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専門基礎分野 

  授業形態 講義 開講年次 3年次 

授業科目名 救急医学 担当教員 岡田 守弘 

基本項目 

専  攻 科 目 区 分 単 位 数 履修期間 
理学療法学 

臨床医学、疾病の原因と治療 
選択必修 1単位 前期（16h） 作業療法学 

言語聴覚学 臨床医学および歯科学 

授業内容の要約 

医療機関では高齢者や基礎疾患をもつ患者と接することが多く、患者が目の前で救急疾患を発症

することはまれではない。このため、PT、OT、ST も救急疾患に対する適切な初期対応が求め

られる。本講座では救急患者に対する初期の観察、ケアを中心に解説する。 

学修・教育目標 

及び到達目標 

1.心肺蘇生ができる 
2.バイタルサインのチェックと評価ができる 
3.救急疾患に対する適切な初期対応ができる 

授業の進め方 

学修上の助言 

講義形式で行い、間に質疑応答を行う。 

心肺蘇生については実技指導も行う。 

授業時間外に必要な学修 教科書の指定された範囲を予め読んでおくこと 必要な時間 30分以上

授業計画 

1．救急病態（教科書pp21~53） 
2．救急疾患（循環器疾患）（教科書pp55~65） 
3．救急疾患（呼吸器疾患）（教科書pp69~84） 
4．救急疾患（中枢神経疾患）（教科書pp87~100） 
5．救急疾患（消化器疾患）（教科書pp103~112） 
6．救急疾患（代謝疾患・外因性疾患）（教科書pp113-118） 
7. 心肺蘇生法（教科書pp1-18） 

定 期 試 験 

8．総括及びフィードバック（定期試験の解答・解説） 

 

成績評価方法 

項目 □課題・小テスト ％ □レポート   ％ ■定期試験  80％ ■その他  20 ％ 

内

容 
  

定期試験にて授業内容 

全般についての理解度 

を評価する。 

授業中の質疑応答にて理 

解度を評価する。遅刻、 

無断退室、講義中の私語 

・スマートフォンの使用 

等は減点の対象とする。 

教科書 

著者 タイトル 出版社 発行年 

渡邊隆夫ら メディカルスタッフのための救急医学 医学出版社 2007 

    

参考文献 
    

    

履修要件等 一般臨床医学、内科学Ⅰ・Ⅱ、内科学、臨床神経学を履修しておくことが望ましい。 

研究室 1号館5階 第15研究室 オフィスアワー 毎週月曜日 10 : 40 ～ 12：10 

 



 
専門基礎分野 

  授業形態 講義 開講年次 3年次 

授業科目名 画像診断学 担当教員 山田 作 

基本項目 

専  攻 科 目 区 分 単 位 数 履修期間 
理学療法学

臨床医学、疫病の原因と治療 
選択必修 1単位  前期（16h）作業療法学

言語聴覚学 臨床医学および歯科学 

授業内容の要約 

人体の内部構造と各種病変を画像で診断し理解する 

「病気を絵で診る」各種画像診断法について学ぶ 

リハビリテーションに役立つ必要な画像診断法について学ぶ 

学修・教育目標 

及び到達目標 

1．X線検査（＝レントゲン検査）、X線CT検査による画像診断法を理解する 

2．MRI画像検査法の理論と実際を理解する 

3．超音波検査の方法と応用、内視鏡、核医学検査を理解する 

授業の進め方 

学修上の助言 

授業を通じて、画像の紹介と読影実習を行い、理解を深めていく 

画像の紹介と読影実習については、質疑応答を行いながら進める 

授業時間外に必要な学修 各講義において配布された資料を見直し、復習を行うこと 必要な時間 30分以上 

授業計画 

 1．X線一般撮影とX線CT検査の理論と知識 

 2．MRI検査の理論と各種シーケンス fMRIの説明 

 3．脳神経画像検査と各種病変（特に脳梗塞と脳出血、認知症の診断） 

 4．骨、関節、筋肉の画像診断 

 5．胸部X線検査と呼吸器、心臓大血管の画像診断 

 6．消化器病変の画像診断（食道、胃、十二指腸、小腸、大腸、肝臓、胆道、膵臓、門脈系） 

 7．尿路泌尿、生殖器、内分泌臓器の画像診断 

定 期 試 験（レ ポ － ト） 

8．総括（フィードバック）、リハビリテーションに役立つ画像診断法 

成績評価方法 

項目 □課題・小テスト ％ ■レポート  50％ □定期試験    ％ ■その他   50％ 

内

容 
 

与えられたテーマにつ

いて講義内容と関連付

けて深く考察している

かどうかを評価する。 

 授業中に行う質疑応

答において、理解度を

評価し、取り組み姿勢

についても成績評価

の一つとする。 

教科書 

著者 タイトル 出版社 発行年 

指定しない。各回において講義資料を配布する（作成者：山田作） 

参考文献 

西谷弘、      

山田作ほか 
標準放射線医学（第11版） 医学書院 2011 

山下敏彦 PT・OTのための画像のみかた 金原出版株式会社 2016 

百島祐貴 PT・OTのための画像診断マニュアル 医学教育出版社 2015 

履修要件等 特になし 

研究室 1号館1階  オフィスアワー 授業終了後、質問を受け付ける 

 



 
 

専門基礎分野 

  授業形態 講義 開講年次 3年次 

授業科目名 
社会福祉援助技術論 
（含ケースワーク論） 

担当教員 野村 和樹 

基本項目 

専  攻 科 目 区 分 単 位 数 履修期間 
理学療法学 

社会福祉とリハビリの理念 選択必修 1単位 前期（16h） 作業療法学 

言語聴覚学 

授業内容の要約 

本講義は、“対人支援”に関わる講義である。したがって、講義に用いる事例は、登場人物の人生

と切り離して考えられるものではない。単に知識の習得に止まらず、共感と理解を目指すものとし

たい。まずは基本となるところの面接のあり方を理論的に明らかにする。社会福祉援助活動の意義・

形態・方法を通して，ソーシャルワーク実践のために必要な知識と方法論を教授する。 

学修・教育目標 

及び到達目標 

1．ケースワークに関わる理論について説明でき、それぞれの方法や活動の目的や役割を理解できる

2．社会福祉の専門的援助について理解を深め、展開場面ごとに意義と方法について説明できる 

3．対人支援の臨床現場において、ラポールの形成等援助技術を活用できる 

授業の進め方 

学修上の助言 

基本的な知識を講義した上で、事例を基にグループ討論やロールプレイを行う。教科書は用いずレ

ジュメを配布し授業を進めるので、A4版のファイルを用意すること。 

授業時間外に必要な学修 それぞれ授業後に要点の整理をされることが望ましい。 必要な時間 30分以上

授業計画 

 1．社会福祉援助技術の歴史的展開と共通規範 

 2．面接技法Ⅰ（初回面接、ラポールの形成） 

 3．面接技法Ⅱ（面接に関わる理論と技法） 

 4．ソーシャルワークの展開過程 

 5．援助技術の技法 

 6．援助技術の実践 

 7．対人支援における倫理 

定 期 試 験 

8．総括及びフィードバック（定期試験の解答・解説） 

成績評価方法 

項目 ■課題・小テスト 30％ □レポート    ％ ■定期試験   70％ □その他     ％

内

容 

事例検討等講義内で提示す

る課題（2回程度実施） 
 

全般に渡り知識の定着

度をはかる。 
 

教科書 

著者 タイトル 出版社 発行年 

各項目に応じてレジュメを配布する。 

    

参考文献 
講義内で適宜紹介する。 

    

履修要件等 「社会学」，「社会福祉学」，「社会保障制度」を履修されていることが望ましい。 

研究室 1号館4階第１研究室 オフィスアワー 毎週木曜日 12:10～13:00 

 



 
 

専門基礎分野 

  授業形態 講義 開講年次 3年次 

授業科目名 医用福祉機器論 担当教員 古井 透 ・ 金井 謙介 

基本項目 

専  攻 科 目 区 分 単 位 数 履修期間 
理学療法学

社会福祉とリハビリの理念 選択必修 1単位 前期（16h） 作業療法学

言語聴覚学

授業内容の要約 

療法士として現場で生活支援に関わる際に必要な福祉機器の知識と技術を学ぶ。福祉機器を媒介にし

たリハビリテーション支援の考え方を知り、具体的体験を通じて視覚・聴覚などの感覚障害に対する

機器的対策・移動支援機器について学び、機器を使う際のメリットとリスクについても考える。 

学修・教育目標 

及び到達目標 

1．機器導入に必要な知識や基本概念を体系的に語ることができる 

2．特殊な機器の特徴や用途について体験を通じて理解できる 

3．福祉機器に関する理論と介入法を身につけることができる 

授業の進め方 

学修上の助言 

教科書は指定せずレジメの配布を行うが、スライドにより視覚的にわかりやすい講義を行う。講義中

も双方向性の「考える」授業を心がけ、全体の配分も体験実習や実技を豊富に取り入れた「感じる」

授業を中心とし、問題発見・解決能力の育成をはかるので、積極的態度で臨んで欲しい。 

授業時間外に必要な学修 次の授業の準備課題や実習後のプレゼン準備など 必要な時間 30分以上 

授業計画 

 1．福祉機器を用いたリハ支援の考え方（Assistive Technologyの概念とセラピストの役割）（古井）

2．座位の解剖学・生理学および座圧計測・座位姿勢計測の理論と実際：座学と演習（古井） 

3．バリアフリー展でのAAC・視聴覚支援機器・移動支援機器の調査または座位姿勢計測実習 

（ 4月21日土曜日）※ 課題用紙に記入して提出 

4．福祉機器・住環境のリスクマネジメント：ヒヤリハット・家庭内事故とその対策（金井） 

5．車いすの構造の理解と適合：座学と演習（金井） 

6．歩行補助具の理解と適合：座学と演習（金井） 

7．視覚障害・聴覚障害の支援機器・技術の理解：座学と演習（金井） 

定 期 試 験（レ ポ － ト） 

8．総括及びフィードバック：VisitabilityとADAPT（古井) 

成績評価方法 

項目 ■課題・小テスト20％ ■レポート  80％ □定期試験    ％ □その他     ％

内

容 

AAC・視聴覚支援機器・移

動支援機器の調査または

座位姿勢計測実習の結果

を評価する。 

調査した機器に関して講

義・演習を踏まえた成果

物としての期末レポート

を評価する。 

  

教科書 特になし 

参考文献 

著者 タイトル 出版社 発行年 

日本生活支援工学会編 「生活支援工学概論」 コロナ社 2013 

R.Cooper, .H.Onabe, 
D.Hobson 

An Introduction to Rehabilitation
Engineering 

Taylor&Francis 2006 

廣瀬 秀行・木之瀬 隆 高齢者のシーティング 第2版 三輪書店 2014 
小川喜道・杉野昭博 よくわかる障害学 ミネルヴァ書房 2014 
    

履修要件等  

研究室 1号館5階 第20研究室 オフィスアワー 毎週火曜日 11：40～12：40 

 



 
 

専門基礎分野 

  授業形態 講義 開講年次 3年次 

授業科目名 
関連職種連携論 
（チームワーク論） 

担当教員 野村 和樹 

基本項目 

専  攻 科 目 区 分 単 位 数 履修期間 
理学療法学

社会福祉とリハビリの理念 選択必修 1単位 前期（16h）作業療法学

言語聴覚学

授業内容の要約 

2025 年を目処にますます地域包括ケアシステムの充実が求められる。それに伴い医療・保健・

福祉等の専門職には、専門知識や理論、技能を身につけるだけで留まらず、他職種と連携する中で

高度な専門性を発揮し、それぞれの職種に応じた専門性を活用できるマネジメント能力が求められ

ている。そのためには、専門職の役割を知り、連携の意義と方法を理解し、他者を支援するにあた

っての連携のあり、課題のとらえ方を理解する必要がある。 

学修・教育目標 

及び到達目標 

1．専門職を定義できる 

2．職業人として人との関わりにおける自身の立ち位置ならびになすべき役割について考えられる

3．専門職としてサービス利用者の最善の利益の尊重を他の専門職とともにチームとして考えるこ

とができる 

授業の進め方 

学修上の助言 

講義形式で授業を進める。レジュメを配布するので、A4 版のファイルを用意すること。コール教

室を使用し、課題の作成をおこなうことがある。 

授業時間外に必要な学修 授業後に要点の整理をされることが望ましい。 必要な時間 30分以上

授業計画 

1．専門職とは 

2．ヒューマンケア 

3．チームケア 

4．リハビリテーションと医療福祉Ⅰ 多職種の理解 

5．リハビリテーションと医療福祉Ⅱ 職種の役割の理解 

6．地域包括ケアシステムⅠ 地域包括ケアシステムの理解 

7．地域包括ケアシステムⅡ 地域包括ケアシステムの担い手 

定 期 試 験 

 8．総括及びフィードバック（定期試験の解答・解説） 

 

成績評価方法 

項目 ■課題・小テスト30％ □レポート    ％ ■定期試験  70％ □その他     ％

内

容 

単元に応じて、講義内で課

題を課す 
 

全般に渡り理解度をは

かる。 
 

教科書 

著者 タイトル 出版社 発行年 

各項目に応じてレジュメを配布する 

    

参考文献 
講義内で適宜紹介する。 

    

履修要件等 社会福祉学，社会保障制度，リハビリテーション概論を履修されていることが望ましい 

研究室 1号館4階第１研究室 オフィスアワー 毎週木曜日 12:10～13:00 

 



 
 

専門基礎分野 

  授業形態 講義 開講年次 3年次 

授業科目名 障害者福祉論 担当教員 野村 和樹 

基本項目 

専  攻 科 目 区 分 単 位 数 履修期間 
理学療法学 

社会福祉とリハビリの理念 選択必修 1単位 前期（30h） 作業療法学 

言語聴覚学 

授業内容の要約 

障がい者の生活実態・障がい者福祉の歴史・障害の概念といった障がい者福祉の概要を解説する。

また、近年「障害者の権利に関わる条約」を批准したことに伴い、法令をはじめ通達、制度等は大

幅に転換した。それをふまえ障がい児・者に関わる様々な法制度、支援の仕組み・実践の現状と課

題について講義する。 

学修・教育目標 

及び到達目標 

1．障害の概念・障害の特性・障がい者の生活実態が把握できる 

2．障がい児・者に関する法制度の知識を習得し、支援の現状と課題について理解できる 

3．障害のある人たちの人権と尊厳を尊重する支援のあり方を療法士として模索する姿勢が習得でき

る 

授業の進め方 

学修上の助言 

原則としては講義形式で行うが、療法士としての支援のあり方を模索できるよう、議論や意見交換

の時間を設ける。従って、傍観者的に授業を受ける態度ではなく、自ら思考され表現されることを

望む。 

授業時間外に必要な学修 授業後に要点の整理をされることが望ましい 必要な時間 30分以上

授業計画 

  1．障害とは  

 2．障がい者を取り巻く社会情勢 

 3．ノーマライゼーションとインクルージョン 

 4．障がい者の生活の実態（IL運動） 

 5．障がい者福祉の歴史 

 6．リハビリテーション  

 7．障がい者に関わる法体系と障害の理解 Ⅰ（身体障害者福祉法、知的障害者福祉法）  

 8．障がい者に関わる法体系と障害の理解 Ⅱ （精神障害者福祉法，発達障害者支援法） 

 9．障がい者施策に関わる法体系 

10．障害者の権利に関わる条約 Ⅰ （障害者の権利に関わる条約の成立から日本の批准まで） 

11．障害者の権利に関わる条約 Ⅱ （障害者の権利に関わる条約の理解と実施の現状） 

12．障害者総合支援法 Ⅰ  （障害者総合支援法成立までのあゆみ）  

13．障害者総合支援法 Ⅱ  （障害者総合支援法の内容と理解） 

14．障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律 

定 期 試 験 

15．総括及びフィードバック（定期試験の解答・解説） 

成績評価方法 

項目 □課題・小テスト  ％ ■レポート  30％ ■定期試験  70％ □その他     ％

内

容 
 

講義内でレポート作成

を課す。（2回程度実施）

全般に渡り理解度をは

かる。 
 

教科書 
著者 タイトル 出版社 発行年 

各項目に応じてレジュメを配布する 

参考文献 講義内で適宜紹介する 

履修要件等 社会福祉学，社会保障制度 を履修されていることを望む 

研究室 1号館4階第１研究室 オフィスアワー 毎週木曜日 12:10～13:00 

 



 
 

専門分野 

  授業形態 演習 開講年次 3・4 年次 

授業科目名 卒業研究 担当教員 中村 美砂 ・ 各担当教員 

基本項目 

専  攻 科 目 区 分 単 位 数 履修期間 
理学療法学

卒業研究 必修 3単位 

3年後期 

4年前期 

（90h） 

作業療法学

言語聴覚学

授業内容の要約 

これまでに学んだ知識を集大成し、一つの研究テーマに取り組む。「自分で問題を発見し、その解決

法を見いだし、問題を解決する」ためのスキルや方法について、本科目を通じて学ぶ。さらに研究成

果を研究会、学会などで発表するための表現法、プレゼンテーション法を修得する。 

学修・教育目標 

及び到達目標 

1．研究テーマを論理的・多面的に理解することができる 

2．問題解決のプランに従い、計画的に研究を遂行することができる 

3．研究内容を口頭発表することができる 

授業の進め方 

学修上の助言 

興味のあるテーマについて、関連論文抄読会の準備を行い、ゼミ形式で検討を加え、研究倫理につい

ても学びながら、研究計画を立案・実施していく。多くは実験を伴うテーマであり、結果の整理、統

計的評価、研究のまとめを通して学会発表レベルに仕上げることを目標とする。 

授業時間外に必要な学修 自身の研究テーマに関連する研究論文や資料を収集する。 必要な時間 30分以上 

授業計画 

研究のスケジュールは、研究テーマによって異なり、かつ、研究の進展にあわせ動的に見直しされる

ことになる。下記に授業計画のモデルケースを示す。 

1．文献調査  

  最新の研究動向を文献などにより調査し、研究上の問題点などを洗い出す 

2．研究方針の決定  

  研究遂行のための研究方針を議論し決定する 

3．研究計画・方法の決定  

  問題を解決するための方法・方式を議論し決定する 

 4. 研究倫理申請書の作成・提出 

   研究倫理の基本的概念を理解して、倫理委員会への申請書類を作成、提出し審査を受ける 

5．実践 

    問題を解決するための調査、実験を行う。担当教員と議論しつつ進める 

6．結果・考察 

  調査、実験により得られた結果をもとに図表などにまとめ、客観的に評価・考察する 

7．卒業研究の発表  

      研究内容をスライドにまとめ、発表する 

 

成績評価方法 

項目 ■研究態度     50％ ■卒業研究     25％ ■研究発表   25％ □その他     ％ 

内

容 

主査１名（指導教員）

が、研究態度の評価を

行う。 

主査１名および副査２

名の計３名が、卒業研

究の内容についての評

価を行う。 

主査１名および副査２

名の計３名が、研究発

表の評価を行う。 
 

教科書 

参考文献 

著者 タイトル 出版社 発行年 

指導教員による紹介 

文献検索等により必用な文献を得る 

履修要件等  

研究室 各指導教員 研究室 オフィスアワー 各指導教員 オフィスアワー 

 



 
  

  専門分野 

  授業形態 講義 開講年次 3年次 

授業科目名 セルフケア論  担当教員 寺山 久美子 ・谷口 英治 他 

基本項目 

専  攻 科 目 区 分 単 位 数 履修期間 
理学療法学 

地域・予防医学的リハビリテーショ

ン 
選択必修 1単位 前期（16h） 作業療法学 

言語聴覚学 

授業内容の要約 

本論では主としてリハの視点からケア、セルフケアの意味、セルフケアの低下・障害と獲得・自立

への道 、セルフケア支援に関する法制度等、セルフケア獲得・支援の実際を理解し、チームアプ

ローチの中でのPT・OT・STの役割を確認する 

学修・教育目標 

及び到達目標 

1 ケア、セルフケアの基本概念を説明できる  

2 セルフケアの低下・障害と獲得のための支援のあり方や方法を説明できる 

3 セルフケア獲得・支援の実際を病院、施設、地域、等の例から説明できる  

4 事例を通してセルフケア自立の過程を説明できる 

授業の進め方 

学修上の助言 

講義とグループ討論等を併用する。セルフケアの自立・向上を、常に「自分の問題でもある」こと

を自覚し、向上をめざして授業に参加すると、本授業の理解がより深まる。また臨床実習で担当し

た対象者についてセルフケア支援の視点から分析しながら授業に参加することを薦める。 

授業時間外に必要な学修 ＩＣＦの復習をしておいてほしい 各コマ必要な時間 30分以上 

授業計画 

 1．ケアとは、セルフケアとは  （寺山） 

 2．セルフケアの低下・障害と獲得再獲得・自立への道（寺山） 

 3．セルフケアの自立を支援する法的システム・機関など（寺山） 

 4．セルフケア支援の実際1（病院看護部門におけるセルフケア支援）（河崎病院看護部 宮永） 

5．セルフケア支援の実際2（病院看護部門におけるセルフケア支援）（水間病院看護部 天野） 

6．セルフケア支援の実際 3 精神障害者が地域で暮らしていくためのメンタルヘルスケアと支援

法（谷口） 

7．セルフケア支援の実際4 事例を通して障害児者・高齢者のセルフケア支援を考える（寺山）

8．総括及びフィードバック（全講義の振り返り） 

 

