
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

定期試験　前期50%＋後期50%＝100%（中間テスト含む） 配布プリントを綴じるA4ファイル

授業内容

神経系の基本的機能　神経細胞

指定教科書 参考図書

PT・OTのための生理学テキスト メディカルスタッフ専門基礎科目シリーズ　新版　生理学

ぜんぶわかる脳の事典 標準生理学

【講義に関する注意事項】に準じて減点する 質問先：kozai925@ast.ac.jp

講義目標

【一般目標】

中枢神経の働きを理解する

末梢神経の働きを理解する

神経の伝導と伝達のしくみを理解する

【行動目標】

中枢神経の構造と機能を関連づける

自律神経の働きと脳神経の働きを列挙できる

神経の伝導と伝達のしくみを簡単に説明できる

小財　知幾 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中心に5年間従事。

講義概要

神経系のしくみと働きについて、理学療法士に必要な基礎知識を身につける
疾患学、症候学につながる基礎知識を深める

機能生理学演習 専門基礎科目 Ⅱ部2年（通年） 演習 60 2

関西医科専門学校　理学療法学科　2020年度　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

担当教員 実務経験

神経系の基本的機能　神経信号の伝わり①

神経系の基本的機能　神経信号の伝わり②

神経系の基本的機能　神経の連絡と神経信号の伝達①

神経系の基本的機能　神経の連絡と神経信号の伝達②

前期まとめ

神経系の機能　大脳皮質の機能

神経系の機能　間脳の機能

神経系の機能　脳幹の機能

神経系の機能　記憶のしくみ

神経系の機能　学習のしくみ

神経系の機能　感情のしくみ

神経系の機能　睡眠のしくみ

神経系の機能　脊髄・末梢神経の機能

神経系の機能　自律神経の機能



回数

１

２

３

４

５

６

７

８

関西医科専門学校　理学療法学科　2020年度　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

スポーツ科学演習は、スポーツ動作の講義・校内スポーツ大会への参加を持って成績対象としている。講義で学
んだスポーツ動作を競技参加する中で実践することで競技特性を学び、怪我の予防やトレーニング理論の学習
へと繋げる。

