通年フラグ
担当教員

2月

コミュニケーションについて考える２

授業内容 担当教員

授業計画

理学療法士が行動分析を用いてどの様に仕事をしているのか触れる。

行動をどのように変えるか３

佐々木　寛法

特になし

コミュニケーションについて考える３

佐々木　寛法

佐々木　寛法

佐々木　寛法

佐々木　寛法

佐々木　寛法

行動とは、行動分析学とは

コミュニケーションについて考える６

コミュニケーションについて考える５

コミュニケーションについて考える４

教員紹介

その他

テキスト・参考書

行動原理について

佐々木　寛法

佐々木　寛法

佐々木　寛法

行動をどのように変えるか１

試験時期

学修評価の
基準と方法

準備学修
（予習・復習）等の

内容と分量

佐々木　寛法

テスト対策と今までの講義の振り返り

テスト対策と今までの講義の振り返り

佐々木　寛法

医療法人社団一心会　初富保健病院　通所訪問リハビリ科主任 理学療法士

必要に応じてプリント配布

2022年8月15日（月）～8月19日（金）

期末試験の結果にて判断

行動をどのように変えるか２

佐々木　寛法

授業概要 前半はコミュニケーション、後半は行動をみるという点について学んでいく。

理学療法士を目指す上で必要かなと思うコミュニケーションの取り方を考えることができる。
行動を分析するという見方、考え方を知ることができる。

学修目標

授業方法 グループワークを多く取り入れながら各回の授業テーマ（学修目標）について皆で学んでいく

　理学療法学科
夜間部



配当年次 1 単位 2 時間 30 授業形態

開講学期 曜日 時限

NO

1 9/15 木 2限

2 9/22 木 2限

3 9/29 木 2限

4 10/6 木 2限

5 10/13 木 2限

6 10/20 木 2限

7 10/27 木 2限

8 11/10 木 2限

9 11/17 木 2限

10 11/24 木 2限

11 12/1 木 2限

12 12/8 木 2限

13 12/15 木 2限

14 12/22 木 2限

15 1/5 木 2限

感覚・知覚・認知

心理学とは何か 加藤　秀男

加藤　秀男

加藤　秀男

講　　義　　要　　項
科目名 心理学 対象学科・専攻

必修・選択 講義必修

後期2022年度開講年度

加藤　秀男
オムニバスフラグ

通年フラグ
担当教員

2木

心理学研究へのアプローチ

授業内容 担当教員

授業計画

発達と学習（１）

加藤　秀男

加藤　秀男

加藤　秀男

加藤　秀男

加藤　秀男

モチベーション・動機づけ（２）

モチベーション・動機づけ（１）

発達と学習（３）

発達と学習（２）

加藤　秀男

【出身】宮城県　【経歴】学士(創価大学　教育学部・小学校教員養成課程)、修士(University of Derby, UK　カウンセリング
研究科)、博士(University of Surrey, UK　メディカルサイエンス学部　ソーシャルケア科・青少年のピアサポート)　【研究分
野】カウンセリング心理学、臨床心理学、児童心理学、ポジティブ心理学、いじめ問題、コミュニケーション論、ピア・サ
ポート、等。　【連絡先】 hideo.tom.kato@gmail.com

＊試験　50点　＊小テスト20点（10点ｘ２回）　＊プリント　30点（2点ｘ15回）

テキスト：　はじめて学ぶ教育心理学［第2版］ミネルヴァ書房　　吉川 成司/関田 一彦/鈎 治雄【編著】

2023年1月16日（月）～1月20日（金）

小テスト、試験を中心に評価する。

メンタルヘルス（１）精神障害、発達障害

加藤　秀男

メンタルヘルス（３）来談者中心療法

メンタルヘルス（２）精神分析、行動療法、集団心理療法

加藤　秀男

授業後は指定のプリントに、①学習の要点・要約、②自分の気づきや今後の自分の課題、③授業の感想を記入し、一週
間以内に提出 (次週に返却いたします)。

授業概要

本講座は、心理学の入門講座です。はじめて心理学に触れようとする学生向けの授業を展開します。心理学の理論や考
え方は、私たちの社会生活の中で頻繁に活用され、社会の心理学に対する期待と需要は高まり続けています。心理学の
各主要理論や、心理学的アプローチについての理解が深まり、自身が物事を判断する際の、新しい引き出しや柔軟性が
増すことを期待致します。

心理学が取り扱う領域や内容を広く理解する。心理学的な視点から思考力を高め、自身の日常生活に活かす (コミュニ
ケーション能力の向上)。

学修目標

授業方法
パワーポイントでの資料提示を中心に、各理論や身近な日常場面での実例を取り上げて学んでいきます。各理論や質問
紙等を用いた分析、ロールプレイやスキル・トレーニングを実際に活用しながら、自己理解・他者理解の体験を通して、心
理学への理解を深めていきます。

教員紹介

その他

テキスト・参考書

パーソナリティ（１）

加藤　秀男

加藤　秀男

加藤　秀男

パーソナリティ（２）

試験時期

学修評価の
基準と方法

準備学修
（予習・復習）等の

内容と分量

加藤　秀男

総括とディスカッション(まとめ)

ポジティブ心理学

　理学療法学科
夜間部



講　　義　　要　　項
科目名 教育学 対象学科・専攻

　理学療法学科
夜間部

必修・選択 必修 配当年次 1 単位

森　祐亮

ガイダンス　教育学はなんのためにあるのか、またなんのためにそれを学ぶのか 森　祐亮

担当教員

オムニバスフラグ
通年フラグ

15 授業形態 講義

授業内容

授業方法

NO

6/2 木 1限1

「教育」とはなんだろうか①

授業計画

時限 森　祐亮2022年度 開講学期開講年度

授業概要

6 7/7 木 1限

まとめ　教育学を学んで 森　祐亮

「教育」とはなんだろうか② 森　祐亮

「公教育」とはなんのためにあるのだろうか 森　祐亮

森　祐亮学校と教育について

子供という存在について-「小さな大人」ではない? 森　祐亮

理学療法士の教育はどのようなものが望ましいのか考えてみよう(ディスカッション) 森　祐亮木 1限7 7/14

3 6/16

4 6/23

テキスト・参考書

教員紹介

その他

8 7/21 木 1限

準備学修
（予習・復習）等の
内容と分量

学修評価の
基準と方法

試験時期

自分で考えることを心がけること。自分が受けてきた教育を思い出して、それを改めて反省的に捉えてみること。特
別な予習や復習は必要ないが、テキストはきちんと読んできて下さい。

期末のレポートで講義の理解度と、日本語の表現力をみます。たとえ理解していたとしても、きちんとした日本語で
書けないと相手には伝わりません。ちゃんとした日本語を書ける人というのは、思っている以上に少ないです。主
語と述語は合っているのか、表現として適切なのかといったことに日々気をつけるよう心がけましょう。

2022年8月15日（月）～8月19日（金）

ワークで学ぶ、教育学〔増補版第2版〕　井藤元編　ナカニシヤ出版

参考書:適宜指示します。

研究はドイツ教育思想、ドイツ現代哲学。思想研究から「教育とは何か」「教育とはどうあるべきか」という問いにア
プローチしています。普段は企業の教育研究所で働いています。

レポートの内容と必要な準備について最終回の授業で指示します。

木 1限

6/30 木 1限

木 1限

5

2 6/9 木 1限

学修目標
「教育とは何か」ということを、その理念を踏まえた上で自分の言葉で説明することができるようになる。また理学療
法士としての自分の「成長」について考える。

曜日

担当教員

木前期

基本は講義形式で行いますが、適宜ワークなどもやってもらい発表などもしてもらいます。それをもとにみんなで
ディスカッションを行うことも考えています。

森　祐亮

1 時間

この講義では「教育とは何か」「教育学とは何か」ということを考えていきます。基本的には講義形式ですが、適宜
自分で考えてもらう時間を設けます。また正しい日本語を書ける力を身につけることも目指します。



講　　義　　要　　項
科目名 情報科学 対象学科・専攻

　理学療法学科
夜間部

必修・選択 必修 配当年次 1 単位

齋藤　秀敏

コンピュータの基礎：情報・通信・コンピュータに関する基礎 齋藤　秀敏

担当教員

オムニバスフラグ
通年フラグ

15 授業形態 講義

授業内容

授業方法

NO

5/27 金 2限1

表計算ソフトウェア1：基本操作、データ入力、数値演算の基礎

授業計画

時限 齋藤　秀敏2022年度 開講学期開講年度

授業概要

6 7/1 金 2限

統計の基礎4：質的変量の2群間での比較 齋藤　秀敏

表計算ソフトウェア2：アルゴリズムの理解とプログラミングへの展開 齋藤　秀敏

表計算ソフトウェア3：データの可視化 齋藤　秀敏

齋藤　秀敏統計の基礎1：基本統計量と組込関数

統計の基礎2：2つの量的変量間の関係、相関と回帰 齋藤　秀敏

統計の基礎3：量的変量の2群間での比較 齋藤　秀敏金 2限7 7/8

3 6/10

4 6/17

テキスト・参考書

教員紹介

その他

8 7/15 金 2限

準備学修
（予習・復習）等の

内容と分量

学修評価の
基準と方法

試験時期

毎回の授業時に次回のテーマを提示するので、配布資料の該当箇所を予習すること。また、授業の内容の復習、
課題問題を解いておくこと。

演習課題と小テストでの評価（40 ％）、定期試験での評価（60 %）で、授業内容の理解度と応用能力を総合的に評
価する。

2022年8月15日（月）～8月19日（金）

教科書は指定しない。

参考書は講義の中で随時紹介する。

東京都立大学 名誉教授、（元）東京都立大学健康福祉学部 教授

本講義では受講者各自が積極的に課題に取り組むことを期待する。
非常勤講師であるため、質問がある場合は講義時間内でできるだけ対応する。その他の場合は、初講日に提示
するメールアドレスで質問に対応する。

金 2限

6/24 金 2限

金 2限

5

2 6/3 金 2限

学修目標
本講義では学生各自の情報処理能力を発展させ、コンピュータを利用して問題解決できる教養と技能を習得する
ことを目的とする。具体的には下記の項目について講義を行い、課題を各自が処理することによって講義を進めて
いく。

曜日

担当教員

金前期

配布資料、プレゼンテーションおよび板書を併用して、学習内容を解説する。その後、テーマに沿った課題問題を
受講者各自が解決する演習を組み合わせて授業を進める。

齋藤　秀敏

1 時間

コンピュータや情報通信ネットワークを活用して、自ら情報収集、処理、発信するための基礎知識と技能の習得を
目的とする。このため、情報理論の基礎、コンピュータ、ネットワーク、ソフトウェアについて理解し、特に、数値処
理、統計処理においてアルゴリズムの理解からプログラムへ展開することができるような学習を行う。