成績評価方法 

項目 □課題・小テスト  ％ ■レポート 100 ％ □定期試験   ％ □その他     ％

内

容 
 

講義内容に関するレポー

トを課す。 
  

教科書 
著者 タイトル 出版社 発行年 

特になし 

参考文献 
安酸史子ほか編 

「NURSINGRAPHICUS セルフケア

の再獲得 第2版」 
メディカ出版 2015 

広井良典 ケア学 医学書院 2000 

履修要件等 地域・予防医学的リハビリテーション」科目区分にあるので、この領域に興味や関心のある学生を特に歓迎する

研究室 1号館1階 副学長室・学科長室 オフィスアワー 毎週水曜日13：00～14：30 

 



 
専門分野 

  授業形態 講義 開講年次 3年次 

授業科目名 アロマテラピー 担当教員 武田 ひとみ 

基本項目 

専  攻 科 目 区 分 単 位 数 履修期間 
理学療法学

地域・予防医学的リハビリテーション 選択必修 1単位  前期（16h）作業療法学

言語聴覚学

授業内容の要約 

疾患の治療、痛みやストレスの緩和等に役立つ補完・代替療法のひとつでもあり、セルフケアの方法

でもあるアロマテラピーについて正しい知識を身につける。 
アロマセラピーとは何なのか？どのように心身に作用するのかについて正しく理解し、簡単な実習を

通じてセルフケアとしてのその手法を体験する。 

学修・教育目標 

及び到達目標 

1.  アロマテラピーについて正しい知識を身につける 
2. ストレスに関連した心身の不調について理解する 
3. 簡単なアロマテラピーの手法を体験する 
4. 補完・代替療法への利用において精油選択の方法を知る 

授業の進め方 

学修上の助言 

短期間なので基礎理論の理解のための講義中心。授業内作成提出物や翌日までの課題もある。 
授業時は集中し、課題は必ずやってくること。受講学生は生理学を既に習得し、十分理解している状

態であることが望ましい。アロマテラピーを二日間で完全に理解することは不可能であるが、安全に

アロマテラピーを利用できるための基礎知識は習得させたい。 

授業時間外に必要な学修 授業内で指示された課題を完成させておくこと 必要な時間 30分以上

授業計画 

1．アロマテラピーを学ぶとはどういうことか 

 2．精油とはなにか 

 3．精油の体内への経路、作用について（基礎的な生理学の復習含む） 

 4．アロマテラピーのいろいろな手法。手法の一つを体験（エアフレッシュナー作成） 

 5．ストレス反応について（神経系、内分泌系の復習含む） 

 6．コンサルテーションとトリートメントについて 

 7．コンサルテーションロールプレイとカルテ作成 

 8．カルテに基づくブレンドオイル作成 

定 期 試 験（レ ポ － ト） 

成績評価方法 

項目 ■課題・小テスト10％ ■レポート    80％ □定期試験    ％ ■その他    10％ 

内容 

実習で使用する 

質問紙の作成課題 

（二回目の授業時に持参） 

 

コンサルテーション 

ロールプレイと実際の 

ブレンドオイル作成 

後の複数のレポート 

 
実習態度，授業時の 

質疑応答 

教科書 

著者 タイトル 出版社 発行年 

青 暢子ほか 『アロマテラピーコンプリートブック上巻』
BABジャパン

出版局 
2005 

    

参考文献 
    

    

履修要件等  

研究室 1号館1階 非常勤講師控室 オフィスアワー 授業終了後、質問を受け付ける 

 



 
 

専門分野 

  授業形態 講義 開講年次 3年次 

授業科目名 予防医学 担当教員 亀田 浩司 

基本項目 

専  攻 科 目 区 分 単 位 数 履修期間 
理学療法学

地域・予防医学的リハビリテーション 選択必修 1単位 後期（16h）作業療法学

言語聴覚学

授業内容の要約 

近年、医学分野では、病気になったら治すという「治療医学」に対し、病気にならないようにより

健康の増進をはかり、発病を未然に防ぐ「予防医学」がますます重要視されてきている。授業では、

予防医学についての基本的概念、戦略方法、具体的疾患（特に生活習慣病）に対するリスク要因と

予防法について教示する。 

学修・教育目標 

及び到達目標 

1．健康と疾病の概念を理解できる 

2．予防医学の基本と理念がわかる 

3．予防医学の戦略法を学ぶ 

4．具体的疾患（特に生活習慣病）におけるリスク要因と予防について理解できる 

授業の進め方 

学修上の助言 
板書にて行う。適宜、参考資料を配布。 

授業時間外に必要な学修 指定された範囲の教科書を予め読んでおくこと 必要な時間 30分以上 

授業計画 

 1．健康と疾病の概念 

 2．疾病予防の概念と方法 

 3．ポピュレーションストラテジーとハイリスクストラテジー 

 4．生活習慣病の疫学と予防 

 5．悪性新生物のリスク要因と予防 

 6．脳血管障害のリスク要因と予防 

 7．心疾患、脂質異常症のリスク要因と予防 

定 期 試 験 

8．総括及びフィードバック（定期試験の解答・解説） 

 

成績評価方法 

項目 □課題・小テスト  ％ □レポート    ％ ■定期試験 70 ％ ■その他   30 ％ 

内

容 
  

授業の内容を全般に

ついての理解度を評

価する 

授業への参加度、およ

び授業態度を評価。 

教科書 

著者 タイトル 出版社 発行年 

特に指定しない 

    

参考文献 
岸玲子 「NEW予防医学・公衆衛生学（改訂第2版）」 南江堂 2006 

    

履修要件等  

研究室 1号館4階 第5研究室 オフィスアワー 毎週金曜日 12:10～13:00 

 



 
 

専門分野 

  授業形態 講義 開講年次 3年次 

授業科目名 介護予防論 担当教員 今岡 真和 

基本項目 

専  攻 科 目 区 分 単 位 数 履修期間 
理学療法学

地域・予防医学的リハビリテーション 選択必修 1単位 後期（16h） 作業療法学

言語聴覚学

授業内容の要約 

介護予防とは「要介護状態の発生をできる限り防ぐ（遅らせる）こと、そして要介護状態に

あってもその悪化をできる限り防ぐこと、さらには軽減を目指すこと」と定義される。この分

野で特に注目しなければならない転倒予防、認知症予防、尿失禁予防、口腔機能改善などを概

説する。 

学修・教育目標 

及び到達目標 

1 要介護化のプロセスについて説明できる 
2 転倒骨折予防・認知症予防・尿失禁予防・口腔機能改善の方法を説明できる 

授業の進め方 

学修上の助言 

・講義とグループワークを中心に授業を進める。 
・高齢期の特徴を復習して本講義に取り組むことが望ましい。 

授業時間外に必要な学修 授業課題を提示するので、予習・複数を行うこと 必要な時間 30分以上 

授業計画 

1. 老年症候群と介護予防、これからの介護予防 
2. 地域包括ケアシステムと介護予防、住民主体の介護予防 
3. 世代間交流による介護予防実践、介護予防のモデル紹介 
4. 高齢者の向けの筋力向上トレーニング 
5. 転倒予防プログラム、認知機能低下予防プログラム 
6. 尿失禁予防プログラム、口腔機能向上プログラム、栄養改善 
7. 介護予防と権利擁護 
定 期 試 験 

 8.  総括およびフィードバック（定期試験の解答・解説） 
 

成績評価方法 

項目 ■課題・小テスト 20％ □レポート    ％ ■定期試験     80％ □その他     ％

内

容 

授業内の小テストを実施し、

授業の内容についての理解

を評価する。 

 

成績は小テスト・期末

テスト（持ち込み不可）

を総合して評価する。 
 

教科書 

著者 タイトル 出版社 発行年 

鈴木隆雄 「完全版 介護予防マニュアル」 法研 2015 

    

参考文献 
    

    

履修要件等  

研究室 1号館5階 第3共同研究室 オフィスアワー 毎週水曜日 11 : 00 ～ 12  : 00 

 



 
 

（理学）専門分野 

  授業形態 講義・演習 開講年次 3年次 

授業科目名 研究法（PT） 担当教員 今岡 真和 

基本項目 
専  攻 科 目 区 分 単 位 数 履修期間 

理学療法学 卒業研究 必 修 1単位 前期（30h） 

授業内容の要約 
 理学療法学について研究する様々な方法論、統計学的検定の選択法を学ぶ。また、研究の一連の

流れを学び、研究の具体的方法を習得する。 

学修・教育目標 

及び到達目標 

1．研究データ分析のための基礎的な統計処理等を理解する 

2．研究の一連の過程・方法論を理解し、研究計画を立案する 

授業の進め方 

学修上の助言 

講義および課題に対する演習とする。 

卒業研究に向けての第一歩である。積極的な授業参加を期待する。 

授業時間外に必要な学修 実験、調査、文献検索など。 必要な時間 30分以上 

授業計画 

1．EBMとEBPTについて 

2．研究デザインの紹介、研究テーマの選定 

 3．卒業研究の実際（本学の卒業研究発表の聴講） 

 4．統計学的分析：2群の差の検定 

 5．統計学的分析：3群以上の差の検定 

 6．統計学的分析：名義尺度の検定 

 7．統計学的分析：相関・回帰分析 

定 期 試 験 

 8．卒業研究演習【指導教員別に指導のもとで計画に沿って研究を進める】① 

 9．卒業研究演習【指導教員別に指導のもとで計画に沿って研究を進める】② 

10．卒業研究演習【指導教員別に指導のもとで計画に沿って研究を進める】③ 

11．卒業研究演習【指導教員別に指導のもとで計画に沿って研究を進める】④ 

12．卒業研究演習【指導教員別に指導のもとで計画に沿って研究を進める】⑤ 

13．卒業研究演習【指導教員別に指導のもとで計画に沿って研究を進める】⑥ 

14．卒業研究演習【指導教員別に指導のもとで計画に沿って研究を進める】⑦ 

15．卒業研究演習【指導教員別に指導のもとで計画に沿って研究を進める】⑧ 

成績評価方法 

項目 □課題・小テスト ％ □レポート   ％ ■定期試験   50％ ■その他    50％ 

内

容 
  

定期試験を実施。授業の

内容全般についての理解

度を評価する。 

1〜7は、科目担当教員が

評価する。 
8～15は、卒業研究の指

導教員が評価する。 

教科書 
著者 タイトル 出版社 発行年 

山本澄子 他 すぐできる！リハビリテーション統計 南江堂 2012 

参考文献 内山靖 
標準理学療法学 専門分野 理学療法研

究法 (第3版) 
医学書院 2013 

履修要件等 3年次前期までの全ての専門科目・専門基礎科目を履修していることが望ましい 

研究室 1号館5階 第3共同研究室 オフィスアワー 毎週水曜日 12 : 00 ～ 13 : 00 

 



 
 

（理学）専門分野  

  授業形態 演習 開講年次 3年次 

授業科目名 動作分析学 担当教員 小枩 武陛 

基本項目 
専  攻 科 目 区 分 単 位 数 履修期間 

理学療法学 基礎理学療法学 選択必修 1単位 後期（16h）

授業内容の要約 

基本的な日常生活動作を客観的に分析するために、臨床で比較的用いられる計測器機を使用して身体

運動を評価できる。また、そこから得られたデータの解釈を模索し、意味を理解する。 

ソフトをダウンロードするために必要な、ノート型PCが必要である。 

学修・教育目標 

及び到達目標 

1．動作を遂行するのに必要な要素を説明できる 

2．客観的データを取る準備や工夫をする 

3．算出方法を理解し、応用する 

4．得られたデータから動作を模倣する 

5．動作とデータの関係性を考察する 

授業の進め方 

学修上の助言 

・実習と演習形式を中心に行う。 

・この講座を履修すると、『動作観察がおもしろくなるはず』である。 

・特に動作観察が苦手な学生には、是非履修することをすすめる。 

授業時間外に必要な学修 復習時間 必要な時間 180分以上

授業計画 

 1．分析に必要なソフトのインストールの説明とダウンロード 

 2．重心位置の求め方とその原理 

 3．デジタルカメラで姿勢観察をするためには 

 4．筋電計の原理と計測 

 5．身体運動と重心の変位、二次元座標系からの角度算出方法Ⅰ 

 6．身体運動と重心の変位、二次元座標系からの角度算出方法Ⅱ 

 7．グループ演習（三次元動作の分析） 

 8．グループ演習（床反力を用いた動作分析） 

 9．総括及びフィードバック（全講義の振返り） 

 

成績評価方法 

項目 ■課題・小テスト40 ％ ■レポート 60 ％ □定期試験    ％ □その他     ％ 

内

容 
各授業中の練習問題 角度算出プログラム   

教科書 

著者 タイトル 出版社 発行年 

    

    

参考文献 
金子公有 

「スポーツバイオメカニクス入門

第3版」 
杏林書院 2006 

    

履修要件等  

研究室 1号館4階 第3研究室 オフィスアワー 毎週木曜日 12：10～13：00 

 



 
 

（理学）専門分野 

  授業形態 講義 開講年次 3年次 

授業科目名 臨床運動学Ⅱ 担当教員 橋本 雅至 

基本項目 

専  攻 科 目 区 分 単 位 数 履修期間 

理学療法学 基礎理学療法学 必 修 1単位 前期（30h） 

授業内容の要約 
運動学・運動学実習での学習をもとに，運動や動作の観察・分析を行うための基本事項を修得する。

動作や姿勢観察・分析は、臨床における諸現象に対する理学療法評価能力を向上へとつなげる。 

学修・教育目標 

及び到達目標 

1．運動学の専門知識と運動のとらえ方の基本事項を理解する 

2．基本的な姿勢や動作障害の原因について考察できる 

3．代表的な姿勢・動作障害における理学療法評価が想起できる 

授業の進め方 

学修上の助言 

動作分析の基本事項の復習や解説を行い、グループに分かれて基本動作の分析を行う前の実技内容に

ついて講義を行う。実際にグループごとの動作観察(実技)では講義時間内に目的の動作の分析結果を

完成させる。 

授業時間外に必要な学修 グループワーク（課題動作の検討） 必要な時間 60分以上

授業計画 

 1．動作・姿勢観察を実施する上での基本事項 

 2．動作と時間的流れ：相分けと力学的事項 

 3．力学的観点からの考察：支持面、支持基底、身体重心など 

 4．力学的観点からの考察：支持面、支持基底、身体重心などの観察 

 5．力学的観点からの考察：関節に働く力(重み、筋力、関節モーメントなど) 

 6．力学的観点からの考察：関節に働く力(重み、筋力、関節モーメントなど)の観察 

 7．運動器疾患の病態運動学 

 8．中枢神経疾患の病態運動学 

 9．肩関節・肩甲帯の運動学と病態運動学 

10．肩関節・肩甲帯の運動学と病態運動学（神経疾患を中心に） 

11．体幹の運動学と病態運動学 

12．体幹の運動学と病態運動学（神経疾患を中心に） 

13．股関節・膝関節の運動学と病態運動学 

14．股関節・膝関節の運動学と病態運動学（神経疾患を中心に） 

定 期 試 験 

15．総括及びフィードバック（定期試験の解答・解説） 

成績評価方法 

項目 □課題・小テスト  ％ □レポート    ％ ■定期試験  100％ □その他   ％

内

容 
  

動作観察・分析の基本事項や

観察のポイントに関する講

義内容すべてから出題する。 

 

教科書 

著者 タイトル 出版社 発行年 

藤澤宏幸 「臨床動作分析」 文光堂 2016 

嶋田智明ほか 「筋骨格系のキネシオロジー(第2版)」 医歯薬出版 2012 

参考文献 
石井慎一郎 

「動作分析臨床活用講座 バイオメカ

ニクスに基づく臨床推論の実践」 
メジカルビュー社 2013 

月城慶一ほか 「観察による歩行分析」 医学書院 2005 

履修要件等  

研究室 1号館5階 第７研究室 オフィスアワー 毎週月曜日 12：10～13：00 

 



 
 

（理学）専門分野 

  授業形態 演習 開講年次 3年次 

授業科目名 臨床運動学演習 担当教員 橋本 雅至 

基本項目 
専  攻 科 目 区 分 単 位 数 履修期間 

理学療法学 基礎理学療法学 必 修 1単位 前期（30h） 

授業内容の要約 
運動学・運動学実習での学習をもとに，運動や動作の観察・分析を行い，臨床における諸現象に対す

る理学療法評価能力を向上する。 

学修・教育目標 

及び到達目標 

1．基本的な姿勢や動作の観察・分析方法(記録方法)を理解し，実践できる 

2．姿勢・動作観察の記録から問題点の想起や整理ができる 

3．代表的な姿勢・動作障害における理学療法評価が想起できる 

授業の進め方 

学修上の助言 

動作分析の基本事項の復習や解説をもとに、グループに分かれて基本動作の分析を行う。実際にグル

ープごとの動作観察(実技)では講義時間内に目的の動作の分析結果を完成させる。その後、教員から

の解説を加える。 

授業時間外に必要な学修 グループワーク 必要な時間 60分以上

授業計画 

 1．動作観察の記録方法 

 2．動作の流れを記録する 

 3．動作を絵にする 

 4．動作観察実践：寝返り(体幹) 

 5．動作観察実践：寝返り(体幹)の解説 

 6．動作観察実践：起き上がり(上肢・体幹) 

 7．動作観察実践：起き上がり(上肢・体幹)の解説 

 8．姿勢観察実践：座位 

 9．姿勢観察実践：座位の解説 

10．動作観察実践：立ち上がり(下肢・体幹) 

11．動作観察実践：立ち上がり(下肢・体幹)の解説 

12．姿勢観察実践：立位 

13．姿勢観察実践：立位の解説 

14．動作観察実践：歩行 

定 期 試 験 

15．総括及びフィードバック（定期試験の解答・解説） 

成績評価方法 

項目 ■課題・小テスト 20％ □レポート    ％ ■定期試験   80％ □その他     ％ 

内

容 

動作観察・分析の課題を

グループにて検討し内

容を記録用紙にまとめ

て提出する 

 

疾患の動画を見て動作

分析をし、記録用紙に

まとめる 

 

教科書 

著者 タイトル 出版社 発行年 

藤澤宏幸 「臨床動作分析」 文光堂 2016 

石井慎一郎 
「動作分析臨床活用講座 バイオメカニ

クスに基づく臨床推論の実践」 
メジカルビュー社 2013 

参考文献     

履修要件等  

研究室 1号館5階 第７研究室 オフィスアワー 毎週月曜日 12：10～13：00 

 



 
 

（理学）専門分野 

  授業形態 講義 開講年次 3年次 

授業科目名 神経系理学療法学 担当教員 畑中 良太 

基本項目 

専  攻 科 目 区 分 単 位 数 履修期間 

理学療法学 理学療法治療学 必 修 2単位 前期（60h） 

授業内容の要約 
・脳卒中について、その疾患の概要と病態を理解する。 

・理学療法の理論と実際（介入方法）について学び、技術を習得する。 

学修・教育目標 

及び到達目標 

1．中枢神経障害の捉え方が理解できる 
2．脳血管障害片麻痺の見方が理解できる 
3．神経系理学療法の評価と治療の関係が理解できる 

授業の進め方 

学修上の助言 

・講義と演習（実技）を併用する。 

・形態機能学生理、理学療法評価学、神経内科学、臨床神経学を復習しておくこと。 

授業時間外に必要な学修 授業の復習と実技練習をすること 必要な時間 60分以上 

授業計画 

 1．脳・神経の解剖生理 

 2．脳の血管 

 3．脳血管障害 

 4．脳画像 

 5．脳の可塑性とリハビリテーション  

 6．意識障害とリスク管理 

 7．運動障害 

 8．筋緊張異常・反射異常 

 9．ブルンストローム回復ステージ 

10．感覚障害 

11．その他の片麻痺機能検査 

12．注意・遂行機能障害 

13．失認症 

14．半側空間無視 

15．失行症 

16．精神知能障害 

17.姿勢定位障害 

18.姿勢バランス障害の評価 

19.姿勢バランス障害の理学療法 

20.運動失調の評価 

21.運動失調の理学療法 

22.脳血管障害の痛み 

23.二次的機能障害 

24.起居動作障害 

25.片麻痺の歩行 

26.特別講義（脳血管障害の理解と理学療法） 

27.特別講義（肩関節の問題） 

28.特別講義（股関節の問題） 

29.特別講義（基底核ネットワークの障害） 

定 期 試 験 

30．総括及びフィードバック（定期試験の解答・

解説） 

成績評価方法 

項目 □課題・小テスト  ％ □レポート   ％ ■定期試験  100 ％ □その他    ％ 

内 

容 
  筆記試験100％  

教科書 

著者 タイトル 出版社 発行年 

吉尾雅春他 神経理学療法学 医学書院 2013 

千野直一他 脳卒中の機能評価SIASとFIM 金原出版株式会社 2012 

参考文献 
大畑光司 歩行再建 三輪書店 2017 

阿部浩明他 歩行リハビリテーション メジカルビュー 2016 

履修要件等  

研究室 3号館2階 第29研究室 オフィスアワー 毎週金曜日 12:00～13:00 

 



 
 