スポーツ科学演習 専門基礎科目 Ⅱ部2年(通年) 演習 15 1

担当教員 実務経験

宮原　隆登 急性期病棟・外来リハビリ等で6年間従事

講義概要

【行動目標】

演習を通してスポーツ動作を実践する。

演習、競技を通して学生間の交流を図る。

学生間の連帯意識の向上を図る。

講義目標

【一般目標】

スポーツ参加を通して、競技の運動特性を学ぶ。

スポーツ競技を通じて、スポーツ障害に関する知識を得る。

団体競技を通して、チーム医療において求められる協調性を養う。

指定教科書 参考図書

なし なし

1・2年次の成績を合わせて評定する。 指定された会場以外への立ち入り禁止。

ラフプレー禁止。

遅刻・欠席はレポート課題での成績を成績対象とする。

評定方法 準備物・注意事項

出席100％ 服装：学校指定ジャージ。その他必要物品は別途連絡する。

テーピング講習会

テーピング講習会

テーピング講習会

夏季スポーツへの参加

内容

夏季スポーツへの参加

夏季スポーツへの参加

夏季スポーツへの参加

テーピング講習会



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

定期試験100%（中間テストの結果を含む） 機能生理学のノートを毎回持参すること

【講義に関する注意事項】に準じて減点する 基本的に教科書と配布資料で授業を行う

質問先：y-ishikawa@ast.ac.jp

指定教科書 参考図書

イチからわかる臨床検査値活用術 検査のしくみ検査値の読み方

ポケット正常画像AtoZ

【行動目標】

各種臨床検査の結果から病態・症状を列挙できる。

臨床実習において担当症例の臨床検査データを読み取り、病態を推論できる。

各疾患学で画像所見を見た際に、正常との違いが説明できる。

授業内容

講義目標

【一般目標】

各種臨床検査の意義、異常時の病態を理解する。

代表的な疾患の臨床検査データと病態との関連性を理解する。

画像所見では正常を知ることで、疾患学の理解につなげる。

各種臨床検査の意義、病態との関連性を理解する
正常な画像所見を理解する

生体情報科学 専門基礎科目 Ⅱ部2年 講義 30 1

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において中枢疾患系理学療法を中心に5年間従事

講義概要

関西医科専門学校　理学療法学科　2020年度　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

ホルモン系・尿・主要マーカー・免疫系の検査データ

問題演習

オリエンテーション、画像読解の基礎知識

頭部画像①

頭部画像②

胸腹部画像

問題演習

検査についての基礎知識

血液・凝固系の検査データ②

血液・凝固系の検査データ①

肝・胆・腎・膵系の検査データ①

糖質・脂質系の検査データ

タンパク・酵素系の検査データ

肝・胆・腎・膵系の検査データ②

ミネラル・血液ガスデータ



回数

１

２

３

４

５

６

７

８

９

１０

１１

１２

１３

１４

１５

授業内容

カパンディ　関節の生理学

【講義に関する注意事項】に準じて減点する 初回講義で1年次の運動学[前期・後期]に関する復習テスト(20分)を行う

回復期・維持期の運動器・中枢神経疾患の理学療法業務を中心に5年間従事

講義概要

高橋　眞太朗

【行動目標】

運動器（筋・関節・末梢神経等）の機能障害によって生じる病的な姿勢・運動・動作を列挙および説明できる。

病的な姿勢・運動・動作が生じている際の原因や運動器への影響（ストレスや代償）を列挙および記述できる。

運動器の機能障害と病的な姿勢・運動・動作に関する基礎的用語を列挙および記述できる。

身体運動時に生じる病的運動とその原因および予後について考察できるよう学習する。
運動器に機能障害が生じた際の、身体運動・動作への影響や機能的予後を考察できるよう学習する。