配当年次 1 単位 2 時間 30 授業形態

開講学期 曜日 時限

NO

1 9/16 金 2限

2 9/30 金 2限

3 10/7 金 2限

4 10/14 金 2限

5 10/21 金 2限

6 10/28 金 2限

7 11/4 金 2限

8 11/11 金 2限

9 11/18 金 2限

10 11/25 金 2限

11 12/2 金 2限

12 12/9 金 2限

13 12/16 金 2限

14 12/23 金 2限

15 1/6 金 2限

感覚機能の発達、新生児の発達について

人間発達学について（概要）、胎児の発達について 荒井　望

荒井　望

荒井　望

講　　義　　要　　項
科目名 人間発達学 対象学科・専攻

必修・選択 講義必修

後期2022年度開講年度

荒井　望
オムニバスフラグ

通年フラグ
担当教員

2金

中枢神経系の発達、原始反射について

授業内容 担当教員

授業計画

社会性の発達、言語能力の発達

精神・社会性の発達（日常生活活動と遊び）

荒井　望

予習：毎回の講義前に指定された参考書の関連部分を熟読すること
復習：講義後、配布資料および参考書を再読し、理解を深める

正常発達①、原始反射について

荒井　望

荒井　望

荒井　望

荒井　望

荒井　望

粗大運動の発達、姿勢バランスの発達

座位姿勢と立ち上がり動作の発達、動作観察・分析について

正常発達①、バランス反応について

正常発達②、原始反射、バランス反応について

教員紹介

その他

テキスト・参考書 参考書：①「標準理学療法学・作業療法学　専門基礎分野　病理学」　医学書院 

粗大運動の発達、歩行の発達

荒井　望

荒井　望

荒井　望

上肢・手の機能発達について

試験時期

学修評価の
基準と方法

準備学修
（予習・復習）等の

内容と分量

荒井　望

人間発達学の総まとめ

立位姿勢と歩行動作の発達、動作観察・分析について

荒井　望

理学療法士　甲斐リハビリテーションクリニック勤務

プリントを配布する。

2023年1月16日（月）～1月20日（金）

定期試験　１００％

寝返り、起き上がり動作の発達、動作観察・分析のポイント

荒井　望

授業概要 人間の発達をリハビリテーションの観点から理解する

・生まれてから歩行動作を獲得するまでを理解する
・身体的発達のみならず精神的発達，社会的発達までを理解する
・生涯発達の概念について理解する

学修目標

授業方法
・講義を中心にすすめる
・ビジュアルテキストを使用する際はプロジェクター等を利用する

　理学療法学科
夜間部



配当年次 1 単位 1 時間 30 授業形態

開講学期 曜日 時限

NO

1 4/11 月 1

2 4/18 月 1

3 4/25 月 1

4 5/2 月 1

5 5/9 月 1

6 5/16 月 1

7 5/23 月 1

8 5/30 月 1

9 6/6 月 1

10 6/13 月 1

11 6/20 月 1

12 6/27 月 1

13 7/4 月 1

14 7/11 月 1

15 7/25 月 1

全身の骨（実習）

体の部位・体表解剖 竹内　修二

竹内　修二

竹内　修二

講　　義　　要　　項
科目名 解剖学Ⅰ（体表解剖、骨格系） 対象学科・専攻

必修・選択 講義必修

前期2022年度開講年度

竹内　修二
オムニバスフラグ
通年フラグ

担当教員

1月

骨の連結・上肢の骨

授業内容 担当教員

授業計画

脳頭蓋

頭蓋骨全体

竹内　修二

テキストを読んだ上で受講し、図とノートにより復習する。

上肢帯骨・肩関節・上腕骨

竹内　修二

竹内　修二

竹内　修二

竹内　修二

竹内　修二

下腿の骨・膝関節・足の骨

寛骨・大腿骨・股関節

骨の形態・下肢の骨

前腕の骨・肘関節・手の骨

教員紹介

その他

テキスト・参考書 参考書：「好きになる解剖学part1～3」竹内修二/講談社

脊柱と椎骨一般

竹内　修二

竹内　修二

竹内　修二

頸椎・胸椎・胸郭

試験時期

学修評価の
基準と方法

準備学修
（予習・復習）等の
内容と分量

竹内　修二

顔面頭蓋

脳頭蓋

竹内　修二

参考書：「学生版ネッター解剖学図譜」/丸善株式会社

参考書：「解剖トレーニングノート」竹内修二/医学教育出版社

テキスト：『読んでわかる解剖生理学』　竹内修二著　医学教育出版社

2022年8月15日（月）～8月19日（金）

試験の点数

腰椎・仙骨・骨盤

竹内　修二

授業概要 骨の一般的形態と構造、各部位の骨の数とそれぞれの形態、各関節の構成と形態。

骨と関節、形態およびその連結について理解する。学修目標

授業方法 模型や図と自身の体内と対応させ、骨格形態を説明する。

　理学療法学科
夜間部



配当年次 1 単位 1 時間 30 授業形態

開講学期 曜日 時限

NO

1 4/8 金 1限

2 4/15 金 1限

3 4/22 金 1限

4 5/6 金 1限

5 5/13 金 1限

6 5/20 金 1限

7 5/27 金 1限

8 6/3 金 1限

9 6/10 金 1限

10 6/17 金 1限

11 6/24 金 1限

12 7/1 金 1限

13 7/8 金 1限

14 7/15 金 1限

15 7/22 金 1限

心臓①―縦隔、心臓の位置と形態、心膜　

循環器総論―体循環と肺循環・血管・リンパ管の組織 野上　晴雄

野上　晴雄

野上　晴雄

講　　義　　要　　項
科目名 解剖学Ⅱ（循環器系） 対象学科・専攻

必修・選択 講義必修

前期2022年度開講年度

野上　晴雄
オムニバスフラグ
通年フラグ

担当教員

1金

心臓②―心臓の構成、血液の流れ,

授業内容 担当教員

授業計画

血液―血液の組成、血液型、血液細胞

胎児循環―胎生期の循環器系の特徴、遺残

野上　晴雄

授業計画に従って教科書を予習しておくこと。

心臓③―冠血管、心臓の発生、奇形、刺激伝導系

野上　晴雄

野上　晴雄

野上　晴雄

野上　晴雄

野上　晴雄

胸腹部内臓の動脈系―胸大動脈、腹大動脈の枝

胸上肢の動脈―鎖骨下動脈、腋窩動脈、上腕動脈

頭頸部の動脈―外頸動脈、内頸動脈、大脳動脈輪

大動脈―動脈系の構成

教員紹介

その他

テキスト・参考書 【参考書】　　解剖学講義　伊藤隆著　南山堂

骨盤腔と下肢の動脈―内・外腸骨動脈、大腿動脈

野上　晴雄

野上　晴雄

野上　晴雄

静脈系の構成、上大静脈―頭頸部の静脈、上肢の静脈、皮静脈

試験時期

学修評価の
基準と方法

準備学修
（予習・復習）等の
内容と分量

野上　晴雄

リンパ系②―リンパ系器官の種類、部位、構造

リンパ系①―リンパ系の構成、リンパの流れ

野上　晴雄

東京理科大学薬学部卒業、医学博士、薬学博士。40年余り解剖学教育に携わっている。

予習しておくこと。不明の点があったらその場で質問すること。

【使用テキスト】　標準理学療法学・作業療法学　解剖学　第５版　野村　嶬　編　医学書院

2022年8月15日（月）～8月19日（金）

期末試験（80％）と随時行う小テスト（20％）で評価する。

胸腹部・下肢の静脈―門脈系、奇静脈、下肢の静脈、皮静脈

野上　晴雄

授業概要 理学療法士に求められる基礎的な解剖学について解説する。

血液の循環、ポンプ作用の心臓と動・静脈の経路について理解する。学修目標

授業方法 教科書と別に用意するプリントに基づいて講義を進める。特に重要な事項については板書して解説を加える。

　理学療法学科
夜間部



配当年次 1 単位 1 時間 30 授業形態

開講学期 曜日 時限

NO

1 9/12 月 1限

2 9/19 月 1限

3 9/26 月 1限

4 10/3 月 1限

5 10/10 月 1限

6 10/17 月 1限

7 10/24 月 1限

8 10/31 月 1限

9 11/7 月 1限

10 11/14 月 1限

11 11/21 月 1限

12 11/28 月 1限

13 12/5 月 1限

14 12/12 月 1限

15 12/19 月 1限

筋に必要な末梢神経総論

筋総論 竹内　修二

竹内　修二

竹内　修二

講　　義　　要　　項
科目名 解剖学Ⅲ（筋系） 対象学科・専攻

必修・選択 講義必修

後期2022年度開講年度

竹内　修二
オムニバスフラグ
通年フラグ

担当教員

1月

肩関節の働き、浅胸筋、浅背筋

授業内容 担当教員

授業計画

深胸筋と横隔膜

頸部の筋

竹内　修二

テキストを読んだ上で受講し、図とノートにより復習する。

上肢帯筋

竹内　修二

竹内　修二

竹内　修二

竹内　修二

竹内　修二

大腿の筋

骨盤の筋

手首と指の働き、前腕の筋、手の筋

肘関節の働き、上腕の筋

教員紹介

その他

テキスト・参考書 参考書①「好きになる解剖学part1～3」竹内修二/講談社

下腿の筋

竹内　修二

竹内　修二

竹内　修二

足の筋

試験時期

学修評価の
基準と方法

準備学修
（予習・復習）等の
内容と分量

竹内　修二

腹部の筋

背部の筋

竹内　修二

医学博士　40年以上に亘り、理学療法士、医師、看護師などの医療系の学校で解剖学の実習や講義を行なって来た。

骨と関節と関連づけ、働きを考えながら理解するように。

参考書②「カラー人体解剖学」/西村書店　　参考書③「解いてわかる解剖生理学」竹内修二/医学教育出版社

テキスト:『読んでわかる解剖生理学』竹内修二著/医学教育出版社　

2023年1月16日（月）～1月20日（金）

試験の点数（観察レポート含む）

頭部、顔面の筋

竹内　修二

授業概要 部位ごとの骨格筋の形状、関節に対する位置、筋の走行等と血管・神経の位置

筋の働きと神経との関連について理解する。学修目標

授業方法 関節の動きに対応させ、図を多用して、働きなどから筋の事項を説明する。

　理学療法学科
夜間部



配当年次 1 単位 1 時間 30 授業形態

開講学期 曜日 時限

NO

1 9/16 金 1限

2 9/30 金 1限

3 10/7 金 1限

4 10/14 金 1限

5 10/21 金 1限

6 10/28 金 1限

7 11/4 金 1限

8 11/11 金 1限

9 11/18 金 1限

10 11/25 金 1限

11 12/2 金 1限

12 12/9 金 1限

13 12/16 金 1限

14 12/23 金 1限

15 1/6 金 1限

脊髄、脊髄神経の構成―神経系の構成、脊髄神経、神経叢

頸神経叢―頸神経叢の構成、頸部の皮膚感覚、運動枝 野上　晴雄

野上　晴雄

野上　晴雄

講　　義　　要　　項
科目名 解剖学Ⅳ（感覚器、末梢神経系） 対象学科・専攻

必修・選択 講義必修

後期2022年度開講年度

野上　晴雄
オムニバスフラグ

通年フラグ
担当教員

1金

腕神経叢①―腕神経叢の構成、腕神経叢の枝

授業内容 担当教員

授業計画

第VIII脳神経―内耳神経の構成、聴覚路、体平衡の維持

第VII脳神経―顔面神経の構成、表情筋、味覚、唾液分泌

野上　晴雄

授業計画に従って教科書を予習しておくこと。

腕神経叢②―上肢帯、上肢の筋の神経支配、皮膚感覚

野上　晴雄

野上　晴雄

野上　晴雄

野上　晴雄

野上　晴雄

副交感神経系―胸腹部内臓の副交感神経支配

自律神経の構成、交感神経系―節前、節後ニューロン、交感神経幹

仙骨神経叢―殿部の筋の神経支配、坐骨神経

胸神経、腰神経叢―胸神経、体幹の皮神経、腰神経叢の枝

教員紹介

その他

テキスト・参考書 参考書：「人体の正常構造と機能」　日本医事新報社　

脳神経の構成、第I、II脳神経―嗅神経の走行、嗅覚路、視神経、視覚路

野上　晴雄

野上　晴雄

野上　晴雄

第III,IV,VI脳神経―眼球運動の神経支配、眼球の自律神経

試験時期

学修評価の
基準と方法

準備学修
（予習・復習）等の

内容と分量

野上　晴雄

第XI, XII脳神経―副神経の起始、疑核、舌下神経の走行、筋支配

第IX、X脳神経―舌咽神経、迷走神経の構成、副交感成分の経路

野上　晴雄

東京理科大学薬学部卒業、医学博士、薬学博士。40年余り解剖学教育に携わっている。

予習しておくこと。不明の点があったらその場で質すこと。

【使用テキスト】　標準理学療法学・作業療法学　解剖学　第５版　野村　嶬　編　医学書院

2023年1月16日（月）～1月20日（金）

期末試験（80％）と随時行う小テスト（20％）で評価する。

第V脳神経―三叉神経の構成、頭頸部の体性知覚、咀嚼筋

野上　晴雄

授業概要 理学療法士に求められる基礎的な解剖学について解説する。

中枢神経系への情報の入力、認知、運動系への出力という神経機能の概略を理解する。これらのシステムを解剖学的
用語を用いて説明できるようにする。

学修目標

授業方法 教科書と別に用意するプリントに基づいて講義を進める。特に重要な事項については板書して解説を加える。

　理学療法学科
夜間部



その他

教員紹介
fMRIによる脳科学研究を推進してきました。研究テーマは、愛、共感、ノスタルジア、自他認知、タッチ、身体性など重
要で面白そうなものを選んでやってきました。研究結果は、国際学術雑誌に多数掲載、Journal of Nervous System
and Physiological PhenomenaやNeurology and Neuroscience ReportsなどのChief Editorを務めています。

テキスト・参考書

29

30 7/20 水 2限

準備学修（予習・復習）
等の内容と分量

学修評価の
基準と方法

7/20 水 1限

試験時期 2022年8月15日（月）～8月19日（金）

使用テキスト：『生理学』　東洋療法学校協会編  医歯薬出版

参考書：なし

毎回、講義内容の復習をおこない、テーマの内容だけでなくテーマ間の関連についてもよく理解する。

期末試験の結果による。

消化液の働きとその調節 

22 6/22 水 2限 消化管の運動とその調節

23

7/6 水

17

26 7/6 水 2限

27 7/13

28 7/13 水 2限

水 1限

6/29 水

24 6/29 水 2限

1限25

1限

12 5/18 水 2限

5/25 水 1限

水 1限

13

14 5/25 水 2限

15 6/1

7 4/27

8 4/27 水 2限

5/11 水 1限

水 1限

授業内容 担当教員

菊池　吉晃

開講年度

授業概要
生理学Ⅰ・Ⅱを正しく理解するために必要な物理化学の基礎を学ぶとともに、細胞の構造や機能、循環、呼吸、消化と
吸収などについて講義と演習をおこなう。

パワーポイントによる授業をおこなう。授業で使用するパワーポイント資料は当日配布する。講義後は、演習をおこな
い講義内容の理解を深める。演習問題は、配布したパワーポイント資料や教科書などを自由に調べてすべてを解答す
ることが望まれる。

授業計画

水 時限 1・2

授業方法

2022年度 開講学期 前期 曜日

学修目標
理学療法士を目指す諸君に必要な専門知識の一つに生理学がある。人体は体外、体内の変化に対応する複雑な反
応系・制御系を有し、これらの系がいかにして有機的統一を行っているかを理解する。

4/6 水 1限 細胞の構造と働き 菊池　吉晃1

2 4/6 水 2限

菊池　吉晃

消化と吸収 菊池　吉晃

3 4/13

4 4/13 水 2限

4/20 水5

6 4/20 水

10 5/11 水 2限

11 5/18 水 1限

9

18 6/8 水 2限

19 6/15 水 1限

呼吸運動とその調節

代謝　 菊池　吉晃

栄養素の働き　 菊池　吉晃

栄養素の働き　 菊池　吉晃

16 6/1 水 2限

6/8 水 1限

20 6/15 水 2限 消化と吸収 菊池　吉晃

21 6/22 水 1限 消化管の運動とその調節

代謝　

菊池　吉晃

菊池　吉晃

菊池　吉晃

菊池　吉晃

菊池　吉晃血液の組成と働き

血液の組成と働き 菊池　吉晃

心臓血管系 菊池　吉晃

心臓血管系 菊池　吉晃

リンパ系 菊池　吉晃

呼吸運動とその調節 菊池　吉晃

菊池　吉晃血管系の構造と機能

リンパ系 菊池　吉晃

吸収　 菊池　吉晃

消化液の働きとその調節 

講　　義　　要　　項
科目名 生理学Ⅰ（植物性機能等） 対象学科・専攻

   理学療法学科
夜間部

必修・選択 必修 配当年次 1 単位 2 時間 60 授業形態 講義

菊池　吉晃 オムニバスフラグ
通年フラグ

循環の調節 菊池　吉晃

循環の調節 菊池　吉晃

担当教員

2限

細胞の構造と働き

心機能の調節・心電図 菊池　吉晃

1限

心機能の調節・心電図 菊池　吉晃

血管系の構造と機能 菊池　吉晃

体液の組成と働き 菊池　吉晃

水 1限 体液の組成と働き 菊池　吉晃

NO

吸収　 菊池　吉晃

菊池　吉晃



その他
生理学は、理学療法士だけでなく、臨床・基礎科学にとって最も重要な基礎科目のひとつです。みなさんが様々な生理
現象に興味を持って、その仕組みについて楽しく理解してもらえたらとても嬉しいです。どうぞよろしくお願いします。

教員紹介
fMRIによる脳科学研究を推進してきました。研究テーマは、愛、共感、ノスタルジア、自他認知、タッチ、身体性など重
要で面白そうなものを選んでやってきました。研究結果は、国際学術雑誌に多数掲載、Journal of Nervous System 
and Physiological PhenomenaやNeurology and Neuroscience ReportsなどのChief Editorを務めています。

テキスト・参考書

29

30 1/4 水 2限

準備学修（予習・復習）
等の内容と分量

学修評価の
基準と方法

1/4 水 1限

試験時期 2023年1月16日（月）～1月20日（金）

使用テキスト：東洋療法学校協会編「生理学」　医歯薬出版

参考書：必要なし

毎回、講義内容の復習をおこない、テーマの内容だけでなくテーマ間の関連についてもよく理解する。

期末試験の結果による。

筋運動調節

22 11/30 水 2限 骨格筋の構造と働き

23

12/14 水

筋運動調節

27 12/21

28 12/21 水 2限

水 1限

12/7 水

24 12/7 水 2限

1限25

1限

水 2限

15 11/2

17

26 12/14 水 2限

7 10/5

8 10/5 水 2限

10/12 水 1限

水 1限

授業内容 担当教員

菊池　吉晃

開講年度

授業概要
生理学Ⅰで学んだことを基盤にして、さらに、体温調節、腎臓、ホルモン、神経、運動と感覚などについて講義と演習を
おこなう。

パワーポイントによる授業をおこなう。授業で使用するパワーポイント資料は当日配布する。講義後は、演習をおこな
い講義内容の理解を深める。演習問題は、配布したパワーポイント資料や教科書などを自由に調べてすべてを解答す
ることが望まれる。

授業計画

水 時限 1・2

授業方法

2022年度 開講学期 後期 曜日

学修目標
理学療法士を目指す諸君に必要な専門知識の一つに生理学がある。人体は体外、体内の変化に対応する複雑な反
応系・制御系を有し、これらの系がいかにして有機的統一を行っているかを理解する。

9/14 水 1限 体温の発生と調節 菊池　吉晃1

2 9/14 水 2限

菊池　吉晃

内臓の自律神経調節 菊池　吉晃

3 9/21

4 9/21 水 2限

9/28 水5

6 9/28 水

10 10/12 水 2限

11 10/19 水 1限

9

18 11/9 水 2限

19 11/16 水 1限

12 10/19 水 2限

10/26 水 1限

水 1限

13

14 10/26

末梢神経系・中枢神経系

聴・味・嗅・視覚 菊池　吉晃

生体防御機構・ホメオスタシス 菊池　吉晃

生体防御機構・ホメオスタシス 菊池　吉晃

16 11/2 水 2限

11/9 水 1限

20 11/16 水 2限 内臓の自律神経調節 菊池　吉晃

21 11/30 水 1限 骨格筋の構造と働き

聴・味・嗅・視覚

菊池　吉晃

菊池　吉晃

菊池　吉晃

菊池　吉晃

菊池　吉晃腎臓の構造と働き

腎臓の構造と働き 菊池　吉晃

ホルモンの一般的性質 菊池　吉晃

ホルモンの一般的性質 菊池　吉晃

神経系の構造と働き 菊池　吉晃

末梢神経系・中枢神経系 菊池　吉晃

菊池　吉晃膵臓・副腎・精巣・卵巣ホルモン

神経系の構造と働き 菊池　吉晃

感覚のしくみ・体性感覚・深部感覚 菊池　吉晃

講　　義　　要　　項
科目名 生理学Ⅱ（動物性機能等） 対象学科・専攻

   理学療法学科   
夜間部

必修・選択 必修 配当年次 1 単位 2 時間 60 授業形態 講義

菊池　吉晃 オムニバスフラグ
通年フラグ

生殖・成長と老化 菊池　吉晃

生殖・成長と老化 菊池　吉晃

担当教員

2限

体温の発生と調節

視床下部・下垂体・甲状腺・上皮小体ホルモン 菊池　吉晃

1限

視床下部・下垂体・甲状腺・上皮小体ホルモン 菊池　吉晃

膵臓・副腎・精巣・卵巣ホルモン 菊池　吉晃

外気温への適応・調節障害 菊池　吉晃

水 1限 外気温への適応・調節障害 菊池　吉晃

NO

感覚のしくみ・体性感覚・深部感覚 菊池　吉晃

菊池　吉晃



配当年次 1 単位 1 時間 30 授業形態

開講学期 曜日 時限

NO

1 4/7 木 1限

2 4/7 木 2限

3 4/8 金 2限

4 4/14 木 1限

5 4/15 金 2限

6 4/21 木 1限

7 4/22 金 2限

8 4/28 木 1限

9 5/6 金 2限

10 5/12 木 1限

11 5/13 金 2限

12 5/19 木 1限

13 5/20 金 2限

14 5/26 木 1限

15 7/22 金 2限

運動学総論（2）

運動学総論（1） 畠山　靖尚

畠山　靖尚

畠山　靖尚

講　　義　　要　　項
科目名 運動学Ⅰ（四肢と体幹の運動等） 対象学科・専攻

必修・選択 講義・演習必修

前期2022年度開講年度

畠山　靖尚
オムニバスフラグ

通年フラグ
担当教員

木1・金2木・金

運動学総論（3）

授業内容 担当教員

授業計画

触診

上肢帯と上肢の運動：手関節・手部

畠山　靖尚

予習：毎回の講義前に指定された参考書の関連部分を熟読すること
復習：講義後、配布資料および参考書を再読し、理解を深める

運動学総論（4）

畠山　靖尚

畠山　靖尚

畠山　靖尚

畠山　靖尚

畠山　靖尚

体幹と頭頚部の運動：腰椎・胸椎

下肢帯と下肢の運動：足関節

下肢帯と下肢の運動：膝関節

下肢帯と下肢の運動：股関節

教員紹介

その他

テキスト・参考書 参考書：基礎運動学第6版補訂　中村隆一・他（著）　医歯薬出版　ISBN978-4-263-21153-3

体幹と頭頚部の運動：頭頚部・頸椎

畠山　靖尚

畠山　靖尚

畠山　靖尚

上肢帯と上肢の運動：肩複合体

試験時期

学修評価の
基準と方法

準備学修
（予習・復習）等の

内容と分量

畠山　靖尚

まとめ

実技テスト（触診）

畠山　靖尚

担当教員は急性期・回復期病院に勤務した経験があり、現在訪問リハビリ・地域貢献と活動している。
実務経験に基づいた授業を展開する。修士：人間科学

授業内容は進行状況で変更されることがあります。
質問は授業後に受け付けます。

テキスト：運動学テキスト 改訂第2版：細田多穂 監修．南江堂．ISBN978-4-524-26548-0

前期試験期間内に行う。

期末試験（筆記）による評価70％　授業内小テスト２0％　実技テスト１０％

上肢帯と上肢の運動：肘関節・前腕

畠山　靖尚

授業概要
人体の構造と機能を運動の面から捉えた学問である。構造である解剖学、機能である生理学を基本として、運動との関
係から学習する。人間の運動、動作、行為について大きな関わりを持つ、理学療法士にとって重要な科目である。

1．運動器と感覚器の構造と機能を説明できる。
2．生体力学の基礎を理解し、関節運動に適用できる。
3．各関節における正常な関節運動における運動法則、関節構成体、筋の役割について説明できる。

学修目標

授業方法 テキスト、視聴覚材料、配付資料を使い講義する。

　理学療法学科
夜間部



配当年次 1 単位 1 時間 30 授業形態

開講学期 曜日 時限

NO

1 9/13 火 1限

2 9/20 火 1限

3 9/27 火 1限

4 10/4 火 1限

5 10/11 火 1限

6 10/18 火 1限

7 10/25 火 1限

8 11/1 火 1限

9 11/8 火 1限

10 11/15 火 1限

11 11/22 火 1限

12 11/29 火 1限

13 12/6 火 1限

14 12/13 火 1限

15 12/20 火 1限

姿勢／運動力学からみた姿勢制御①

感覚と運動 山本　純一郎

山本　純一郎

山本　純一郎

講　　義　　要　　項
科目名 運動学Ⅱ（健常動作分析、反射運動等） 対象学科・専攻

必修・選択 講義必修

後期2022年度開講年度

山本 純一郎
オムニバスフラグ

通年フラグ
担当教員

1火

姿勢／運動力学からみた姿勢制御②

授業内容 担当教員

授業計画

基本動作分析の実際（2）

基本動作分析の実際（1）

山本　純一郎

予習：テキストの当該ページを読んでおく。
復習：前回までの講義内容を確認し、疑問点があれば質問し解決する。

運動発達と姿勢反射

山本　純一郎

山本　純一郎

山本　純一郎

山本　純一郎

山本　純一郎

正常歩行　（歩行における各関節の動き／重心軌跡）

正常歩行　（歩行に関する用語／歩行周期）

異常歩行　（疾患と歩行パターン①）　　　課題提示／グループワーク

姿勢制御の理論的背景

教員紹介

その他

テキスト・参考書 参考書：基礎運動学第6版補訂　中村隆一・他（著）　医歯薬出版　ISBN978-4-263-21153-3

正常歩行　（正常歩行の神経機構／力学的視点／その他）

山本　純一郎

山本　純一郎

山本　純一郎

異常歩行　（疾患と歩行パターン②）　　　グループ発表

試験時期

学修評価の
基準と方法

準備学修
（予習・復習）等の

内容と分量

山本　純一郎

総括

基本動作分析の実際（3）

山本　純一郎

担当教員は回復期リハビリテーション病院に勤務した経験があり、現在も回復期病棟で活動を継続している。
実務経験に基づいて、運動学的な視座で授業を展開する。修士取得（保健医療学）。