（理学）専門分野 

  授業形態 実習 開講年次 3年次 

授業科目名 神経系理学療法学実習 担当教員 森藤  武・畑中 良太・肥田 光正 

基本項目 

専  攻 科 目 区 分 単 位 数 履修期間 

理学療法学 理学療法治療学 必 修 2単位 前期（60h） 

授業内容の要約 
・脊髄障害、神経筋疾患の概要を理解し理学療法のアプローチを学ぶ 

・理学療法に関わる小児疾患について理解し、関わり方を学ぶ 

学修・教育目標 

及び到達目標 

1．脊髄障害の特性の捉え方、基本的な理学療法が理解できる 

2．神経筋疾患の障害の捉え方、基本的な理学療法が理解できる 

3．正常発達と運動発達障害について理解できる 

授業の進め方 

学修上の助言 

・講義と実習を併用する 

・神経系理学療法に必要な基本概念をしっかりと学ぶこと 

授業時間外に必要な学修 小児領域では、小テストをしますので復習して下さい。 必要な時間 30分以上

授業計画 

 1．脊髄障害の概要と病態について 

 2．脊髄障害の評価① 

 3．脊髄障害の評価② 

 4．脊髄障害の評価③ 

 5．脊髄障害の合併症およびリスク管理 

 6．脊髄障害の理学療法① 

 7．脊髄障害の理学療法② 

8．パーキンソン病の概要 

9．パーキンソン病の評価 

10．パーキンソン病の理学療法 

11．脊髄小脳変性症の概要と評価 

12．脊髄小脳変性症の理学療法 

13．筋委縮性側索硬化症の理学療法 

14．多発性硬化症、ギランバレー症候群の理学

療法 

15．正常発達 

 

 

16．発達スクリーニング検査① 

17．発達スクリーニング検査② 

18．姿勢反射（原始反射） 

19．脳性麻痺の分類 

20．脳性麻痺のリスク要因 

21．脳性麻痺の評価 

22．脳性麻痺の理学療法 

23．ＮＩＣＵの理学療法  

24．筋ジストロフィー総論 

25．筋ジストロフィーの理学療法 

26．二分脊椎の理学療法 

27．ダウン症候群の理学療法 

28．発達性協調運動障害 

定 期 試 験 

29．成人領域総括及びフィードバック（定期試験

の解答・解説） 

30．小児領域総括及びフィードバック（定期試験

の解答・解説）  

成績評価方法 

項目 ■課題・小テスト 10％ ■定期試験  90％ 

内

容 
小児領域では、課題・小テストも評価

授業・定期試験は、成人領域と小児領域に区分し実施 

定期試験では、授業の内容全般についての理解度を評価 

成績は、両領域を合算し評価 

教科書 

著者 タイトル 出版社 発行年 

奈良勲ほか 「標準理学療法学 神経系理学療法学」 医学書院 2013 

武田功 「脊髄損傷の理学療法 第3版」 医歯薬出版 2017 

上杉雅之 他 「イラストでわかる小児理学療法」 医歯薬出版 2013 

参考文献 医療情報科学研究所 病気がみえる脳・神経vol.7 メディックメディア 2011 

履修要件等    

研究室 1号館5階第8研究室（代表） オフィスアワー 毎週水曜日 12:00～13:00 

 



 
 

（理学）専門分野 

  授業形態 実習 開講年次 3年次 

授業科目名 運動器系理学療法学実習 担当教員 橋本 雅至・中尾 英俊 

基本項目 

専  攻 科 目 区 分 単 位 数 履修期間 

理学療法学 理学療法治療学 必 修 2単位 前期（60h） 

授業内容の要約 
運動器の疾患・障害の病態について解剖学的・運動学的観点から学習する。 
代表的な運動器の疾患・障害の病態に基づいた評価・治療の技術方法について学習する。 

学修・教育目標 

及び到達目標 

1.身体部位ごとに運動器疾患の病態について説明ができる 
2.運動器の疾患・障害について理学療法評価の実技ができる 
3.運動器の疾患・障害について理学療法治療の実技ができる 

授業の進め方 

学修上の助言 

実技中心の実習授業であり、実技が可能な服装での出席を求める。 

教科書以外に必要な資料は講義内に配布する。実技練習は自分たちの時間(自習時間)を使い、きちん

と体得すること。 

授業時間外に必要な学修 実技習得のための学生同士で実技練習 必要な時間 60分以上

授業計画 

 1．運動器傷害に関する病態の解説 

 2．肩関節・肩甲骨周囲の運動器傷害 

 3．肩関節・肩甲骨周囲の運動器傷害の評価 

 4．肩関節・肩甲骨周囲の理学療法実技1 

 5．肩関節・肩甲骨周囲の理学療法実技2 

 6．肩関節・肩甲骨周囲の理学療法実技3 

 7．肘関節・手関節の運動器傷害の評価 

 8．肘関節・手関節の運動器傷害の理学療法 

9．股関節の運動器傷害の特徴 

10．股関節の運動器傷害：術後療法 

11．股関節の運動器傷害の評価1 

12．股関節の運動器傷害の評価2 

13．股関節の運動器傷害の理学療法実技1 

14．股関節の運動器傷害の理学療法実技2 

15．膝関節の運動器傷害の特徴 

16．膝関節の運動器傷害：術後療法. 

17．膝関節の運動器傷害の評価１ 

18．膝関節の運動器傷害の評価2 

19．膝関節の運動器傷害の理学療法実技1 

20．膝関節の運動器傷害の理学療法実技2 

21．足部・足関節の運動器傷害の特徴1 

22．足部・足関節の運動器傷害の特徴2 

23．足部・足関節の運動器傷害の評価 

24．足部・足関節の運動器傷害の理学療法実技 

25．体幹の運動器傷害の評価 

26．体幹の運動器傷害の理学療法実技 

27．運動連鎖を考慮した理学療法評価 

28．運動連鎖を考慮した理学療法実技1 

29．運動連鎖を考慮した理学療法実技2 

期 末 試 験 （期 末 レ ポ － ト） 

30．総括及びフィードバック（定期試験の解答・

解説）  

成績評価方法 

項目 □課題・小テスト  ％ □レポート    ％ ■ 定期試験 100％ □その他     ％ 

内

容 
  講義内容の理解度を問う  

教科書 

著者 タイトル 出版社 発行年 

小柳磨毅 編 
「実践ＰＴノート 運動器傷害の

理学療法(第２版)」 
三輪書店 2011 

島田洋一、高橋仁美 

編 
「整形外科 術後理学療法プログラム」 メジカルビュー社 2014 

参考文献 
    

    

履修要件等  

研究室 橋本：1号館5階 第7研究室 オフィスアワー 毎週月曜日 12：10～13：00 

 



 
 

（理学）専門分野 

  授業形態 講義 開講年次 3年次 

授業科目名 内部障害理学療法学 担当教員 酒井 桂太 

基本項目 

専  攻 科 目 区 分 単 位 数 履修期間 

理学療法学 理学療法治療学 必 修 1単位 前期（30h） 

授業内容の要約 
本講座は内部障害に対する理学療法について学習する。主な疾患は慢性閉塞性肺疾患、心筋梗塞お

よび糖尿病である。 

学修・教育目標 

及び到達目標 

1．慢性呼吸器疾患に対する理学療法について理解する 

2．虚血性心疾患に対する理学療法について理解する 

3．代謝系疾患に対する理学療法について理解する 

授業の進め方 

学修上の助言 

講義を中心に行う。慢性閉塞性肺疾患、心筋梗塞および糖尿病に関して、内科学で学んだ内容や関

連する臓器の解剖生理学的知識を復習してから授業に臨んでいただきたい。 

授業時間外に必要な学修 授業計画にある各疾患の内科学を予習しておくこと 必要な時間 30分以上 

授業計画 

1．慢性呼吸器疾患の理学療法① 包括的呼吸リハビリテーション （①pp204-212） 

 2．慢性呼吸器疾患の理学療法② 病態の理解 閉塞性肺疾患と拘束性肺疾患 （①pp 114-128）

 3．慢性呼吸器疾患の理学療法③ 呼吸理学療法 （①pp 164-173） 

 4．慢性呼吸器疾患の理学療法④ 呼吸理学療法 （①pp 173-188） 

 5．外科手術前後の理学療法① 術前術後のアプローチ（③3巻pp 543-558） 

 6．虚血性心疾患の理学療法① 心臓リハビリテーション （③3巻pp 609-667） 

 7．虚血性心疾患の理学療法② 病態の理解 病態評価① （① pp 9-23） 

 8．虚血性心疾患の理学療法③ 病態の理解 病態評価② （①pp 24-65）  

 9．虚血性心疾患の理学療法④ 正常心電図 （②pp 104-110） 

10．虚血性心疾患の理学療法⑤ 心筋梗塞のアプローチ① （①pp 66-99） 

11．虚血性心疾患の理学療法⑥ 運動負荷テスト （①pp 213-235） 

12．虚血性心疾患の理学療法⑦ 病態の理解 糖尿病とは （①pp 238-244、③3巻pp 669-694） 

13．代謝系疾患の理学療法① 糖尿病の運動療法 （①pp 245-247、③3巻pp 695-733） 

14．代謝系疾患の理学療法② 運動プログラムの作成 

定 期 試 験 

15．総括及びフィードバック（定期試験の解答・解説） 

成績評価方法 

項目 □課題・小テスト  ％ □レポート    ％ ■定期試験   100％ □その他     ％

内

容 
  

定期試験の範囲は呼吸

理学療法とする 
 

教科書 

著者 タイトル 出版社 発行年 

①柳澤 健 「内部障害系理学療法学」 MEDICALVIEW 2010 

②丸岡 弘 
「リハビリテーションのためのパッとみて

わかる心電図」 
中山書店 2009 

参考文献 ③細田多穂他 
「理学療法ハンドブック 第1・3巻」改訂

第4版 
協同医書 2010 

履修要件等 2年後期までの解剖学・生理学・内科学が履修済みであること 

研究室 1号館1階 理学療法専攻長室 オフィスアワー 毎週月曜日 14：40～16：10 

 



 
 

（理学）専門分野 

  授業形態 実習 開講年次 3年次 

授業科目名 内部障害理学療法学実習 担当教員 酒井 桂太 

基本項目 

専  攻 科 目 区 分 単 位 数 履修期間 

理学療法学 理学療法治療学 必 修 1単位 前期（30h） 

授業内容の要約 
内部障害理学療法学にて学んだ理学療法を実践するための技術の実習を行う。また、内部障害関連の評

価方法についての実習を行う。 

学修・教育目標 

及び到達目標 

1．内部障害に関連する評価方法について理解し、実践できる 

2．呼吸理学療法の技術を実施できる 

3．運動負荷テストに関して理解し、運動処方ができる 

授業の進め方 

学修上の助言 

オリエンテーションを行い、デモンストレーションおよび実技の実習を行う。呼吸器の評価をはじめと

して、学生同士で互いに体に触れあう実習となる。お互いに学ぶ姿勢で真摯な態度で実習をすること。

授業時間外に必要な学修 授業計画にある各疾患関連する生理学や内科学を予習しておくこと 必要な時間 30分以上 

授業計画 

 1．呼吸器の評価① 呼吸不全の定義・問診 （①pp127、144） 

 2．呼吸器の評価② 胸郭および肺の解剖学的理解・触診 （①pp145-150） 

 3．呼吸器の評価③ 打診・聴診 （①pp150-154） 

 4．呼吸器の評価④ スパイロメトリ・呼吸筋力・運動耐性の評価 （①pp155-156） 

 5．呼吸理学療法① 徒手的テクニック （①pp167-169、pp175-176、pp178-181） 

 6．呼吸理学療法② 徒手的テクニック （①pp170-173、③3巻pp583-596） 

 7．虚血性心疾患の理学療法 異常心電図判別① 

8．虚血性心疾患の理学療法 異常心電図判別② 

9．糖尿病の運動処方演習① 

10．糖尿病の運動処方演習②  

11．運動負荷テスト① 運動負荷テストの実際① 

12．運動負荷テスト② 運動負荷テストの実際② 

13．運動指導① 運動指導の実際 

14．運動指導② 運動指導の実際 

定 期 試 験 

15．総括及びフィードバック（定期試験の解答・解説） 

成績評価方法 

項目 □課題・小テスト  ％ ■レポート    10％ ■定期試験    80％ ■その他     10％ 

内

容 
 

運動負荷テストのレポ

ート 

定期試験の範囲は循環

代謝理学療法とする 
授業態度 

教科書 

著者 タイトル 出版社 発行年 

① 柳澤 健 「内部障害系理学療法学」 MEDICALVIEW 2010 

② 丸岡 弘 
「リハビリテーションのためのパ

ッとみてわかる心電図」 
中山書店 2009 

参考文献 
③ 細田多穂他 

「理学療法ハンドブック 第 1・3

巻」改訂第4版 
協同医書 2010 

    

履修要件等 2年後期までの解剖学・生理学・内科学が履修済みであること 

研究室 1号館1階 理学療法専攻長室 オフィスアワー 毎週月曜日 14：40～16：10 

 



 
 

（理学）専門分野 

  授業形態 講義 開講年次 3年次 

授業科目名 生活環境学 担当教員 古井 透 

基本項目 

専  攻 科 目 区 分 単 位 数 履修期間 

理学療法学 地域・予防医学的リハビリテーション 必 修 2単位 前期（30h） 

授業内容の要約 
人は環境との相互作用の中で生きる。時として環境が生活者を蝕んだり困らせたりする。障がいと折

り合いをつけながら生きる人にとっての環境バリアにはどんなものがあるのか。 

学修・教育目標 

及び到達目標 

1．福祉住環境コーディネーター2級合格レベルを目標とする 

2．障がい特性に応じた生活への理解を深め、合理的配慮やそれに基づく環境整備をプランできる 

授業の進め方 

学修上の助言 

授業は必ずしも教科書をはじめから順にすすめない。授業には予習が欠かせないのでTEXTのページ

をあらかじめ示す。授業は冒頭の前回の範囲の小テストのあと、TEXT範囲の講義を行う。その日の

うちに各自が小テストで間違った箇所をTEXT等で調べ、赤ペンで修正しその日のうちに提出する。

授業時間外に必要な学修 授業スライドを事前DLし予習、授業後は次回小テストの準備。 必要な時間 30分以上 

授業計画 

 1．福祉住環境とケアマネジメントpp68-73 pp 192－200 

 2．相談援助と福祉住環境整備の進め方pp 201－230 

 3．福祉住環境整備の基本技術pp 232-252 

 4．生活行為別福祉住環境整備 pp 253-307 

 5．建築基礎知識pp 308-337 

 6．福祉用具の適応と禁忌（ベッドと移動リフト、排泄、入浴、自助具、義肢装具）pp 338-392 

 7．障害別の福祉住環境整備（CVA・骨折・認知症・RA、パーキンソン、DM、心疾患）pp 116-147

8．障害別の福祉住環境整備（SCI・PMD・SCD・ALS・CP・切断）pp 148-160、  

9．障害別の福祉住環境整備（内部障害、視覚障害、聴覚障害、認知行動障害と環境）pp 161-190 

10．ICFと障害者権利条約Assistive technology の概念、インクルージョンなどpp 76-113 

11．介護保険制度と福祉施策と住環境の問題点pp 2-73 

12．7月8日福祉住環境コーディネーター試験直前ブラッシュアップ演習 

13．福祉住環境コーディネーター試験振り返り演習 

14．福祉用具プランニング演習 

定 期 試 験 

15．福祉用具実技およびフィードバック（定期試験の解答・解説） 

成績評価方法 

項目 □課題・小テスト  ％ □レポート  ％ ■定期試験 100％ □その他     ％ 

内

容 
  

福祉住環境コーディネータ

ー2級と同等の問題レベル 

2級合格者に配慮し

た評価とする。 

教科書 
著者 タイトル 出版社 発行年 

 
「福祉住環境コーディネーター検定試験2級公

式テキスト 改定4版」 
東京商工会議所 2016 

参考文献 

HIPS合格対策

プロジェクト 

「2018年版 福祉住環境コーディネーター(R)2

級過去問題集」 

ハウジングエージ

ェンシー 
2018 

ユーキャン 
「2018年版 U-CANの福祉住環境コーディネ

ーター2級 これだけ！一問一答＆要点まとめ」
ユーキャン 2018 

履修要件等 日常生活動作学・日常生活動作学実習・義肢装具学・義肢装具学実習を履修済みが望ましい。 

研究室 1号館5階 第20研究室 オフィスアワー 毎週火曜日 11：40～12：40 

 



 
 

（理学）専門分野 

  授業形態 講義 開講年次 3年次 

授業科目名 
地域理学療法学 
（含在宅理学療法） 

担当教員 古井 透 

基本項目 

専  攻 科 目 区 分 単 位 数 履修期間 

理学療法学 地域・予防医学的リハビリテーション 必 修 1単位 後期（30h） 

授業内容の要約 
たとえどんな姿になろうとも人が尊厳ある人間として輝き続けるのに必要な、関わる者としての態度

を知り、将来、保健や医療や福祉など地域社会の現場で常にそのことを問い続ける基礎を養う。 

学修・教育目標 

及び到達目標 

1．訪問でのコミュニケーション、通所での自助グループ化を知り、フィールドワークで確かめる。 

2．地域理学療法の背景と展望についての見識を深め、それを表出できるようになる。 

3．つねに当事者の語りに学ぶ態度を身につけ、自分から積極的に関わる姿勢とは何かを知る。 

授業の進め方 

学修上の助言 

講義のほか、地域生活にこだわって生きる障害当事者の語り、地域リハビリテーション研究会への参

加、理学療法の歴史をよく知る日本理学療法協会半田一登会長の特別授業、とその成果演習で学ぶ。

特別授業は日程変更の可能性があり、その場合は授業計画の順番に相当な変動がありうる。 

授業時間外に必要な学修 地域での実際の学びだけでなく、それを要約する自学自習も必要。 必要な時間 30分以上

授業計画 

 1．半田一登先生特別授業 「地域理学療法の背景・展望」（レポート1） 

 2．対話型演習(1)「半田先生の授業をうけ地域理学療法の展望」（参考書pp1-37、pp345-398） 

 3．環境的アプロ－チ（参考書pp174-210, pp388-391） 

 4．活動的な生活で地域を変える (参考書pp211-231、pp305-344) 

 5．地域理学療法実習（1）障害当事者の語りに学ぶ (参考書pp164-173、401-402） 

 6．対話型演習（2）「当事者の歴史からリハビリテーションが学ぶこと」（レポート2） 

 7．地域理学療法実習 (2) 交通アクセス課題のフィールドワークをデザインする 

 8．地域理学療法実習（3）交通アクセス課題・介入実習 

 9．対話型演習（3）地域評価とソーシャルアクション（レポート3） 

10．老健と地域 (参考書pp91-118) 通所ケア と訪問ケア（参考書pp120-158） 

11．対話型演習（4）「通所；自助グループのつくりかた」「訪問；コミュニケーション」 

12．褥瘡予防・転倒予防（参考書pp261-285 pp 25-49 ,pp243-260） 

13．地域理学療法実習(4)「拘縮を予防するポジショニング」 

14．地域理学療法実習(5)地域リハビリテーション研究会・社会資源調査（レポート４） 

定 期 試 験 

15．総括及びフィードバック（定期試験の解答・解説）実技10）通所の技術：あそビリテーション 

成績評価方法 

項目 □課題・小テスト  ％ ■レポート   ５０％ ■定期試験 ５０％ □その他     ％ 

内

容 
 

特別講義20％、演習2･

3・4各10％ 

持込可とする。参考文

献は授業内で明示す

る。 

 

参考文献 

著者 タイトル 出版社 発行年 

日高正巳 編 地域理学療法にこだわる 文光堂 2010 
古井正代 「本来あってはならない存在」の立場か

ら産科医療保障制度を斬る（pp28-30）

女性たちの21世紀（アジア

女性資料センター）No56 

2008 

太田仁史 地域リハビリテーション原論 医歯薬出版 2007 

山本和儀（編） 訪問リハビリテーションの実際 医歯薬出版 1996 

履修要件等 生活環境学を履修済みのこと 

研究室 1号館5階 第20研究室 オフィスアワー 毎週火曜日 11：40～12：40 

 



 
 

（理学）専門分野 

  授業形態 演習 開講年次 3年次 

授業科目名 臨床実習指導Ⅲ（PT） 担当教員 橋本 雅至・中尾 英俊・畑中 良太 

基本項目 

専  攻 科 目 区 分 単 位 数 履修期間 

理学療法学 臨床実習 必 修 1単位 前期（30h） 

授業内容の要約 

後期開講の臨床総合実習に向けて、学内科目の知識の整理や再確認を行う。また、2 年次の臨床検査

測定実習での自己課題を振り返り、体験した内容を他の学生間で共有する。3 年次の臨床実習で中心

になる評価技術にとどまらず、4年生での臨床実習を見据えた治療学も念頭に置く。 

学修・教育目標 

及び到達目標 

1．代表的な疾患の検査測定を通じて理学療法評価技術を演習して、問題点を考察する。 

2．グループでの実技の練習を繰り返し行う。 

3．臨床実習前には事務手続きを含めた実習準備を行う。 

授業の進め方 

学修上の助言 

臨床実習に関する内容を順次講義形式にて解説するとともに実技が必要なときには実技の練習、確認

を並行して行う。常に、自己評価にとどまらず、他者評価の立場から、他者への関わりをより密にし

て互いに意見交換を行う。 

授業時間外に必要な学修 学生同士による実技練習 必要な時間 60分以上

授業計画 

 1．臨床総合実習について 

 2．実習手引きの確認 

 3．臨床検査測定実習（2年次）時の自己課題の確認 

 4．スポーツ活動（体育祭）を通じた学生間連携・チームワーク 

 5．実技：介助方法（起き上がり、座位）から対象者の状況を知る 

 6．実技：介助方法（立ち上がり、立位）から対象者の状況を知る 

 7．実技：介助方法（歩行）から対象者の状況を知る 

 8．実技：上肢関節の他動的操作（評価と実技練習） 

 9．実技：下肢関節の他動的操作（評価と実技練習） 

10．実技：座位での評価と実技練習 

11．実技：立位での評価と実技練習 

12．実技：歩行での評価と実技練習 

13．理学療法評価の流れ  

14．観察からの評価 

■ 期末試験（OSCEを含む） 

15．総括及びフィードバック（定期試験の解答・解説） 

成績評価方法 

項目 □課題・小テスト  ％ □レポート    ％ □定期試験    ％ ■その他   100 ％

内

容 
   

実習に必要な実技の

習熟度と、講義内容の

理解度を問う 

教科書 
著者 タイトル 出版社 発行年 

    

