
回数

１

２

３

４

５

６

７

８

９

１０

１１

１２

１３

１４

１５

評定方法 準備物・注意事項

15レクチャシリーズ　神経障害理学療法学Ⅰ PT・OT入門　イラストで分かる評価学

脳卒中後片麻痺に対する理学療法
一般的なトレーニングと概念

脳卒中後片麻痺に対する理学療法
歩行改善のためのトレーニング

脳卒中後片麻痺に対する理学療法
装具療法

症例検討課題　前期＋後期＝10％ 質問先：y-ishikawa@ast.ac.jp　まで

定期試験　前期＋後期＝75％（中間試験の結果も含む）

遅刻-1点、欠席-2点

実技試験　前期＋後期＝15％ 教科書・配布資料

15レクチャシリーズ　神経障害理学療法学Ⅱ

脳卒中後片麻痺に対する理学療法
機能的電気刺激療法、電気刺激療法、ロボット治療など

指定教科書 参考図書

ブルンストローム片麻痺検査実技テスト

脳卒中後片麻痺に対する理学療法
中枢神経損傷後からの機能回復①

脳卒中後片麻痺に対する理学療法
中枢神経損傷後からの機能回復②

ブルンストローム片麻痺機能検査：上肢

ブルンストローム片麻痺機能検査：下肢・手指

ブルンストローム片麻痺機能検査問題演習、練習

中枢性運動障害に対する評価
評価の目的、意識障害、総合評価、運動麻痺の評価

中枢性運動障害に対する評価
感覚障害、筋緊張異常、病的反射

評価まとめ
ブルンストローム片麻痺機能検査総論

授業内容

オリエンテーション
脳卒中後片麻痺の病態

脳卒中後片麻痺患者の特徴的な動作
（起き上がり、立ち上がり、歩行）

【行動目標】

神経疾患を提示された際に、行うべき代表的な評価項目と治療アプローチを列挙できる。

神経疾患によって出現している症状に対し、適切な評価を正確に実施できる。

神経疾患を持った患者の情報、評価結果から、必要な治療プログラムを選択し、その根拠が説明できる。

【一般目標】

神経疾患の代表的な評価と治療アプローチを理解できる。

神経疾患の病態、症状を踏まえて、適切な評価項目を知る。

神経疾患を持った患者の情報、評価結果から、必要な治療プログラムを知る。

講義目標

担当教員 実務経験

石川　佑之輔
鍬田　幸輔

回復期リハビリテーション病院と有料老人ホームにて中枢神経系理学療法を中心に5年従事
介護老人保健施設・回復期リハビリテーション病院において中枢神経系理学療法を中心に12年従事