講義の進捗状況により講義内容を変更することがある。

テキスト：運動学テキスト 改訂第2版：細田多穂 監修．南江堂．ISBN978-4-524-26548-0

定期試験期間内に行う。

期末試験（筆記）（100％）。

基本動作の分析

山本　純一郎

授業概要
身体運動に関わる生体の構造と機能を力学的、生理学的に理解し、姿勢・基本動作・歩行における身体のメカニズムに
ついて、狭義の運動学及び運動力学的視点から分析を行う。

1．中枢神経の機能から運動と感覚について説明ができる。
2．姿勢制御の基本的な考え方を説明できる。
3．正常歩行と異常歩行を説明できる。
4．基本動作の分析方法を説明できる。

学修目標

授業方法 テキスト、視聴覚材料、配付印刷物を使い講義する。

　理学療法学科
夜間部



配当年次 1 単位 1 時間 30 授業形態

開講学期 曜日 時限

NO

1 9/15 木 1限

2 9/22 木 1限

3 9/29 木 1限

4 10/6 木 1限

5 10/13 木 1限

6 10/20 木 1限

7 10/27 木 1限

8 11/10 木 1限

9 11/17 木 1限

10 11/24 木 1限

11 12/1 木 1限

12 12/8 木 1限

13 12/15 木 1限

14 12/22 木 1限

15 1/5 木 1限

組織障害：変性、壊死、アポトーシス、萎縮

病理学の概要・病因論：内因、外因 石﨑　正通

石﨑　正通

石﨑　正通

講　　義　　要　　項
科目名 病理学概論 対象学科・専攻

必修・選択 講義必修

後期2022年度開講年度

石﨑　正通
オムニバスフラグ

通年フラグ
担当教員

1木

物質沈着：脂肪沈着、蛋白沈着、黄疸他

授業内容 担当教員

授業計画

腫瘍：腫瘍とは、良性と悪性

免疫：アレルギー、自己免疫疾患

石﨑　正通

予習について、あらかじめ講義内容のプリントを配布するので講義前には一読すること。（10分程度）
復習に関して講義中に指示を行う。指示された項目は特に重要であるので充分確認すること。（20分程度）

循環障害：人の循環系、充血とうっ血、貧血

石﨑　正通

石﨑　正通

石﨑　正通

石﨑　正通

石﨑　正通

進行性変化：肥大と過形成、再生、化生

進行性変化：創傷治癒、肉芽組織、異物処理

循環障害：梗塞、ショック、浮腫他

循環障害：出血、血栓症、寒栓症

教員紹介

その他

テキスト・参考書 参考書：①「標準理学療法学・作業療法学　専門基礎分野　病理学」　医学書院 

炎症：炎症とは、各種の炎症（Ⅰ）

石﨑　正通

石﨑　正通

石﨑　正通

炎症：各種の炎症（Ⅱ）

試験時期

学修評価の
基準と方法

準備学修
（予習・復習）等の

内容と分量

石﨑　正通

先天異常：遺伝子疾患、染色体異常

腫瘍：上皮性腫瘍、非上皮性腫瘍

石﨑　正通

現在、医科大学の病理学講座の客員教授として、講義と研究の指導・相談を担当している。
アレルギー等の免疫病理学を専門としている。

講義の進捗状況により講義内容を変更することがある。

参考書：②「系統看護学講座　病理学」　医学書院 

プリントを配布する。

2023年1月16日（月）～1月20日（金）

学修成績評価は5択問題等による終講テストにより行う。（100％）

免疫：病理と免疫

石﨑　正通

授業概要

生体に発生する疾患がどのような原因によって生じ、どのような形態的変化を示すか、これらの疾患や病質がどのような
経過を経て治癒あるいは悪化するかについて学習する。いわば人間の疾病理解の基礎となる病理発症、進展転帰、病
因等、疾患概念の本質を学習する。具体的には組織障害（退行性変化）、再生と修復（進行性変化）、循環障害、炎症
論、免疫病理、腫瘍病理、先天性疾患などを中心に学習する。

各疾患の基礎的な病態を理解し、病理学的用語を正しく使用出来る様になることを目標をする。学修目標

授業方法 授業内容のプリントをあらかじめ配布し、講義はおもにそれに従い進める。

　理学療法学科
夜間部



配当年次 1 単位 1 時間 30 授業形態

開講学期 曜日 時限

NO

1 4/5 火 2限

2 4/12 火 2限

3 4/19 火 2限

4 4/26 火 2限

5 5/10 火 2限

6 5/17 火 2限

7 5/24 火 2限

8 5/31 火 2限

9 6/7 火 2限

10 6/14 火 2限

11 6/21 火 2限

12 6/28 火 2限

13 7/5 火 2限

14 7/12 火 2限

15 7/19 火 2限

リハビリテーションの進め方

リハビリテーション医学とは 依田　光正

依田　光正

依田　光正

講　　義　　要　　項
科目名 リハビリテーション概論 対象学科・専攻

必修・選択 講義必修

前期2022年度開講年度

依田　光正
オムニバスフラグ
通年フラグ

担当教員

2火

障害の評価；意識障害

授業内容 担当教員

授業計画

障害の評価；心機能障害

障害の評価；摂食機能障害

依田　光正

予習；（時間があれば）テキストに目を通しておくこと。
復習；かならずプリントやテキストを読み返しておくこと。

障害の評価；運動障害①

依田　光正

依田　光正

依田　光正

依田　光正

依田　光正

障害の評価；言語障害

障害の評価；反射

障害の評価；感覚障害

障害の評価；運動障害②

教員紹介

その他

テキスト・参考書

障害の評価；高次脳機能障害

依田　光正

依田　光正

依田　光正

障害の評価；発達障害

試験時期

学修評価の
基準と方法

準備学修
（予習・復習）等の
内容と分量

依田　光正

傷害の評価；その他

障害の評価；呼吸機能障害

依田　光正

医師、昭和大学准教授。昭和大学横浜市北部病院リハビリテーション科　診療科長

必ず復習するように。

「リハビリテーション医学テキスト」三上真弘監修　出江紳一・加賀谷斉編集

2022年8月15日（月）～8月19日（金）

期末試験の成績による。

障害の評価；自律神経障害

依田　光正

授業概要 リハビリテーションとは何かを学ぶとともに、障害を理解し、その評価方法を学ぶ。

①リハビリテーションとは何かを説明できる。
②障害を評価することが出来る。

学修目標

授業方法 テキストの内容をスライド・プリントを使用し講義を進める。

　理学療法学科　
夜間部



配当年次 1 単位 1 時間 30 授業形態

開講学期 曜日 時限

NO

1 9/13 火 2限

2 9/20 火 2限

3 9/27 火 2限

4 10/4 火 2限

5 10/11 火 2限

6 10/18 火 2限

7 10/25 火 2限

8 11/1 火 2限

9 11/8 火 2限

10 11/15 火 2限

11 11/22 火 2限

12 11/29 火 2限

13 12/6 火 2限

14 12/13 火 2限

15 12/20 火 2限

地域リハビリテーション総論①　地域リハビリテーションの捉え方／関連職種

理学療法概論Ⅰの復習 山本　純一郎

山本　純一郎

山本　純一郎

講　　義　　要　　項
科目名 地域リハビリテーションⅠ（制度等） 対象学科・専攻

必修・選択 講義必修

後期2022年度開講年度

山本　純一郎
オムニバスフラグ
通年フラグ

担当教員

2火

地域リハビリテーション総論②　理学療法士の役割／対人援助技術

授業内容 担当教員

授業計画

地域リハビリテーション実際④　がん

地域リハビリテーション実際③　循環器疾患

山本　純一郎

予習：毎回の講義前に指定された参考書などの関連部分を熟読しておくこと
復習：前回までの講義内容を確認し、疑問点があれば質問し解決する

地域リハビリテーション概要①　介護保険

山本　純一郎

山本　純一郎

山本　純一郎

山本　純一郎

山本　純一郎

地域リハビリテーション概要⑤　訪問系サービス

地域リハビリテーション概要④　通所系サービス

地域リハビリテーション概要③　入所系サービス

地域リハビリテーション概要②　地域包括ケアシステム

教員紹介

その他

テキスト・参考書 参考書：講義の中で適宜紹介する

地域リハビリテーション概要⑥　予防医学への取組み

山本　純一郎

山本　純一郎

山本　純一郎

地域リハビリテーション実際①　中枢神経疾患

試験時期

学修評価の
基準と方法

準備学修
（予習・復習）等の
内容と分量

山本　純一郎

総括

地域リハビリテーション実際⑤　小児

山本　純一郎

担当教員は回復期リハビリテーション病院に勤務した経験があり、現在も回復期病棟で活動を継続している
実務経験に基づいて、運動学的な視座で授業を展開する。修士取得（保健医療学）。

講義の進捗状況により講義内容を変更することがある

テキスト：指定しない

定期試験期間内に行う

期末試験（筆記）（100％）

地域リハビリテーション実際②　運動器疾患

山本　純一郎

授業概要
わが国の人口は減少傾向にあり、今後後期高齢者の急増と若年者の減少という2025年問題に直面する。そのなかで、
地域包括ケアシステムの推進とリハビリテーションの必要性がうたわれている。病院内で完結させる従来型の方法では
なく、マクロな視点で地域でのリハビリテーションの価値について概観する。

1．地域リハビリテーションについての概要を理解できる。
2．地域リハビリテーションにおける基本的な考え方や各種制度を説明できる。
3．代表的な施設、在宅サービスにおける理学療法の内容を把握できる。
4．地域リハビリテーションのなかで実際に理学療法士がどのような活動をしているかを理解できる。

学修目標

授業方法 テキスト、視聴覚材料、配付印刷物を使い講義する。

　理学療法学科　
夜間部



配当年次 1 単位 1 時間 30 授業形態

開講学期 曜日 時限

NO

1 4/5 火 1限

2 4/12 火 1限

3 4/19 火 1限

4 5/10 火 1限

5 5/17 火 1限

6 5/24 火 1限

7 5/31 火 1限

8 6/7 火 1限

9 6/14 火 1限

10 6/21 火 1限

11 6/28 火 1限

12 7/5 火 1限

13 7/12 火 1限

14 7/19 火 1限

15 7/26 火 1限

感染対策

オリエンテーション 中越　奈津子

中越　奈津子

福島　豊

講　　義　　要　　項
科目名 理学療法概論Ⅰ（関連法規等） 対象学科・専攻

必修・選択 講義・演習必修

前期2022年度開講年度

福島　豊、中越　奈津子
オムニバスフラグ

通年フラグ
担当教員

1火

総論　理学療法の関連法規

授業内容 担当教員

授業計画

理学療法研究（グループワーク：測定・資料作成）

理学療法研究（グループワーク：測定・資料作成）

福島　豊

予習：毎回の講義前に指定された参考書の関連部分を熟読すること
復習：講義後、配布資料および参考書を再読し、理解を深める

理学療法士の役割

中越　奈津子

中越　奈津子

中越　奈津子

中越　奈津子

中越　奈津子

理学療法教育

理学療法における職能

理学療法の対象／領域②

理学療法の対象／領域①

教員紹介

その他

テキスト・参考書 参考書　：標準理学療法学　理学療法学概説．内山靖編集．医学書院．　ISBN978-4-260-01336-9

理学療法研究

福島　豊

福島　豊

福島　豊

理学療法研究（グループワーク：測定）

試験時期

学修評価の
基準と方法

準備学修
（予習・復習）等の

内容と分量

福島　豊

理学療法における治療　運動療法・その他

理学療法研究（発表）

福島　豊

担当教員（中越）は急性期病院で7年半勤務、公衆衛生学修士取得。実務経験に基づいて授業を行う。
担当教員（福島）は大学病院に勤務した経験があり、臨床・教育・研究と実務経験に基づいて理学療法士の育成に向け
た授業を展開する。

テキスト ：理学療法概論テキスト 改訂第３版．細田多穂編集．南江堂．　ISBN978-4-524-25482-8

前期期末試験期間に実施

期末試験（筆記）による評価　（中越80％）、グループワーク発表（福島20％）

理学療法研究（グループワーク：測定）

福島　豊

授業概要
理学療法の全体像を理解し、理学療法への興味を深めることで生涯学習の必要性について認識する。
理学療法の歴史、定義、倫理、および対象疾患や治療原理の概論について学び、理学療法の必要性について理解す
る。

①理学療法の定義、歴史、倫理などの全体像を説明できる。
②理学療法士としての役割とその必要性について説明できる。
③理学療法の過程と進め方学び、代表的な対象疾患や治療技術を説明できる。

学修目標

授業方法 講義やグループワーク、ディスカッションを取り入れながら、講義や演習を実施。

　理学療法学科　
夜間部



配当年次 1 単位 1 時間 30 授業形態

開講学期 曜日 時限

NO

1 9/12 月 2限

2 9/19 月 2限

3 9/26 月 2限

4 10/3 月 2限

5 10/10 月 2限

6 10/17 月 2限

7 10/24 月 2限

8 10/31 月 2限

9 11/7 月 2限

10 11/14 月 2限

11 11/21 月 2限

12 11/28 月 2限

13 12/5 月 2限

14 12/12 月 2限

15 12/19 月 2限

理学療法管理（理学療法概要と倫理）

理学療法管理（感染予防と対応） 福島　豊

福島　豊

福島　豊

講　　義　　要　　項
科目名 理学療法概論Ⅱ（倫理と基盤等） 対象学科・専攻

必修・選択 講義・演習必修

後期2022年度開講年度

福島　豊
オムニバスフラグ

通年フラグ
担当教員

2月

理学療法管理（関連法規）

授業内容 担当教員

授業計画

理学療法基本技術　触診　（下肢）

理学療法基本技術　触診　（手指）

福島　豊

授業後得られた情報をまとめ、見直しや繰り返しの練習を行うこと。

理学療法管理（社会保障制度）

福島　豊

福島　豊

福島　豊

福島　豊

福島　豊

理学療法管理（卒前・卒後教育）

理学療法管理（教育）

理学療法管理（診療の流れ）

理学療法管理（社会保険制度）

教員紹介

その他

テキスト・参考書 参考書　：リハビリテーション管理学．齋藤昭彦編集．羊土社．　ISBN978-4-7581-0249-0

理学療法管理（施設管理とリスク管理）

福島　豊

福島　豊

福島　豊

理学療法基本技術　触診　（肩甲帯）

試験時期

学修評価の
基準と方法

準備学修
（予習・復習）等の

内容と分量

福島　豊

理学療法基本技術　触診　（顔面）

理学療法基本技術　触診　（体幹）

福島　豊

演習時は動きやすい服装で臨むこと

テキスト ：理学療法概論テキスト 改訂第３版．細田多穂編集．南江堂．　ISBN978-4-524-25482-8

後期期末試験期間に実施

筆記試験（100％）

理学療法基本技術　触診　（上肢）

福島　豊

授業概要
理学療法に関する課題を探求し、研究する心構えを身につける事を目標とする。また、基本的理学療法手技の習熟度を
深めていく。

①理学療法の全体像を説明できる。
②理学療法士としての役割とその必要性について説明できる。
③理学療法の過程と進め方を学び、基本的な理学療法手技を実践できる。

学修目標

授業方法 パワーポイントと配布印刷物を活用しながら講義や演習を実施する。

　理学療法学科　
夜間部
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配当年次 2 単位 2 時間 30 授業形態

開講学期 曜日 時限

NO

1 9/13 火 1限

2 9/20 火 1限

3 9/27 火 1限

4 10/4 火 1限

5 10/11 火 1限

6 10/18 火 1限

7 10/25 火 1限

8 11/10 木 2限

9 11/17 木 2限

10 11/24 木 2限

11 12/1 木 2限

12 12/8 木 2限

13 12/15 木 2限

14 12/22 木 2限

15 1/5 木 2限

運動生理と代謝 

老年学　内部障害の理学療法　総論 中越　奈津子

中越　奈津子

中越　奈津子

講　　義　　要　　項
科目名 老年学 対象学科・専攻

必修・選択 講義・演習必修

後期2022年度開講年度

中越　奈津子
オムニバスフラグ

通年フラグ
担当教員

1火

糖尿病の理学療法（1）

授業内容 担当教員

授業計画

誤嚥性肺炎、CKD、HDの理学療法

排痰、呼吸介助

中越　奈津子

糖尿病の理学療法（2）

中越　奈津子

中越　奈津子

中越　奈津子

中越　奈津子

中越　奈津子

呼吸器の解剖、評価

心臓リハビリテーション

心筋梗塞の病態

心不全の病態

教員紹介

その他

テキスト・参考書

呼吸不全の病態

中越　奈津子

中越　奈津子

中越　奈津子

肺気腫の理学療法

試験時期

学修評価の
基準と方法

準備学修
（予習・復習）等の

内容と分量

中越　奈津子

まとめ

画像診断

中越　奈津子

担当教員は急性期病院で7年半勤務、公衆衛生学修士取得。実務経験に基づいて授業を行う。

正当な理由なく30分以上の遅刻３回で欠席1回とする。
講義の進捗状況により講義内容を変更することがある。

参考書：15レクチャーシリーズ理学療法テキスト　内部障害理学療法学　呼吸（中山書店）　ISBN978-4-521-73228-2

後期試験期間内に実施する。

期末試験(筆記）による評価（１００％）とする。

間質性肺炎の理学療法

中越　奈津子

授業概要
超高齢社会を迎えるにあたって、加齢にかかわる諸問題を取り扱う老年学の重要性は増大している。高齢者のリハビリ
テーションにおいては、疾患だけを切り離して診断や治療を行うのではなく、全人的医療の実践が求められている。本講
義では、主に高齢者に合併症として多くみられる内部障害に視点を当て、概観する。