参考文献     

履修要件等  

研究室 

橋本：1号館5階 第7研究室 

中尾：1号館5階 第3共同研究室 

畑中：3号館2階 第29研究室 

オフィスアワー 各担当教員 オフィスアワー 

 



 
 

（理学）専門分野 

  授業形態 実習 開講年次 3年次 

授業科目名 臨床総合実習Ⅰ（PT） 担当教員 酒井 桂太・理学療法学専攻教員  

基本項目 

専  攻 科 目 区 分 単 位 数 履修期間 

理学療法学 臨床実習 必 修 8単位 
 後期（360h）

8週間 

授業内容の要約 

臨床総合実習は、理学療法評価から治療までの実際を実技として体験する。 

臨床総合実習Ⅰは、主に情報収集、観察、検査・測定、統合・解釈、問題点の抽出、目標設定、治

療計画の立案までの初期評価を中心に学び、臨床実習指導者の助言・指導・援助の下に治療を実施

し、その検証を通して理学療法の理解を深める。 

学修・教育目標 

及び到達目標 

1．理学療法のプロセスを理解することができる 
2．理学療法評価・治療の実際を学ぶ 
3．問題点を抽出し、臨床的推論を行うことができる 
4．指導の下で、基本的な理学療法が実施できる 

授業の進め方 

学修上の助言 

・実地体験学習。 

・臨床実習であるので、自ら学ぶ姿勢で実習に取り組んでいただきたい。 

・実習後のセミナーも実習中である意識をしっかりもっていただきたい。 

授業時間外に必要な学修 
これまでに学習した理学療法評価学および理学療法治療学の実技

の練習をしてください。 
必要な時間 90分以上 

授業計画 

・8週にわたり、病院で臨床総合実習を実施する 

・実習後にセミナーにて症例発表会を行う 

成績評価方法 

項目 □課題・小テスト  ％ □レポート    ％ □定期試験    ％ ■その他   100％ 

内

容 
   

実習成績と実習報告セミナ

ー、提出物等を総合して判

定する。 

教科書 

著者 タイトル 出版社 発行年 

 
「大阪河﨑リハビリテーション大学 

理学療法学専攻：実習の手引き第４版」
  

    

参考文献 
    

    

履修要件等 実習要件3）を満たしていること 

研究室 1号館1階 理学療法専攻長室 オフィスアワー 毎週月曜日 14：40～16：10 

 



 
 

（作業）専門分野 

  授業形態 講義・演習 開講年次 3年次 

授業科目名 研究法（OT） 担当教員 上島 健（代表）、作業療法学専攻教員 

基本項目 

専  攻 科 目 区 分 単 位 数 履修期間 

作業療法学 卒業研究 必 修 1単位 前期（30h） 

授業内容の要約 

臨床で働く作業療法士が、対象者の治療等を通して得られた疑問を検証していくことが重要である。

本講義では、研究論文を通して、論文の構成、目的、対象の選び方、分析、結果の解釈や統計的処

理方法、考察の進め方について演習し理解を深める。学修成果として卒業研究に着手する。 

学修・教育目標 

及び到達目標 

1．研究についての理解を深め、プロセスを説明することができる 

2．研究を行うための必要な基礎知識(基本的な統計処理)を理解することができる 

3．研究テーマに沿った文献検索と収集、研究計画の立案、題目設定ができる 

授業の進め方 

学修上の助言 

1. 前半7回は講義形式で実施し、後半8回は主査教員に配属されて指導を受ける。 

2. 学内メールを随時確認し、呼び出し、指示待ちにならないよう積極的自発的に取り組む。 

3. 講義欠席時は、講義日より1週間以内に講義資料を担当教員の研究室へ取りに来ること。 

授業時間外に必要な学修 授業計画記載の教科書読了を求めます。 必要な時間 30分以上 

授業計画 

1．ガイダンス、卒業研究に向けた概論について【上島】 (教科書pp4～32) 

2．研究とは何をするのか、研究の類型【上島】 (教科書pp33～68) 

3．研究論文の発表と手続き【上島】 (教科書pp218～232) 

4．卒業研究発表会 聴講（4年生卒業研究発表 要旨参照） 

5．文献研究、調査研究、実験研究【上島】 (教科書pp69～108) 

6．事例研究【上島】 (教科書pp109～138) 

7．研究に関わる基礎知識【上島】 (教科書pp140～216) 

定 期 試 験 

 8．卒業研究演習【各指導教員と密に連絡・相談・指導を受けながら研究計画に沿って進める】 

 9．卒業研究演習【各指導教員と密に連絡・相談・指導を受けながら研究計画に沿って進める】 

10．卒業研究演習【各指導教員と密に連絡・相談・指導を受けながら研究計画に沿って進める】 

11．卒業研究演習【各指導教員と密に連絡・相談・指導を受けながら研究計画に沿って進める】 

12．卒業研究演習【各指導教員と密に連絡・相談・指導を受けながら研究計画に沿って進める】 

13．卒業研究演習【各指導教員と密に連絡・相談・指導を受けながら研究計画に沿って進める】 

14．卒業研究演習【各指導教員と密に連絡・相談・指導を受けながら研究計画に沿って進める】 

15．卒業研究演習【各指導教員と密に連絡・相談・指導を受けながら研究計画に沿って進める】 

成績評価方法 

項目 □課題・小テスト  ％ □レポート ％ ■定期試験 50％ ■その他(主査教員)  50％

内

容 
  

講義1～7は、科目担当教

員が評価する(50%：定期

試験)。 

講義8～15は、卒業研究の

指導教員が評価する。

(50%：その他)。 

教科書 

著者 タイトル 出版社 発行年 

山田 孝編集 
「標準作業療法学 専門分野作業療

法研究法 (第2版)」 
医学書院 2012年 

参考文献  主査教員が随時指定する   

履修要件等 
3年次前期までの全ての専門科目・専門基礎科目の履修が望ましい。学修を円滑に進めるため、2年

次の臨床検査・測定実習は単位を修得していることが望ましい。 

研究室 1号館5階 第14研究室（上島） オフィスアワー 木曜日 14:40-16:10（上島） 

 



 
（作業）専門分野 

  授業形態 講義・実習 開講年次 3年次 

授業科目名 義肢装具学（含実習） 担当教員 田丸 佳希 

基本項目 

専  攻 科 目 区 分 単 位 数 履修期間 

作業療法学 作業療法治療学 必 修 1単位  前期（30h）

授業内容の要約 
上肢切断に対する義手の適応（切断の知識・義手構成の知識・チェックアウト）、スプリントの名称

と適応・作成について学びと、臨床実践できるよう作成を経験する。 

学修・教育目標 

及び到達目標 

1． 上腕義手の名称・機能・適応・適合判定と作業療法士の役割について説明できる 

2． 前腕義手の名称・機能・適応・適合判定と作業療法士の役割について説明できる 

3． 上肢装具／スプリントの名称・機能・適応・適合判定と作業療法士の役割について説明できる

授業の進め方 

学修上の助言 

・配布プリントを中心に授業を進める 

・知識のみならず、臨床に向けた技術を習得する為、積極的に学んで欲しい。 

授業時間外に必要な学修 配布プリントをもとに復習すること 必要な時間   45分以上 

授業計画 

 1．オリエンテーション 

 2．義肢装具学の概要 

 3．装具と切断 

 4．装具の構成要素 

 5．義手のチェックアウトⅠ 

 6．義手のチェックアウトⅡ 

 7．スプリントの役割とその種類Ⅰ 

 8．スプリントの役割とその種類Ⅱ 

 9．スプリントの役割とその種類Ⅲ 

10．カックアップスプリントの作成Ⅰ 

11．カックアップスプリントの作成Ⅱ 

12．カックアップスプリントの作成Ⅲ 

13．下肢装具の種類と適応 

14．義手装具学のまとめ 

定 期 試 験 

15．総括及びフィードバック（定期試験の解答・解説） 

成績評価方法 

項目 □課題・小テスト  ％ □レポート    ％ ■定期試験     90％ ■その他   10％ 

内

容 
  筆記試験を実施する 

授業参加度を加味

する 

教科書 

著者 タイトル 出版社 発行年 

日本作業療法士協会 「作業療法学全書」義肢装具学 協同医書出版社 2017 

    

参考文献 
    

    

履修要件等  

研究室 1号館1階 非常勤講師控室 オフィスアワー 授業終了後、質問を受け付ける 

 



 
 

（作業）専門分野 

  授業形態 講義 開講年次 3年次 

授業科目名 運動器系障害作業療法学 担当教員 上島 健 ・ 南 征吾 

基本項目 

専  攻 科 目 区 分 単 位 数 履修期間 

作業療法学 作業療法治療学 必 修 2単位 前期（30h） 

授業内容の要約 
骨・関節障害、末梢神経障害による運動器系身体障害およびパーキンソン病などの中枢神経障害によ

る運動器系身体障害について学ぶ。 

学修・教育目標 

及び到達目標 

1．運動器系身体障害の作業療法について理解する 

2．運動器系身体障害に対する作業療法評価と治療・訓練・援助の実際について理解する 

3．OTSとして運動器系身体障害者を担当できる基礎知識と基礎技術を修得する 

授業の進め方 

学修上の助言 

・基本的な内容を中心に講義を進め、必要に応じてプリントを配布、DVD等も用いる 

・授業を欠席する場合は本学に電話連絡を行い、翌週までに担当教員まで配付資料を受け取る 

・後期に履修する臨床総合実習Ⅰに向け、下記以外の疾患についても治療を応用して実施する 

授業時間外に必要な学修 授業計画記載の教科書等の読了を求めます。 必要な時間 60分以上

授業計画 

1． 骨折(大腿骨頚部骨折)の作業療法【上島】（#2：全ページ、配布資料参照） 

2． 末梢神経損傷）の作業療法【上島】（#1: pp122～144） 

3． 上肢と手の外傷、骨折・脱臼の作業療法【上島】 （#1: pp145～153） 

4． 腱損傷、表在性組織損傷、血管損傷の作業療法【上島】（#1: pp154～167） 

5． 熱傷の作業療法【上島】（#1: pp154～167） 

6． 神経筋疾患 筋萎縮性側索硬化症 【上島】 (#1:教科書 pp250-256) 

7． 中間試験（授業内試験：第1～6回目の範囲に対する考査【上島】 

8． パーキンソン病（症候群）の作業療法（1::病態と障害像）【南】（#1:pp210～212） 

9． パーキンソン病（症候群）の作業療法（2:評価と目標設定）【南】（#1:pp212～216） 

10． パーキンソン病（症候群）の作業療法（3:治療・訓練・指導・援助）【南】（#1:pp216～218）

11． パーキンソン病（症候群）の作業療法（4:事例検討）【南】（#1:pp218～220） 

12． 関節リウマチの作業療法（1:関節リウマチ）【南】（#1:pp185～190） 

13． 関節リウマチの作業療法（2）【南】（#1:実践-作業療法、ADL支援pp190～200） 

14． 関節リウマチの作業療法（3）【南】（#1:住環境支援、RA教育、事例検討pp200～210） 

定 期 試 験 

15．総括及びフィードバック【上島・南】（定期試験の解答・解説） 

成績評価方法 

項目 □課題・小テスト ％■レポート  0％ ■定期試験 100％ ■その他 0％ 

内

容 
 

毎回の講義終了後

に学修支援レポー

トを課すが、成績評

価に含めない 

本試験、再試験は筆記試験により

評価(試験配分:上島50%、南50%) 

遅刻、早退は欠席と

同等に扱う。欠席 4

回で当該科目の期

末試験受験資格を

失う 

教科書 

著者 タイトル 出版社 発行年

日本作業療法士協

会 監修 

#1：作業療法学全書 改訂第3版 第4巻作業

治療学1身体障害 
協同医書出版 2008年

日本作業療法士協

会 監修 

#2:作業療法マニュアル 61 

 大腿骨頚部/転子部骨折の作業療法 第2版

日本作業療法士協

会 
2017年

参考文献 島田洋一ら(編) 改定第2版整形外科術後理学療法プログラム ㈱メジカルビュー社 2014年

履修要件等 2年次の臨床検査・測定実習の履修者が望ましい(評価を経験した上での学修)。 

研究室 
上島：1号館5階  第14研究室 

南 ：3号館2階  第25研究室 
オフィスアワー 上島：毎週木曜日 14:40～16:10  

 



 
 

（作業）専門分野 

  授業形態 講義 開講年次 3年次 

授業科目名 中枢神経系障害作業療法学 担当教員 上島 健 

基本項目 

専  攻 科 目 区 分 単 位 数 履修期間 

作業療法学 作業療法治療学 必 修 2単位 前期（30h） 

授業内容の要約 
身体障害領域の作業療法について、中枢神経系障害の作業療法を中心に各疾患別の評価から治療につ

いて学ぶ。臨床場面で各疾患別の急性期、回復期、維持期の特性を理解して介入方針を学ぶ。 

学修・教育目標 

及び到達目標 

1．中枢神経系の身体障害における作業療法を理解ができる 

2．前述の作業療法評価、治療・支援について理解ができる 

3．作業療法学生として、臨床実習に耐えうる基礎知識、基礎技術の習得ができる 

授業の進め方 

学修上の助言 

講義資料はA4サイズで配布しますので、初回授業から綴り込みを行うファイル（2つ穴、厚さ3cm程

度）を準備すること。講義欠席時は、担当教員の研究室入口に資料を置くので、講義終了から翌週の

講義までに、自ら取りに来ること。1週間経過した際は、他学生から講義資料を複写すること。 

授業時間外に必要な学修 授業計画記載の教科書読了を求めます。 必要な時間 60分以上

授業計画 

1．ガイダンス、身体障害作業療法 (教科書 pp1-13) 

 2．対象となる機能障害と問題解決法 I ～IV (教科書 pp15-32) 

 3．対象となる機能障害と問題解決法 V～VIII (教科書 pp32-43) 

 4．疾患別作業療法 I 脳血管障害の病態、障害像、評価と目標設定  (教科書 pp45-53) 

 5．疾患別作業療法 I 脳血管障害の評価と目標設定、治療・訓練・指導・援助  (教科書 pp53-75) 

 6．疾患別作業療法 I 脳血管障害の事例 (教科書 pp75-78) 

 7．疾患別作業療法II 頭部外傷  (教科書 pp75-95) 

 8．疾患別作業療法III 脊髄損傷 病態と障害像  (教科書 pp96-104) 

 9．疾患別作業療法III 脊髄損傷 評価と目標設定、治療・訓練・指導・援助 (教科書 pp105-10) 

10．疾患別作業療法III 脊髄損傷 治療・訓練・指導・援助 上位頚損 (教科書 pp96-112) 

11．疾患別作業療法III 脊髄損傷 治療・訓練・指導・援助 下位頚損、事例 (教科書 pp112-121) 

12．疾患別作業療法IX 脊髄小脳変性症  (教科書 pp221-31) 

13．疾患別作業療法IX神経筋疾患 ギランバレー症候群  (教科書 pp231-236) 

14．疾患別作業療法IX神経筋疾患 多発性硬化症  (教科書 pp243-250) 

定 期 試 験 

15．総括及びフィードバック（定期試験の解答・解説） 

成績評価方法 

項目 □課題・小テスト  0％ ■レポート 0％ ■定期試験 100％ ■その他 0％ 

内

容 
 

毎回の講義終了後に学修

支援レポートを課すが、

成績評価に含めない。 

授業内容の理解が曖昧

な場合は、小さなこと

でも良いので質問に来

てください。 

遅刻、早退は欠席と同

等に扱う。欠席4回で

当該科目の期末試験

受験資格を失う 

教科書 

著者 タイトル 出版社 発行年 

日本作業療法士協

会 監修 

作業療法学全書 改訂第3版 第4巻作

業治療学1身体障害 
協同医書出版 2008 

参考文献 
千田冨義、高見彰淑

(編集) 

改定第 2 版 リハ実践テクニック脳卒

中 
㈱メジカルビュー社 2013 

履修要件等 2年次の臨床検査・測定実習の履修者が望ましい(評価を経験した上での学修)。 

研究室 1号館5階 第14研究室（上島） オフィスアワー 毎週木曜日 14:40-16:10 

 



 
 

（作業）専門分野 

  授業形態 講義 開講年次 3年次 

授業科目名 高次脳障害作業療法学 担当教員 髙野 珠栄子 

基本項目 

専  攻 科 目 区 分 単 位 数 履修期間 

作業療法学 作業療法治療学 必 修 1単位 前期（16h） 

授業内容の要約 

日常生活を円滑に行うために脳はさまざまに活動している。日常生活に支障を生じる高次脳機能障

害に対し、その症状をより的確に捉えて治療・援助していくための一連の流れを理解する。また、

日常生活をよく観察し、情報収集する必要性を学ぶ。 

学修・教育目標 

及び到達目標 

1．対象者の症状から高次脳機能障害を推測できる 
2．症状に対し、より適切な評価を実施・解釈し、生活機能の障害について説明できる 

 3．具体的な目標を立て、作業療法の治療・援助の概略を説明することが出来る 

授業の進め方 

学修上の助言 

講義、グループ発表、症例提示を行い、治療に対して指向性を持って取り組めるように進める。 

参考図書の比較、文献の検索を行い様々な見方があることを認識すること。 

授業時間外に必要な学修 教科書を復習し、幾つかの参考図書で調べる事 必要な時間 30分以上

授業計画 

 1．評価・治療の原則 pp52-63  

 2．記憶障害に対する作業療法 pp119-127 

 3．注意障害、半側空間失認、その他の劣位半球症状に対する作業療法 pp128-135,pp106-118 

 4．行為障害に対する作業療法 pp81-93 

 5．認知障害に対する作業療法 pp94-105 

 6．事例に対する作業療法Ⅰ pp169-225 （グループ討論） 

 7．事例に対する作業療法Ⅱ pp169-225 （グループ発表） 

定 期 試 験 

8．総括及びフィードバック（定期試験の解答・解説） 

成績評価方法 

項目 ■課題・小テスト 10％ ■グループ発表10％ ■定期試験   80％ □その他     ％

内

容 

課題・小テスト等総合的に判

定する 

グループ討論・発表を

加点する 

定期試験期間に筆記試

験を課す 
 

教科書 

著者 タイトル 出版社 発行年 

能登 真一 「高次脳機能作業療法学」 医学書院 2012 

    

参考文献 

石合 純夫 「高次脳機能障害学」第2版 医歯薬出版 2012 

原 寛美 
「高次脳機能障害ポケットマニュアル」

第3版 
医歯薬出版株式会社 2015 

履修要件等  

研究室 1号館5階 第13研究室 オフィスアワー 毎週水曜日 13：00～14：30 

 



 
 

（作業）専門分野 

  授業形態 講義 開講年次 3年次 

授業科目名 高齢期障害作業療法学 担当教員 南 征吾 

基本項目 

専  攻 科 目 区 分 単 位 数 履修期間 

作業療法学 作業療法治療学 必 修 1単位 前期（16h） 

授業内容の要約 
高齢者に対する作業療法の特徴とその介入とのつながりの検討や、核となる作業に焦点をあてた実践

の組み立て方を学ぶ。 

学修・教育目標 

及び到達目標 

1．事例報告をもとに評価項目の妥当性と評価から得られたニーズを説明できることを目指す。 

2．事例報告をもとに作業療法の目標とプログラムを立案できることを目指す。 

授業の進め方 

学修上の助言 

専門職としての作業療法の実践に関する根拠となる知識を得る機会とし、それを理解し臨床現場や実

習につなげること。作業療法の概念を理解していることが望ましい 

授業時間外に必要な学修 高齢期に多い疾患（臨床医学）、作業療法の基礎 必要な時間 30分以上

授業計画 

 1．高齢者のその人らしさを捉える（オリエンテーション） 

 2．廃用症候群の捉え方 

 3．認知症高齢者の評価と目的 

 4．高齢者の生活行為を捉える評価と目的 

 5．高齢者の作業の捉える実践的評価と目的 

 6．事例検討（その人らしい作業療法の実践） 

 7．事例検討（その人らしい作業療法のプログラムの立案） 

定 期 試 験 

8．総括及びフィードバック（定期試験の回答・解説） 

成績評価方法 

項目 ■課題・小テスト  30％ □レポート    ％ ■定期試験    60％ ■その他     10％

内

容 

各授業に関する課題があり、

その取り組む姿勢や提出物の

内容を評価する。 

 
定期試験は筆記試験で

実施する。 

授業への参加度、定期

試験の受験資格を失

わない出席が必要で

ある。 

教科書 

著者 タイトル 出版社 発行年 

    

    

参考文献 

村田和香（編集） 「作業治療学４ 老年期」 協同医書出版 2008 

籔脇健司（編集） 
「高齢者のその人らしさを捉える

作業療法」 
文光堂 2015 

履修要件等 高齢期障害評価学演習を履修していることが望ましい 

研究室 3号館2階 第25研究室 オフィスアワー 授業終了後に適宜質問を受け付ける 

 



 
 