講義目標

【一般目標】

運動器（筋・関節・末梢神経等）の機能障害によって生じる病的な姿勢・運動・動作を理解する。

病的な姿勢・運動・動作が生じている際の原因や運動器への影響（ストレスや代償）を力学的視点で理解する。

動作観察に必要な運動器の機能障害と、病的な姿勢・運動・動作に関する基礎的用語を理解する。

関西医科専門学校　理学療法学科　2020年度　講義要領
授業時数

30

担当教員 実務経験

単位数

1

指定教科書 参考図書

股関節の病態運動とその考察
（筋力低下と姿勢、筋の短縮による姿勢への影響）

膝関節の病態運動
（靭帯損傷、内反膝・外反膝）

膝関節の病態運動とその考察
（Extension lag、反張膝）

筋骨格系のキネシオロジー 基礎運動学

身体運動学　関節の制御機構と筋機能 PT・OTのための運動学テキスト

シンプル理学療法学 作業療法学シリーズ　運動学テキスト

科目名

病態運動学

講義形式

講義

対象学年

Ⅱ部2年

科目区分

専門基礎科目

連絡先：shin50@ast.ac.jp

評定方法 準備物・注意事項

筆記試験100%（中間テストの結果を含む） 持参物：講義資料を綴じるA4ファイル、3色(赤・青・緑)ペン

授業中は必ずメモをとること

足関節の病態運動
（足関節捻挫、足部の変形、腱断裂）

足関節の病態運動とその考察
足部の末梢神経（腓骨・脛骨神経）障害による歩行への影響

正常歩行と異常歩行の考察
（下垂足、機能的脚長差など）

オリエンテーション
運動学の復習テスト

肩関節・肩甲骨の病態運動
（脱臼、肩峰下インピンジメント、腱板損傷）

肩関節・肩甲骨の病態運動とその考察
（上腕二頭筋長頭腱炎、翼状肩甲、上肢挙上制限の考え方）

肘・前腕の病態運動とその考察
（外反肘・内反肘、肘関節屈曲拘縮、リバースアクション）

手関節・手部の病態運動とその考察
（TFCC損傷、手指の変形）

上肢の末梢神経（橈骨・尺骨・正中神経）障害と病態運動
（下垂手・下垂指・鷲手・猿手）

脊柱・体幹の病態運動
（脊柱のmalalignment、椎間板ヘルニア）

脊柱・体幹の病態運動とその考察　疼痛の捉え方・考え方
（腰痛の原因に対する考え方）

股関節の病態運動
＜股関節筋の筋力低下、Trendelenburg・Duchenne徴候等＞



回数

１

２

３

４

５

６

７

８

９

１０

１１

１２

１３

１４

１５

関西医科専門学校　理学療法学科　2020年度　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

担当教員 実務経験

飯　春菜 回復期リハビリテーション病院において中枢疾患系・内部障害理学療法中心に5年間従事。

講義概要

内科疾患の病理、病態生理を理解した上で、それぞれの疾患の症状、診断、治療について学習する。

内科学Ⅰ 専門基礎科目 Ⅱ部2年（通年） 講義 60 2

講義目標

【一般目標】

各臓器の生理学的役割を理解し、各疾患に対するイメージをもつ

主要な検査データを理解する

主要な内科疾患をもつ患者へ理学療法をおこなう際、リスク管理ができるようになる

【行動目標】

生理学、病理学、内科学の知識を関係付けられるようになる

主要な内科疾患の原因、病態生理、症状、検査法、治療法、予後を列挙できるようになる

国家試験問題が解けるようになる

授業内容

循環器疾患３　：　弁膜症

指定教科書 参考図書

わかりやすい内科学 新・病態生理できった内科学　1～9

イチからわかる臨床検査値活用術 病気が見える　1～10

【講義に関する注意事項】に準じて減点する A4サイズのノート＋赤・青・緑のボールペン

循環器疾患４　：　虚血性心疾患（狭心症）

循環器疾患５　：　虚血性心疾患（心筋梗塞）

循環器疾患６　：　血管疾患

循環器疾患７　：　循環器疾患の症候学

まとめ

呼吸器疾患１　：　呼吸器感染症

呼吸器疾患２　：　呼吸器感染症

呼吸器疾患３　：　閉塞性肺疾患

呼吸器疾患４　：　閉塞性肺疾患

呼吸器疾患５　：　拘束性肺疾患

呼吸器疾患６　：　胸膜疾患、腫瘍

呼吸器疾患７　：　呼吸疾患の症候学

循環器疾患１　：　心不全

循環器疾患２　：　心不全

※板書中心のため、ルーズリーフよりノートの方が良い

連絡先：iiharuna@ast.ac.jp

ポケット正常画像AtoZ 臓単　語源から覚える解剖学英単語集

評定方法 準備物・注意事項

成績：前期50%＋後期50%＝100% （中間テストを含む） 機能生理学のノート



回数

１

２

３

４

５

６

７

８

９

１０

１１

１２

１３

１４

１５

連絡先：shin50@ast.ac.jp

評定方法 準備物・注意事項

筆記試験　前期50%＋後期50%＝100%（中間テストの結果を含む） 持参物：講義ノート（講義毎に配布予定）、3色(赤・青・緑)ペン

授業中は必ずメモをとること

科目名

整形外科学

講義形式

講義

対象学年

Ⅱ部2年(通年)