1.老年期の生理的加齢変化と、さまざまな疾患が相乗することによって機能障害がもたらされることを理解する。
2.リハビリテーションの現場で、老年期特有の内障害合併症を有する患者の診方について理解する。

学修目標

授業方法
講義形式がメインであるが、実技を行う場合もある。
進行具合によって、内容を適宜変更する場合がある。

　理学療法学科
夜間部



配当年次 2 単位 2 時間 30 授業形態

開講学期 曜日 時限

NO

1 9/15 木 1限

2 9/22 木 1限

3 9/29 木 1限

4 10/6 木 1限

5 10/13 木 1限

6 10/20 木 1限

7 10/27 木 1限

8 11/10 木 1限

9 11/17 木 1限

10 11/24 木 1限

11 12/1 木 1限

12 12/8 木 1限

13 12/15 木 1限

14 12/22 木 1限

15 1/5 木 1限

コミュニケーション論（人間形成・社会的影響・適応改善について)

コミュニケーションとは何か 加藤　秀男

加藤　秀男

加藤　秀男

講　　義　　要　　項
科目名 コミュニケーション論 対象学科・専攻

必修・選択 講義必修

後期2022年度開講年度

加藤　秀男
オムニバスフラグ

通年フラグ
担当教員

1木

傾聴のスキル・理論と実践（１）

授業内容 担当教員

授業計画

傾聴のスキル・理論と実践（２）

加藤　秀男

加藤　秀男

加藤　秀男

加藤　秀男

加藤　秀男

自己呈示・自己開示・自己主張(アサーション)（２）

自己呈示・自己開示・自己主張(アサーション)（１)

交流分析を利用した自己理解・他者理解（２）

交流分析を利用した自己理解・他者理解（１）

加藤　秀男

【出身】宮城県　【経歴】学士(創価大学　教育学部・小学校教員養成課程)、修士(University of Derby, UK　カウンセリング
研究科)、博士(University of Surrey, UK　メディカルサイエンス学部　ソーシャルケア科・青少年のピアサポート)　【研究分
野】カウンセリング心理学、臨床心理学、児童心理学、ポジティブ心理学、いじめ問題、コミュニケーション論、ピア・サ
ポート、等。　【連絡先】 hideo.tom.kato@gmail.com

＊試験　50点　＊小テスト20点（10点ｘ２回）　＊プリント　30点（2点ｘ15回）

PT・OTのための　これで安心コミュニケーション実践ガイド　第2版　山口　美和　著　医学書院

2023年1月16日（月）～1月20日（金）

小テスト、試験を中心に評価する。

対人認知と対人魅力、同調と逸脱

加藤　秀男

相手を理解するための理論と実践について（１）

競争・協同・リーダーシップ

加藤　秀男

授業後は指定のプリントに、①学習の要点・要約、②自分の気づきや今後の自分の課題、③授業の感想を記入し、一週
間以内に提出 (次週に返却いたします)。

授業概要

本講座では、心理学的な視点から、コミュニケーションの基礎知識を学びます。医療従事者にとって患者とのコミュニケー
ション能力は極めて重要です。対人心理学、集団心理学、臨床心理学、文化心理学、認知心理学、言語心理学、等の各
理論に基づくコミュニケーションの在り方や、その実践・実状について検討します。また、実際に、授業内でカウンセリング
理論に基づいたコミュニケーション・スキルを活用し、簡単な実習も行います。

各理論への理解を深めて、他者とコミュニケーションの在り方について思考力を高め、且つ、自身のコミュニケーション・ス
キルの向上を目指します。

学修目標

授業方法

パワーポイントでの資料提示を中心に、各理論やコミュニケーションの在り方について学びます。事例研究や身近な日常
場面での実例を挙げながら、コミュニケーションの在り方についてグループディスカッションを通して検討します。実際に、
ロールプレイや質問紙等を活用して、コミュニケーション・スキルや、自己理解、他者理解、多文化理解の体験を通して、
コミュニケーションについての理解を深めていきます。

教員紹介

その他

テキスト・参考書 参考書：授業で指示

多文化理解とダイバーシティ(多様性)

加藤　秀男

加藤　秀男

加藤　秀男

非言語的コミュニケーション

試験時期

学修評価の
基準と方法

準備学修
（予習・復習）等の

内容と分量

加藤　秀男

総括とディスカッション(まとめ)

相手を理解するための理論と実践について（２）

　理学療法学科　
夜間部



配当年次 2 単位 1 時間 30 授業形態

開講学期 曜日 時限

NO

1 4/11 月 1限

2 4/18 月 1限

3 4/25 月 1限

4 5/2 月 1限

5 5/9 月 1限

6 5/16 月 1限

7 5/23 月 1限

8 5/30 月 1限

9 6/6 月 1限

10 6/13 月 1限

11 6/20 月 1限

12 6/27 月 1限

13 7/4 月 1限

14 7/11 月 1限

15 7/25 月 1限

細胞１　細胞の多様性、細胞の基本的構造

組織学総論　身体の構成・臓器の働き 野上　晴雄

野上　晴雄

野上　晴雄

講　　義　　要　　項
科目名 解剖学Ⅴ（組織学、消化器、呼吸器、内分泌系等） 対象学科・専攻

必修・選択 講義必修

前期2022年度開講年度

野上　晴雄
オムニバスフラグ
通年フラグ

担当教員

1月

細胞２　細胞内小器官

授業内容 担当教員

授業計画

内臓学６　呼吸器系２　下気道、肺の組織

内臓学５　呼吸器系１　上気道の構造

野上　晴雄

授業計画に従って教科書を予習しておくこと。

細胞３　細胞分裂、細胞の分化・老化

野上　晴雄

野上　晴雄

野上　晴雄

野上　晴雄

野上　晴雄

内臓学１　消化器系１　消化の概略・口腔、唾液腺

組織学３　結合組織、神経組織

組織学２　骨組織

組織学１　上皮組織、筋組織

教員紹介

その他

テキスト・参考書

内臓学２　消化器系２　食道・胃

野上　晴雄

野上　晴雄

野上　晴雄

内臓学３　消化器系３　小腸、大腸

試験時期

学修評価の
基準と方法

準備学修
（予習・復習）等の
内容と分量

野上　晴雄

内臓学８　内分泌系

内臓学７　泌尿器系等

野上　晴雄

東京理科大学薬学部卒業、医学博士、薬学博士。40年余り解剖学教育に携わっている。

講義の内容を授業中に理解するよう努力すること。質問はいつでも受け付けます。

【使用テキスト】　標準理学療法学・作業療法学　解剖学　第５版　野村　嶬　編　医学書院

2022年8月15日（月）～8月19日（金）

期末試験（80％）と随時行う小テスト（20％）で評価する。

内臓学４　消化器系４　肝臓、胆嚢、膵臓

野上　晴雄

授業概要 理学療法士に求められる基礎的な解剖学について解説する。

細胞学、組織学では、生体の基本構築を理解する。内臓学では器官固有の機能との関連において様々な器官の構造を
理解する。

学修目標

授業方法 教科書と別に用意するプリントに基づいて講義を進める。特に重要な事項については板書して解説を加える。

　理学療法学科
夜間部



配当年次 2 単位 1 時間 30 授業形態

開講学期 曜日 時限

NO

1 9/12 月 1限

2 9/19 月 1限

3 9/26 月 1限

4 10/3 月 1限

5 10/10 月 1限

6 10/17 月 1限

7 10/24 月 1限

8 10/31 月 1限

9 11/7 月 1限

10 11/14 月 1限

11 11/21 月 1限

12 11/28 月 1限

13 12/5 月 1限

14 12/12 月 1限

15 12/19 月 1限

内臓学１０　　　　生殖器系２－女性生殖器

内臓学９　　　　　生殖器系１－男性生殖器 野上　晴雄

野上　晴雄

野上　晴雄

講　　義　　要　　項
科目名 解剖学Ⅵ（生殖器、リンパ、中枢神経系等） 対象学科・専攻

必修・選択 講義必修

後期2022年度開講年度

野上　晴雄
オムニバスフラグ
通年フラグ

担当教員

1月

内臓学１１　　　　ヒトの発生、胎盤

授業内容 担当教員

授業計画

神経解剖学８　　　脳標本の観察

神経解剖学７　　　脊髄

野上　晴雄

授業計画に従って教科書を予習しておくこと。

内臓学１２　　　　リンパ系・血管・血液

野上　晴雄

野上　晴雄

野上　晴雄

野上　晴雄

野上　晴雄

神経解剖学３　　　間脳、辺縁系

神経解剖学２　　　終脳

神経解剖学１　　　中枢神経系概論

内臓学１３　　　　皮膚とその付属器

教員紹介

その他

テキスト・参考書 参考書：解剖学講義　伊藤隆著　南山堂

神経解剖学４　　　中脳、橋

野上　晴雄

野上　晴雄

野上　晴雄

神経解剖学５　　　延髄

試験時期

学修評価の
基準と方法

準備学修
（予習・復習）等の
内容と分量

野上　晴雄

神経解剖学１０　　視覚、味覚の受容器と伝導路

神経解剖学９　　　伝導路

野上　晴雄

東京理科大学薬学部卒業、医学博士、薬学博士。40年余り解剖学教育に携わっている。

講義の内容を授業中に理解するよう努力すること。質問はいつでも受け付けます。

使用テキスト：読んで解る解剖生理学　竹内修二著　医学教育出版社

2023年1月16日（月）～1月20日（金）

期末試験（80％）と随時行う小テスト（20％）で評価する。

神経解剖学６　　　小脳

野上　晴雄

授業概要 理学療法士に求められる基礎的な解剖学について解説する。

中枢神経系への情報の入力、認知、運動系への出力という神経機能の概略を理解する。これらのシステムを解剖学的
用語を用いて説明できるようにする。

学修目標

授業方法 教科書と別に用意するプリントに基づいて講義を進める。特に重要な事項については板書して解説を加える。

　理学療法学科
夜間部



配当年次 2 単位 1 時間 30 授業形態

開講学期 曜日 時限

NO

1 4/6 水 2限

2 4/13 水 2限

3 4/20 水 2限

4 4/27 水 2限

5 5/11 水 2限

6 5/18 水 2限

7 5/25 水 2限

8 6/1 水 2限

9 6/8 水 2限

10 6/15 水 2限

11 6/22 水 2限

12 6/29 水 2限

13 7/6 水 2限

14 7/13 水 2限

15 7/20 水 2限

感染症②　ウイルス、リッケチア、細菌感染症、真菌症

臨床医学総論、感染症①　総論 永原　則之

永原　則之

永原　則之

講　　義　　要　　項
科目名 内科学Ⅰ（循環器、呼吸器、消化器等） 対象学科・専攻

必修・選択 講義必修

前期2022年度開講年度

永原　則之
オムニバスフラグ

通年フラグ
担当教員

2水

感染症③　原虫性、寄生虫疾患、抗酸菌感染症

授業内容 担当教員

授業計画

消化器疾患②　胃、小腸、虫垂、大腸

消化器疾患①　総論、口腔、食道

永原　則之

各講義の授業外の学修時間は3時間必要です。予習として教科書の該当ページを読み、理解し、また該当事項を調べて
問題提起をする。また、復習として授業のノートや配布印刷物を見直し、内容を自分のものにする。

免疫異常①　総論、アレルギー疾患、免疫不全

永原　則之

永原　則之

永原　則之

永原　則之

永原　則之

循環器疾患③　血管系疾患

循環器疾患②　心疾患

循環器疾患①　総論

免疫異常②　自己免疫疾患（膠原病）

教員紹介

その他

テキスト・参考書 また、講義では配布印刷物を使用する。

呼吸器疾患①　総論

永原　則之

永原　則之

永原　則之

呼吸器疾患②

試験時期

学修評価の
基準と方法

準備学修
（予習・復習）等の

内容と分量

永原　則之

肝胆膵疾患②

肝胆膵疾患①　総論

永原　則之

医師、日本医科大学 准教授。現在は大学で研究に使用する放射性同位元素の法的な管理および施設の運営、使用に
関する指導、教育訓練を行っている。また、平成8年より在宅医療も実践している。専門は環境医学、病態医化学。

講義の内容を授業中に理解するよう努力すること。質問はいつでも受け付けます。

コメディカルのための専門基礎分野テキスト　内科学　（改訂7版　北村　諭 編著　中外医学社）

2022年8月15日（月）～8月19日（金）

定期試験期間内に筆記試験を行う。

呼吸器疾患③

永原　則之

授業概要

リハビリテーションの対象となる患者さんは内科疾患そのものが原因であったり、基礎疾患として内科疾患を有すること
が多い。安全かつ効率的にリハビリテーションを実施するためには、全身の機能障害や゙機能低下について理解し、基礎
的な医学知識を身につける必要がある。　1年間で関連する内科疾患の病因、病態、臨床像、検査および診断を学習す
る、また、各疾患の疫学、治療法、予後についても簡単に触れる。

１）理学療法を実践する上で関連する内科疾患の基本的概念を説明できるようになる。
　a）内科学の用語を説明できる。　　b）症候や検査所見からの病態を説明できる。
　c）疾患の病態、症状および所見を説明できる。
２）リハビリテーションを実施する上で留意しなければならない内科的な横断的事項を説明できるようになる。

学修目標

授業方法
板書や教科書と視聴覚メディア（パワーポイント）を活用しながら講義形式ですすめる。また、配布する印刷物を利用す
る。アクティブラーニングとして、各授業ごとに復習用の問題集を用いて理解されたか確認する。

　理学療法学科　
夜間部



配当年次 2 単位 1 時間 30 授業形態

開講学期 曜日 時限

NO

1 9/14 水 2限

2 9/21 水 2限

3 9/28 水 2限

4 10/5 水 2限

5 10/12 水 2限

6 10/19 水 2限

7 10/26 水 2限

8 11/2 水 2限

9 11/9 水 2限

10 11/16 水 2限

11 11/30 水 2限

12 12/7 水 2限

13 12/14 水 2限

14 12/21 水 2限

15 1/4 水 2限

内分泌疾患②

内分泌疾患①　総論 永原　則之

永原　則之

永原　則之

講　　義　　要　　項
科目名 内科学Ⅱ（内分泌、代謝、血液疾患等） 対象学科・専攻

必修・選択 講義必修

後期2022年度開講年度

永原　則之
オムニバスフラグ

通年フラグ
担当教員

2水

代謝性疾患①　総論

授業内容 担当教員

授業計画

代謝性疾患②

永原　則之

永原　則之

永原　則之

永原　則之

永原　則之

腎・尿路系疾患①　総論

血液疾患③

血液疾患②

血液疾患①　総論

永原　則之

医師、日本医科大学 准教授。現在は大学で研究に使用する放射性同位元素の法的な管理および施設の運営、使用に
関する指導、教育訓練を行っている。また、平成8年より在宅医療も実践している。専門は環境医学、病態医化学。

コメディカルのための専門基礎分野テキスト　内科学　（改訂7版　北村　諭 編著　中外医学社）

2023年1月16日（月）～1月20日（金）

定期試験期間内に筆記試験を行う。

神経・筋疾患①　総論

永原　則之

神経・筋疾患③

神経・筋疾患②

永原　則之

各講義の授業外の学修時間は3時間必要です。予習として教科書の該当ページを読み、理解し、また該当事項を調べて
問題提起をする。また、復習として授業のノートや配布印刷物を見直し、内容を自分のものにする。

授業概要

リハビリテーションの対象となる患者さんは内科疾患そのものが原因であったり、基礎疾患として内科疾患を有すること
が多い。安全かつ効率的にリハビリテーションを実施するためには、全身の機能障害や゙機能低下について理解し、基礎
的な医学知識を身につける必要がある。　1年間で関連する内科疾患の病因、病態、臨床像、検査および診断を学習す
る、また、各疾患の疫学、治療法、予後についても簡単に触れる。

１）理学療法を実践する上で関連する内科疾患の基本的概念を説明できるようになる。
　a）内科学の用語を説明できる。　　b）症候や検査所見からの病態を説明できる。
　c）疾患の病態、症状および所見を説明できる。
２）リハビリテーションを実施する上で留意しなければならない内科的な横断的事項を説明できるようになる。

学修目標

授業方法
板書や教科書と視聴覚メディア（パワーポイント）を活用しながら講義形式ですすめる。また、配布する印刷物を利用す
る。アクティブラーニングとして、各授業ごとに復習用の問題集を用いて理解されたか確認する。

教員紹介

その他

テキスト・参考書 内科学総復習問題集を配布する。また、講義では配布印刷物を使用する。

腎・尿路系疾患②

永原　則之

永原　則之

永原　則之

腎・尿路系疾患③

試験時期

学修評価の
基準と方法

準備学修
（予習・復習）等の

内容と分量

永原　則之

中毒性疾患②

中毒性疾患①　総論

　理学療法学科　
夜間部



配当年次 2 単位 1 時間 30 授業形態

開講学期 曜日 時限

NO

1 4/1 金 1限

2 4/8 金 1限

3 4/15 金 1限

4 4/22 金 1限

5 5/6 金 1限

6 5/13 金 1限

7 5/20 金 1限

8 5/27 金 1限

9 6/3 金 1限

10 6/10 金 1限

11 6/17 金 1限

12 6/24 金 1限

13 7/1 金 1限

14 7/8 金 1限

15 7/15 金 1限

整形外科治療法

整形外科学総論　整形外科学的診断学 望月　直哉

望月　直哉

望月　直哉

講　　義　　要　　項
科目名 整形外科学Ⅰ（骨折、上下肢脊椎疾患等） 対象学科・専攻

必修・選択 講義必修

前期2022年度開講年度

望月　直哉
オムニバスフラグ
通年フラグ

担当教員

1金

軟部組織損傷

授業内容 担当教員

授業計画

脊椎・脊髄の疾患２

脊椎・脊髄の疾患１

望月　直哉

毎回講義で配布する問題については、前回講義分の各問の答えを復習すること。

骨折脱臼総論

望月　直哉

望月　直哉

望月　直哉

望月　直哉

望月　直哉

股関節および大腿の外傷と疾患

手関節と手指の外傷と疾患

肘および前腕の外傷と疾患

肩および上腕の外傷と疾患

教員紹介

その他

テキスト・参考書

膝関節および下腿の外傷と疾患

望月　直哉

望月　直哉

望月　直哉

膝関節および下腿の外傷と疾患

試験時期

学修評価の
基準と方法

準備学修
（予習・復習）等の
内容と分量

望月　直哉

脊椎・脊髄の疾患４

脊椎・脊髄の疾患３

望月　直哉

医師（整形外科）

テキスト：整形外科学テキスト（南江堂）改訂第４版

2022年8月15日（月）～8月19日（金）

期末試験

足関節および足部の外傷と疾患

望月　直哉

授業概要
リハビリテーションの対象となることが多い整形外科疾患とその治療法を理解することを目的とする。具体的には、
骨・関節・筋・神経・軟部組織等の運動器に関する疾患や、障害の病態、病理、臨床症状、治療手技、予後等について教
科書の記述をわかりやすく説明する。また、整形外科領域で扱うことのある救命救急についてもふれる。