（作業）専門分野 

  授業形態 講義 開講年次 3年次 

授業科目名 内部障害作業療法学 担当教員 髙野 珠栄子 

基本項目 

専  攻 科 目 区 分 単 位 数 履修期間 

作業療法学 作業療法治療学 必 修 1単位 前期（16h） 

授業内容の要約 
基本的な知識の整理をしながら、作業療法で接する内部障害者の治療原則を理解し、適切なリ

スク管理と生活指導を行えるように学習する。 

学修・教育目標 

及び到達目標 

1．内部障害の概念と種類を知る 
2．内部障害に対する評価と治療の概略を述べることができる 
3．内部障害に対してリスク管理ができる 

授業の進め方 

学修上の助言 

講義、資料で進める。 
解剖学等基本的知識の復習を行うことが望ましい。 

授業時間外に必要な学修 解剖学の知識の復習が望ましい 必要な時間 30分以上

授業計画 

 1．内部障害の基礎知識 

 2．呼吸器疾患に対する作業療法（1） 

 3．呼吸器疾患に対する作業療法（2） 

 4．心疾患に対する作業療法（1）  

 5．心疾患に対する作業療法（2） 

 6．糖尿病・腎疾患に対する作業療法 

 7．ターミナルケアに対する作業療法 

定 期 試 験 

8．総括及びフィードバック（定期試験の解答・解説） 

 

 

成績評価方法 

項目 ■課題・小テスト 20％ □レポート    ％ ■定期試験  80％ □その他     ％ 

内

容 

課題・小テストを実施し、授

業の内容についての理解度

を表する 

 
定期試験期間に試筆記

験を課す 
 

教科書 

著者 タイトル 出版社 発行年 

    

    

参考文献 
石川 齊ほか 「作業療法技術ガイド」第3版 文光堂 2011 

岩崎テル子ほか 「身体機能作業療法学」第2版 医学書院 2011 

履修要件等  

研究室 1号館5階 第13研究室 オフィスアワー 毎週水曜日 13：00～14：30 

 



 
 

（作業）専門分野 

  授業形態 講義 開講年次 3年次 

授業科目名 精神障害作業療法学 担当教員 谷口 英治 

基本項目 
専  攻 科 目 区 分 単 位 数 履修期間 
作業療法学 作業療法治療学 必 修 1単位 前期（30h） 

授業内容の要約 
精神保健福祉対策の概要を学ぶとともに精神障害作業療法の機能、役割、実践と疾患別アプローチへ

の理解を深める 

学修・教育目標 

及び到達目標 

1. 精神障害作業療法を実践するために必要な基礎知識、治療・訓練・援助の内容、方法を学修し説

明できる 

2. 評価を実施するために必要な基礎的な知識を身に付けることができる 

3. 疾患・障害の特性を理解し、疾患・障害に対する作業療法が修得できる 

4. 対象者の回復状態に応じた作業療法の評価、治療計画、実施が修得できる 

授業の進め方 

学修上の助言 

1. 疾患像をイメージできるようVTRを媒体にした授業形態 

2. 理解の状況・程度に応じた質疑応答とディスカッション        3. まとめと小テスト 

授業時間外に必要な学修 配布した資料、指定された範囲の教科書を予め読んでおくこと 必要な時間 30分以上

授業計画 

 1．精神障害（者）とは（資料・VTR）     2. 精神保健福祉対策の概要(資料) 

3．精神障害作業療法の機能と役割1：定義、対象、目的、方法、内容、治療構造、他（資） 

 4．精神障害作業療法の機能と役割2：治療構造論（作業療法を構成する要素：対象者、作業活動、

作業療法士、集団、場所と場、時間）、ICF、力動論など（教1-210-222,参1-72-125,参2-278-289）

 5．作業療法の実践1：評価とは、流れ、特性、目的、方法（情報収集、面接、観察、検査、調査な

ど）（資・教2-54-72,・参1-128-177,参2-12-25,32-41） 

 6．作業療法の実践2：治療計画・治療プログラムの立案、治療実施、治療効果（教1-198-209） 

 7．疾患別作業療法1：統合失調症にともなう障害と作業療法（資・教1-230-236,教2-74-119） 

 8．疾患別作業療法 ：統合失調症にともなう障害と作業療法と小テスト(参1-231-239・VTR） 

 9．疾患別作業療法2：気分障害にともなう障害と作業療法（資・教1-236-242,教2-120-170） 

10．疾患別作業療法 ：気分障害にともなう障害と作業療法と小テスト(参1-239-246・VTR） 

11．疾患別作業療法3：神経症性障害に対する作業療法と小テスト 

（資・教1-242-244・教2-171-184VTR） 

12.  疾患別作業療法4：摂食障害に対する作業療法と小テスト（資・教2-185-195・VTR） 

13．疾患別作業療法5：境界例パーソナリティ障害に対する作業療法と小テスト 

（資・教2-229-239・VTR） 

14．臨床実習について（教1-7-26,171-174,279-286） 

定 期 試 験 

15. 総括及びフィードバック（定期試験の解答・解説） 

成績評価方法 

項目 □課題・小テスト ％ □レポー ■定期試験 100％ □その他  ％ 

内

容 

国試過去問小テストの実施

（授業結果の振り返り） 
 定期試験成績結果 授業への参加と取り組み姿勢 

教科書 

著者 タイトル 出版社 発行年 

1-田端・谷口・他 臨床精神科作業療法入門 文光堂 2015 

2-朝田隆 他編 改訂 精神疾患の理解と精神科作業療法第2版 中央法規 2012 

参考文献 

1-山根 寛 精神障害と作業療法 第4版 三輪書店 2010 

2-佐竹 勝編 
ゴールドマスターテキスト作業療法評価学 改

訂第2版 
メジカルビュー 2015 

履修要件等 心理学・臨床心理学・精神医学などの知識が必要です。 

研究室 1号館5階 第18研究室 オフィスアワー 毎週月曜日16：20～17：00 

 



 
 

（作業）専門分野 

  授業形態 実習 開講年次 3年次 

授業科目名 精神障害作業療法学実習 担当教員 生水 智子 

基本項目 
専  攻 科 目 区 分 単 位 数 履修期間 

作業療法学 作業療法治療学 必 修 1単位 前期（30h） 

授業内容の要約 
精神障害を持つ対象者の支援に役立つ作業療法を実施するために、疾患別の治療技術・知識を習得す

る。また対象者に応じた治療プログラム立案から実施に至る流れを習得する。 

学修・教育目標 

及び到達目標 

1．精神科作業療法の治療理論を理解し、説明できる 

2．疾患別作業療法の治療技術を習得し、目的に応じた治療プログラムを立案できる 

3．対象者に応じ、作業療法評価から治療プログラム立案を行い、実施に至る工程を説明できる。 

授業の進め方 

学修上の助言 

朝田隆他（著）「精神疾患の理解と精神科作業療法」を中心に、配布資料を用いながら、講義と演習を

行う。 

日頃から、日常生活を構成する活動に関心や興味を持つことで、治療プログラムのアイデアが広がる。

また精神障害をテーマにした映画や本を観察の視点で視ることも実践につながる。 

授業時間外に必要な学修 精神医学についても予習、復習を行ってください 必要な時間 30分以上 

授業計画 

 1．精神障害リハビリテーションと作業療法 

 2．作業療法実施に至る流れの理解 

 3．疾患別作業療法（統合失調症） 

 4．疾患別作業療法（気分障害） 

 5．疾患別作業療法（神経症性障害） 

 6．疾患別作業療法（パーソナリティ障害） 

 7．疾患別作業療法（発達障害） 

 8．疾患別作業療法（器質性精神障害） 

 9．疾患別作業療法（その他） 

10．地域生活支援 

11．事例に基づく作業療法の展開 

12．事例に基づく作業療法プログラム立案と実施 

13．臨床実習における作業療法プログラム立案と実施 

14．司法精神医療における作業療法 

定 期 試 験 

15．総括及びフィードバック（定期試験の解答・解説）

成績評価方法 

項目 □課題・小テスト  ％ ■レポート  10  ％ ■定期試験  80 ％ ■その他  10  ％ 

内

容 
 

授業時間内に課題を課

し、指摘期限までに提

出 

講義（資料含む）・演習

内容の範囲で出題する 

授業に臨む姿勢、積極

性などを総合的に判

断する 

教科書 

著者 タイトル 出版社 発行年 

朝田隆 他 「精神疾患の理解と精神科作業療法」 中央法規 2012 

山根寛 「精神障害と作業療法 第3版」 三輪書店 2010 

参考文献 
香山知美 他 「生活を支援する精神障害作業療法」 医歯薬出版株式会社 2017 

    

履修要件等 精神障害評価学、精神障害臨床評価学実習、臨床検査測定実習を履修していることが望ましい 

研究室 1号館1階 第22研究室 オフィスアワー 各担当教員 オフィスアワー 

 



 
 

（作業）専門分野 

  授業形態 講義 開講年次 3年次 

授業科目名 発達障害作業療法学 担当教員 山田 剛 

基本項目 

専  攻 科 目 区 分 単 位 数 履修期間 

作業療法学 作業療法治療学 必 修 1単位 前期（16h） 

授業内容の要約 
発達過程における子どもの年令特徴と各種心身機能の障害の学習手段を体験し、作業療法のプログラ

ム作成の方法を学ぶ 

学修・教育目標 

及び到達目標 

1．最近の子どもの特徴や取り巻く環境を理解し、発達を促す取り組みができる 

2．発達の遅れを惹き起こす各種疾患と、発達を促す作業療法を調べることができる 

3．発達障害児を取り巻く地域、多職種連携、に取り組むことができる 

授業の進め方 

学修上の助言 

講義を中心に実施。 

シミュレーション、模擬事例などに対してのディスカッション、グループ討議なども取り入れながら、

臨床現場での思考パターンを養うことに重点を置いた講義を実施する 

授業時間外に必要な学修 指定された範囲の教科書、資料などを予め読んでおくこと 必要な時間 30分以上

授業計画 

 1．発達期障害領域のリハビリテーションの考えかた 

 2．母親とのかかわり、多職種連携の考え方 

 3．脳性麻痺児の治療プログラムの検討１ 

 4．脳性麻痺児の治療プログラムの検討２ 

 5．年齢や発達段階を考慮したプログラムの検討 

 6．地域リハビリテーションにおける発達期障害の取り組み 

 7．発達期障害に対しての作業療法の在り方 

定 期 試 験（レポート） 

 8. 総括及びフィードバック 

 

 

成績評価方法 

項目 □課題・小テスト  ％ □レポート    ％ ■定期試験    100％ □その他     ％ 

内

容 
  

成績は定期試験の結果

のみで評価します 
 

教科書 

著者 タイトル 出版社 発行年 

上杉 雅之 (監

修), 辛島 千恵子 

(編集) 

「イラストでわかる発達障害の作

業療法」 
医歯薬出版 2016 

    

参考文献 
    

    

履修要件等  

研究室 1号館1階 非常勤講師控室 オフィスアワー 授業終了後、質問を受け付ける 

 



 
 

（作業）専門分野  

  授業形態 講義 開講年次 3年次 

授業科目名 地域作業療法学 担当教員 石川 健二 

基本項目 

専  攻 科 目 区 分 単 位 数 履修期間 

作業療法学 地域・予防医学的リハビリテーション 必 修 1単位 前期（30h） 

授業内容の要約 
誰もが住み慣れた地域で安心して生活し続けるために、適宜適切なサービス提供を行う必要がある。

保健・医療・福祉の仕組みとその実践について講義する。 

学修目標 
1．地域における作業療法士が行う具体的な支援策の知識を習得する 

2．地域ケアをすすめていくなかで必要な意識の醸成について考察することができる 

授業の進め方 
学習上の助言 

講義形式を中心として、適宜グループ演習なども加える。 

担当教員が指定した講演会、研修会等への参加を授業出席として考慮する場合がある。 

授業時間外に必要な学修 前回授業分の見直し 必要な時間 30 分以上 

授業計画 

1．オリエンテーション（地域ケアシステムの成り立ち：定義、歴史）pp3-18 

2．保健、医療、福祉、介護の領域別に分けた社会保障制度のしくみ pp19-46 参考資料 

3．発達、成人、老年期での世代別に分けた支援のしくみ  pp19-46 

4．在宅、医療、施設での生活圏域別に分けた支援のしくみ pp19-46 

5．介護保険制度   pp47-63 

6．障害者総合支援法 pp47-63 

7．ソーシャルサポートネットワーク pp66-74 

8．他職種との協働  pp79-84 

9．地域作業療法の実践① 支援プログラムとマネジメント pp114-137 

10．地域作業療法の実践② 医療・介護施設・通所施設・訪問事業所 pp141-156 

11．地域作業療法の展開① 作業療法地域包括ケアシステム pp226-268 

12．地域作業療法の展開② 特別支援学校（発達）就労支援（精神・高次脳）pp226-268 

13．地域作業療法の展開③ 地域移行支援（精神） 認知症対策 終末期支援 pp226-268 

14．地域ケアにおける実践的な教育について（認知症サポーター養成講座）講座資料 

定 期 試 験 

15．総括及びフィードバック（定期試験の解答・解説） 

成績評価方法 

項目 ■課題・小テスト10％ ■レポート 20 ％ ■定期試験  70 ％ ■備考      

内

容 

毎回授業にて前回講義分の

小テストを課す 

認知症サポータ研修

に関するレポートを

課す 

期末試験期間に筆記試

験を課す。 

レポート、授業態度な

ど総合的に判定する。

研修会等の参加を授業

出席に振り替えること

もある。 

教科書 

著者 タイトル 出版社 発行年 

大熊 明 標準作業療法学 地域作業療法学 医学書院 2017 

    

参考文献 授業にて紹介    

履修要件等 特になし 

研究室 3号館2階 第28研究室 オフィスアワー 毎週木曜日 14:40～16:10 

 



 
 

（作業）専門分野  

  授業形態 演習 開講年次 3年次 

授業科目名 地域作業療法学演習 担当教員 石川 健二 

基本項目 

専  攻 科 目 区 分 単 位 数 履修期間 

作業療法学 地域・予防医学的リハビリテーション 必 修 1単位 後期（30h） 

授業内容の要約 
グループ活動を通じて対象者のニーズを明らかにし、ケース検討、健康教育、地域づくりなどのテー

マに沿ったプレゼンテーションを主とした演習を行う。 

学修目標 
・地域における作業療法士としての課題や問題点を抽出できる 

・具体的支援策を熟考し議論できる 

授業の進め方 
学習上の助言 

講義形式を中心として、適宜グループ演習なども加える。 

担当教員が指定した講演会、研修会等への参加を授業出席として考慮する場合がある。 

地域作業療法学の講義と一体的に進めるため、前段階として前期にレポートの提出を課す。 

臨床実習のため変則の時間割になると思われる。 

授業時間外に必要な学修 前回授業分の復習 必要な時間 30分以上 

授業計画 

1．オリエンテーション 

2．～10．プレゼンテーション 

 例：ノーマライゼーション、アクセスシビリティ、バリアフリー、ユニバーサルデザイン、介護予防、

ヘルスプロモーション、行動変容、環境生理学 等のテーマに沿った講義と演習 

11．グループ演習1 

12．グループ演習2 

13．グループ演習3 

14．グループ演習4 

15．総括及びフィードバック（全講義の振り返り） 

成績評価方法 

項目 □課題・小テスト  ％ ■レポート 20 ％ □定期試験    ％ ■その他  80 ％ 

内 

容 
 

グループ発表の準備

としてレポートを課

す 

 

レポート、授業態度、

発表、グループ演習に

おける積極的な貢献な

ど総合的に判定する。 

教科書 
著者 タイトル 出版社 発行年 

特に指定しない 

参考文献 授業にて紹介 

履修要件等 地域作業療法学を履修していること 

研究室 3号館2階 第28研究室 オフィスアワー 毎週木曜日 14:40～16:10 

 



 
 

（作業）専門分野 

  授業形態 講義 開講年次 3年次 

授業科目名 作業療法管理・運営学 担当教員 髙野 珠栄子 

基本項目 

専  攻 科 目 区 分 単 位 数 履修期間 

作業療法学 地域・予防医学的リハビリテーション 必 修 1単位 後期（16h）

授業内容の要約 

昨今の社会状況の変化とともに作業療法士が働く職場も変化している。その変遷を理解し、作業療

法士としての役割を理解する。作業療法部門の管理運営に必要な基礎的知識を学ぶと共に、併せて

医療専門職(作業療法士)としての必要な職業倫理やリスク管理を学ぶ。 

学修・教育目標 

及び到達目標 

1．作業療法士の役割について説明できる 

2．作業療法部門の管理運営業務について説明できる 

3．作業療法部門の記録や報告の重要性を説明できる 

4．保険診療について理解できる 

授業の進め方 

学修上の助言 

講義、グループ討論、発表を行う 

診療報酬等は一定の年度で改定されるものである。医療のしくみやリスク管理についての基本的知

識は必要で、関心をもって調べる事が重要である。 

授業時間外に必要な学修 自らネット・ニュース等で医療を取り巻く状況を知る 必要な時間 30分以上

授業計画 

 1．作業療法士が働く職場（病院、地域）の変遷と作業療法士の役割 

 2．作業療法部門の管理・運営（備品・消耗品） 

 3．リスク管理 

 4．診療報酬の基礎 

 5．診療報酬（グループ発表） 

 6．記録と報告（グループ発表） 

 7．施設でのOTの役割、地域での施設の役割について 

定 期 試 験 

 8．総括及びフィードバック（定期試験の解答・解説） 

 

成績評価方法 

項目 ■課題・小テスト30％ □レポート    ％ ■定期試験 70％ □その

内

容 

課題、グループ発表等を

総合的に判定する 
 

定期試験期間内に筆記

試験を課す 
 

教科書 

著者 タイトル 出版社 発行年 

    

    

参考文献 
石川齊ほか 「作業療法技術ガイド」 文光堂 2011 

    

履修要件等  

研究室 1号館5階 第13研究室 オフィスアワー 毎週水曜日 13：00～14：30 

 



 
 

（作業）専門分野  

  授業形態 講義 開講年次 3年次 

授業科目名 地域ケアシステム論         担当教員 石川 健二 

基本項目 

専  攻 科 目 区 分 単 位 数 履修期間 

作業療法学 地域・予防医学的リハビリテーション 選択必修 1単位 後期（16h） 

授業内容の要約 
誰もが住み慣れた地域で安心して生活し続けるためには、適宜適切なケアサービス提供を行う必要が

ある。保健・医療・福祉機関の総合的な調整をはかる地域ケアシステムの仕組みについて学ぶ。 

学修目標 
1．現状における地域ケアシステムの仕組みを理解することができる 

2．地域の特性を活かした地域ケアシステムを創造することができる 

授業の進め方 
・ 

学習上の助言 

講義・グループワーク・実践の紹介・施設見学 等 

担当教員が指定した講演会、研修会等への参加や地域ケアに従事する機関での見学や研修を授業出席

として考慮する場合がある。 

授業時間外に必要な学修 前回授業内容の復習 必要な時間  30分以上 

授業計画 

1． オリエンテーション（地域ケアシステムの成り立ち） 

2． 地域での作業療法士の役割① 発達支援施設 

3． 地域での作業療法士の役割② 介護老人施設 

4． 地域での作業療法士の役割③ 就労支援施設  

5． 地域作業療法１（居宅サービス） 

6． 地域作業療法２（施設サービス） 

7． 作業療法士として地域で活躍するためには 

8． 総括及びフィードバック（全講義の振り返り） 

成績評価方法 

項目 □課題・小テスト  ％ ■レポート  50％ □定期試験    ％ ■その他   50  ％

内

容 
 

施設見学に関するレ

ポートを課す 
 

適宜授業レポート、授

業態度など総合的に判

定する。 

教科書 
著者 タイトル 出版社 発行年 

特に指定しない 

参考文献 授業にて紹介する 

履修要件等 地域作業療法学を履修済みであることが望ましい。 

研究室 3号館2階 第28研究室 オフィスアワー 毎週木曜日 14:40～16:10 

 



 
 

（作業）専門分野  

  授業形態 演習 開講年次 3年次 

授業科目名 臨床実習指導Ⅲ（OT） 担当教員 武井 麻喜 ・ 嶋野 広一 

開  設 

専  攻 科 目 区 分 単 位 数 履修期間 

作業療法学 臨床実習 必 修 1単位 前期（30h） 

授業内容の要約 
臨床総合実習Ⅰで求められる評価計画の立案及び目的に沿った様々な治療方法を知る。また治療によ

る効果の検証方法を学ぶ 

学修・教育目標 

及び到達目標 

1． 2年次の臨床検査測定実習で得た情報や学んだ知識を全体で共有することができる 

2． 観察から評価に必要な情報を見つけ記録を書くことができる 

3． 対象者に合わせた評価、治療を適切に行うことができる 

4． 臨床総合実習Ⅰに向けて、知識・技術を自発的に習得しようと努めることができる 

5． 目的志向による実行する方法を身につけ自己管理能力を高める  

授業の進め方 

学修上の助言 
講義、施設見学・研修、プレゼンテーション、グループワーク、ディスカッションなどを行う。 

授業時間外に必要な学修 前回授業の復習 必要な時間 30分以上 

授業計画 

 1．オリエンテーション 

 2．自己分析（自己評価） 

 3．自己分析（他者評価） 

 4．集団でのレクリエーション（体育祭） 

 5．臨床実習に必要な知識・技術の修得（精神障害領域） 

 6．臨床実習に必要な知識・技術の修得（身体障害領域） 

 7．臨床実習に必要な知識・技術の修得（高次脳機能、老年期領域） 

 8．臨床実習に必要な知識・技術の修得（発達領域、療育・就労支援を含む） 

 9．臨床実習に必要な知識・技術の修得（社会参加に向けたノーマライゼーション） 

10．コミュニケーションスキルの修得 

11．コミュニケーションスキルの修得 

12．臨床総合実習Ⅰ前準備 

13．臨床総合実習Ⅰ前準備 

14．臨床総合実習Ⅰ前準備 

15．総括及びフィードバック（全講義の振り返り） 

成績評価方法 

項目 □課題・小テスト  ％ ■レポート  20％ □定期試験    ％ ■その他   80％ 

内

容 
 

課題は第5~9回に提示

する。授業内容につい

ての理解度を評価す

る。 

 