4神経理学療法学 専門科目 Ⅱ部3年（通年） 講義 120

講義概要

神経疾患に対する評価方法と、治療アプローチを学習する。

関西医科専門学校　理学療法学科　2022年度　前期　講義要領
科目名 科目区分 対象学年 講義形式 授業時数 単位数



回数

１６

１７

１８

１９

２０

２１

２２

２３

２４

２５

２６

２７

２８

２９

３０

評定方法 準備物・注意事項

15レクチャシリーズ　神経障害理学療法学Ⅰ PT・OT入門　イラストで分かる評価学

症例検討
病態考察→評価項目の列挙

症例検討
病態、評価結果解説→目標設定と問題動作の分析

症例検討
プログラム立案、サマリー作成

症例検討課題　前期＋後期＝10％ 質問先：y-ishikawa@ast.ac.jp　まで

定期試験　前期＋後期＝75％（中間試験の結果も含む）

実技試験　前期＋後期＝15％ 教科書・配布資料

遅刻-1点、欠席-2点

15レクチャシリーズ　神経障害理学療法学Ⅱ

症例発表

指定教科書 参考図書

脳卒中維持期の理学療法

高次脳機能障害に対するアプローチ

症例検討
症例提示（脳画像含む）、動作観察

脳卒中後片麻痺に対する回復期の介入
基本概念、痙縮への対応、関節可動域など

脳卒中後片麻痺に対する回復期の介入
歩行、階段昇降など自宅復帰に向けてのトレーニング

脳卒中片麻痺に対する回復期の介入
まとめ（治療プログラム立案練習）

脳卒中片麻痺に対する急性期の介入
臥位～座位

脳卒中片麻痺に対する急性期の介入
座位～立位

脳卒中片麻痺に対する急性期の介入
移乗、Pusher現象

授業内容

脳卒中後片麻痺に対する理学療法
合併症（肩の亜脱臼、視床痛、摂食嚥下障害など）

脳卒中片麻痺に対する急性期の介入
基本概念、離床基準、ポジショニング

【行動目標】

神経疾患を提示された際に、行うべき代表的な評価項目と治療アプローチを列挙できる。

神経疾患によって出現している症状に対し、適切な評価を正確に実施できる。

神経疾患を持った患者の情報、評価結果から、必要な治療プログラムを選択し、その根拠が説明できる。

【一般目標】

神経疾患の代表的な評価と治療アプローチを理解できる。

神経疾患の病態、症状を踏まえて、適切な評価項目を知る。

神経疾患を持った患者の情報、評価結果から、必要な治療プログラムを知る。

講義目標

4

担当教員 実務経験

石川　佑之輔
鍬田　幸輔

回復期リハビリテーション病院と有料老人ホームにて中枢神経系理学療法を中心に5年従事
介護老人保健施設・回復期リハビリテーション病院において中枢神経系理学療法を中心に12年従事

神経理学療法学 専門科目 Ⅱ部3年（通年） 講義 120

講義概要

神経疾患に対する評価方法と、治療アプローチを学習する。

関西医科専門学校　理学療法学科　2022年度　後期　講義要領
科目名 科目区分 対象学年 講義形式 授業時数 単位数



回数

１

２

３

４

５

６

７

８

９

１０

１１

１２

１３

１４

１５

評定方法 準備物・注意事項

内部障害理学療法学テキスト　など

15レクチャーシリーズ理学療法学テキスト内部障害理学療法学　呼吸 理学療法ハンドブック　第3巻

肺気量測定

提出物（症例検討）前期5%+後期5%＝10% 授業時に配布・指定するプリントを忘れないこと

遅刻－1点、欠席－2点 第２回以降の講義は、開始時に輪番で前回講義の要約を発表

【講義に関する注意事項】に準じて減点する 実技の服装は【講義に関する注意事項】に準じる

　山根）y-yamane@ast.ac.jp　木村）daikimu@ast.ac.jp

定期試験(中間・小テスト含む)　前期45%＋後期45%＝90% 症例検討以外の演習時は、指定ジャージ着用

質問はメールでも可：

内部障害のリハビリテーション

体位排痰法

指定教科書 参考図書

呼吸介助

呼吸理学療法

呼吸器疾患と呼吸理学療法の理解
　④拘束性換気障害に対する理学療法

呼吸器疾患と呼吸理学療法の理解
　⑤その他の呼吸器疾患に対する理学療法

フィジカルアセスメント（聴診・打診など）

呼吸器疾患と呼吸理学療法の理解
　①COPDとは

呼吸器疾患と呼吸理学療法の理解
　②COPDに対する理学療法評価

呼吸器疾患と呼吸理学療法の理解
　③COPDに対する理学療法

呼吸器の理解
　③呼吸器に関する生理学

呼吸機能の評価
　①呼吸に関する理学療法評価

呼吸機能の評価
　②肺気量分画　　③フローボリューム

授業内容

呼吸リハビリテーション総論

呼吸器の理解
　①呼吸器に関する解剖学・運動学

【行動目標】

呼吸器の構造と機能を理解し、記述でき、説明できる。

基礎的な呼吸介助手技、排痰手技、シミュレーターでの痰吸引技術が実施できる。

虚弱高齢者や低体力者に対して行う評価技術を実施できる。

代表的な呼吸機能障害の病態と障害構造、理学療法アプローチについて理解し、記述でき、説明できる。

症例検討を行い、呼吸器疾患患者へのかかわり方を説明できる。

【一般目標】

内部障害といわれる循環器機能障害、呼吸機能障害、代謝機能障害などの起因疾患について理解する。

疾患それぞれに起因する運動機能障害や回復過程、予後等に関する知識を整理する。

障害の改善だけでなく予防の観点からも疾患の理解を深める。

それぞれの疾患に対して、リスク管理や運動療法、日常生活指導などの理学療法における理論と技術を習得する。

講義目標

担当教員 実務経験

山根　好史 療養病床、介護老人保健施設、訪問看護ステーションなどで地域理学療法を中心に10年従事。併行して整形外科外来で定期的に22年従事。

4内部理学療法学 専門科目 Ⅱ部3年（通年） 講義 120

講義概要

運動障害において重要な心肺機能の障害や種々の疾患の起因となる糖尿病を中心に内部障害の特徴を学習し、その理
学療法についての理解を深める。また、シミュレーターでの痰吸引技術を経験する。