①運動器疾患・外傷の病態に応じた基本的治療法（内容）を説明できる。
②運動器の治療のなかで、理学療法士・作業療法士が果たさなければならない役割を理解する。

学修目標

授業方法 板書による講義。

　理学療法学科　
夜間部



配当年次 2 単位 1 時間 30 授業形態

開講学期 曜日 時限

NO

1 9/16 金 1限

2 9/30 金 1限

3 10/7 金 1限

4 10/14 金 1限

5 10/21 金 1限

6 10/28 金 1限

7 11/4 金 1限

8 11/11 金 1限

9 11/18 金 1限

10 11/25 金 1限

11 12/2 金 1限

12 12/9 金 1限

13 12/16 金 1限

14 12/23 金 1限

15 1/6 金 1限

慢性関節疾患

骨盤と脊髄の外傷 望月　直哉

望月　直哉

望月　直哉

講　　義　　要　　項
科目名 整形外科学Ⅱ（スポーツ整形、慢性疾患、腫瘍等、救急救命） 対象学科・専攻

必修・選択 講義必修

後期2022年度開講年度

望月　直哉
オムニバスフラグ

通年フラグ
担当教員

1金

関節リウマチ①

授業内容 担当教員

授業計画

四肢切断及び四肢欠損

骨系統疾患

望月　直哉

毎回講義で配布する問題については、前回講義分の各問の答えを復習すること。

関節リウマチ②

望月　直哉

望月　直哉

望月　直哉

望月　直哉

望月　直哉

脊髄腫瘍

骨軟部腫瘍 

代謝・内分泌疾患

感染症

教員紹介

その他

テキスト・参考書

末梢神経損傷①

望月　直哉

望月　直哉

望月　直哉

末梢神経損傷②

試験時期

学修評価の
基準と方法

準備学修
（予習・復習）等の

内容と分量

望月　直哉

まとめ

スポーツ整形外科（総論・各論）・救急時の診察

望月　直哉

医師（整形外科）

テキスト：整形外科学テキスト（南江堂）改訂第４版

2023年1月16日（月）～1月20日（金）

期末試験

神経筋疾患

望月　直哉

授業概要
リハビリテーションの対象となることが多い整形外科疾患とその治療法を理解することを目的とする。具体的には、
骨・関節・筋・神経・軟部組織等の運動器に関する疾患や、障害の病態、病理、臨床症状、治療手技、予後等について教
科書の記述をわかりやすく説明する。また、整形外科領域で扱うことのある救命救急についてもふれる。

①運動器疾患・外傷の病態に応じた基本的治療法（内容）を説明できる。
②運動器の治療のなかで、理学療法士・作業療法士が果たさなければならない役割を理解する。

学修目標

授業方法 板書による講義。

　理学療法学科　
夜間部



配当年次 2 単位 1 時間 30 授業形態

開講学期 曜日 時限

NO

1 4/5 火 1限

2 4/12 火 1限

3 4/19 火 1限

4 4/26 火 1限

5 5/10 火 1限

6 5/17 火 1限

7 5/24 火 1限

8 5/31 火 1限

9 6/7 火 1限

10 6/14 火 1限

11 6/21 火 1限

12 6/28 火 1限

13 7/5 火 1限

14 7/12 火 1限

15 7/19 火 1限

精神医学概論　精神医学の歴史  精神保健に関する法規

精神医学概論　精神医学とは　社会・文化とメンタルヘルス 野本　義則

野本　義則

野本　義則

講　　義　　要　　項
科目名 精神医学 対象学科・専攻

必修・選択 講義必修

前期2022年度開講年度

野本　義則
オムニバスフラグ

通年フラグ
担当教員

1火

障害と精神症状　成因と分類　精神症状の把握　意識　注意と見当識

授業内容 担当教員

授業計画

疾患：病理と成因　　症状・行動の特徴　　　精神作用物質による障害　

疾患：病理と成因　　症状・行動の特徴　　　成人のパーソナリティ障害

野本　義則

予習として、予定される講義内容について、自己知識を確認し、教科書をもとに概要を予習する。 
復習として、講義内容の振り返りを行い、配布資料があれば整理し、不明な点は担当教員に質問する。
国家試験過去問題を用いて知識定着の確認をする。

障害と精神症状　知能　性格　記憶　感情　欲動および意志　自我意識　知覚

野本　義則

野本　義則

野本　義則

野本　義則

野本　義則

疾患：病理と成因　　症状・行動の特徴　　　統合失調症

疾患：病理と成因　　症状・行動の特徴　　　統合失調症

診断と評価　方法　面接　身体的検査　心理検査　精神症状の評価　治療

障害と精神症状　思考　病識　主な精神状態像

教員紹介

その他

テキスト・参考書

疾患：病理と成因　　症状・行動の特徴　　　気分障害

野本　義則

野本　義則

野本　義則

疾患：病理と成因　　症状・行動の特徴　　　神経症性障害

試験時期

学修評価の
基準と方法

準備学修
（予習・復習）等の

内容と分量

野本　義則

疾患：病理と成因　　症状・行動の特徴　　　心理的発達の障害　てんかん　精神遅滞

疾患：病理と成因　　症状・行動の特徴　　　認知症　脳器質性精神障害　症状性精神障害

野本　義則

東京医療学院大学リハビリテーション学科 作業療法学専攻講師　研究：作業療法教育、思春期学　森田療法臨床歴：約
15年精神科病院にて臨床に従事。

教科書　編集：上野  武治　精神医学（第4版）医学書院

2022年8月15日（月）～8月19日（金）

期末試験（100％）にて評価する。

疾患：病理と成因　　症状・行動の特徴　　　生理的障害および身体要因に関連した障害

野本　義則

授業概要

各種精神障害の病理、症状、その治療、予後などについて理解することを目的とする。具体的には、器質性精神障害、
統合失調症、気分障害、神経症性障害、発達障害、など理学療法の場においても治療対象となることのある疾患の病
態、症状、治療法、予後について学習する。また、精神医療状況、精神障害者理解、精神保健福祉に関する法制度や社
会福祉施策についてその概要を学習する。

（1）精神医学の概論、歴史を説明できる。　　　　　  （2）精神障害の成因と分類を説明できる。
（3）精神機能の障害と精神症状を説明できる。　　　（4）精神障害の診断と評価を説明できる。
（5）各種精神障害の病理、症状、その治療、予後などについて説明できる。
（6）精神障害の治療とリハビリテーションについて説明できる。

学修目標

授業方法 主に教科書に沿って講義を行う。参加型グループワークも取り入れ、課題について学生間で議論、発表する。

　理学療法学科　
夜間部



配当年次 2 単位 1 時間 30 授業形態

開講学期 曜日 時限

NO

1 4/5 火 2限

2 4/12 火 2限

3 4/19 火 2限

4 4/26 火 2限

5 5/10 火 2限

6 5/17 火 2限

7 5/24 火 2限

8 5/31 火 2限

9 6/7 火 2限

10 6/14 火 2限

11 6/21 火 2限

12 6/28 火 2限

13 7/5 火 2限

14 7/12 火 2限

15 7/19 火 2限

総論（２）

総論（１） 伊藤　昌弘

伊藤　昌弘

伊藤　昌弘

講　　義　　要　　項
科目名 小児科学 対象学科・専攻

必修・選択 講義必修

前期2022年度開講年度

伊藤　昌弘
オムニバスフラグ
通年フラグ

担当教員

2火

各論（１）新生児

授業内容 担当教員

授業計画

各論（１１）免疫アレルギー・膠原病

各論（10）血液・腫瘍性疾患

伊藤　昌弘

教科書の指定のページを読み、ある程度雰囲気をつかんでおく。

各論（２）新生児

伊藤　昌弘

伊藤　昌弘

伊藤　昌弘

伊藤　昌弘

伊藤　昌弘

各論（６）循環器、呼吸器

各論（５）神経・筋(2)

各論（４）神経・筋(1)

各論（３）先天異常・遺伝病

教員紹介

その他

テキスト・参考書 参考書①小児疾患診療のための病態生理1・2　第4版　東京医学社　　参考書②こどもの病気の地図帳　講談社

各論（７）感染症

伊藤　昌弘

伊藤　昌弘

伊藤　昌弘

各論（８）消化器

試験時期

学修評価の
基準と方法

準備学修
（予習・復習）等の
内容と分量

伊藤　昌弘

各論（１３）発達障害

各論（１２）腎泌尿器系、生殖器

伊藤　昌弘

医師（小児科学会専門医、小児神経学会専門医）、都立府中療育センター　副院長、東京医科歯科大学臨床教授

参考書③実践　小児の診療　日本医師会　　参考書④すぐわかる小児の画像診断　秀潤社

テキスト：標準理学療法学・作業法学　小児科学（医学書院）

2022年8月15日（月）～8月19日（金）

定期試験を８割、レポートを２割として評価する。

各論（９）内分泌・代謝

伊藤　昌弘

授業概要
小児科学全般、特に小児特有な先天性疾患や発達を理解する。小児科の総論、各論を臓器別（神経系、心臓、呼吸器、
内分泌、消化器、血液腫瘍、腎臓、等）に講義することもあるが、脳性麻痺などそれに伴う状態など全般的に理解が深め
られるようにする。

成長と発達医学の観点から小児医学・医療に関する知識を深める。学修目標

授業方法 パワーポイントや動画を利用したプロジェクターとプリントを利用し、座学形式で行う。

　理学療法学科　
夜間部



配当年次 2 単位 1 時間 30 授業形態

開講学期 曜日 時限

NO

1 4/7 木 2限

2 4/14 木 2限

3 4/21 木 2限

4 4/28 木 2限

5 5/12 木 2限

6 5/19 木 2限

7 5/26 木 2限

8 6/2 木 2限

9 6/16 木 2限

10 6/23 木 2限

11 6/24 金 2限

12 6/30 木 2限

13 7/7 木 2限

14 7/14 木 2限

15 7/21 木 2限

中枢神経系の機能解剖２（間脳・脳幹）：人体の中心は脳か心臓か

中枢神経系の機能解剖１（大脳）：頭のいい人 足立　好司

足立　好司

足立　好司

講　　義　　要　　項
科目名 脳神経外科学 対象学科・専攻

必修・選択 講義必修

前期2022年度開講年度

足立　好司
オムニバスフラグ

通年フラグ
担当教員

2木

中枢神経系の機能解剖３（小脳・脊髄）：幹事役に徹する脳組織

授業内容 担当教員

授業計画

神経変性疾患について：原因がようやく分かってきました

　遺伝性・先天性神経疾患について：本当にあるこんな病気

足立　好司

特に予習は不要で、毎回宿題で復習の機会が与えられる。毎回15分程度の時間が必要。

末梢神経系の機能解剖：ネットワークで情報管理

足立　好司

足立　好司

足立　好司

足立　好司

足立　好司

脳腫瘍について：あなたにもみつかるかも、こわい脳腫瘍

神経生理機能検査：眠っていても機能が分かる

神経放射線検査：こんなことまで分かります

神経所見の取り方：五感を使って診察を

教員紹介

その他

テキスト・参考書 その他プリント、ビデオ、スライドを使用

脳血管障害について：ヒトは血管とともに老化します

足立　好司

足立　好司

足立　好司

頭部外傷について：ぶつけても助かりたい

試験時期

学修評価の
基準と方法

準備学修
（予習・復習）等の

内容と分量

足立　好司

著名人の脳神経疾患：病気と闘った科学者・文化人

脳神経外科手術：最高の精密コンピューターに手を入れる

足立　好司

医師、医学博士、日本医科大学武蔵小杉病院教授、脳神経外科部長

国家試験問題に目を通してくること

使用テキスト：『病気がみえる vol.7 脳・神経 第二版』　メディックメディア

2022年8月15日（月）～8月19日（金）

期末試験で評価。

神経炎症性疾患について：脳に菌が入ると大変だ

足立　好司

授業概要
脳神経外科疾患とその治療などについて理解することを目的とする。具体的には、脳腫瘍、脳血管障害、頭部外傷、中
枢神経系の奇形、水頭症、脊髄・脊椎腫瘍、椎間板ヘルニアなどリハビリテーションの対象となることが多い疾患につい
て、診断法及び手術方法の概要と経過等について学習する。

中枢神経系のしくみと障害を正確に学び、人体の他の臓器と異なり、特殊性を持ち脳に起こる病態を正確に理解する。ま
た、画像を含む各種脳神経外科疾患とその治療について具体的な手術法を含めて学び、理学療法士として関わる脳神
経外科疾患が理解できる。

学修目標

授業方法 講義及びチュートリアル

　理学療法学科　
夜間部



配当年次 2 単位 1 時間 30 授業形態

開講学期 曜日 時限

NO

1 4/11 月 2限

2 4/18 月 2限

3 4/25 月 2限

4 5/2 月 2限

5 5/9 月 2限

6 5/16 月 2限

7 5/23 月 2限

8 5/30 月 2限

9 6/6 月 2限

10 6/13 月 2限

11 6/20 月 2限

12 6/27 月 2限

13 7/4 月 2限

14 7/11 月 2限

15 7/25 月 2限

神経疾患のリハビリテーション

神経疾患を理解するために 川口　直樹

川口　直樹

川口　直樹

講　　義　　要　　項
科目名 脳神経内科学Ⅰ（神経症候等） 対象学科・専攻

必修・選択 講義必修

前期2022年度開講年度

川口　直樹
オムニバスフラグ

通年フラグ
担当教員

2月

運動障害（１）

授業内容 担当教員

授業計画

頭痛・めまい

自律神経障害・検査

川口　直樹

予習は不要。学生の理解程度に応じて講義を進めるので、学生には適宜質問する。質問された内容に対しては自分の
考えを持って返答するように心掛けて欲しい。

運動障害（２）

川口　直樹

川口　直樹

川口　直樹

川口　直樹

川口　直樹

感覚障害（２）

感覚障害（１）

運動障害（4）

運動障害（3）

教員紹介

その他

テキスト・参考書 参考書：ベッドサイド神経の診かた　南江堂

脳神経障害

川口　直樹

川口　直樹

川口　直樹

高次機能障害・意識障害

試験時期

学修評価の
基準と方法

準備学修
（予習・復習）等の

内容と分量

川口　直樹

神経診察（２）

神経診察（１）

川口　直樹

医師　日本神経学会専門医・指導医、日本内科学会総合内科専門医として現在も臨床の一線で活躍。他に重症筋無力
症診療ガイドライン作成や専門看護師育成・医療系大学教育などにも携わっている。

テキスト：メディカルスタッフ専門基礎科目シリーズ　神経内科学　高橋伸佳編著　理工図書

2022年8月15日（月）～8月19日（金）

期末試験　100％

認知機能障害

川口　直樹

授業概要

医療者として神経疾患を理解できるようになるため、神経症状・理学所見などについて講義する。具体的には神経症候
額の概要、及び脳卒中、パーキンソン病などの主要な神経疾患や、筋ジストロフィーなどの筋疾患、難病などリハビリ
テーションで対象となることの多い疾患について、病態、病理、症状、治療、予後について学習する。不随意運動などの
理解を深めるために適宜動画などを用いる。

① 神経内科疾患の症状、病態生理を理解し、的確な診断、治療法、予後を他者に説明できる。
② 神経学的初見の取り方を理解し、その診断的意義を説明できる。
③ 神経内科各疾患に応じたリハビリテーションを計画することができる。
④ 国家試験合格のレベルまで、さらに神経内科学一般について広い知識を習得する。

学修目標

授業方法 テーマを定め、パワーポイントを用いて講義する。ハンドアウトの資料は毎回配布する。

　理学療法学科　
夜間部



配当年次 2 単位 1 時間 30 授業形態

開講学期 曜日 時限

NO

1 9/12 月 2限

2 9/19 月 2限

3 9/26 月 2限

4 10/3 月 2限

5 10/10 月 2限

6 10/17 月 2限

7 10/24 月 2限

8 10/31 月 2限

9 11/7 月 2限

10 11/14 月 2限

11 11/21 月 2限

12 11/28 月 2限

13 12/5 月 2限

14 12/12 月 2限

15 12/19 月 2限

脳血管障害（2）

脳血管障害（1） 川口　直樹

川口　直樹

川口　直樹

講　　義　　要　　項
科目名 脳神経内科学Ⅱ（神経疾患等） 対象学科・専攻

必修・選択 講義必修

後期2022年度開講年度

川口　直樹
オムニバスフラグ
通年フラグ

担当教員

2月

脳血管障害（3）

授業内容 担当教員

授業計画

脊椎脊髄疾患

神経感染症

川口　直樹

予習は不要。学生の理解程度に応じて講義を進めるので、学生には適宜質問する。質問された内容に対しては自分の
考えを持って返答するように心掛けて欲しい。

変性疾患（１）

川口　直樹

川口　直樹

川口　直樹

川口　直樹

川口　直樹

末梢神経疾患

脱髄疾患

変性疾患（３）

変性疾患（２）

教員紹介

その他

テキスト・参考書 参考書：前期と同じ

神経筋接合部疾患

川口　直樹

川口　直樹

川口　直樹

筋疾患

試験時期

学修評価の
基準と方法

準備学修
（予習・復習）等の
内容と分量

川口　直樹

問題演習

てんかん・睡眠障害

川口　直樹

医師　日本神経学会専門医・指導医、日本内科学会総合内科専門医として現在も臨床の一線で活躍。他に重症筋無力
症診療ガイドライン作成や専門看護師育成・医療系大学教育などにも携わっている。

テキスト：前期と同じ

2023年1月16日（月）～1月20日（金）

期末試験100％

内科疾患に伴う神経疾患など

川口　直樹

授業概要

医療者として神経疾患を理解できるようになるため、神経症状・理学所見などについて講義する。具体的には神経症候
額の概要、及び脳卒中、パーキンソン病などの主要な神経疾患や、筋ジストロフィーなどの筋疾患、難病などリハビリ
テーションで対象となることの多い疾患について、病態、病理、症状、治療、予後について学習する。不随意運動などの
理解を深めるために適宜動画などを用いる。

・神経内科疾患の症状、病態生理を理解し、的確な診断、治療法、予後を他者に説明できる。
・神経学的初見の取り方を理解し、その診断的意義を説明できる。
・神経内科各疾患に応じたリハビリテーションを計画することができる。
・国家試験合格のレベルまで、さらに神経内科学一般について広い知識を習得する。