授業への参加度やプレ

ゼンテーションについ

て評価する。 

教科書 「大阪河﨑リハビリテーション大学 作業療法学専攻：実習の手引き 第4版」 

参考文献 特になし 

履修要件等 「臨床実習指導Ⅱ」が履修済みであることが望ましい 

研究室 
1号館1階 第23研究室（武井） 

1号館2階 第24研究室（嶋野） 
オフィスアワー

毎週月曜日 12:10～13:00（武井） 

毎週水曜日 10:40～12:10（嶋野） 

 



 
 

（作業）専門分野 

  授業形態 実習 開講年次 3年次 

授業科目名 臨床総合実習Ⅰ（OT） 担当教員 谷口 英治 / 作業療法学専攻教員 

基本項目 

専  攻 科 目 区 分 単 位 数 履修期間 

作業療法学 臨床実習 必 修 9単位 
後期（405h） 

9週間 

授業内容の要約 

身体障害分野、精神障害分野、発達障害分野、高齢期障害分野から1分野の施設にて臨床実習を実施

する。臨床の場で対象者（児）の評価法を修得し、さらに治療計画の立案・治療実施を経験し作業療

法士としての基本的な役割を実践する。 

学修・教育目標 

及び到達目標 

1. 作業療法及び作業療法士の機能と役割について理解することができる 

2. 対象者（児）の評価法を修得することができる 

3. 治療計画を立案し、治療を実施することができる 

4. 治療の結果を踏まえ、予後について考察することができる 

授業の進め方 

学修上の助言 

実習にふさわしい服装で臨むこと 

一般社会常識、マナー、そして社会性が求められるため医療従事者として責任感のある行動・態度に

配慮すること。 

連絡・相談・報告や自己管理に十分注意を払うこと。 

授業時間外に必要な学修 

評価法を予め修める。また、既存の症例報告書を基に評価・治療

計画・治療実施の流れをレビューし、関連する文献や教科書を読

んでおくこと 

必要な時間 90分以上／週 

授業計画 

 

・身体障害分野、精神障害分野、発達障害分野、高齢期障害分野から1分野9週間の実習を実施す

る。 

・対象者（児）の評価を修得し、さらに治療計画の立案・治療実施を経験し、作業療法士としての基

本的な役割を実践・経験する。 

・治療結果を踏まえ予後予測について考察する。 

 

成績評価方法 

項目 □課題・小テスト％ □レポート ％ □定期試験 ％ ■その他  100 ％ 

内

容 
   

① 臨床総合実習Ⅰ評定の結果 

② 臨床実習出席日数 

③ 実習内容（症例報告書、実習ノート、

実習態度等） 

④ セミナーの参加状況から総合的に評

価する 

教科書 

著者 タイトル 出版社 発行年 

臨床実習委員会編 
「作業療法学専攻：実習の手引き」

第4版 

大阪河﨑リハビリテーション

大学 
2017 

    

参考文献 
    

    

履修要件等 実習要件3）を満たしていること 

研究室 １号館5階 第18研究室・他 オフィスアワー 各担当教員 オフィスアワー 

 



 
（言語）専門基礎分野 

  授業形態 講義 開講年次 3年次 

授業科目名 形成外科学 担当教員 大西 祐一 

基本項目 

専  攻 科 目 区 分 単  履修期間 

言語聴覚学 臨床医学および歯科学 必 修 1単位  後期（16h）

授業内容の要約 
形成外科学の概要を、口腔外科学の観点から説明し、理解する。特に口腔、顎、顔面の構造、

機能、疾患と言語障害、咀嚼障害および嚥下障害との関連を口腔外科学的な側面より知る。 

学修・教育目標 

及び到達目標 

1． 形成外科、口腔外科の全体像を理解し把握する。 
2． 形成外科、口腔外科を理解し、言語聴覚士との関わりを理解する。 
3． 言語聴覚士国家試験に合格するための知識を習得する。 

授業の進め方 

学修上の助言 
ビデオ、視覚素材を用いて、講義を行う。 

授業時間外に必要な学修 指定された範囲の教科書を予め読んでおくこと 必要な時間 30分以上 

授業計画 

1． 口腔、顎、顔面の形態と構造 
口腔の形態、構造、解剖について 
口腔、顎、顔面の発生、発育 

2．口腔、顎、顔面の機能 
a咀嚼機能 b嚥下機能 

3．口腔、顎、顔面の機能 
a言語機能  b口腔の診察法 

4. 歯・歯周組織の疾患、口腔ケア 
5. 口腔、顎、顔面の疾患 

a先天異常 （口唇裂、口蓋裂）、b外傷他 c 炎症 
6. 嚢胞 , 腫瘍,  
7．唾液腺疾患、神経疾患、 
8. 顎関節疾患、粘膜疾患、手術療法、再建と機能回復 
9．期末試験 

成績評価方法 

項目 ■課題・小テスト10％ ■レポート 10 ％ ■定期試験   80 ％ □その他     ％

内

容 

重要な部分の小テストをす

る 

講義で不足部分はレ

ポートにまとめても

らう 

  

教科書 

著者 タイトル 出版社 発行年 

道 健一 
言語聴覚士のための臨床歯科医学 
口腔外科学 第２版 

医歯薬出版  

    

参考文献 
    

    

履修要件等  

研究室 1号館1階 非常勤講師控室 オフィスアワー 授業終了後、質問を受け付ける 

 



 
（言語）専門基礎分野 

  授業形態 講義 開講年次 3年次 

授業科目名 臨床心理学Ⅱ（ST） 担当教員 荒木 郁緒 

基本項目 

専  攻 科 目 区 分 単 位 数 履修期間 

言語聴覚学 心理学 必 修 1単位  前期（30h）

授業内容の要約 臨床心理学の理論やアプローチを学び、患者との実際のやり取りを学ぶ。 

学修・教育目標 

及び到達目標 

1．“こころ”のあり方を理解することができる 

2．医療従事者として臨床心理学の知識を生かすことができる 

3．人と人との関係の中で何が起こり得るかについて、考え検討することができる 

授業の進め方 

学修上の助言 
レジュメや資料プリント配布による講義形式（心理アセスメントの実習・描画技法を含む） 

授業時間外に必要な学修 授業内容の予習・復習 必要な時間 30分以上 

授業計画 

1．臨床心理学という分野について 

 2．セラピストの三原則（ロジャーズ）、傾聴・共感・受容 

 3．フロイトの理論（意識・無意識、心的エネルギー、夢など） 

 4．自我防衛機制について 

 5．子どものこころの成長について（エリクソン、マーラー、スターンなど） 

 6．セラピーの中で何が起こっているかについて（転移・逆転移） 

 7．セラピーにおける体験・イメージについて 

 8．心理アセスメントについて（TEG、YG性格検査など） 

 9．心理アセスメントについて（バウムテスト、風景構成法など） 

10．統合失調症・双極性障害の諸症状とアプローチ、DSM 

11．人格障害、神経症の諸症状とアプローチ 

12．発達障害の特性とアプローチ 

13．グループワーク（描画体験） 

14．グループワーク（カウンセリング体験） 

定 期 試 験 

15．総括及びフィードバック（定期試験の解答・解説） 

成績評価方法 

項目 ■課題・小テスト 10％ ■レポート   30％ ■定期試験   30％ ■その他    30％

内容 
課題・小テストで 

評価する。 
提出物で評価する。 

定期試験にて、授業の 

理解度を評価する。 

授業への参加度や

受講態度等で評価

する。 

教科書 

著者 タイトル 出版社 発行年 

 レジュメや配布資料を用いて行う   

    

参考文献 
 必要に応じてその都度紹介   

    

履修要件等 特になし 

研究室 1号館1階 非常勤講師控室 オフィスアワー 授業終了後、質問を受け付ける 

 



 
（言語）専門基礎分野 

  授業形態 講義 開講年次 3年次 

授業科目名 心理測定法 担当教員 西垣 悦代 

基本項目 

専  攻 科 目 区 分 単 位 数 履修期間 

言語聴覚学 心理学 必 修 1単位  前期（30h）

授業内容の要約 
本科目では、心理学的測定と心理検査の基礎を、講義と演習を交えながら学ぶ。この領域の国家試験

問題は比較的難易度が高いが、コツさえつかめば難しくはない。心理測定に関する知識は言語聴覚士

の臨床現場にも必要であり、臨床データを取る際にも役立つので頑張って身につけてほしい。 

学修・教育目標 

及び到達目標 

1．心理検査の種類、目的を理解し、適切な検査を選択・実施できる 

2．心理測定の尺度、および信頼性・妥当性について正しく理解し、説明できる 

3．心理測定で得られたデータを、適切な統計解析法を用いて分析・解釈できる 

授業の進め方 

学修上の助言 

心理測定法について講義およびコール教室での演習を通して、国試内容に沿った実践的な内容を、わ

かりやすく、記憶に定着しやすい方法で学ぶ。集中講義なので、授業中にしっかりと理解するように

努めてほしい。 

授業時間外に必要な学修 学んだことをその日のうちに復習し、課題レポートを完成させる 必要な時間 30分以上

授業計画 

 1．導入：心理測定とは 

 2．心理測定法について（キーワード：質問紙法、評定法、観察法、面接法） 

 3．心理検査①（キーワード：パーソナリティ検査） 

 4．心理検査②（キーワード：知能検査、スクリーニング検査） 

 5． 心理検査の実施と解釈演習 （キーワード：TEGⅡ） 

 6．尺度とは（キーワード：名義尺度、順序尺度、間隔尺度、比率尺度） 

 7．尺度の信頼性と妥当性（キーワード：信頼性、妥当性） 

8．国試に出る統計解析（キーワード：代表値、散布度、母集団と標本、統計法） 

9．実験的心理測定法（キーワード：調整法、極限法、上下法、PM法、） 

10．実験的心理測定の演習（キーワード：一対比較法） 

11．社会心理学的測定法の演習（キーワード：リカート法とサーストン法） 

12．SD法と多次元尺度構成法 （キーワード：SD法、多次元尺度構成法） 

13．国家試験に出る統計解析法と心理測定法の総合演習（キーワード：言語聴覚士国家試験） 

14．総括 

定 期 試 験 

15．フィードバック（試験の解説） 

成績評価方法 

項目 □課題・小テスト  ％ ■レポート  30 ％ ■定期試験  70％ □その他     ％ 

内

容 
 

授業中に作成する課

題レポート（3回）の

完成度の評価 

定期試験によって測定

する授業全体の理解度

の評価 

 

教科書 

著者 タイトル 出版社 発行年 

井上文夫他 「よりよい社会調査をめざして」 創元社 1995年 

    

参考文献 
 授業中に資料を配付する   

    

履修要件等 医学統計学を復習しておくこと 

研究室 1号館1階 非常勤講師控室 オフィスアワー 授業終了後に質問を受け付ける 

 



 
（言語）専門基礎分野 

  授業形態 講義 開講年次 3年次 

授業科目名 音響学（含演習） 担当教員 松井 理直 

基本項目 

専  攻 科 目 区 分 単 位 数 履修期間 

言語聴覚学 音声言語聴覚医学 必 修 1単位  前期（30h）

授業内容の要約 
ST の仕事を行う上で必要となる音響学の基本的概念を学ぶ。特に、(1) 波長とは何か (2) dB とは

何か (3) フォルマントとは何か (4) 音声知覚の手がかり (5) マスキング、が要点となる。 

学修・教育目標 

及び到達目標 

1．言語聴覚士として必要な基本的な知識を身につける 
2．音声の物理的性質と聞こえの相互関係を具体的に解析・解説できるようにする 

 3．コンピュータによる音声分析を通じ、現場で活用できる知識の獲得を目指す 

授業の進め方 

学修上の助言 

集中講義なので、なにか分からない点があれば、その場ですぐに質問をすること。 
国試にも必須の内容なので、授業時間内に内容をきちんと理解すること。 

授業時間外に必要な学修 特に復習 (授業中に宿題を課す)。 必要な時間    50分以上 

授業計画 

 1．音の基本「音とは何か」（配布プリントのタイトル等で確認のこと） 

2．振動の物理的性質「振動のスピード、振れ幅、持続時間」・振動の伝播 

3．基本周波数と周期・波長との関係。「なぜ長いものは低い音を出すのか」 

4．周波数レベルの計算とピッチ感覚「オクターブとは何か」 

5．強さと音圧「音の強さと音圧の関係を学ぶ」 

6．パワーレベルの計算「ベルという単位について」 

7．デシベルの計算方法「聴覚障害とパワーレベルの関係」 

8．聴力レベル・感覚レベルの計算方法と、乙の大きさの単位 

 9．複合音と音色「音色を決定する要因は何か」 

10．スペクトルの考え方 

11．共鳴とフォルマント「音声の物理的特徴の基本」 

12．母音の音響特性について 

13．子音の音響特性について 

14．音声知覚とデジタル信号処理 

定 期 試 験 

15．総括及びフィードバック 

成績評価方法 

項目 ■課題・小テスト 10％ □レポート    ％ ■定期試験   90％ □その他     ％ 

内

容 

授業内容の理解度の確認 

(周波数・波長・dB・フォル

マントの計算問題) 

 

定期試験を実施。授業

内容を理解し、国試に

対応できる学力を確認 

 

教科書 

著者 タイトル 出版社 発行年 

 プリントを配布   

    

参考文献 
 授業中に紹介を行う。   

    

履修要件等 聴覚心理学・聴覚検査等の授業内容、および指数計算の方法を復習しておくこと。 

研究室 1号館1階 非常勤講師控室 オフィスアワー 授業終了後、質問を受け付ける 

 



 
 

（言語）専門分野 

  授業形態 講義・演習 開講年次 3年次 

授業科目名 研究法（ST） 担当教員 木村秀生(代表)・言語聴覚学専攻教員 

基本項目 

専  攻 科 目 区 分 単 位 数 履修期間 

言語聴覚学 卒業研究 必 修 1単位 前期（30h） 

授業内容の要約 
・言語聴覚療法研究に取り組むための方法や手順、分析、発表方法について具体例を示す。 

・研究の一連の流れを学び、卒業研究に着手する。 

学修・教育目標 

及び到達目標 

1． 研究という取り組みについての基本的概念を理解する。 

2．研究の方法論（文献検索と収集・研究デザイン等）を理解し実践する。 

授業の進め方 

学修上の助言 

1．前半7回は講義形式で実施、後半8回は研究テーマに沿って配属された教員より指導を受ける。

2．自ら積極的に研究テーマを見出し、能動的に研究に取り組むことを期待する。 

授業時間外に必要な学修 前回の復習 必要な時間 30分以上 

授業計画 

1．言語聴覚障害研究概論（卒業研究の進め方について） 

 2．研究とはなにか。 

 3．文献検索・収集について 

 4．調査研究について 

 5．実験研究について 

 6．事例研究について 

 7．まとめ（研究テーマの確定に向けて） 

定 期 試 験 

 8．卒業研究演習【配属された各教員のもとで指導を受けながら計画に沿って研究を実践する。】 

 9．卒業研究演習【配属された各教員のもとで指導を受けながら計画に沿って研究を実践する。】 

10．卒業研究演習【配属された各教員のもとで指導を受けながら計画に沿って研究を実践する。】 

11．卒業研究演習【配属された各教員のもとで指導を受けながら計画に沿って研究を実践する。】 

12．卒業研究演習【配属された各教員のもとで指導を受けながら計画に沿って研究を実践する。】 

13．卒業研究演習【配属された各教員のもとで指導を受けながら計画に沿って研究を実践する。】 

14．卒業研究演習【配属された各教員のもとで指導を受けながら計画に沿って研究を実践する。】 

15．卒業研究演習【配属された各教員のもとで指導を受けながら計画に沿って研究を実践する。】 

成績評価方法 

項目 □課題・小テスト  ％ □レポート    ％ ■定期試験 50％ ■その他 50％ 

内

容 
  

1~7は、科目担当教員

が評価する。 

8~15は、卒業研究の 

指導教員が評価する。 

教科書 

著者 タイトル 出版社 発行年 

無し    

    

参考文献 

河野哲也 レポート・論文の書き方入門第3版 慶応義塾大学出版会 2002 

佐藤雅昭 
流れがわかる学会論文作成 How 

To改訂版 
メディカルレビュー社 2011 

履修要件等 3年次前期までの全ての専門科目・専門基礎科目の履修が望ましい。 

研究室 1号館5階 第16研究室(木村) オフィスアワー 毎週水曜日 14：40～16：10 

 



 
 

（言語）専門分野 

  授業形態 講義 開講年次 3年次 

授業科目名 言語聴覚障害診断学 担当教員 髙橋 泰子 

基本項目 

専  攻 科 目 区 分 単 位 数 履修期間 

言語聴覚学 障害学総論 必 修 1単位 後期（30h） 

授業内容の要約 臨床評価実習に向けての準備 

学修・教育目標 

及び到達目標 

1．臨床評価実習までに社会人・医療従事者としてのマナーや態度を修得する 

2．専門用語を使って簡潔に記録が書ける 

3．基礎的な知識を理解し説明できる 

4．患者様に対する話し方や態度を修得する 

授業の進め方 

学修上の助言 

授業は、講義形式と演習形式がある。学生同士で練習することがあるので、欠席する場合は必ず連絡

を事前に入れること。また、演習を行うときは、身体・口腔は清潔に保ち、動きやすい服装、タオル

を用意されたい。 

授業時間外に必要な学修 各種検査が効率よく遂行できるよう練習を重ねる 必要な時間 30分以上 

授業計画 

 1．ガイダンス 

 2．感染対策―院内感染（講義） 

 3．移乗 

 4．血圧測定 

 5．血圧測定 

 6．アサーション・トレーニング  

 7．医療面談 

 8．スクリーニング検査  

 9．OSCE① 

10．OSCE① 

11．記録の書き方 

12．記録の書き方 

13．臨床実習の管理・運営（リスク管理、インフォームドコンセント、ハラスメント防止） 

14．OSCE② 

15．OSCE② 

16．OSCEのフィードバック 

成績評価方法 

項目 □課題・小テスト ％ ■レポート   10％ □定期試験    ％ ■その他   90％ 

内

容 
 

OSCE後に自己フィー

ドバックしたレポート

を評価する。 

 
OSCE（客観的臨床能力

試験）を2回実施する。

教科書 

著者 タイトル 出版社 発行年 

大阪河﨑リハビリ

テーション大学 
実習の手引き 言語聴覚学専攻  2017 

平野哲雄他 編著 「言語聴覚療法臨床マニュアル 第3版」 協同医書出版社 2014 

参考文献 
    

    

履修要件等 臨床基礎実習の単位取得をしておくこと。 

研究室 1号館5階 第17研究室 オフィスアワー 毎週水曜日 10:40～12:10 

 



 
 

（言語）専門分野 

  授業形態 講義 開講年次 3年次 

授業科目名 失語・高次脳機能障害学Ⅱ 担当教員 芦塚 あおい 

基本項目 

専  攻 科 目 区 分 単 位 数 履修期間 

言語聴覚学 高次脳機能障害学 必 修  2単位 前期（60h） 

授業内容の要約 失語症候群の基本概念・症状を理解し、評価・診断の理論・方法を学ぶ 

学修・教育目標 

及び到達目標 

1．失語症患者に対する言語聴覚士としての基本的役割を学ぶ 

2．失語症研究の歴史を理解する 

3．失語症の定義を理解する  

4．失語症候群の基本概念・症状を理解し、評価・診断について習得する 
授業の進め方 

学修上の助言 

講義、演習 

予習・復習は必ず行うこと。授業態度は評価対象とする。 

授業時間外に必要な学修 テキストの予習・復習 必要な時間 ６０分以上 

授業計画 

1．失語症の基礎知識1 

2．失語症の基礎知識2 

3．失語症の基礎知識3 

4．失語症のタイプ分類1 

5．失語症のタイプ分類2 

6．失語症患者と家族との関わりについて 

7-22．失語症の評価・演習1～14（標準失語症検査（SLTA）） 

23．神経心理モデル１ 

24．神経心理モデル２ 

25．鑑別診断1（SLTAの結果解釈１） 

26．鑑別診断2（SLTAの結果解釈２） 

27．鑑別診断3 

28．その他の高次脳機能障害の評価1  

29．その他の高次脳機能障害の評価2 

定 期 試 験 

30．総括及びフィードバック 

成績評価方法 

項目 ■課題・小テスト 10％ □レポート    ％ ■定期試験   80 ％ ■その他  10  ％ 

内

容 

授業内において小テストを

実施する。グループワーク

を行い、発表を評価する。 

 

定期試験を実施する。授

業の内容全般についての

理解度を評価する。 

受講態度 

教科書 

著者 タイトル 出版社 発行年 

藤田郁代（編） 標準言語聴覚障害学「失語症学」 医学書院 2009 

小嶋知幸（編） なるほど！失語症の評価と治療 金原出版 2012 

参考文献 
種村純（編著） 

失語症 Q＆A 検査結果のみかたとリハビ

リテーション 
新興医学出版社 2014 

紺野加奈江 「失語症言語治療の基礎」 診断と治療社 2001 

履修要件等  

研究室 3号館2階 第30研究室 オフィスアワー 毎週火曜日 12 : 10 ～ 13：00 

 



 
 