関西医科専門学校　理学療法学科　2022年度　前期　講義要領
科目名 科目区分 対象学年 講義形式 授業時数 単位数

木村　大 回復期病院にて1年、急性期病院で3年間従事。併行して訪問看護ステーションで5年間従事する。



回数

１６

１７

１８

１９

２０

２１

２２

２３

２４

２５

２６

２７

２８

２９

３０

評定方法 準備物・注意事項

内部障害理学療法学テキスト　など

15レクチャーシリーズ理学療法学テキスト内部障害理学療法学　呼吸 理学療法ハンドブック　第3巻

症例検討

提出物（症例検討）前期5%+後期5%＝10% 授業時に配布・指定するプリントを忘れないこと

遅刻－1点、欠席－2点 第２回以降の講義は、開始時に輪番で前回講義の要約を発表

【講義に関する注意事項】に準じて減点する 実技の服装は【講義に関する注意事項】に準じる

　山根）y-yamane@ast.ac.jp　木村）daikimu@ast.ac.jp

定期試験(中間・小テスト含む)　前期45%＋後期45%＝90% 症例検討以外の演習時は、指定ジャージ着用

質問はメールでも可：

内部障害のリハビリテーション

症例発表

指定教科書 参考図書

症例検討

症例検討

痰吸引
　②痰吸引実技

症例検討

症例検討

人工呼吸器と在宅酸素療法

誤嚥性肺炎と理学療法

痰吸引
　①痰吸引の理論と背景

虚弱高齢者の評価
（バランス、FRT、TUGなど）

サルコペニア・メタボリックシンドロームの評価

外科手術後の呼吸器障害

授業内容

呼吸器疾患のADL、呼吸体操

体力の評価
（呼吸商、METｓ）

【行動目標】

呼吸器の構造と機能を理解し、記述でき、説明できる。

基礎的な呼吸介助手技、排痰手技、シミュレーターでの痰吸引技術が実施できる。

虚弱高齢者や低体力者に対して行う評価技術を実施できる。

代表的な呼吸機能障害の病態と障害構造、理学療法アプローチについて理解し、記述でき、説明できる。

症例検討を行い、呼吸器疾患患者へのかかわり方を説明できる。

【一般目標】

内部障害といわれる循環器機能障害、呼吸機能障害、代謝機能障害などの起因疾患について理解する。

疾患それぞれに起因する運動機能障害や回復過程、予後等に関する知識を整理する。

障害の改善だけでなく予防の観点からも疾患の理解を深める。

それぞれの疾患に対して、リスク管理や運動療法、日常生活指導などの理学療法における理論と技術を習得する。

講義目標

4

担当教員 実務経験

山根　好史 療養病床、介護老人保健施設、訪問看護ステーションなどで地域理学療法を中心に10年従事。併行して整形外科外来で定期的に22年従事。

内部理学療法学 専門科目 Ⅱ部3年（通年） 講義 120

講義概要

運動障害において重要な心肺機能の障害や種々の疾患の起因となる糖尿病を中心に内部障害の特徴を学習し、その
理学療法についての理解を深める。また、シミュレーターでの痰吸引技術を経験する。