学修目標

授業方法 テーマを定め、パワーポイントを用いて講義する。ハンドアウトの資料は毎回配布する。

　理学療法学科　
夜間部



講　　義　　要　　項
科目名 画像診断学 対象学科・専攻

　理学療法学科　
夜間部

必修・選択 必修 配当年次 2 単位

関根　紀夫

画像診断法の特長（Ｘ線・ＣＴ・ＭＲＩ・超音波・核医学） 関根　紀夫

担当教員

オムニバスフラグ
通年フラグ

15 授業形態 講義

授業内容

授業方法

NO

5/27 金 2限1

脊椎・脊髄画像の理解

授業計画

時限 関根　紀夫2022年度 開講学期開講年度

授業概要

6 7/15 金 2限

ケーススタディ 関根　紀夫

脳画像の理解1（出血） 関根　紀夫

脳画像の理解2（梗塞） 関根　紀夫

関根　紀夫骨・関節画像の理解1

骨・関節画像の理解2 関根　紀夫

胸腹部画像・摂食嚥下障害の理解 関根　紀夫水 1限7 7/27

3 6/10

4 6/17

テキスト・参考書

教員紹介

その他

8 7/27 水 2限

準備学修
（予習・復習）等の
内容と分量

学修評価の
基準と方法

試験時期

事前配布資料による予習と講義後の復習用問題を用意する。

筆記試験のみで評価する。

2022年8月15日（月）～8月19日（金）

テキスト：講義時に資料を配布する

参考書：講義中に紹介する　

東京都立大学健康福祉学部　准教授

講義内容の復習を必ず行うこと

金 2限

7/8 金 2限

金 2限

5

2 6/3 金 2限

学修目標
骨折、関節・骨変形、系統疾患等の単純Ｘ線写真、脳・脊髄等のＣＴスキャン、ＭＲＩ等の読影と病態の概要および
核医学等の放射線診断学の概要をモダリティの特性を含めて学ぶ。

曜日

担当教員

金前期

講師作成資料を基に講義する。

関根　紀夫

1 時間

理学療法士にとって画像診断学は、実際の病態と各種医用画像との結びつきを理解することが重要である。



講　　義　　要　　項
科目名 薬理学 対象学科・専攻

　理学療法学科　
夜間部

必修・選択 必修 配当年次 2 単位

大幡　久之

薬理学を学ぶにあたって 大幡　久之

担当教員

オムニバスフラグ
通年フラグ

15 授業形態 講義

授業内容

授業方法

NO

9/15 木 2限1

薬が作用する仕組み（薬力学）

授業計画

時限 大幡　久之2022年度 開講学期開講年度

授業概要

6 10/20 木 2限

中枢神経系に作用する薬物 大幡　久之

薬物の投与経路、薬物の吸収・分布・代謝・排泄 大幡　久之

治療において重要となる薬物動態の指標；薬物相互作用 大幡　久之

大幡　久之薬効の個人差に影響する因子；薬物の有益性と危険性；薬と法律

抗アレルギー薬・抗炎症薬 大幡　久之

末梢での神経活動に作用する薬物 大幡　久之木 2限7 10/27

3 9/29

4 10/6

テキスト・参考書

教員紹介

その他

8 11/10 木 2限

準備学修
（予習・復習）等の
内容と分量

学修評価の
基準と方法

試験時期

指定のテキスト（系統看護学講座　専門基礎分野　薬理学　疾病のなりたちと回復の促進（３）、医学書院）を用い
て予習・復習を3～4時間行うこと。

期末試験で評価する。

2023年1月16日（月）～1月20日（金）

テキスト：系統看護学講座　専門基礎分野　薬理学　疾病のなりたちと回復の促進（３）、第14版、医学書院

博士（薬学）、昭和大学富士吉田教育部客員教授

木 2限

10/13 木 2限

木 2限

5

2 9/22 木 2限

学修目標 薬理学の概念、薬理作用、有害作用等を薬物学的側面から、特に臨床との関連を中心に学ぶ。

曜日

担当教員

木後期

指定のテキスト（系統看護学講座　専門基礎分野　薬理学　疾病のなりたちと回復の促進（３）、医学書院）を中心
に板書で捕捉しながら解説する。

大幡　久之

1 時間

薬がどのような経路で標的臓器に到達し、どのような作用機序で薬理作用を発現するかについて、代表的な薬を
中心に理学療法士として必要となる幅広い薬理学的知識を習得する。



講　　義　　要　　項
科目名 栄養学 対象学科・専攻

　理学療法学科　
夜間部

必修・選択 必修 配当年次 2 単位

岡田　昌己

人体の構造（消化器官・細胞）について 岡田　昌己

担当教員

オムニバスフラグ
通年フラグ

15 授業形態 講義

授業内容

授業方法

NO

11/1 火 1限1

食品に含まれる栄養素の種類とはたらき（主にエネルギー生産栄養素）について

授業計画

時限 岡田　昌己2022年度 開講学期開講年度

授業概要

6 12/6 火 1限

栄養と生活習慣病、食生活の問題、食事摂取基準について 岡田　昌己

食品に含まれる栄養素の種類とはたらき（主にビタミン・ミネラル）について 岡田　昌己

ライフステージと栄養（妊婦、乳児期～学童期）について 岡田　昌己

岡田　昌己ライフステージと栄養（思春期～高齢期、スポーツ栄養）について

治療会（食事療法）、病院食、栄養補給法について 岡田　昌己

疾患別食事療法について 岡田　昌己火 1限7 12/13

3 11/15

4 11/22

テキスト・参考書

教員紹介

その他

8 12/20 火 1限

準備学修
（予習・復習）等の
内容と分量

学修評価の
基準と方法

試験時期

（予習）高校の生物基礎を理解しておく。
（復習）毎回配布するプリント、小試験を解き直す。

定期試験80％、毎回の講義後の小試験20％

2023年1月16日（月）～1月20日（金）

好きになるシリーズ、好きになる栄養学第2版（麻美直美、塚原典子　著）講談社

駒沢女子大学　人間健康学部　健康栄養学科　講師（専門分野）生理・生化学、スポーツ栄養学

必ずテキストを持参のうえ受講すること

火 1限

11/29 火 1限

火 1限

5

2 11/8 火 1限

学修目標

1．五大栄養素の構造、消化・吸収・代謝や消化・吸収を行うための消化器官について基礎的な知識を理解でき
る。
2．1.の基本的な知識応用させて、ライフステージ別、病態別、特殊環境での栄養について理解できる。
3．日本の食生活状況や問題点について、栄養学の基本的な考えから理解できる。

曜日

担当教員

火後期

毎回の講義で補足資料を配布する。講義後に小試験を行う。

岡田　昌己

1 時間

人間が生まれてから死ぬまでを栄養学の観点から理解することを目的とする。そのために五大栄養素の働き、栄
養素と食品の関係、日本人の食事摂取基準と食生活、治療食の種類と分類、食生活と生活習慣病の関係につい
て、また、ライフサイクルと栄養について学習する。



講　　義　　要　　項
科目名 予防医学 対象学科・専攻

　理学療法学科　
夜間部

必修・選択 必修 配当年次 2 単位

永原　則之

予防医学（健康や未病の管理、疾病予防、放射線障害） 永原　則之

担当教員

オムニバスフラグ
通年フラグ

15 授業形態 講義

授業内容

授業方法

NO

6/1 水 1限1

環境適応医学（物理、化学、生物学的環境因子による疾病、環境病）

授業計画

時限 永原　則之2022年度 開講学期開講年度

授業概要

6 7/6 水 1限

高齢者医療（高齢者の疾病原因と発症機序の特性、福祉と在宅医療） 永原　則之

疫学・統計学（疫学、統計学の基本的な知識、人口統計、産業保健） 永原　則之

感染症（感染症の成立の要因、パンデミック、予防、感染症法、消毒） 永原　則之

永原　則之精神保健（メンタルヘルス、精神障害と医療、福祉、社会復帰対策、精神衛生法） 

産業保健（Heinrichの法則、産業理学療法、労働衛生管理、労働者災害補償保険） 永原　則之

生活習慣病（悪性新生物、心疾患、肺炎、脳血管疾患、自殺、健康診断） 永原　則之水 1限7 7/13

3 6/15

4 6/22

テキスト・参考書

教員紹介

その他

8 7/20 水 1限

準備学修
（予習・復習）等の

内容と分量

学修評価の
基準と方法

試験時期

各講義の授業外の学修時間は３時間必要です。予習として教科書の該当ページを読み、理解し、また該当事項を
調べて問題提起をする。また、復習として授業のノートや配布印刷物を見直し、内容を自分のものにすること。

期末試験で評価。

2022年8月15日（月）～8月19日（金）

シンプル　衛生公衆衛生学2021　（編集：辻　一郎、小山　洋）　南江堂

「予防医学総復習問題集」を配布する。また、講義では配布印刷物を使用する。

医師、日本医科大学 准教授。かつては環境医学の教鞭をとった。現在は放射性同位元素の法的な管理および施
設の運営、使用等の指導を行っている。また、平成8年より在宅医療も実践している。専門は環境医学、病態医化
学。

水 1限

6/29 水 1限

水 1限

5

2 6/8 水 1限

学修目標
１）理学療法における予防医学の概念を説明できる。
２）個人および集団の疾病の原因になる生活・社会・自然環境因子を見極める方法を学んで応用できる。
３）個人の健康を認識し、その維持と疾病予防の考え方を学び、実践的技術を実施できる。

曜日

担当教員

水前期

板書や教科書と視聴覚メディア（パワーポイント）を活用しながら講義形式ですすめる。また、配布する印刷物を利
用する。アクティブラーニングとして、各授業ごとに復習用の問題集を用いて理解されたか確認する。

永原　則之

1 時間

理学療法を学ぶ学生は、疾病の発生要因を広く社会との関連から追及し、その予防対策をたてる予防医学につい
て理解する事が求められる。予防医学は疾病やそれが起こる環境を医学・生物学はもとより立法・行政に至るまで
幅広く科学的に判断（アセスメント）し、治療や予防的措置さらに法的措置（マネージメント）を如何にすべきか、自
ら考える習慣をつけること目的にする。



配当年次 2 単位 1 時間 30 授業形態

開講学期 曜日 時限

NO

1 9/13 火 2限

2 9/20 火 2限

3 9/27 火 2限

4 10/4 火 2限

5 10/11 火 2限

6 10/18 火 2限

7 10/25 火 2限

8 11/1 火 2限

9 11/8 火 2限

10 11/15 火 2限

11 11/22 火 2限

12 11/29 火 2限

13 12/6 火 2限

14 12/13 火 2限

15 12/20 火 2限

　　　〃　　　２

脳血管障害１ 依田　光正

依田　光正

依田　光正

講　　義　　要　　項
科目名 リハビリテーション医学 対象学科・専攻

必修・選択 講義必修

後期2022年度開講年度

依田　光正
オムニバスフラグ

通年フラグ
担当教員

2火

　　　〃　　　３

授業内容 担当教員

授業計画

　　〃　 　２

神経疾患１

依田　光正

テキスト該当箇所を予習しておくこと。講義後にテキスト、プリントで復習しておくこと。

　　　〃　　　４

依田　光正

依田　光正

依田　光正

依田　光正

依田　光正

　　〃　 　３

　　〃　 　２

脊髄損傷１

脳外傷・脳腫瘍などの脳神経外科的疾患

教員紹介

その他

テキスト・参考書 参考書：特に定めない。各領域の専門書を備えておくこと。

脳性麻痺など小児疾患

依田　光正

依田　光正

依田　光正

関節リウマチとその近傍疾患１

試験時期

学修評価の
基準と方法

準備学修
（予習・復習）等の

内容と分量

依田　光正

まとめ

呼吸・循環疾患

依田　光正

医師、昭和大学准教授。昭和大学横浜市北部病院　リハビリテーション科勤務

講義内容の疾患はいずれも臨床実習で遭遇するものであること、国家試験の重要出題領域であることから、専門科目の
授業とともに、疾患ごとに十分に整理・復習しておくこと。

テキスト：「リハビリテーション医学テキスト」南江堂

2023年1月16日（月）～1月20日（金）

期末試験の成績による。

　　　　　 　　〃　　　　　　   　  ２

依田　光正

授業概要
リハビリテーション医学の対象となる疾患は、中枢神経疾患、末梢神経疾患、筋疾患、骨関節疾患、循環・呼吸疾患を含
む内部疾患などがある。これらの疾患のうちから主要なものについて、その病態、症状、診断、治療、リハビリテーション
治療手段の概要を講義する。

①リハビリテーションで取り扱う疾患の基礎を理解する。
②リハビリテーションで取り扱う臨床を学ぶ。

学修目標

授業方法 テキストを中心に講義を進める。

　理学療法学科　
夜間部



配当年次 2 単位 1 時間 30 授業形態

開講学期 曜日 時限

NO

1 4/7 木 1限

2 4/14 木 1限

3 4/21 木 1限

4 4/28 木 1限

5 5/12 木 1限

6 5/19 木 1限

7 5/26 木 1限

8 6/2 木 1限

9 6/9 木 1限

10 6/16 木 1限

11 6/23 木 1限

12 6/30 木 1限

13 7/7 木 1限

14 7/14 木 1限

15 7/21 木 1限

骨と骨格筋（微細構造、収縮のエネルギー）の生理学的基礎

オリエンテーションおよび運動生理学とは 村岡　功

村岡　功

村岡　功

講　　義　　要　　項
科目名 理学療法概論Ⅲ（対象と基本的治療手段等） 対象学科・専攻

必修・選択 講義必修

前期2022年度開講年度

村岡　功
オムニバスフラグ
通年フラグ

担当教員

1木

骨格筋の線維タイプと骨格筋の機械的応答

授業内容 担当教員

授業計画

呼吸循環系機能に及ぼす運動の影響

呼吸系機能および循環系機能の生理学的基礎

村岡　功

各回の予習および復習に要する時間はおよそ２時間である。毎時間ごとに関連する内容を参考書に基づいて予習すると
ともに、配布するパワーポイント資料と参考書を用いて復習すること。

筋パワーおよび骨格筋機能の発育発達とトレーニングに伴う変化

村岡　功

村岡　功

村岡　功

村岡　功

村岡　功

神経系機能の発育発達とトレーニング効果

運動と神経系機能（反射運動、随意運動）および運動学習

神経系機能（ニューロンの構造と機能、興奮の伝達）の生理学的基礎

筋力増強のメカニズム、筋パワーの発育発達およびトレーニングによる線維タイプの移行

教員紹介

その他

テキスト・参考書 参考書：村岡功編著：スポーツ指導者に必要とされる生理学と運動生理学の知識、市村出版、２０１３年

内分泌機能（ホルモンの作用機序、各種ホルモンの生理作用）の生理学的基礎

村岡　功

村岡　功

村岡　功

内分泌機能に及ぼす運動とトレーニングの影響

試験時期

学修評価の
基準と方法

準備学修
（予習・復習）等の
内容と分量

村岡　功

呼吸循環系機能に及ぼすトレーニングの影響

筋持久力と全身持久力に関わる生理学的背景および発育発達

村岡　功

医学博士、早稲田大学スポーツ科学学術院教授（元）、同学術院長兼学部長（元）、早稲田大学オリンピック・パラリンピッ
ク事業推進担当理事（元）

運動生理学は動的（運動）状態での生命現象を対象として、そのメカニズムを探究する学問である。あるいは、一過性の
運動に対する生体応答と規則的な身体活動（トレーニング）に対する生体適応を明らかにする学問であるとも言える。歴
史的には比較的浅く戦後になって急速に発展してきた分野であるが、その背景には健康づくり運動と競技力向上におい
て、スポーツ科学による支援が求められたことにある。

パワーポイントの資料および参考文献の提供

2022年8月15日（月）～8月19日（金）　　【2022年5月26日、教場での小テスト】

期末試験（１００％）

免疫系の生理学的基礎と免疫系に及ぼす運動とトレーニングの影響

村岡　功

授業概要
運動と密接に関連する生理的諸機能（骨格筋機能、神経系機能、内分泌系機能、呼吸循環系機能）を中心としてその概
要を講義する。

（１）骨格筋機能が運動やトレーニングに対してどのように応答し適応するのかを理解できるようにする。
（２）神経系機能が運動やトレーニングに対してどのように応答し適応するのかを理解できるようにする。
（３）内分泌（ホルモン）系機能が運動やトレーニングに対してどのように反応し適応するのかを理解できるようにする。
（４）呼吸および循環系機能が運動やトレーニングに対してどのように応答し適応するのかを理解できるようにする。

学修目標

授業方法
毎時間ごとにパワーポイントの資料を提供するとともに、参考書も併用しながら、教場において講義形式で授業を行う。ま
た、必要に応じて関連する文献の紹介を行うこととする

　理学療法学科　
夜間部



配当年次 2 単位 1 時間 30 授業形態

開講学期 曜日 時限

NO

1 4/1 金 2限

2 4/6 水 1限

3 4/8 金 2限

4 4/13 水 1限

5 4/15 金 2限

6 4/20 水 1限

7 4/22 金 2限

8 4/27 水 1限

9 5/6 金 2限

10 5/11 水 1限

11 5/13 金 2限

12 5/18 水 1限

13 5/20 金 2限

14 5/25 水 1限

15 6/9 木 2限

四肢長（上肢長）①

血管の触診 山本　純一郎

山本　純一郎

小堺　秀樹

講　　義　　要　　項
科目名 理学療法評価学Ⅰ（形態測定と触診） 対象学科・専攻

必修・選択 講義・演習必修

前期2022年度開講年度

山本　純一郎、小堺　秀樹
オムニバスフラグ

通年フラグ
担当教員

水1・金2水・金

神経の触診

授業内容 担当教員

授業計画

筋の触診②　（上肢・下肢・体幹）

周径（下肢）

山本　純一郎

予習：毎回の講義前に指定された参考書などの関連部分を熟読しておくこと。
復習：前回までの講義内容を確認し、疑問点があれば質問し解決する。

四肢長（上肢長）②

小堺　秀樹

山本　純一郎

小堺　秀樹

山本　純一郎

小堺　秀樹

四肢長（下肢長）②

骨の触診②　（上肢・下肢・体幹）

四肢長（下肢長）①

骨の触診①　（上肢・下肢・体幹）

教員紹介

その他

テキスト・参考書 運動療法のための機能解剖学的触診技術 下肢・体幹 改訂第2版：林典雄．メジカルビュー社．ISBN978-4-7583-1137-3

骨の触診③　（上肢・下肢・体幹）

小堺　秀樹

山本　純一郎

山本　純一郎

周径（上肢）

試験時期

学修評価の
基準と方法

準備学修
（予習・復習）等の

内容と分量

小堺　秀樹

筋の触診③　（上肢・下肢・体幹）

四肢長・周径まとめ

山本　純一郎

担当教員（山本）は回復期リハビリテーション病院に勤務した経験があり、現在も回復期病棟で活動を継続している。
実務経験に基づいて、解剖学的な視座で授業を展開する。修士取得（保健医療学）。
担当教員（小堺）は理学療法士として医療提供施設（病院、診療所、介護老人保健施設等）に勤務した経験があり、実務
経験に基づいて理学療法評価の習得に向けた授業を展開する。修士（学術）。