（言語）専門分野 

   授業形態 講義 開講年次 3年次 

授業科目名 失語・高次脳機能障害学Ⅲ 担当教員 芦塚 あおい 

基本項目 

専  攻 科 目 区 分 単 位 数 履修期間 

言語聴覚学 高次脳機能障害学 必 修  2単位 後期（60h） 

授業内容の要約 失語・高次脳機能障害学Ⅰ・Ⅱを基に、評価・診断・リハビリテーションの理論・方法を学ぶ 

学修・教育目標 

及び到達目標 

1．スクリーニング検査を実施し、評価することができる 

2．失語症検査を実施し、評価することができる 

3．高次脳機能検査を実施し、評価することができる 

授業の進め方 

学修上の助言 

講義・演習 

授業外での検査練習が必須 

授業時間外に必要な学修 検査演習 必要な時間 120分以上 

授業計画 

1-7．失語症の言語治療1～7 

8-9．発語失行1，2 

10．失語症の評価演習1 

（失語症鑑別診断検査） 

11．失語症の評価演習2（失語症構文検査） 

12．失語症の評価演習3（失語症語彙検査） 

13．失語症の評価演習4 

（実用コミュニケーション能力検査） 

14．失語症の評価演習5 

（WAB失語症検査日本語版） 

15-16．失語症の評価演習6，7 

（標準失語症検査補助テスト） 

 

 

17．失語症の評価演習8（その他の失語症検査）

18．失語症の評価演習9（神経心理学モデル1） 

19．失語症の評価演習10（神経心理学モデル2）

20．失語症の訓練立案（神経心理学モデル3） 

21-22．記憶障害の評価演習1 

（スクリーニング検査） 

23．記憶障害の評価演習2（WMSR） 

24．記憶障害の訓練立案・実施演習 

25．認知症の評価演習1 

（各種認知症スクリーニング検査） 

26．認知症の評価演習2（WAIS-Ⅲ） 

27．認知症の訓練立案・実施演習 

28-29．遂行機能障害の評価演習（BADS） 

定 期 試 験 

30．総括及びフィードバック 

成績評価方法 

項目 ■課題・小テスト20％ ■レポート   10％ ■定期試験   60 ％ ■その他  10 ％ 

内

容 

授業内で指示する課題と 

小テストの結果を評価す

る。 

授業内で指示する 

定期試験を実施する。

授業の内容全般につい

ての理解度を評価す

る。 

受講態度 

教科書 

著者 タイトル 出版社 発行年 

種村純（編著） 
失語症 Q＆A 検査結果のみかたとリ

ハビリテーション 
新興医学出版社 2014 

小海宏之 
神経心理学的アセスメント・ハンド

ブック 
金剛出版 2016 

参考文献 
    

    

履修要件等  

研究室 3号館2階 第30研究室 オフィスアワー 毎週火曜日 12 : 10 ～ 13：00 

 



 
 

（言語）専門分野 

  授業形態 演習 開講年次 3年次 

授業科目名 言語発達障害治療学Ⅰ 担当教員 木村 秀生 

基本項目 

専  攻 科 目 区 分 単 位 数 履修期間 

言語聴覚学 言語発達障害 必 修 1単位 前期（30h） 

授業内容の要約 肢体不自由及び重症心身障害に起因する言語発達障害の治療学について講義する。 

学修・教育目標 

及び到達目標 

1．口腔・顔面、呼吸の運動評価を行うための基礎知識を得る。 

2．脳性麻痺及び重症心身障害児の言語発達障害治療に際しての評価の視点や評価方法を理解する。 

3．脳性麻痺及び重症心身障害児の言語発達障害治療に関しての支援技術を獲得する。 

授業の進め方 

学修上の助言 

脳性麻痺児及び重症心身害児の言語障害は運動障害だけでなく、感覚障害・知的障害・てんかん・視

力障害・聴覚障害などさまざまな合併症があるため、広い視野での疾患に対する理解を進める。授業

では、臨床像を紹介し、舌・口唇・下顎等の口腔運動評価、脳性麻痺への支援の考え方や、AAC（拡

大・代替コミュニケーション）の考え方を学び、支援技術について実技等も交え理解を進める。 

授業時間外に必要な学修 前回の復習 必要な時間 30分以上 

授業計画 

1．脳性麻痺の定義 

 2．脳性麻痺の臨床像 

 3．重症心身障害児の定義 

 4．重症心身障害児の臨床像  

 5．肢体不自由児の言語障害とその支援１ 

 6．肢体不自由児の言語障害とその支援２ 

 7．肢体不自由児の言語障害とその支援３ 

 8．肢体不自由児の摂食嚥下障害とその支援１ 

 9．肢体不自由児の摂食嚥下障害とその支援２ 

10．肢体不自由児の摂食嚥下障害とその支援３ 

11．AAC（拡大・代替コミュニケーション）について１ 

12．AAC（拡大・代替コミュニケーション）について２ 

13．コミュニケーションロボットについて 

14．その他の肢体不自由児について(筋疾患等) 

定 期 試 験 

15．総括及びフィードバック（定期試験の解答・解説） 

成績評価方法 

項目 □課題・小テスト  ％ □レポート    ％ ■定期試験 100％ □その他     ％ 

内

容 
  

講義内容及び講義で復

習することになる生涯

発達心理学の小児分野

についても出題する。 

 

教科書 

著者 タイトル 出版社 発行年 

無し    

    

参考文献 
三木裕和 重症児療育 クリエイツかもがわ 2004 

    

履修要件等 言語発達障害学Ⅰが履修済みであることが望ましい。 

研究室 1号館5階 第16研究室 オフィスアワー 毎週水曜日 14：40～16：10 

 



 
 

（言語）専門分野 

  授業形態 演習 開講年次 3年次 

授業科目名 
言語発達障害治療学Ⅱ 
（含演習） 

担当教員 髙橋 泰子 

基本項目 
専  攻 科 目 区 分 単 位 数 履修期間 

言語聴覚学 言語発達障害 必 修 2単位 後期（60h） 

授業内容の要約 
知的能力障害、自閉スペクトラム症および周辺領域の発達障害（特異的言語発達障害、ADHDなど）

の発達障害の検査、評価、支援法について解説する 

学修・教育目標 

及び到達目標 

1．発達障害の実際を理解する 

2．発達障害の心理・教育的検査が正しく実施できる 

3．発達障害の心理・教育的検査の結果、診断と評価ができる 

4．診断と評価をもとに具体的な支援策を考察することができる 

授業の進め方 

学修上の助言 

前半は、心理・教育的検査の演習。後半は具体的な支援方法を視聴覚教材を用いながら解説する。 

心理・教育的検査の手順は正しく覚えること。そのためには、何度も繰り返し練習するのが不可欠で

ある。 

授業時間外に必要な学修 
各種検査が効率よく正しく遂行できるように練習する 

過去の国家試験問題を見ておく 
必要な時間 30分以上 

授業計画 

1-2．言語発達障害学Ⅱの復習、言語病理学的診断 

3-4．心理・教育的診断と評価の方法 国リハ式＜S-S法＞言語発達遅滞検査の概論・解説 

5-6．心理・教育的診断と評価の方法 国リハ式＜S-S法＞言語発達遅滞検査の解説・演習 

7-8．国リハ式＜S-S法＞言語発達遅滞検査による診断と支援方法 

9-10．心理・教育的診断と評価の方法 KABCⅡの概論・解説 

11-12．心理・教育的診断と評価の方法 KABCⅡの解説・演習 

13-14．KABCⅡによる診断と支援方法 

15-16．心理・教育的診断と評価の方法 新版K式発達検査の概論･解説 

17-18．心理・教育的診断と評価の方法 新版K式発達検査の解説・演習 

19-20．新版K式発達検査による診断と支援方法 

21-22．心理・教育的検査法の概説（CARS、DN-CAS、田中ビネー、ITPA等）  

23-24．言語発達障害児・知的障害児の支援方法（INREAL等） 

25-26．自閉症児の支援方法（TEACCH、SCERTSモデル等） 

27-28．発達障害児の言語聴覚訓練（ソーシャルスキルトレーニング等） 

29．保護者への指導（ペアレントトレーニング等）   

定 期 試 験 

30．総括及びフィードバック（定期試験の解答・解説）

成績評価方法 

項目 □課題・小テスト  ％ □レポート    ％ ■定期試験  90 ％ ■その他   10 ％ 

内

容 
  

授業・演習の理解を評

価する。 

授業・演習の参加態度、

を評価する。 

教科書 

著者 タイトル 出版社 発行年 

藤田郁代監修 

玉井ふみ・深浦順一編 

「標準言語聴覚障害学 

言語発達障害学 第2版」 
医学書院 2015 

参考文献 
松本治雄・後上鉄夫編著 「言語障害 事例による用語解説」 ナカニシヤ出版 2000 

小野次朗他編著 「よくわかる発達障害」 ミネルヴァ書房 2007 

履修要件等 「言語発達障害学Ⅱ」が履修済みであることが望ましい。 

研究室 1号館5階 第17研究室 オフィスアワー 毎週水曜日 10:40～12:10 

 



 
 

（言語）専門分野 

  授業形態 演習 開講年次 3年次 

授業科目名 音声障害学（含演習） 担当教員 和田 英嗣 

基本項目 

専  攻 科 目 区 分 単 位 数 履修期間 

言語聴覚学 発声発語嚥下障害 必 修 1単位 後期（30h） 

授業内容の要約 
発声発語器官の解剖・生理、発声のメカニズムを理解する。音声障害をもたらす疾患、発生機序、

病態を学び、音声障害に関する検査、評価、訓練法、薬物治療、手術的アプローチについて学ぶ。

学修・教育目標 

及び到達目標 

1．発声発語気管の解剖・生理、発声のメカニズムが理解できる 

2．音声障害の原因・発生機序・病態が理解できる 

3．音声障害の評価・訓練ができる 

4．無喉頭者の代用音声の理解と訓練法ができる 

授業の進め方 

学修上の助言 

座学と実技を行う。 

特に様々な音声障害のリハビリテーションの実技は積極的な態度が望まれる。 

授業時間外に必要な学修 指定された範囲の教科書、資料などを予め読んでおくこと 必要な時間 30分以上 

授業計画 

1．声の特性・物理的特徴 

 2．発声発語器官の解剖・生理 

3．音声治療における言語聴覚士の役割 

 4．音声障害の原因疾患 

5．検査・評価（情報収集・面接・問診） 

6．検査・評価（聴覚心理学的検査） 

7．検査・評価（発声機能検査・音響分析） 

8．生理学的検査の見方（内視鏡検査・ストロボスコピー） 

9．声の衛生指導 

10．音声訓練の実際 

11．心因性発声障害・痙攣性発声障害の理解 

12．音声障害の薬物治療・音声障害の手術的アプローチ 

13．気管切開と気管カニューレ 

14．人工喉頭の理解と実際 

定 期 試 験 

15．総括及びフィードバック（定期試験の解答・解説） 

成績評価方法 

項目 ■課題・小テスト 10％ ■レポート  10％ ■定期試験  70％ ■その他  10％ 

内

容 

授業内容から課題を課

す。 

講義内容の視点と絡め

て深く考察しているか

評価する。 

国家試験レベルの選択

問題及び記述式問題 
実技への参加態度 

教科書 

著者 タイトル 出版社 発行年 

刈安誠ほか 「改訂音声障害」 建帛社 2012 

    

参考文献 
城本修ほか 「STのための音声障害診療マニュアル」 インテルナ出版 2008 

日本音声言語医学会 「新編 声の検査法」 医歯薬出版 2009 

履修要件等 音声言語聴覚医学Ⅰ、Ⅱが履修済であることが望ましい。 

研究室 1号館5階 第1共同研究室 オフィスアワー 各担当教員 オフィスアワー 

 



 
 

（言語）専門分野 

  授業形態 演習 開講年次 3年次 

授業科目名 
運動障害性構音障害学 
（含演習） 

担当教員 和田 英嗣 

基本項目 

専  攻 科 目 区 分 単 位 数 履修期間 

言語聴覚学 発声発語嚥下障害 必 修 2単位 後期（45h） 

授業内容の要約 

発声発語器官の解剖・生理、運動障害性構音障害をきたす疾患・発生機序・病態を理解し、種々の

検査・評価・訓練法の習得を目指す。また補綴的手段、手術的アプローチ、拡大・代替コミュニケ

ーションについて理解する。 

学修・教育目標 

及び到達目標 

1．発声発語器官の解剖・生理、構音のメカニズムが理解できる 

2．運動障害性構音障害の原因疾患・病態・タイプ分類が理解できる 

3．検査・評価・タイプ別訓練法の理解・技法ができる 

4．訓練プログラムの立案と実施ができる 

授業の進め方 

学修上の助言 

座学と実技を行う。 

評価・訓練の実技については、積極的な参加が重要である。 

授業時間外に必要な学修 指定された範囲の教科書や資料を予め読んでおくこと 必要な時間 30分以上 

授業計画 

1．発声発語器官の解剖・生理 

 2．構音のメカニズム・神経機構 

 3．運動障害性構音障害の定義の理解 

 4．痙性構音障害をきたす疾患と病態 

 5．弛緩性構音障害をきたす疾患と病態 

 6．運動低下性構音障害をきたす疾患と病態 

 7．運動過多性構音障害をきたす疾患と病態 

 8．混合性構音障害をきたす疾患と病態 

 9．検査・評価（情報収集・面接・問診） 

10．発声発語器官の検査・評価1（実技） 

11．発声発語器官の検査・評価2（実技） 

12．声・構音・プロソディの検査・評価（実技）

13．評価のまとめ・鑑別診断 

14．リハビリテーションの流れ 

15．訓練法1（実技） 

16．訓練法2（実技） 

17．訓練法3（実技） 

18．訓練計画の立案 

19．重要疾患とその病態 

20．補綴的手段・手術的アプローチ・薬物治療

21．拡大・代替コミュニケーション（AAC） 

22．チームアプローチ・他施設、地域連携 

定 期 試 験 

23. 総括及びフィードバック（定期試験の解答・

解説） 

  

 

成績評価方法 

項目 ■課題・小テスト10％ □レポート    ％ ■定期試験  80％ ■その他   10％ 

内

容 

授業内容から課題を課

す。 
 

国試レベルの選択問題

と記述式問題 

 

評価・訓練の実技へ

の参加態度を重視 
 

教科書 
著者 タイトル 出版社 発行年 

西尾正輝 「言語聴覚士のための運動障害性構音障害学」 医歯薬出版 2001 

参考文献 
廣瀬肇ほか 「ディサースリア臨床標準テキスト」 医歯薬出版 2007 

熊倉勇実ほか 「運動障害性構音障害」改訂 建帛社 2009 

履修要件等 音声言語聴覚医学Ⅰ、Ⅱが履修済であることが望ましい。 

研究室 1号館5階 第1共同研究室 オフィスアワー 各担当教員 オフィスアワー 

 



 
 

（言語）専門分野 

  授業形態 演習 開講年次 3年次 

授業科目名 器質性構音障害学（含演習） 担当教員 髙橋 泰子 ・ 芦塚 あおい 

基本項目 

専  攻 科 目 区 分 単 位 数 履修期間 

言語聴覚学 発声発語嚥下障害 必 修 2単位 後期（45h） 

授業内容の要約 

器質性構音障害の中でも、小児の口唇裂・口蓋裂と成人の口腔・中咽頭癌が内容の中心となる。 

いずれもチームアプローチが不可欠な分野のため、疾患と医学的・補啜的治療に関する基礎的な知識

と、言語聴覚士として特化した技法・知識の両方を習得できるよう、演習を含めて講義を行う。 

学修・教育目標 

及び到達目標 

1．チームアプローチのための基礎的な知識を習得する 

2．器質的構音障害の言語評価ができる 

3．器質的構音障害の言語臨床が行える 

授業の進め方 

学修上の助言 

座学と演習をまじえた講義を行う。また、小テストを頻回に実施する。 

限られた時間内で確実に習得すること。 

専門基礎分野の関係科目の知識と統合しながら受講すること。 

授業時間外に必要な学修 教科書と配布プリントの復習と、国家試験の過去問題を解く 必要な時間 30分以上 

授業計画 

 1．口蓋裂治療におけるチームアプローチ 

 2．口蓋裂の言語臨床に必要な基礎知識 

 3．口蓋裂の言語臨床に必要な基礎知識 

 4．口唇口蓋裂の発生機序 

 5．言語発達（構音・声）、構音障害の分類 

 6．構音障害の分類、構音障害の内容 

 7．言語臨床における検査・評価 

 8．言語臨床における検査・評価 

 9．外科治療・補啜治療・言語治療 

10．外科治療・補啜治療・言語治療 

11．口唇裂・口蓋裂を伴う疾患 

前半部試験 

12．前半部総括及びフィードバック 

13.  頭頸部癌のリハビリテーションの特徴 

14.  頭頸部癌の種類とその特徴 

15.  頭頸部癌の医学的治療 

16.  頭頸部癌術後の構音の特徴と検査 

17.  頭頸部術後の構音訓練  

18.  発話補助手段：PAP等の補啜的手段の種類 

     と適用基準 

19.  発話補助手段の使用法 

20.  頭頸部術後の摂食嚥下障害１ 

21.  頭頸部術後の摂食嚥下障害２ 

22.  口腔・中咽頭癌に対するチームアプローチ 

後半部試験 

23．後半部総括及びフィードバック 

成績評価方法 

項目 ■課題・小テスト 10％ □レポート    ％ ■定期試験  90％ □その他     ％ 

内

容 

前回の授業内容の復習

するための小テストを

毎授業で実施する。 

 

国家試験レベルの選択

問題および記述式問

題。 

 

教科書 
著者 タイトル 出版社 発行年 

斉藤裕恵ほか 「器質性構音障害」 建帛社 2003 

参考文献 
夏目長門編 

言語聴覚士のための基礎知識 

臨床歯科学・口腔外科学」 
医学書院  

溝尻源太郎ほか 口腔・中咽頭がんのリハビリテーション」 医歯薬出版 2004 

履修要件等 「機能性構音障害」「口腔外科学」「臨床歯科学」「形成外科学」が履修済みであることが望ましい。 

研究室 1号館5階 第17 研究室 オフィスアワー 各担当教員 オフィスアワー 

 



 
 

（言語）専門分野 

  授業形態 演習 開講年次 3年次 

授業科目名 機能性構音障害学（含演習） 担当教員 髙橋 泰子 

基本項目 

専  攻 科 目 区 分 単 位 数 履修期間 

言語聴覚学 発声発語嚥下障害 必 修 1単位 前期（30h） 

授業内容の要約 
発声発語器官の機能、異常構音、構音検査、構音表記、構音障害の診断、指導法について学習するま

た、検査、表記、指導は具体的に実施できるまで習得する 

学修・教育目標 

及び到達目標 

1．構音検査を正しく実施できる 

2．IPAを使って誤り構音が表記できる 

3．構音評価ができる 

4．構音指導ができる 

5．誤り構音が分析できる 

授業の進め方 

学修上の助言 

授業は、座学と演習をまじえて進める 

演習時には、鼻息鏡、ペンライト、手鏡を持参すること 

また、学生同士で練習するので、授業前に口腔内の清拭をしておくこと 

授業時間外に必要な学修 「音声学」を復習して、異常構音を IPAで表記する練習をする 必要な時間 30分以上 

授業計画 

 1．日本語構音の音声学 音声表記法 

 2．日本語構音の音声学 音声表記法 

 3．発声発語器官の形態・機能とその異常 

 4．機能性構音障害の検査 

 5．機能性構音障害の検査 

 6．機能性構音障害の検査 

 7．機能性構音障害の診断 

 8．機能性構音障害の診断 

9．口腔機能の訓練法 

10．口腔機能の訓練法 

11．小児の構音障害児の指導 

12．小児の構音障害児の指導 

13．小児の構音障害児の指導 

14．教材作成法 

定 期 試 験 

15．総括及びフィードバック（定期試験の解答・解説）

成績評価方法 

項目 □課題・小テスト  ％ □レポート    ％ ■定期試験  90 ％ ■その他   10 ％ 

内

容 
  

授業内容についての理

解度を評価する。 

授業への参加、理解を

評価する。 

教科書 

著者 タイトル 出版社 発行年 

本間慎治編著 「機能性構音障害 改訂」 建帛社 2007 

参考文献 飯高京子 若葉陽子 長崎勤 編著 「構音障害の診断と指導」 学苑社 1987 

履修要件等 「音声学」「言語発達学」が履修済みであることが望ましい。 

研究室 1号館5階 第17研究室 オフィスアワー 毎週水曜日 10:40～12:10 

 



 
（言語）専門分野 

  授業形態 講義 開講年次 3年次 

授業科目名 吃音学 担当教員 髙橋 泰子 ・ 久保田  功 

基本項目 

専  攻 科 目 区 分 単 位 数 履修期間 

言語聴覚学 発声発語嚥下障害 必 修 1単位  後期（16h）

授業内容の要約 
吃音のメカニズムを理解し、検査、評価、治療法について知識と技術を学ぶ 

また、吃音の疑似体験と事例を通じて、吃音者が必要とする支援の在り方を考える 

学修・教育目標 

及び到達目標 

1．吃音のメカニズムが説明できる 

2．吃音の検査、評価ができる 

3．治療法・支援法を理解する 

4．吃音を包括的に理解し、適切な支援の在り方を立案できる 

授業の進め方 

学修上の助言 

進め方：前半は基礎的な学習（座学）と吃音の疑似体験（実験）を行う 

後半は事例を中心に、検査の選定、評価の仕方、支援の在り方について考える 

助言：吃音症状を正しく分析し、包括的に理解した上で治療を行うことを理解されたい 

授業時間外に必要な学修 指定された範囲の教科書を予習・復習しておくこと 必要な時間 30分以上 

授業計画 

1．吃音とは―定義、ライフサイクル論、メカニズム、理論的背景 

2．吃音の症状と特徴、吃音の発生と原因論、分類、進展 

 3．吃音の臨床の流れ―検査、評価、情報収集、診断 

 4．DAFによる吃音の疑似体験（演習）、訓練・治療法 

 5．吃音臨床の実際：プロローグ 

 6．吃音臨床の実際：学童期・思春期の吃音 

 7．吃音臨床の実際：青年期・成人期の吃音 

 8．吃音臨床のワーク（演習）、吃音臨床を考える（ディスカッション）  

定 期 試 験 

9．総括及びフィードバック（定期試験の解答・解説） 

 