関西医科専門学校　理学療法学科　2022年度　前期　講義要領
科目名 科目区分 対象学年 講義形式 授業時数 単位数

木村　大 回復期病院にて1年、急性期病院で3年間従事。併行して訪問看護ステーションで5年間従事する。



回数

１

２

３

４

５

６

７

８

９

１０

１１

１２

１３

１４

１５

臨床において理学療法士に必要な基本的検査技術・介助技術を演習を通じて再確認し習得する。

関西医科専門学校　理学療法学科　2022年度　前期　講義要領
科目名 科目区分 対象学年 講義形式 授業時数 単位数

講義目標

担当教員 実務経験

栁本　展孝 一般・療養病棟にて、大腿骨頸部骨折、脳卒中、透析患者などの治療に5年間従事

2理学療法セミナーⅢ 専門科目 Ⅱ部3年（通年） 演習 60

講義概要

基本的検査測定項目の方法や逸脱動作、注意点について説明できる。

十分にリスク管理を行いつつ、基本的検査測定項目を正確に実施できる。

【一般目標】

基本的検査測定項目の意義・目的を理解する。

基本的検査測定項目に必要な解剖学的・生理学的知識を習得する。

基本的検査測定項目実施時の注意点やリスクを理解する。

授業内容

オリエンテーション、反射・感覚経路について

深部腱反射

【行動目標】

基本的検査測定項目の目的や方法が伝わるよう、オリエンテーションができる。

実技復習　実技試験に向けて

実技試験　反射検査・感覚検査

体幹機能評価

表在反射・病的反射

表在感覚(触圧覚、温痛覚)

深部感覚(位置覚、運動覚、振動覚、複合感覚)

失行(観念失行、観念運動失行、肢節運動失行)

実技復習　実技試験に向けて

高次脳機能障害　総論

注意、遂行機能

失認(半側無視、右半球症状)

高次脳機能障害学

実技試験　注意、半側無視、失行

指定教科書 参考図書

実技試験 100% 打腱器などの検査器具

前期 50%＋後期 50%＝通年 100% 体調不良等の場合は、教員へ申し出ること。

【講義に関する注意事項】に準じて減点する 実技の服装は【講義に関する注意事項】に準じる

メールアドレス：yanagi@ast.ac.jp

評定方法 準備物・注意事項

PT・OTビジュアルテキスト　リハビリテーション基礎評価学 脳機能の基礎知識と神経症候ケーススタディ

失語(構音障害、発語失行、失語症)



回数

指定教科書 参考図書

なし 基本編・ケースで学ぶ理学療法臨床思考

症例②　症例ディスカッション

１５

提出課題 60% メールアドレス：yanagi@ast.ac.jp

症例ディスカッション 40%

準備物・注意事項

【講義に関する注意事項】に準じて減点する USBメモリー：資料整理・課題提出用

実践編・ケースで学ぶ理学療法臨床思考

3日間で行う理学療法臨床評価プランニング

評定方法

１４

評価実習に向けて

症例②　課題作成(思考順序の整理)

１３ 症例②　発表準備　課題作成(サマリー)

１２

症例②　評価項目の列挙　課題作成(SOAP)

１１ 症例②　動作分析、目標設定、治療検討

１０

症例①　症例ディスカッション

９ 症例②　疾患病態の考察、動作観察

８

症例①　課題作成(思考順序の整理)

７ 症例①　発表準備　課題作成(サマリー)

６

症例①　評価項目の列挙　課題作成(SOAP)

５ 症例①　動作分析、目標設定、治療検討

４

症例提示(運動器、神経、内部疾患)