科目区分

専門基礎科目

標準整形外科学 運動療法に役立つ 単純X線像の読み方

ポケット正常画像　AtoZ

OS NEXUSシリーズ  No.1～15

指定教科書 参考図書

病気が見えるvol.11 運動器・整形外科

関西医科専門学校　理学療法学科　2020年度　講義要領
授業時数

60

担当教員 実務経験

単位数

2

回復期・維持期の運動器・中枢神経疾患の理学療法業務を中心に5年間従事

講義概要

【講義に関する注意事項】に準じて減点する 　　　　他科の教科書も随時持参するよう、講義内で説明する

運動器疾患の病理、病態を、正常な身体構造・心身機能と比較して学習する。
各疾患の疫学、原因、病態、症状（合併症）、治療、予後について学習する。

講義目標

【一般目標】

運動器疾患の症状を解剖学的（画像所見を含む）、生理学的、病理学的に理解できる。

運動器疾患の疫学、原因、病態、症状（合併症）、治療、予後が理解できる。

主要な運動器疾患をもつ患者へ理学療法をおこなう際のリスク管理が想起できる。

高橋　眞太朗

【行動目標】

整形外科における診断・治療・疾患の概略や、運動器の画像読影に対して記述および列挙できる。

運動器疾患の症状を解剖学的、生理学的、病理学的に説明および記述できる。

運動器疾患の疫学、原因、病態、症状（合併症）、治療、予後を列挙および記述できる。

股関節疾患各論①
＜大腿骨頸部骨折等＞

股関節疾患各論②
＜変形性股関節症等＞

股関節疾患各論③
＜大腿骨頭すべり症、大腿骨頭壊死症、その他＞

膝関節疾患各論①
＜各骨折・脱臼、靭帯・半月板損傷等＞

膝関節疾患各論②
＜変形性膝関節症等＞

足関節疾患各論①
＜脱臼骨折等＞

足関節疾患各論②　四肢の画像所見の読影演習
＜靭帯損傷、筋腱断裂・脱臼等＞

授業内容

オリエンテーション　整形外科の基礎①
＜診断（現症の取り方、検査）＞

整形外科の基礎②
＜整形外科治療総論＞

骨病態と再生
＜骨代謝、リモデリング、骨化、骨粗鬆症＞

外傷総論①
＜外傷とは、捻挫・脱臼、骨折＞

外傷総論②
＜骨折の治療、合併症、小児骨折の特徴等＞

肩関節疾患各論①
＜鎖骨・肩甲骨・上腕骨の骨折等＞

肩関節疾患各論②
＜肩関節・肩鎖関節脱臼、肩軟部組織等＞

肘・手・手指関節疾患各論
＜肘内障、上腕骨外側上顆炎、骨折、拘縮・変形等＞



回数

１

２

３

４

５

６

７

８

９

１０

１１

１２

１３

１４

１５

担当教員 実務経験

2

関西医科専門学校　理学療法学科　2020年度　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

臨床神経学 専門基礎科目 Ⅱ部2年(通年) 講義 60

授業内容

佐加良　英治

講義概要

リハビリテーション医療の対象となる神経疾患の病態(症候)、診断方法の概要を学ぶと同時に神経系の機能形態
学的知識を深める。

【行動目標】

脳神経系の形態と機能を説明でき、脳神経系の各検査法の概要を説明できる

脳神経系の主要疾患の病態と症候の概要を説明できる

リハビリテーション医療の対象となる脳神経系の主要疾患の概要を説明できる

脳神経系の主要疾患の病態と症候を理解する

脳神経系の主要疾患の診断法・治療法の概略を理解する

脳神経系の主要疾患の診断法及び治療法の概要を説明できる

講義目標

【一般目標】

                 脳神経系の主要疾患に関連する構造と機能を理解する

脳神経系の主要疾患に関連する各検査法を理解する

リハビリテーション医療の対象となる脳神経系の主要疾患を理解する

講義中に行う質問には解答できるようにしておくこと

質問用E-mailアドレス：hideharu@mra.biglobe.ne.jp

新・病態生理できった内科学7　神経疾患

評定方法 準備物・注意事項

定期試験：前期50%＋後期50%＝100%【レポート課題を含む】 シラバスに従い､講義前にテキストを中心に予習を行うこと

神経学的検査法

　神経症候学　（1）

　神経症候学　（2）

　神経症候学　（3）

【講義に関する注意事項】に準じて減点する 受講後は学習内容を十分に復習すること

指定教科書 参考図書

標準理学療法学・作業療法学　『神経内科学』第5版 ベットサイドの神経の診かた

医学生・研修医のための神経内科学

　神経症候学　（4）

講義概要、理学療法と神経内科、障害とリハビリテーション

神経解剖学 (1)

神経解剖学 (2)

神経学的診断法　（1）

神経学的診断法　（2）

　神経症候学　（5）

　神経症候学　（6）

　神経症候学　（7）

　神経症候学　（8）

前期講義の総括
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関西医科専門学校　理学療法学科　2020年度　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

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

講義概要

理学療法評価で用いる検査測定技術（バイタルサイン、形態測定、関節可動域測定）について学習する

検査測定学 専門科目 Ⅱ部2年 演習 30 1

担当教員 実務経験

【行動目標】

各検査・測定の意義、目的、方法、注意事項等を説明・記載できる。

各検査・測定を健常者に対して実施できる。

授業内容

講義目標

【一般目標】

検査・測定の意義、目的、方法、注意事項等を理解する。

検査・測定方法の技術を習得する。

評定方法 準備物・注意事項

実技試験70%　筆記試験30% (中間テスト・小テスト)＝100%

メジャー・ゴニオメーター・血圧計・聴診器などの
講義で使用する物品（授業前に連絡します）

実技の服装は【講義に関する注意事項】に準じる

形態測定④：実技試験(バイタルサイン・形態測定)