成績評価方法 

項目 ■課題・小テスト 10％ □レポート    ％ ■定期試験  90 ％ □その他     ％ 

内容 演習のレポートを評価する  
授業内容についての 

理解度を評価する 
 

教科書 

著者 タイトル 出版社 発行年 

小林宏明・川合紀宗編著 

「シリーズきこえとことばの発達と支援     

特別支教育における         

吃音・流暢性障害のある子どもの理解と支援」 

学苑社 2013 

参考文献 
松本治雄・後上鉄夫編著 言語障害 事例による用語解説 第2版 ﾅｶﾆｼﾔ出版 2000 

都築澄夫 編著 言語聴覚療法シリーズ 改訂 吃音 建帛社 2008 

履修要件等 「言語発達学」「臨床心理学」が履修済みであることが望ましい。 

研究室 
久保田：1号館1階 非常勤講師控室 

髙橋：1号館5階 第17研究室 
オフィスアワー

久保田：授業終了後、質問を受け付ける

髙橋：毎週水曜日 10:40～12:10 

 



 
 

（言語）専門分野 

  授業形態 演習 開講年次 3年次 

授業科目名 嚥下障害学（含演習） 担当教員 和田 英嗣 

基本項目 

専  攻 科 目 区 分 単 位 数 履修期間 

言語聴覚学 発声発語嚥下障害 必 修 2単位 前期（45h） 

授業内容の要約 
摂食・嚥下に関わる諸器官と摂食・嚥下のメカニズム、及び摂食・嚥下障害の原因疾患、種々の病態

について理解し、摂食・嚥下障害の評価・訓練、食事指導の方法、摂食・嚥下機能に影響を及ぼす要

学修・教育目標 

及び到達目標 

1．摂食・嚥下に関わる器官の解剖・生理・年齢的変化について理解できる 

2．摂食・嚥下障害の原因、病態について理解できる 

3．種々の摂食・嚥下機能検査について特性、適応、技法、解析方法を理解し、評価できる 

授業の進め方 

学修上の助言 

座学と実技を交えながら行う。ペンライト・聴診器など指示された必要物品を忘れないように。 

知識と技術の習得のため、積極的な授業態度が望まれる。 

授業時間外に必要な学修 指定された範囲の教科書、資料などを予め読んでおくこと 必要な時間 30分以上 

授業計画 

 1．摂食・嚥下器官の解剖・生理・神経機構 

 2．摂食・嚥下の各段階における障害1 

 3．摂食・嚥下の各段階における障害2 

 4．年齢的変化について 

 5．障害の発生機序・原因疾患・病態の特徴1 

 6．障害の発生機序・原因疾患・病態の特徴2 

 7．姿勢保持機能との関連 

 8．高次脳機能・薬剤などとの関連 

 9．言語聴覚士が行う検査と評価の理解 

10．言語聴覚士が行う検査と評価（実技） 

11．医師が行う検査と評価の理解 

12．嚥下内視鏡検査画像の見方・評価 

13．嚥下造影検査画像の見方・評価 

14．基礎訓練（間接訓練）の適応とリスク 

15．基礎訓練（間接訓練）の実際（実技） 

16．摂食訓練（直接訓練）の適応とリスク. 

17．摂食訓練（直接訓練）の実際（実技） 

18．呼吸・姿勢調整（実技） 

19．口腔ケア・気管切開 

20．摂食・嚥下障害に対する外科的治療 

21．栄養管理・食形態・代替栄養法 

22．リスク管理・バイタルチェック（実技） 

定 期 試 験 

23. 総括及びフィードバック（定期試験の解答・

解説） 

 

  

 

成績評価方法 

項目 ■課題・小テスト 10％ □レポート    ％ ■定期試験   80 ％ ■その他   10％ 

内

容 

授業内容から課題を課

す。 
 

国試レベルの選択問題

と記述式問題 

実技への参加態度・授

業態度 

教科書 
著者 タイトル 出版社 発行年 

倉智雅子 「言語聴覚士のための摂食・嚥下障害学」 医歯薬出版 2013 

参考文献 
聖隷嚥下チーム 「嚥下障害ポケットマニュアル」 医歯薬出版 2012 

鎌倉やよい 「摂食・嚥下リハビリテーション」 医歯薬出版 2007 

履修要件等 音声言語聴覚医学Ⅰ、Ⅱ・口腔外科学・形成外科学・臨床神経学を履修していることが望ましい。 

研究室 1号館5階 第1共同研究室 オフィスアワー 各担当教員 オフィスアワー 

 



 
 

（言語）専門分野 

  授業形態 演習 開講年次 3年次 

授業科目名 補聴器・人工内耳（含演習） 担当教員 馬屋原 邦博 

基本項目 

専  攻 科 目 区 分 単 位 数 履修期間 

言語聴覚学 聴覚障害 必 修 1単位 前期（30h） 

授業内容の要約 補聴器の種類や原理、フィッティングソフトの扱い、人工内耳等について理解を深める。 

学修・教育目標 

及び到達目標 

1．補聴器のフィッティング方法について理解し、フィッティングができる 
2．補聴装用効果や補聴器特性の測定ができる 
3．人工内耳の原理や調整について理解できる 

授業の進め方 

学修上の助言 
講義と実際に補聴器を扱いながら、補聴器の調整や測定を行う。 

授業時間外に必要な学修 教科書及び配布資料で復習をすること 必要な時間 30分以上

授業計画 

1．補聴器の構造・機能（教科書pp.164～165） 

 2．補聴器の種類と特徴（教科書pp.166～168） 

 3．補聴器特性の測定法①（教科書pp.168～173） 

 4．補聴器特性の測定法②（教科書pp.168～173） 

 5．補聴器の付属品の調整（教科書pp.173～176） 

 6．デジタル補聴器の機能（教科書pp.176～178） 

 7．補聴器のフィッティング演習①（教科書pp.178～189） 

 8．補聴器のフィッティング演習②（教科書pp.178～189） 

 9．補聴器の装用評価（教科書pp.190） 

10．イヤモールドの採取実習① 

11．イヤモールドの採取実習② 

12．人工内耳の基礎原理（教科書pp.199～229） 

13．人工内耳のマッピング（教科書pp.199～229） 

14．補聴援助システム（教科書pp.229～235） 

定 期 試 験 

15．総括及びフィードバック（定期試験の解答・解説） 

成績評価方法 

項目 □課題・小テスト  ％ □レポート    ％ ■定期試験  100％ □その他     ％

内  

容 

  

筆記試験により授業内

容全般についての理解

度を評価する。 

 

教科書 

著者 タイトル 出版社 発行年 

中村ほか（編） 「標準言語聴覚障害学 聴覚障害学」第2版 医学書院 2015 

    

参考文献 
小寺一興 「補聴器のフィッティングと適用の考え方」 診断と治療社 2017 

小川郁（監修）  「ゼロから始める補聴器診療」 中外医学社 2016 

履修要件等  

研究室 1号館5階 第19研究室 オフィスアワー 毎週水曜日 12：10～13：00 

 



 
（言語）専門分野 

  授業形態 講義 開講年次 3年次 

授業科目名 聴覚障害治療学Ⅰ（含演習） 担当教員 廣瀨 宜礼 

基本項目 

専  攻 科 目 区 分 単 位 数 履修期間 

言語聴覚学 聴覚障害 必 修 1単位  後期（30h）

授業内容の要約 
聴覚障害児へ（リ）ハビリテーションと係わりについて学ぶ。聴覚言語学習の指導法、各種コミュニ

ケーション方法を用いた言語指導、養育指導などについて講義や演習を交えながら理解を深める。 

学修・教育目標 

及び到達目標 

1．小児聴覚障害の評価や診断に基づく（リ）ハビリテーションについて理解できる 

2．聴覚障害児の（リ）ハビリテーション計画を立案・実施（演習）できる 

3．指導教材や器具等を作成できる 

授業の進め方 

学修上の助言 

パワーポイントによる講義で教科書と配付資料を併用する。グループでケースの演習を行う。聴覚と

小児の発達と耳鼻科領域の知識を復習しておく。 

授業時間外に必要な学修 日常より小さい子どもがいれば観察すること。 必要な時間 45分以上 

授業計画 

 1．聴覚障害児の発達   （小児聴覚障害診断学の復習 発達の資料を見ておくこと） 

 2．聴覚障害児の評価   （教科書PP122～137・プリント） 

 3．聴覚障害児の指導とコミュニケーションモード （教科書PP25～29・プリント） 

 4．乳児期から幼児期の指導    （教科書PP257～274・プリント） 

 5．学童期からの指導      （教科書PP274～281・プリント） 

 6．保護者支援（障害の受容）・母親法 （教科書PP262～263・プリント） 

 7．言語、コミュニケーション指導   （教科書PP274～281・プリント） 

 8．発音指導と聴能指導・訓練計画の立案1   (プリント) 

 9．訓練計画の立案2            (プリント) 

10．発音指導と聴能指導           (プリント) 

11．模擬臨床指導（演習）1 

12．模擬臨床指導（演習）2 

13．模擬臨床指導（演習）3 

14．臨床の記録、評価 

定 期 試 験 

15．総括及びフィードバック（定期試験の解答・解説） 

成績評価方法 

項目 ■課題・小テスト 20％ ■レポート   80％ □定期試験   ％ □その他    ％ 

内

容 
授業内容に従った内容。 4～5課題を出します。   

教科書 

著者 タイトル 出版社 発行年 

藤田郁代監修 「標準言語聴覚障害学 聴覚障害学」第２版 医学書院 2015 

    

参考文献 
立石 恒雄 

言語聴覚士のための子どもの聴覚障害

訓練ガイダンス 
医学書院 2015 

    

履修要件等 「言語発達学」を履修済みであることが望ましい 

研究室 1号館1階 非常勤講師控室 オフィスアワー 授業終了後、質問を受け付ける 

 



 
 

（言語）専門分野 

  授業形態 演習 開講年次 3年次 

授業科目名 聴覚障害治療学Ⅱ（含演習） 担当教員 馬屋原 邦博 

基本項目 

専  攻 科 目 区 分 単 位 数 履修期間 

言語聴覚学 聴覚障害 必 修 1単位 後期（30h） 

授業内容の要約 
成人聴覚障害者の障害状況を知り、それぞれの生活の場での困難状況に即した対策を検討し、それぞ

れのゴールとしての社会参加にあわせた支援方法を考える。 

学修・教育目標 

及び到達目標 

1．成人聴覚障害者のリハビリテーションと障害対策について知る 
 2．高齢難聴者の支援について知る 

授業の進め方 

学修上の助言 
講義と実技学習を交えながら進める。 

授業時間外に必要な学修 教科書及び配布資料で復習をすること 必要な時間 30分以上 

授業計画 

1．成人聴覚障害者のリハビリテーション（教科書pp.282～284） 

 2．成人聴覚障害者のニーズ（教科書pp.282～284） 

 3．障害対策支援：聴覚補償（補聴器①）（教科書pp.284～289） 

 4．障害対策支援：聴覚補償（補聴器②）（教科書pp.284～289）  

 5．障害対策支援：聴覚補償（補助機器・日常生活用具の活用）（教科書pp.284～289）  

 6．障害対策支援：コミュニケーション手段の拡大・代替（教科書pp.290～282） 

 7．障害対策支援：コミュニケーションストラテジー（教科書pp.292～296） 

 8．障害対策支援：家族および周囲の対応や配慮の仕方（教科書pp.292～296） 

 9．障害認識と障害受容への支援（教科書pp.296～298） 

10．成人聴覚障害者の社会生活の支援①（教科書pp.298～301） 

11．成人聴覚障害者の社会生活の支援②（教科書pp.301～304） 

12．高齢難聴者の支援（教科書pp.304～306） 

13．成人聴覚障害者の社会資源とその活用（教科書pp.347～350） 

14．遺伝と難聴 

定 期 試 験 

15．総括及びフィードバック（定期試験の解答・解説） 

成績評価方法 

項目 □課題・小テスト  ％ □レポート    ％ ■定期試験  100％ □その他     ％ 

内 

容 

  

筆記試験により授業内

容全般についての理解

度を評価する。 

 

教科書 
著者 タイトル 出版社 発行年 

中村ほか（編） 「標準言語聴覚障害学 聴覚障害学」第2版 医学書院 2015 

参考文献 

山田弘幸 「改訂聴覚障害Ⅱ―臨床編」 健帛社 2008 

日本聴能言語士協会

講習会実行委員会 

「アドバンス/コミュニケーション障害の臨床 

第7巻 聴覚障害」 
協同医書 2002 

小川郁（監修）  「ゼロから始める補聴器診療」 中外医学社 2016 

履修要件等  

研究室 1号館5階 第19研究室 オフィスアワー 毎週水曜日 12：10～13：00 

 



 
 

（言語）専門分野 

  授業形態 演習 開講年次 3年次 

授業科目名 
視覚聴覚二重障害学 
（含演習） 

担当教員 馬屋原 邦博 

基本項目 

専  攻 科 目 区 分 単 位 数 履修期間 

言語聴覚学 聴覚障害 必 修 1単位 後期（16h） 

授業内容の要約 
視覚聴覚二重障害による特有のニーズを理解し、視覚聴覚二重障害者（児）のコミュニケーション

と社会参加を支援する方法を学ぶ。 

学修・教育目標 

及び到達目標 

1．視覚聴覚二重障害の障害原因について知る 

2．視覚聴覚二重障害者のコミュニケーションを含む生活上の困難とその軽減対策を知る 

授業の進め方 

学修上の助言 
講義とコミュニケーション手段についての実技学習を行う。 

授業時間外に必要な学修 教科書及び配布資料で復習をすること 必要な時間 30分以上 

授業計画 

 1．視覚聴覚二重障害の定義と視覚聴覚二重障害者の実態（教科書pp.320～323） 

2．視覚について（視力障害、視野障害など） 

3．視覚聴覚二重障害者の困難（教科書pp.323～326） 

4．視覚聴覚二重障害者のコミュニケーション手段および実習①（教科書pp.326～329） 

5．視覚聴覚二重障害者のコミュニケーション手段および実習②（教科書pp.326～329） 

6．視覚聴覚二重障害者の社会生活（移動介助体験含む） 

7．視覚聴覚二重障害児（教科書pp.329～331） 

定 期 試 験 

8．総括及びフィードバック（定期試験の解答・解説） 

 

成績評価方法 

項目 □課題・小テスト  ％ □レポート    ％ ■定期試験  100％ □その他     ％

内

容 
  

筆記試験により授業内容

全般についての理解度を

評価する。 

 

教科書 
著者 タイトル 出版社 発行年 

中村ほか（編） 「標準言語聴覚障害学 聴覚障害学」第2版 医学書院 2015 

参考文献 

全国盲ろう者協会 「盲ろう者への通訳・介助」 読書工房 2008 

東京盲ろう者友の会 「指点字ガイドブック」 読書工房 2012 

    

履修要件等  

研究室 1号館5階 第19研究室 オフィスアワー 毎週水曜日 12：10～13：00 

 



 
 

（言語）専門分野 

  授業形態 講義 開講年次 3年次 

授業科目名 臨床実習指導Ⅲ 担当教員 髙橋 泰子 

基本項目 

専  攻 科 目 区 分 単 位 数 履修期間 

言語聴覚学 臨床実習 必 修 1単位 前期（30h） 

授業内容の要約 

臨床評価実習で必要となる基礎的な知識・技術が習得できる講義・演習を行う 

専門基礎分野についてグループで学習する 

言語聴覚療法に関する評価方法を演習しながら習得する 

学修・教育目標 

及び到達目標 

1．講義、情報検索、討論、ロールプレイ、演習、必要書類作成等を行う 

2．各種情報・検査結果を適切に解析・統合し、言語聴覚障害・摂食嚥下障害の病態、タイプ、重症

度、訓練の必要性を判断し、訓練計画の立案までが理解できる 

3．臨床評価実習に必要となる基礎的な知識・技術を修得する 

4．社会人・言語聴覚士としての基本的態度、実習・職務に対する意欲を持つ 

5．症例報告書の作成までの経緯が理解できる 

授業の進め方 

学修上の助言 

学生相互での講義、グループ演習を行う 

プレゼンを行うためにグループで協力して準備を進めること 

授業時間外に必要な学修 専門基礎科目の復習 必要な時間 60分以上 

授業計画 

  1．臨床評価実習の意義、目的、目標、期間、内容 

2-3．実習に際しての注意事項確認 

社会人としての心得、対象児・者に対する心得、医療・介護・福祉・教育機関における心得 

清潔概念、守秘義務、個人情報保護を含む）、関係書類の作成、事故・災害等緊急時の対応 等

  4．スポーツ活動（体育祭）を通じた学生間連携・チームワーク 

5-6．国家試験出題基準の小項目に記載されている用語についての学習  

  7．情報収集演習、症例ビデオの解析、検査演習、グループ演習 

8-15．検査演習 

成績評価方法 

項目 □課題・小テスト  ％ ■レポート  50 ％ □定期試験    ％ ■その他   50％ 

内

容 
 

グループ発表で用いる

資料を評価する 
 

演習態度を評価する 

 

教科書 

著者 タイトル 出版社 発行年 

 
※「大阪河﨑リハビリテーション大学 

言語聴覚学専攻：実習の手引き」 
  

参考文献 
平野哲雄他 編著 「言語聴覚療法 臨床マニュアル第3版」 協同医書出版社 2014 

廣瀬肇 監修 「言語聴覚士テキスト  第2版」 医歯薬出版 2011 

履修要件等 「臨床基礎実習」の単位取得済みであること。 

研究室 1号館5階 第17研究室 オフィスアワー 毎週水曜日 10:40～12:10 

 



 
 

（言語）専門分野 

  授業形態 実習 開講年次 3年次 

授業科目名 臨床評価実習 担当教員 髙橋 泰子 

基本項目 

専  攻 科 目 区 分 単 位 数 履修期間 

言語聴覚学 臨床実習 必 修 4単位 
 後期（160h）

4週間 

授業内容の要約 
医療・介護・福祉・教育機関において、言語聴覚・摂食嚥下障害のある方の実態と言語聴覚士の業務

内容を理解し、対象児・者のニード把握とその解決に必要な支援の方法を学ぶ 

学修・教育目標 

及び到達目標 

1．職務上必要な情報の収集・管理方法を修得する 

2．対象児・者について各情報や観察結果から、適切な検査を選択し実習指導者の下に施行できる 

3．各種情報・検査結果を適切に解析・統合し、言語聴覚障害・摂食嚥下障害の病態、タイプ、重症

度、訓練の必要性を判断し、訓練計画の概要を立案できる 

4．他の言語聴覚士および医師をはじめとする関連職種に対して報告書を作成できる 

授業の進め方 

学修上の助言 

■実習日誌は、実習中毎日作成・提出し実習指導者の校閲・指導を受ける。実習終了時に一括して大

学へ提出する 

■実習終了時は症例・実習報告レポート等を作成し、指導言語聴覚士および大学に提出する 

■大学において視聴覚資料を作成し、実習報告会で発表する 

■学内で得た学習成果に加え、社会人・言語聴覚士としての基本的態度、実習・職務に対する意欲を

もって真摯に臨み、3年間の学習のまとめとする 

■実習前・中・後を含め欠席が1/5を超えた者は単位を取得できない 

授業時間外に必要な学修 

実習前：臨床現場で必要なものを準備する 

実習中：観察した症例の記録、不明な点は調べる 

実習後：プレゼンテーションの準備 

必要な時間 90分以上/週 

授業計画 

【臨床評価実習】 

・医療・介護・福祉・教育機関において、実習指導者の下に観察・記録・検査・解析・統合を 

行い、言語聴覚障害・摂食嚥下障害の病態、タイプ、重症度、訓練の必要性を判断する 

・短期・長期の訓練目標を設定し、訓練計画の概要を立案する 

・言語聴覚士・関連職種に対して報告書を作成し、口頭でも説明する 

【臨床評価実習報告会】 

・実習内容の記録、症例報告、目標に対する結果、考察、今後の課題等をレポートにまとめ、視聴覚

資料を作成し、報告会で発表する 

・相互の実習体験を共有し、臨床総合実習の基盤とする 

成績評価方法 

項目 □課題・小テスト  ％ ■レポート  20 ％ □定期試験    ％ ■その他  80 ％ 

内

容 
 

症例報告書 

実習中の日誌 

報告会用のレジュメ 

 
臨床実習指導者による評価

報告会のプレゼン内容 

教科書 

著者 タイトル 出版社 発行年

 
※「大阪河﨑リハビリテーション大学 

言語聴覚学専攻：実習の手引き」 
  

参考文献 
平野哲雄他編著 「言語聴覚療法 臨床マニュアル 第3版」 協同医書出版 2014 

廣瀬肇 監修 「言語聴覚士テキスト  第2版」 医歯薬出版 2011 

履修要件等 実習要件2）（履修の手引き参照）を満たさなければ履修できない 

研究室 1号館5階 第17研究室 オフィスアワー 毎週水曜日 10:40～12:10 
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