３

オリエンテーション、症例ディスカッションについて

2

症例①　疾患病態の考察、動作観察

講義概要

理学療法士の臨床思考過程(理学療法プロセス)を理解し、考察課題に取り組むことで問題解決能力を養う。

講義目標

授業内容

１

【行動目標】

臨床思考過程の一連の流れを説明できる。

臨床思考過程の段階ごとに必要な情報を整理し、記述できる。

症例情報を臨床思考過程に当てはめて考察し、記述できる。

【一般目標】

臨床思考過程の一連の流れを理解する。

臨床思考過程の段階ごとに必要な考察を理解する。

症例検討を通じて、臨床における問題解決方法を知る。

担当教員 実務経験

栁本　展孝 一般・療養病棟にて、大腿骨頸部骨折、脳卒中、透析患者などの治療に5年間従事

Ⅱ部3年 演習 30 1臨床理学療法学 専門科目

対象学年 講義形式

関西医科専門学校　理学療法学科　2022年度　前期　講義要領
科目名 科目区分 授業時数 単位数



回数

指定教科書 参考図書

15レクチャーシリーズ理学療法テキスト　義肢学 義肢装具のチェックポイント

上肢切断と義手

１５

筆記試験：前期50％＋後期50％

準備物・注意事項

【講義に関する注意事項】に準じて減点する 質問先：y-ishikawa@ast.ac.jp　まで

15レクチャーシリーズ理学療法テキスト　装具学 義肢装具学（医学書院）

評定方法

１４

前期のまとめ

その他の義足（膝義足、サイム義足）

１３ 下肢切断の理学療法

１２

義足の異常歩行まとめ

１１ 股義足（基本構造とアライメント）

１０

大腿義足①（基本と義肢構造）

９

下腿義足②（アライメントと異常歩行）

８

大腿義足②（アライメントと異常歩行）

下腿義足①（基本と義肢構造）

７

義肢適合の流れ（アライメントの概念）

６

義肢学総論③（断端管理、義肢の構成要素）

５

義肢学総論②（切断手術、義肢の名称）

４

義肢学総論①（切断原因、切断部位と義肢の名称）

３

オリエンテーション　切断の疫学　模擬義足体験

2

講義概要

切断や機能障害を呈した患者に対する義肢、装具の基礎的知識を学習する。
義肢、装具を使用した際の生体への影響を学習する。

講義目標

授業内容

１

【行動目標】

切断の原因、手術、断端管理の方法と、切断部位ごとの義肢の名称を説明および列挙できる。

義肢、装具の基本的構造と、生体に与える影響を説明および列挙できる。

障害に応じた適切な義肢、装具を選択し、その後のリハビリテーションでの活用方法が説明できる。

【一般目標】

切断の原因、手術、断端管理の方法と、切断部位ごとの義肢の名称を知る。

義肢、装具の基本的構造と、生体に与える影響を知る。

切断後のリハビリテーション、装具療法が理解できる。

担当教員 実務経験

石川　佑之輔 回復期リハビリテーション病院と有料老人ホームで、中枢疾患系理学療法を中心に5年間従事

Ⅱ部3年（通年） 講義 60 2義肢装具学 専門科目

対象学年 講義形式

関西医科専門学校　理学療法学科　2022年度　前期　講義要領
科目名 科目区分 授業時数 単位数



回数

対象学年 講義形式

関西医科専門学校　理学療法学科　2022年度　前期　講義要領
科目名 科目区分 授業時数 単位数

担当教員 実務経験

木村　大 回復期病院にて1年、急性期病院で3年間従事。併行して訪問看護ステーションで5年間従事する。

Ⅱ部3年 講義 30 1地域理学療法学 専門科目

介護保険制度の各サービスを理解し、その中で理学療法士の役割を列挙できる。

今後の理学療法士の地域での役割について選択・列挙できる。

【一般目標】

地域リハビリテーションの意義や関連する法律や制度を理解する。

介護保険制度の各サービスを理解し、その中で理学療法士の役割を理解する。

今後の理学療法士の地域での役割について理解する。

講義概要

地域医療の成り立ち、仕組みを理解した上で地域リハビリテーションの意義を知り、地域包括ケアシステムの理
解やチームアプローチの必要性、介護保険領域を中心とした施設の仕組みを学ぶ。

講義目標

授業内容

１

【行動目標】

地域リハビリテーションの意義や関連する法律や制度が選択できる。

地域リハに関わる職種
①チームアプローチの概念　②関連職種

３

オリエンテーション（地域医療の流れ）
地域リハビリテーションとは（総論）

2

地域リハビリテーションの関連制度と関連法規
①医療保険　②介護保険

４
訪問系理学療法

①地域リハビリでの位置づけ　②求められる役割

５
通所系理学療法

①利用者の特性　②理学療法の目的

施設系理学療法
①老健と特養の特徴と機能　②施設における役割

７
終末期における理学療法
理学療法の目的、関わり

６

生活環境(住宅改修）①

９ 生活環境(住宅改修）②

８

生活環境(住宅改修）③

１１ 生活環境(住宅改修）④

１０

１４

国際支援におけるリハビリテーション

予防分野のリハビリテーション
①介護予防　②転倒予防

１３ 産業分野のリハビリテーション

１２

準備物・注意事項

【講義に関する注意事項】に準じて減点する 実技の服装は【講義に関する注意事項】に準じる

CrossLink 理学療法学テキスト　地域理学療法学

15レクチャーシリーズ　地域理学療法学

評定方法

筆記試験100％ 質問：daikimu@ast.ac.jp

指定教科書 参考図書

なし 公衆衛生が見える2020-2021

災害支援におけるリハビリテーション

１５



回数

１

２

３

４

５

６

７

８

９

１０

１１

１２

１３

１４

１５

地域リハビリテーションの意義を知り、地域包括ケアシステムにおけるチームアプローチの必要性を学習する。
理学療法士として、介護保険領域を中心とした居宅サービスや施設サービスの取り組みを学習する。