・実技の際は四肢を出しやすく、動きやすい服装で出席すること
・講義の進捗状況により講義内容を変更することがある。

運動療法のための機能解剖学的触診技術 上肢 改訂第2版：林典雄．メジカルビュー社．ISBN978-4-7583-1136-6

テキスト：指定しない。

筆記試験については定期試験期間内に行う。実技試験については日程調整して行う。

期末試験（筆記）（60％）／実技試験（40％）。

筋の触診①　（上肢・下肢・体幹）

小堺　秀樹

授業概要

理学療法の基本となる触診および形態測定について、検査、測定に基づく評価法に関する知識を学び、評価技術を身に
つけることを目的とする。具体的には患者の疾病の特定部位や原因を判断するための筋の触診と骨の触診によるランド
マークを基準とした四肢長・周径の評価技術を身につける。また、検査・測定で得られた結果の解釈及び治療の可否など
の判断をするために必要な知識を習得することを目標とする。

1．触診および形態測定における基本的な知識を理解する。
2．骨、筋、血管、神経の触診技術を習得する。
3．四肢長・周径の評価技術を習得する。
4．評価で得られた情報の解釈や判断を行うことができる。

学修目標

授業方法 テキスト、視聴覚材料、配付印刷物を使い講義する。

　理学療法学科　
夜間部
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配当年次 3 単位 1 時間 30 授業形態

開講学期 曜日 時限

NO

1 4/6 水 2限

2 4/13 水 2限

3 4/20 水 2限

4 4/27 水 2限

5 5/11 水 2限

6 5/18 水 2限

7 5/25 水 2限

8 6/1 水 2限

9 6/8 水 2限

10 6/15 水 2限

11 6/22 水 2限

12 6/29 水 2限

13 7/6 水 2限

14 7/13 水 2限

15 7/27 水 1限

バイタルサイン①

フィジカルアセスメント総論 小堺　秀樹

小堺　秀樹

小堺　秀樹

講　　義　　要　　項
科目名 理学療法評価学Ⅱ（バイタルサインと関節可動域測定等） 対象学科・専攻

必修・選択 講義・演習必修

前期2022年度開講年度

小堺　秀樹
オムニバスフラグ

通年フラグ
担当教員

2水

バイタルサイン②

授業内容 担当教員

授業計画

関節可動域測定（頚部・体幹）①

関節可動域測定（下肢）まとめ

小堺　秀樹

予習：解剖学、生理学、運動学の知識を確認。
復習：前回までの講義内容を確認し、疑問点は質問し解決する。加えて、技術の習得のため反復練習を行う。

関節可動域測定総論

小堺　秀樹

小堺　秀樹

小堺　秀樹

小堺　秀樹

小堺　秀樹

関節可動域測定（上肢）まとめ

関節可動域測定（上肢）③

関節可動域測定（上肢）②

関節可動域測定（上肢）①

教員紹介

その他

テキスト・参考書 参考書：図解理学療法検査・測定ガイド第2版 奈良勲・他（編） 文光堂 ISBN978-4-8306-4359-0

関節可動域測定（下肢）①

小堺　秀樹

小堺　秀樹

小堺　秀樹

関節可動域測定（下肢）②

試験時期

学修評価の
基準と方法

準備学修
（予習・復習）等の

内容と分量

小堺　秀樹

関節可動域測定（頚部・体幹）まとめ

関節可動域測定（頚部・体幹）②

小堺　秀樹

担当教員は理学療法士として医療提供施設（病院、診療所、介護老人保健施設等）に勤務した経験があり、実務経験に
基づいて理学療法評価の習得に向けた授業を展開する。修士（学術）。

演習を行うことが可能な服装が好ましい。
授業前後に時間を設定し、学生同士で反復練習を行うことを期待する。
講義の進捗状況により講義内容を変更することがある。

参考書：理学療法評価学改訂第6版 松澤正・他（著） 金原出版 ISBN978-4-307-75054-7

テキスト：指定しない。

筆記試験：定期試験期間内に実施、実技試験：日程調整して行う。

筆記試験：70％、実技試験：30％

関節可動域測定（下肢）③

小堺　秀樹

授業概要
理学療法を実施する上で欠かせないリスク管理を行うためのバイタルサイン測定の意義などを理解し、その評価技術を
身につける。また、全ての疾患に共通する関節について、評価方法に関する知識を学ぶとともに、関節可動域を検査し記
録する評価技術を身につけることを目標とする。

1．理学療法実施に必要なバイタルサインが測定できる。
2．関節可動域の評価法を理解する。
3．関節可動域が測定・記録できる。

学修目標

授業方法
講義：視聴覚材料、配布印刷物を用いて行う。
演習：配布印刷物、参考書を参照しながらグループで行う。

　理学療法学科　
夜間部



配当年次 3 単位 1 時間 30 授業形態

開講学期 曜日 時限

NO

1 4/11 月 1限

2 4/18 月 1限

3 4/25 月 1限

4 5/2 月 1限

5 5/9 月 1限

6 5/16 月 1限

7 7/26 火 1限

8 5/30 月 1限

9 6/6 月 1限

10 6/13 月 1限

11 6/20 月 1限

12 6/27 月 1限

13 7/4 月 1限

14 7/11 月 1限

15 7/25 月 1限

ADLの評価1（BADL,IADL,QOL）

総論 荒川　武士

荒川　武士

荒川　武士

講　　義　　要　　項
科目名 理学療法評価学Ⅲ（中枢神経の評価等） 対象学科・専攻

必修・選択 講義・演習必修

前期2022年度開講年度

荒川　武士
オムニバスフラグ
通年フラグ

担当教員

1月

ADLの評価2（BI、FIM）

授業内容 担当教員

授業計画

バランスの理解3（立位）

バランスの理解2（座位）

荒川　武士

予習：毎回の講義前に指定された参考書の関連部分を熟読すること
復習：講義後、配布資料および参考書を再読し、理解を深める

ADLの評価3（FIM運動項目）

荒川　武士

荒川　武士

荒川　武士

荒川　武士

荒川　武士

正常歩行の理解３（足関節）

正常歩行の理解２（膝関節）

正常歩行の理解１（股関節）

ADLの評価4（FIM認知項目）

教員紹介

その他

テキスト・参考書 参考書：随時紹介する。

正常歩行の理解４（骨盤、上肢）

荒川　武士

荒川　武士

荒川　武士

異常歩行の評価

試験時期

学修評価の
基準と方法

準備学修
（予習・復習）等の
内容と分量

荒川　武士

ケーススタディ

バランス障害の評価

荒川　武士

担当教員は回復期リハビリテーション病棟にて勤務した経験がある。

実技練習の際は、実技が可能な服装で出席すること。講義内容の質問は月曜16時から21時、火・水・金曜14時から21時
の時間帯で可能です。内線電話で呼び出してください。実技指導を受けたいときは教室の予約もありますので事前に申し
出てください。

テキスト：指定しない、配布プリントあり。

期末試験期間に実施

定期試験　１００％

バランスの理解1

荒川　武士

授業概要
・中枢神経疾患の基本的検査測定方法の理解
・中枢神経疾患の基本的検査測定方法の習得

・検査測定方法を理解し、アドバイスをもらいながら実施することができる。学修目標

授業方法
・講義、演習を中心にすすめる
・ビジュアルテキストを使用する際はプロジェクター等を利用する

　理学療法学科　
夜間部



配当年次 3 単位 1 時間 30 授業形態

開講学期 曜日 時限

NO

1 4/11 月 2限

2 4/18 月 2限

3 4/25 月 2限

4 5/2 月 2限

5 5/9 月 2限

6 5/16 月 2限

7 5/30 月 2限

8 6/6 月 2限

9 6/13 月 2限

10 6/20 月 2限

11 6/27 月 2限

12 7/4 月 2限

13 7/11 月 2限

14 7/25 月 2限

15 7/26 火 2限

運動麻痺の評価2

運動麻痺の評価1 荒川　武士

荒川　武士

荒川　武士

講　　義　　要　　項
科目名 理学療法評価学Ⅳ（身体機能評価等） 対象学科・専攻

必修・選択 講義・演習必修

前期2022年度開講年度

荒川　武士
オムニバスフラグ
通年フラグ

担当教員

2月

協調性の評価

授業内容 担当教員

授業計画

ケーススタディ1

内部障害の評価

荒川　武士

各講義後は必ず講義中に学んだこと、重要なキーワードをまとめるようにしてください（必要な時間：約45分）。第2回以降
の講義始めには小テストで前講義範囲の習熟度を確認します。

脳神経の評価

荒川　武士

荒川　武士

荒川　武士

荒川　武士

荒川　武士

痛みの評価

感覚の評価

高次脳機能障害の評価2

高次脳機能障害の評価1

教員紹介

その他

テキスト・参考書 参考書：随時紹介する。

整形外科テスト１

荒川　武士

荒川　武士

荒川　武士

整形外科テスト２

試験時期

学修評価の
基準と方法

準備学修
（予習・復習）等の
内容と分量

荒川　武士

ケーススタディ3

ケーススタディ2

荒川　武士

担当教員は回復期リハビリテーション病棟にて勤務した経験がある。

実技練習の際は、実技が可能な服装で出席すること。講義内容の質問は月曜16時から21時、水曜14時から21時の時間
帯で可能です。内線電話で呼び出してください。実技指導を受けたいときは教室の予約もありますので事前に申し出てく
ださい。

テキスト：指定しない、配布プリントあり。

期末試験期間に実施

期末試験（筆記）による評価（100％）

整形外科テスト３

荒川　武士

授業概要

身体機能の評価法の理解と習得学修目標

授業方法
講義：参考文献や配布資料を中心に基本的な考え方を学ぶ。
実技：評価の実際を実技練習する

　理学療法学科　
夜間部



配当年次 3 単位 1 時間 30 授業形態

開講学期 曜日 時限

NO

1 4/7 木 1限

2 4/7 木 2限

3 4/14 木 1限

4 4/21 木 1限

5 4/28 木 1限

6 5/12 木 1限

7 5/19 木 1限

8 5/26 木 1限

9 6/2 木 1限

10 6/9 木 1限

11 6/16 木 1限

12 6/16 木 2限

13 6/30 木 1限

14 7/7 木 1限

15 7/14 木 1限

各種筋力検査法講義・演習（実技課題）

徒手筋力検査法概要講義 福島　豊

福島　豊

福島　豊

講　　義　　要　　項
科目名 理学療法評価学Ⅴ（徒手筋力検査等） 対象学科・専攻

必修・選択 講義・演習必修

前期2022年度開講年度

福島　豊
オムニバスフラグ
通年フラグ

担当教員

1木

徒手筋力検査法演習①（上肢：肩関節）

授業内容 担当教員

授業計画

徒手筋力検査法演習⑪（頭頚部）

徒手筋力検査法演習⑩（肩甲帯）

福島　豊

授業前に骨・筋を復習して授業に参加すること。各筋の触診は必ず事前に確認しておくこと。毎回の授業後には繰り返し
練習しておくこと

徒手筋力検査法演習②（上肢：肩関節）

福島　豊

福島　豊

福島　豊

福島　豊

福島　豊

徒手筋力検査法演習⑥（下肢：股関節）

徒手筋力検査法演習⑤（上肢：手指）

徒手筋力検査法演習④（上肢：手関節、母指）

徒手筋力検査法演習③（上肢：肘関節、前腕）

教員紹介

その他

テキスト・参考書

徒手筋力検査法演習⑦（下肢：膝関節）

福島　豊

福島　豊

福島　豊

徒手筋力検査法演習⑧（下肢：足関節）

試験時期

学修評価の
基準と方法

準備学修
（予習・復習）等の
内容と分量

福島　豊

徒手筋力検査法演習⑬（姿位別検査等）　

徒手筋力検査法演習⑫（脳神経）

福島　豊

担当する講師は大学病院に勤務した経験があり、臨床・教育・研究と実務経験に基づいて理学療法士の育成に向けた授
業を展開する。

演習時は動きやすい服装で臨むこと

津山直一、徒手筋力検査法　協同医書出版社　978-4-7639-0038-8

全講義終了後に期末試験を行う。

筆記試験（80％）、実技課題（20％）

徒手筋力検査法演習⑨（体幹）

福島　豊

授業概要
理学療法評価学で学習したことを踏まえ、全身の筋力を検査し記録する徒手筋力検査法に基づく評価技術を身につけ
る。

1．徒手筋力検査法を理解し実施できる。
2．徒手筋力検査法を対象者の病態に合わせ実施できる。

学修目標

授業方法 テキストと配布印刷物を用いて講義と演習を交え進めていく

　理学療法学科　
夜間部



配当年次 3 単位 1 時間 30 授業形態

開講学期 曜日 時限

NO

1 4/1 金 1限

2 4/1 金 2限

3 4/8 金 1限

4 4/8 金 2限

5 4/15 金 2限

6 4/22 金 2限

7 5/6 金 1限

8 5/6 金 2限

9 5/13 金 1限

10 5/13 金 2限

11 5/27 金 1限

12 5/27 金 2限

13 6/17 金 1限

14 6/17 金 2限

15 7/8 金 1限

正常画像（１）

総論 中越　奈津子

中越　奈津子

中越　奈津子

講　　義　　要　　項
科目名 理学療法評価学Ⅵ（画像評価等） 対象学科・専攻

必修・選択 講義・演習必修

前期2022年度開講年度

中越　奈津子
オムニバスフラグ
通年フラグ

担当教員

2金

正常画像（２）

授業内容 担当教員

授業計画

呼吸器・循環器系疾患（１）

運動器系疾患（５）

中越　奈津子

毎回の授業後には配布した資料の見直しを行うこと。

中枢神経系疾患（１）

中越　奈津子

中越　奈津子

中越　奈津子

中越　奈津子

中越　奈津子

運動器系疾患（１）

中枢神経系疾患（４）

中枢神経系疾患（３）

中枢神経系疾患（２）

教員紹介

その他

テキスト・参考書 授業中に適宜資料を配布

運動器系疾患（２）

中越　奈津子

中越　奈津子

中越　奈津子

運動器系疾患（３）

試験時期

学修評価の
基準と方法

準備学修
（予習・復習）等の
内容と分量

中越　奈津子

呼吸器・循環器系疾患（３）

呼吸器・循環器系疾患（２）

中越　奈津子

担当講師は急性期病院の勤務経験があり、実務経験に基づいて指導を行う。

前期期末試験期間に実施

期末試験（筆記）による評価　（１００％）

運動器系疾患（４）

中越　奈津子

授業概要
理学療法に必要な画像評価ができるようになるために、基本的な解剖学的知識、正常画像、各疾患特有の画像を概観
する。

①理学療法の画像評価に必要な基本的な知識を身に着ける。
②各疾患の画像の特徴について説明できる。

学修目標

授業方法 パワーポイントと配布印刷物を活用しながら講義やグループワーク、ディスカッショを実施する。

　理学療法学科　
夜間部



配当年次 3 単位 1 時間 30 授業形態

開講学期 曜日 時限

NO

1 4/6 水 1限

2 4/14 木 2限

3 4/21 木 2限

4 4/28 木 2限

5 5/12 木 2限

6 5/19 木 2限

7 5/26 木 2限

8 6/2 木 2限

9 6/9 木 2限

10 6/23 木 1限

11 6/23 木 2限

12 6/30 木 2限

13 7/7 木 2限

14 7/8 金 2限

15 7/14 木 2限

下肢装具の構成部品とそのチェックアウト

装具学総論 畠山　靖尚

畠山　靖尚

畠山　靖尚

講　　義　　要　　項
科目名 装具学 対象学科・専攻

必修・選択 講義・演習必修

前期2022年度開講年度

畠山　靖尚
オムニバスフラグ

通年フラグ
担当教員

2木

足継手の制御機構

授業内容 担当教員

授業計画

短下肢装具のチェックアウト（実技）

長下肢装具介助歩行（実技）

畠山　靖尚

予習：毎回の講義前に指定された参考書の関連部分を熟読すること
復習：講義後、配布資料および参考書を再読し、理解を深める

疾患別の装具療法①整形外科的装具

畠山　靖尚

畠山　靖尚

畠山　靖尚

畠山　靖尚

畠山　靖尚

疾患別の装具療法⑤関節リウマチの装具 靴型装具

疾患別の装具療法④脊柱側弯症の装具

疾患別の装具療法③末梢神経障害の装具

疾患別の装具療法②頸椎疾患・胸腰椎疾患の装具

教員紹介

その他

テキスト・参考書  石川朗（編）．15レクチャーシリーズ，運動療法テキスト，装具学．中山書店，2018．ISBN978-4-521-73226-8

疾患別の装具療法⑥小児疾患の装具

畠山　靖尚

畠山　靖尚

畠山　靖尚

疾患別の装具療法⑦対麻痺の装具

試験時期

学修評価の
基準と方法

準備学修
（予習・復習）等の

内容と分量

畠山　靖尚

まとめ

片麻痺患者の歩行観察と短下肢装具検討

畠山　靖尚

担当教員は急性期・回復期病院と勤務した経験があり、現在訪問リハビリ・地域貢献と活動している。
実務経験に基づいた授業を展開する。修士：人間科学

・グループワークの時間では、自分の考えをアウトプットする練習の場にしてほしい。
・質問は、講義終了後もしくは適宜対応する。

 豊田輝，石垣栄司．『義肢・装具学異常とその対応がわかる動画付き第1版』羊土社，2021．ISBN978-4-7581-0799-0

前期期末試験期間

本試験90％　授業内課題１0％（7/7予定）

疾患別の装具療法⑧脳卒中片麻痺の装具

畠山　靖尚

授業概要
各装具についての構造や機能を学習し、装具に関する総合的な知識の習得を目的とする。下肢装具を中心に装具使用
者のチェックアウトが可能となるように学習を進める。最終的に様々な疾患に合わせた装具の選択および装具を使用して
の動作練習など運動療法への展開を図る。