関西医科専門学校　理学療法学科　2022年度　前期　講義要領
科目名 科目区分 対象学年 講義形式 授業時数 単位数

講義目標

担当教員 実務経験

大野　京介 急性期病院において整形・中枢神経系理学療法中心に5年間従事。

2地域理学療法学演習 専門科目 Ⅱ部3年（通年） 演習 60

講義概要

学校保健および特別支援教育における理学療法を説明できる。

グループワーク（症例への居宅サービスや施設サービスの検討）したことを発表できる。

【一般目標】

ICF（国際生活機能分類）の目的や構成を理解する。

学校保健および特別支援教育における理学療法を理解する。

演習（グループワークや個人課題）を通して、地域における理学療法業務を理解する。

授業内容

オリエンテーション

ICF（国際生活機能分類）

【行動目標】

ICF（国際生活機能分類）の目的や構成を説明できる。

集団体操について：グループ発表

放課後等デイサービスについて
学校保健について：グループワーク

学校保健について：グループ発表

ICF（国際生活機能分類）：小テスト
食事動作：実技

褥瘡予防についてのポジショニング：実技

集団体操について：実技

在宅復帰へのマネジメント：グループワーク③

在宅復帰へのマネジメント：グループワーク④

個人課題（自分が住んでる地域について）作成

個人課題発表

在宅復帰へのマネジメント：グループワーク①

トータルケアをめざす　褥瘡予防のためのポジショニング

在宅復帰へのマネジメント：グループ発表

指定教科書 参考図書

提出物50％＋発表45％＋小テスト5％ 連絡先：ohno.0202@ast.ac.jp

【講義に関する注意事項】に準じて減点する 実技の服装は【講義に関する注意事項】に準じる

評定方法 準備物・注意事項

完全図解　遊びリテーション大全集

なし ICFコアセット　臨床実践のためのマニュアル

在宅復帰へのマネジメント：グループワーク②



回数

１

２

３

４

５

６

７

８

９

１０

１１

１２

１３

１４

１５

評定方法 準備物・注意事項

理学療法士のための ウィメンズ・ヘルス運動療法

ウィメンズヘルス リハビリテーション

脳卒中の機能評価SIASとFIM [基礎編] シンプル理学療法学シリーズ　日常生活活動学テキスト

②小テスト／その他の評価／福祉用具

小テスト　前期50%＋後期50%＝100% 

【講義に関する注意事項】に準じて減点する 実技の服装は【講義に関する注意事項】に準じる

リハビリテーション医療における安全管理・推進のためのガイドライン

③小テスト／まとめ

指定教科書 参考図書

移動補助具

リスク管理

ADL評価（FIM：コミュニケーション）

ADL評価（FIM：社会的認知）

ADL評価（BI）

ADL評価（FIM：排泄コントロール）

ADL評価（FIM：移乗）

ADL評価（FIM：移動）

ADL評価（FIMの概要）

ADL評価（FIM：食事・セルフケア）

小テスト①／ADL評価（FIM：セルフケア）

授業内容

日常生活動作（ADL）総論①

日常生活動作（ADL）総論②

【行動目標】

ADLの概念、ADL評価（FIM・BI）の目的と方法を選択および記述できる。

移動補助具（車椅子・歩行補助具）の種類、構造、使用方法を選択および記述できる。

各動作における介助方法を学生同士で実施できる。