各装具についての構造や機能を理解し、運動療法に活用できるようになる。
１．装具の目的、構造、適応について説明できる
２．様々な疾患に合わせた装具の選択およびチェックアウトができる
３．運動療法への活用ができる

学修目標

授業方法
・講義を中心にすすめる
・適宜、グループワークをもとに実技演習を行う

　理学療法学科　
夜間部



配当年次 3 単位 1 時間 30 授業形態

開講学期 曜日 時限

NO

1 9/14 水 1限

2 9/21 水 1限

3 9/28 水 1限

4 10/5 水 1限

5 10/12 水 1限

6 10/19 水 1限

7 10/26 水 1限

8 11/2 水 1限

9 11/9 水 1限

10 11/16 水 1限

11 11/30 水 1限

12 12/7 水 1限

13 12/14 水 1限

14 12/21 水 1限

15 1/4 水 1限

断端管理、評価

総論、切断の原因 岡安　健

岡安　健

岡安　健

講　　義　　要　　項
科目名 義肢学 対象学科・専攻

必修・選択 講義必修

後期2022年度開講年度

岡安　健
オムニバスフラグ

通年フラグ
担当教員

1水

評価、義肢の装着時期

授業内容 担当教員

授業計画

下肢義足

下肢義足

岡安　健

配布資料や教科書の熟読による予習と復習。

術前の理学療法、義肢について

岡安　健

岡安　健

岡安　健

岡安　健

岡安　健

ダイナミックアライメント

アライメント、義肢装着時訓練

足継手について、アライメント

大腿義足ソケットについて、膝継手について

教員紹介

その他

テキスト・参考書

義手、股義足

岡安　健

岡安　健

岡安　健

義手スライド

試験時期

学修評価の
基準と方法

準備学修
（予習・復習）等の

内容と分量

岡安　健

サイム切断・膝離断・足部切断

股義足

岡安　健

理学療法士、東京医科歯科大学医学附属病院 リハビリテーション科 理学療法技士長

テキスト：「PT・OTビジュアルテキスト 義肢・装具学　異常とその対応がわかる動画付き」　羊土社

2023年1月16日（月）～1月20日（金）

試験の成績による。

義手の評価

岡安　健

授業概要

義肢は断端に対して正確に適合することや患者の生活能力に合わせた複数の機能を持ち合わせ、連続的に装着するこ
とができるような条件を兼ね備えることが必要となる。このため、義肢学を学ぶ上では理学療法評価、解剖学、運動学、
物理学、工学など複数の学問に精通していることが求められる。講義ではこれらの知識補充を行いながら、義肢装着患
者の理学療法を展開できる治療者の育成を目指す。

切断の理学療法が行えるようになる。学修目標

授業方法 教科書および項目ごとの資料による講義形式

　理学療法学科　
夜間部



配当年次 3 単位 1 時間 30 授業形態

開講学期 曜日 時限

NO

1 9/15 木 1限

2 9/22 木 1限

3 9/29 木 1限

4 10/6 木 1限

5 10/13 木 1限

6 10/20 木 1限

7 10/27 木 1限

8 11/10 木 1限

9 11/17 木 1限

10 11/24 木 1限

11 12/1 木 1限

12 12/8 木 1限

13 12/15 木 1限

14 12/22 木 1限

15 1/5 木 1限

スポーツと遺伝

オリエンテーションおよびスポーツ生理学とは 村岡　功

村岡　功

村岡　功

講　　義　　要　　項
科目名 基礎運動療法学 対象学科・専攻

必修・選択 講義必修

後期2022年度開講年度

村岡　功
オムニバスフラグ
通年フラグ

担当教員

1木

スポーツと体力トレーニング

授業内容 担当教員

授業計画

血液ドーピングと酸素吸入

スポーツとディトレーニング

村岡　功

毎回の予習および復習に要する時間はおよそ２時間である。毎時間ごとに関連する内容をテキストおよび参考書に基づ
いて予習するとともに、配布する資料とテキストおよび参考書を用いて復習すること。

スポーツとエネルギー代謝

村岡　功

村岡　功

村岡　功

村岡　功

村岡　功

スポーツにおけるウォーミングアップとクーリングダウン

スポーツととアミノ酸およびクレアチン摂取

スポーツと糖質摂取

スポーツと水分摂取

教員紹介

その他

テキスト・参考書 参考書：村岡　功編著、スポーツ指導者に必要な生理学と運動生理学の知識、市村出版、２０１３年

スポーツと環境および高地トレーニング①

村岡　功

村岡　功

村岡　功

スポーツと高地トレーニング②および低酸素室居住

試験時期

学修評価の
基準と方法

準備学修
（予習・復習）等の
内容と分量

村岡　功

生活習慣病の予防と身体活動

スポーツとドーピング

村岡　功

医学博士、早稲田大学スポーツ科学学術院教授（元）、同学術院長兼学部長（元）、早稲田大学オリンピック・パラリンピッ
ク事業推進担当理事（元）

運動生理学が骨格筋や心臓と言ったように臓器を軸として論を展開するのに対して、スポーツ生理学では、短距離種目
や長距離種目、あるいは筋力系種目と言ったようにスポーツ（競技）種目を軸に論を展開することにある。つまり、スポー
ツ生理学では、運動生理学の知識を活用して、競技者をトレーニングし、いかに競技力を向上させるかが中心的課題とな
り、そして、競技種目別にそれぞれの競技特性を理解することにあると言える。

資料および参考文献の提供

テキスト：村岡　功編著、新・スポーツ生理学、市村出版、２０１５年

2023年1月16日（月）～1月20日（金）

期末試験（１００％）

スポーツと疲労およびオーバートレーニング

村岡　功

授業概要 スポーツ生理学は動的（運動・スポーツ）状態での生命現象のメカニズムを取り扱う。

（１）スポーツに関わる能力やパフォーマンス（競技力）は遺伝や環境およびトレーニングによって、それぞれどの程度影
響されるのかを理解する。（２）スポーツに関わる能力に対するトレーニングおよびエルゴジェニックエイド（競技力向上の
補助手段）の影響を理解する。（３）トレーニングによって生じる疲労の影響そして発生する可能性のあるオーバートレー
ニング症候群の影響を理解する。（４）競技スポーツにおいて根絶が難しいと言われるドーピングの問題を理解する。

学修目標

授業方法
毎時間ごとに資料を提供するとともに、テキストや参考書を併用しながら、教場において講義形式で授業を行う。また、必
要に応じて関連する文献の紹介を行うこととする。

　理学療法学科　
夜間部



配当年次 3 単位 1 時間 30 授業形態

開講学期 曜日 時限

NO

1 4/5 火 1限

2 4/12 火 1限

3 4/19 火 1限

4 4/26 火 1限

5 5/10 火 1限

6 5/17 火 1限

7 5/24 火 1限

8 5/31 火 1限

9 6/7 火 1限

10 6/14 火 1限

11 6/21 火 1限

12 6/28 火 1限

13 7/5 火 1限

14 7/12 火 1限

15 7/19 火 1限

総論②　（脳卒中の評価）

総論①　（中枢神経系の機能解剖／脳卒中の障害構造） 山本　純一郎

山本　純一郎

山本　純一郎

講　　義　　要　　項
科目名 神経系理学療法学概論 対象学科・専攻

必修・選択 講義・演習必修

前期2022年度開講年度

山本　純一郎
オムニバスフラグ

通年フラグ
担当教員

1火

総論③　（各病期における脳卒中の理学療法）

授業内容 担当教員

授業計画

パーキンソン病に対する理学療法

パーキンソン病の概要

山本　純一郎

予習：毎回の講義前に指定された参考書などの関連部分を熟読しておくこと。
復習：前回までの講義内容を確認し、疑問点があれば質問し解決する。

脳画像①　（脳画像における各スライス）

山本　純一郎

山本　純一郎

山本　純一郎

山本　純一郎

山本　純一郎

高次脳機能障害に対する理学療法③　（失認／注意障害）

高次脳機能障害に対する理学療法②　（失語／失行）

高次脳機能障害に対する理学療法①　（総論）

脳画像②　（代表的な脳画像）

教員紹介

その他

テキスト・参考書 中枢神経障害理学療法学テキスト 改訂第3版：細田多穂 監修．南江堂．ISBN978-4-524-25257-2

高次脳機能障害に対する理学療法④　（半側空間無視／ｐｕｓｈｅｒ症候群）

山本　純一郎

山本　純一郎

山本　純一郎

脳卒中に対する理学療法①

試験時期

学修評価の
基準と方法

準備学修
（予習・復習）等の

内容と分量

山本　純一郎

失調に対する理学療法

失調の概要

山本　純一郎

担当教員は回復期リハビリテーション病院に勤務した経験があり、現在も回復期病棟で活動を継続している。
実務経験に基づいて、神経学的な視座で授業を展開する。修士取得（保健医療学）。

・実技の際は四肢を出しやすく、動きやすい服装で出席すること

・講義の進捗状況により講義内容を変更することがある。

脳卒中理学療法の理論と技術 改訂第3版：原寛美編集．メジカルビュー社．ISBN978-4-7583-1936-2

テキスト：病気がみえる vol.7 脳・神経 第2版：メジカルビュー社．ISBN978-4-89632-686-4

筆記試験については定期試験期間内に行う。

期末試験（筆記）（100％）。

脳卒中に対する理学療法②

山本　純一郎

授業概要

中枢神経障害は多くの機能形態障害を重複した障害像を示し、全体的な障害像をイメージすることが難しい。中枢神経
障害を呈する脳血管疾患、神経筋疾患等の障害像を学び、理学療法を実施できるようになることを目標とする。主として
脳血管疾患を取り上げ、これらの疾患の基本的な理学療法評価と治療理念を習得する。最終的には、障害別・病期別の
理学療法アプローチについて理解を深めることを目的とする。

1．中枢神経障害について理解できる。
2．脳血管疾患、神経筋疾患などの特徴について理解できる。
3．各疾患における特有の検査や理学療法評価について理解できる。
4．障害別、病期別の理学療法アプローチに結び付けられるような思考を形成できる。

学修目標

授業方法 テキスト、視聴覚材料、配付印刷物を使い講義する。

　理学療法学科　
夜間部



配当年次 3 単位 1 時間 30 授業形態

開講学期 曜日 時限

NO

1 4/5 火 2限

2 4/12 火 2限

3 4/19 火 2限

4 4/26 火 2限

5 5/10 火 2限

6 5/17 火 2限

7 5/24 火 2限

8 5/31 火 2限

9 6/7 火 2限

10 6/14 火 2限

11 6/21 火 2限

12 6/28 火 2限

13 7/5 火 2限

14 7/12 火 2限

15 7/19 火 2限

骨折・外傷・脊椎損傷

総論 田中　尚喜

濱中　康治

田中　尚喜

講　　義　　要　　項
科目名 運動器系理学療法学概論 対象学科・専攻

必修・選択 講義必修

前期2022年度開講年度

田中　尚喜、濵中　康治、梅村　悟
オムニバスフラグ

通年フラグ
担当教員

2火

RA・膠原病

授業内容 担当教員

授業計画

高齢者運動器不安定症を中心として

スポーツ２

田中　尚喜

整形外科学のアウトラインを確認しておくこと

股関節１

田中　尚喜

田中　尚喜

濱中　康治

濱中　康治

田中　尚喜

膝関節　１

腰脊椎疾患

スポーツ１

股関節２

教員紹介

その他

テキスト・参考書

膝関節　２

梅村　悟

梅村　悟

田中　尚喜

足関節、足部

試験時期

学修評価の
基準と方法

準備学修
（予習・復習）等の

内容と分量

田中　尚喜

まとめ

歩行

濱中　康治

所属 ： JCHO東京新宿メディカルセンター　リハビリテーション室
理学療法士 ： 田中尚喜、濵中康治、梅村悟

適時必要資料は配布

期末試験(筆記）による評価（１００％）

肩関節・肘

梅村　悟

授業概要
高齢者の中で要介護者、要支援者の多くは、運動器に問題がある方が多く、これらの疾患の評価と対応が必要となる。
同時に、これらの疾病を予防することで要介護者を減少することにも繋がる。これら運動器疾患のアウトラインを押さえる
こと、実際に確認していきたいと考えております。

①運動疾患の評価ができるようになる。
②運動プログラムを立案できる。

学修目標

授業方法 プロジェクターを使用して講義を行う。

　理学療法学科　
夜間部



配当年次 3 単位 1 時間 30 授業形態

開講学期 曜日 時限

NO

1 4/15 金 1限

2 4/22 金 1限

3 5/20 金 1限

4 5/20 金 2限

5 6/3 金 1限

6 6/3 金 2限

7 6/10 金 1限

8 6/10 金 2限

9 6/24 金 1限

10 6/24 金 2限

11 7/1 金 1限

12 7/1 金 2限

13 7/15 金 1限

14 7/15 金 2限

15 7/22 金 1限

伏臥位の正常発達（key monthの評価ポイント）

仰臥位の正常発達（key monthの評価ポイント） 松本　直人

松本　直人

松本　直人

講　　義　　要　　項
科目名 発達障害系理学療法学 対象学科・専攻

必修・選択 講義必修

前期2022年度開講年度

松本　直人
オムニバスフラグ

通年フラグ
担当教員

1金

脊柱伸展位保持（定頸→座位保持→立位→つかまり立ち→伝い歩き→始歩）

授業内容 担当教員

授業計画

問題基盤学習（事例別臨床思考①）

アテトーゼ型脳性麻痺の理学療法介入②

松本　直人

小児科学、人間発達の授業内容を復習して受講する。原始反射の出現・統合時期について復習して受講すること。

失立期と失歩期

松本　直人

松本　直人

松本　直人

松本　直人

松本　直人

痙直型両麻痺の理学療法介入②

痙直型両麻痺の理学療法介入①

痙直型両麻痺の理学療法評価

脳性麻痺の定義、原因、分類

教員紹介

その他

テキスト・参考書 参考書：講義にて適宜紹介する。

痙直型両麻痺の理学療法介入③

松本　直人

松本　直人

松本　直人

アテトーゼ型脳性麻痺の評価

試験時期

学修評価の
基準と方法

準備学修
（予習・復習）等の

内容と分量

松本　直人

まとめ

問題基盤学習（事例別臨床思考②）

松本　直人

東京医療学院大学 教授・理学療法学専攻長、博士(老年学)、理学療法士

事前学習と事後学習を行い講義の理解度を高めること。ブレインストーミングに積極的に参加すること。

テキスト：PT マニュアル　小児の理学療法　河村光俊著、医歯薬出版(ISBN 978-4-263-21508-1)

2022年8月15日（月）～8月19日（金）

ブレインストーミングへの参加と貢献度（20％）、定期試験（80％）

アテトーゼ型脳性麻痺の理学療法介入①

松本　直人

授業概要 ①正常発達と遅滞、②脳性麻痺の類型、③痙直型両麻痺児の理学療法介入、④アテトーゼ児の理学療法介入

対象疾患の特性と病態を理解する。障害構造を把握し相関図を作成できる。介入プログラムを立案できる。学修目標

授業方法 講義およびブレインストーミングを実施する。

　理学療法学科　
夜間部



配当年次 3 単位 1 時間 30 授業形態

開講学期 曜日 時限

NO

1 4/13 水 1限

2 4/20 水 1限

3 4/27 水 1限

4 5/11 水 1限

5 5/18 水 1限

6 5/25 水 1限

7 6/1 水 1限

8 6/8 水 1限

9 6/15 水 1限

10 6/22 水 1限

11 6/29 水 1限

12 7/6 水 1限

13 7/13 水 1限

14 7/20 水 1限

15 7/20 水 2限

循環器の解剖と生理に復習

授業全体のオリエンテーション、循環器疾患の疫学 秋保　光利

秋保　光利

秋保　光利

講　　義　　要　　項
科目名 内部障害系理学療法学Ⅰ（呼吸器、循環器等） 対象学科・専攻

必修・選択 講義必修

前期2022年度開講年度

秋保　光利
オムニバスフラグ

通年フラグ
担当教員

1水

病態→虚血性心疾患について、動脈硬化について

授業内容 担当教員

授業計画

呼吸理学療法(気道クリアランス、呼吸法など）

呼吸器疾患のフィジカルアセスメント

秋保　光利

呼吸器、循環器の生理学と解剖学などを予習すること。

心臓リハビリテーションPhaseⅠ

秋保　光利

秋保　光利

秋保　光利

秋保　光利

秋保　光利

運動負荷試験、リスク管理

運動処方

心臓リハビリテーションPhaseⅢ

心臓リハビリテーションPhaseⅡ

教員紹介

その他

テキスト・参考書 参考書①「狭心症・心筋梗塞のリハビリテーション」木全心一編著/南江堂

呼吸器疾患の疫学、呼吸器の解剖と生理の復習

秋保　光利

秋保　光利

秋保　光利

病態→拘束性換気障害、閉塞性換気障害について

試験時期

学修評価の
基準と方法

準備学修
（予習・復習）等の

内容と分量

秋保　光利

早期離床の考え方(循環、呼吸の見方)

呼吸器疾患の運動療法の考え方

秋保　光利

理学療法士、三井記念病院勤務　2000年より呼吸リハビテーション、2009年より心臓リハビリテーションの臨床と研究に
従事。呼吸器と心大血管疾患リハビリといった内部障害リハビリテーションを得意とする。

講義用のレジメを配りますので毎回持参して下さい。

参考書②「PTマニュアル 循環器疾患の理学療法」奈須田鎮雄著/医歯薬出版　　③「心電図と不整脈の手引き」村松準/南江堂

テキスト：15ﾚｸﾁｬｰ理学療法ﾃｷｽﾄ「内部障害理学療法学 循環・代謝（第2版）」木村雅彦・石川朗/中山書店

2022年8月15日（月）～8月19日（金）

期末テスト80%、提出レポート20%

包括的呼吸リハビリテーションについて

秋保　光利

授業概要

・呼吸器疾患のリハビリテーションに関連する生理学や解剖学、疾患の知識などの基礎知識を復習し、呼吸器疾患によ
る障害の特性をふまえたリハビリテーションについて学ぶ。
・循環器疾患のリハビリテーションに関連する生理学や解剖学、疾患の知識などの基礎知識を復習し、循環器疾患によ
る障害の特性をふまえたリハビリテーションについて学ぶ。

・理学療法として知っておく呼吸器および循環器疾患の理解
・呼吸、循環リハビリテーションの中での評価方法やリスク管理方法を習得する
・実際の呼吸理学療法、運動負荷における呼吸循環動態の変化を理解し、正しい運動療法や患者指導方法を習得する

学修目標

授業方法 講義を行う。

　理学療法学科　
夜間部