【一般目標】

ADLの概念、ADL評価（FIM・BI）の目的と項目および方法を理解する。

移動補助具（車椅子・歩行補助具）の種類と構造および使用方法を理解する。

各動作における介助方法を知る。

講義目標

担当教員 実務経験

内原　由佳子 病院・通所リハ・老健に計3年、整形外科クリニックにおいて10年間従事。

2理学療法治療学 専門科目 Ⅱ部3年（通年） 講義 60

講義概要

日常生活活動（ADL）の概念を理解するとともに、ADL評価や移動補助具の基本的知識・技術を習得する。

関西医科専門学校　理学療法学科　2022年度　前期　講義要領
科目名 科目区分 対象学年 講義形式 授業時数 単位数



回数

１

２

３

４

５

６

７

８

９

１０

１１

１２

１３

１４

１５

評定方法 準備物・注意事項

運動器の運動療法

Crosslink 理学療法学テキスト　運動器障害理学療法学 局所と全身からアプローチする　運動器の運動療法

上肢疾患（ノンコンタクトスポーツを例に）

実技試験：前期＋後期＝15%　症例検討：前期＋後期＝10％ 質問先：ｔ.miyahara@ast.ac.jp　（宮原）まで

遅刻－1点、欠席－2点

【講義に関する注意事項】に準じて減点する 実技の服装は【講義に関する注意事項】に準じる

筆記試験：前期＋後期＝75% （中間テストを含む） 質問先：a.maekawa@ast.ac.jp　（前川）まで

スポーツ理学療法学

肩関節疾患の理学療法③：腱板断裂（保存）

指定教科書 参考図書

肩関節疾患の理学療法②：肩関節周囲炎

上肢疾患（コンタクトスポーツを例に）

上肢骨折と理学療法③：前腕骨折・手関節骨折

スポーツ障害とは・スポーツ外傷とは

肩関節疾患の理学療法①：基礎と非外傷性不安定症

疼痛検査

上肢骨折と理学療法②：上腕骨骨折と合併症

疼痛検査

運動器理学療法とは②：受傷機転

疼痛について

上肢骨折と理学療法①：鎖骨骨折・上腕骨骨折

授業内容

運動器理学療法とは①：組織の治癒過程

オリエンテーション・スポーツに関わる上でPTの役割

【行動目標】

運動器障害を有する患者の理学療法評価を列挙できる。

術後スケジュールにあわせた運動療法とリスク管理を説明できる。

スポーツ障害・外傷の発生機序を説明できる。

運動器障害を引き起こす疾患にあわせた運動療法や物理療法、装具療法を列挙できる。

運動器疾患の治療法を選択できる。整形外科的テストを正確に実施し、陽性徴候や意義を踏まえて結果を説明できる。

【一般目標】

運動器疾患の概要について理解する。運動器障害を引き起こす疾患、術式、術後スケジュール、禁忌事項を理解する。

スポーツ障害・外傷の特性を理解し、予防法を検討できる。運動器疾患の再発の可能性を理解する

#REF!

各疾患の特性を理解した上で、整形外科的テストの方法を習得する

講義目標

担当教員 実務経験

前川　明久 病院・整形外科クリニックにて10年間従事。現在は整形外科クリニックで臨床を行い、研究分野は肩関節。

4運動器理学療法学 専門科目 Ⅱ部3年（通年） 演習 120

講義概要
運動器疾患における病態や合併症、禁忌事項について学ぶ。運動器障害に対する理学療法評価・治療を学ぶ。
運動器疾患に対する理学療法の理解を深め、それらに対応する評価法を学ぶ｡スポーツ現場で起こりうる障害・外傷につ
いて学ぶ。

関西医科専門学校　理学療法学科　2022年度　前期　講義要領
科目名 科目区分 対象学年 講義形式 授業時数 単位数

宮原　隆登 外来リハビリ、急性期病棟等で6年間従事し、高校野球メディカルサポート等も参加。



回数

１６

１７

１８

１９

２０

２１

２２

２３

２４

２５

２６

２７

２８

２９

３０

評定方法 準備物・注意事項

運動器の運動療法

Crosslink 理学療法学テキスト　運動器障害理学療法学 局所と全身からアプローチする　運動器の運動療法

症例検討

実技試験：前期＋後期＝15%　症例検討：前期＋後期＝10％ 質問先：ｔ.miyahara@ast.ac.jp　（宮原）まで

遅刻－1点、欠席－2点

【講義に関する注意事項】に準じて減点する 実技の服装は【講義に関する注意事項】に準じる

筆記試験：前期＋後期＝75% （中間テストを含む） 質問先：a.maekawa@ast.ac.jp　（前川）まで

スポーツ理学療法学

症例発表

指定教科書 参考図書

症例検討

症例検討

整形外科的検査（上肢編）

症例検討

整形外科的テスト　実技試験

下肢骨折と理学療法③：足部骨折

整形外科的検査（上肢編）

膝・足部疾患の理学療法

上肢疾患（アスレチックリハ）

下肢骨折と理学療法②：下腿骨折・膝蓋骨骨折

整形外科的検査（上肢編）

授業内容

上肢疾患（メディカルリハ）

下肢骨折と理学療法①：大腿骨骨折

【行動目標】

運動器障害を有する患者の理学療法評価を列挙できる。

術後スケジュールにあわせた運動療法とリスク管理を説明できる。

スポーツ障害・外傷の発生機序を説明できる。

運動器障害を引き起こす疾患にあわせた運動療法や物理療法、装具療法を列挙できる。

運動器疾患の治療法を選択できる。整形外科的テストを正確に実施し、陽性徴候や意義を踏まえて結果を説明できる。

【一般目標】

運動器疾患の概要について理解する。運動器障害を引き起こす疾患、術式、術後スケジュール、禁忌事項を理解する。

スポーツ障害・外傷の特性を理解し、予防法を検討できる。運動器疾患の再発の可能性を理解する

#REF!

各疾患の特性を理解した上で、整形外科的テストの方法を習得する

講義目標

4

担当教員 実務経験

前川　明久 病院・整形外科クリニックにて10年間従事。現在は整形外科クリニックで臨床を行い、研究分野は肩関節。

運動器理学療法学 専門科目 Ⅱ部3年（通年） 演習 120

講義概要
運動器疾患における病態や合併症、禁忌事項について学ぶ。運動器障害に対する理学療法評価・治療を学ぶ。
運動器疾患に対する理学療法の理解を深め、それらに対応する評価法を学ぶ｡スポーツ現場で起こりうる障害・外傷に
ついて学ぶ。

関西医科専門学校　理学療法学科　2022年度　後期　講義要領
科目名 科目区分 対象学年 講義形式 授業時数 単位数

宮原　隆登 外来リハビリ、急性期病棟等で6年間従事し、高校野球メディカルサポート等も参加。



回数

１

２

３

４

５

６

７

８

９

１０

１１

１２

１３

１４

１５

評定方法 準備物・注意事項

【成績】前期50％＋後期50％＝100％ 配布資料を忘れずに持参すること。

前期：実技試験50％＋筆記試験50％＝100％ 講義中は必ずメモを取ること。

後期：実技試験50％＋筆記試験50％＝100％

【講義に関する注意事項】に準じて減点する。 実技の服装は【講義に関する注意事項】に準じる。

連絡先：m.miyazaki@ast.ac.jp

前期のまとめ

指定教科書 参考図書

理学療法学ゴールド・マスター・テキスト　運動療法学 理学療法学　障害別アプローチの理論と実際

実技試験②関節包内運動

運動療法におけるリスク管理

実技試験①ストレッチング

関節可動域運動の実際：⑤関節包内運動
・関節包内運動、骨運動を感じる

・股、膝、足関節の実際（凹凸の法則、end feelを考慮して）

関節可動域運動の実際：⑥関節包内運動
・関節包内運動、骨運動を感じる

・肩、肘、手関節の実際（凹凸の法則、end feelを考慮して）

関節可動域運動の実際：⑦関節包内運動
・上下肢まとめ

関節可動域運動の実際：②ストレッチング（下肢・上肢）
・スタティックストレッチングを実施するときの注意点

・代償運動と固定方法

関節可動域運動の実際：③ストレッチング（上肢）
・スタティックストレッチングを実施するときの注意点

・代償運動と固定方法

関節可動域運動の実際：④ストレッチング
・上下肢まとめ

関節可動域の改善：②関節可動域運動

関節可動域の改善：③ストレッチング

関節可動域運動の実際：①ストレッチング（下肢）
・スタティックストレッチングを実施するときの注意点

・代償運動と固定方法

授業内容

オリエンテーション・総論

関節可動域の改善：①関節可動域と障害

【行動目標】

運動療法の定義、基本事項を記述できる。

各運動療法の目的・種類・原則・方法を選択及び記述できる。

筋の起始・停止・運動方向を理解した上で目標としている筋のストレッチングを実施できる。

【一般目標】
運動療法の方法と理論的背景を理解する。

運動療法の基本的知識と基本的技術を習得する。

講義目標

担当教員 実務経験

宮崎 眞男 回復期リハビリテーション病院、整形外科クリニックにおいて理学療法を7年間従事

2運動療法学 専門科目 Ⅱ部3年（通年） 演習 60

講義概要

理学療法の中核的な治療手段である運動療法について、その理論的背景を学び基本的な技術を習得する。

関西医科専門学校　理学療法学科　2022年度　前期　講義要領
科目名 科目区分 対象学年 講義形式 授業時数 単位数