ROM測定①：肩関節

ROM測定②：肩関節

ROM測定③：肘関節・手関節

【講義に関する注意事項】に準じて減点する

指定教科書 参考図書

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 理学療法評価学

ROM測定④：股関節

オリエンテーション（実技について・注意事項）
バイタルサイン①：脈拍・呼吸

バイタルサイン②：血圧・脈拍測定

形態測定①：周径測定

形態測定②：四肢長測定

形態測定③：四肢長・周径測定

ROM測定③：股関節・膝関節

ROM測定④：膝・足関節

ROM測定⑤：頸部・体幹

ROM測定⑥：体幹・手指・足趾関節

ROM測定⑦：実技まとめと小テスト
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講義中はしっかりとメモを取ること

ベッドサイドからはじめるやさしい介助技術　介護職・コメディカル・ご家族のために

評定方法 準備物・注意事項

筆記試験100% 実技の服装は【講義に関する注意事項】に準じる

PT・OTビジュアルテキスト　ADL

【講義に関する注意事項】に準じて減点する 質問はメールでも可：smzx3201@yahoo.co.jp

わからないことは、必ず教員に尋ねて解決すること

授業内容

ADLを支援する機器　自助具　T字杖・松葉杖（介助法を含む）　

指定教科書 参考図書

シンプル理学療法学シリーズ　日常生活活動学テキスト 実践リハビリテーションシリーズ　脳卒中の機能評価　SIASとFIM[基礎編]

【行動目標】

ADL・QOLの概念、ADL評価（Barthel index・FIM）の概略・採点方法を列挙および説明することができる。

ADLを支援する機器の名称および使用方法、対象となる機能障害を列挙および記述することができる。

片麻痺患者のADL（更衣・入浴・整容等）を記述することができる。

基本的動作の介助方法について必要な知識と技術を理解および習得する。

基本的動作の介助方法について必要な技術と知識を実施および記述することできる。

講義目標

【一般目標】

ADLの概念、QOLとの関連、ADL評価（Barthel index・FIM）の概要および採点方法を理解する。

ADLを支援する機器の名称および使用方法、対象となる機能障害を理解する。

人工股関節術後患者、片麻痺患者のADLをイメージできる。

日常生活活動の概念を理解するとともに、ADL評価やADLを支援する機器、動作介助の基本的知識・技術を習
得する。

日常生活活動学 専門科目 Ⅱ部2年 講義 30 2

ADL評価　FIMの特徴と項目

ADL評価　FIMの実践（運動項目、認知項目）

人工股関節術後患者のADL

ADL評価のまとめ　片麻痺患者のADL（更衣・入浴など）

関西医科専門学校　理学療法学科　2020年度　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

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6年間従事

講義概要

日常生活活動（ADL）学とは何か　オリエンテーション

ADLの概念　ADLとQOL

「できるADL〈活動〉」と「しているADL〈活動〉」
ADL評価の意義・目的

ADL評価　Barthel indexの特徴と項目

ADL評価　Barthel indexの実践

ADLを支援する機器　車椅子（介助法を含む）

動作介助の意義
寝返り・起き上がり動作の介助

立ち上がり動作とその介助

移乗動作とその介助

歩行動作とその介助
ADLとICF　まとめ
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オリエンテーション（講義内容、目的、評定など）
物理療法の総論①

物理療法の総論②

ホットパック・パラフィン浴の理論と実技

水治療法の理論と実技

極超短波の理論と実技

超音波の理論と実技

寒冷療法の理論と実技

物理療法における実験①

物理療法における実験②

関西医科専門学校　理学療法学科　2020年度　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

担当教員 実務経験

林　健二 急性期病院、介護老人保健施設にて運動器・脳血管疾患理学療法中心に5年間従事

講義概要

生体に温熱や寒冷、電気などによる刺激（物理的手段）が及ぼす影響を学び、各物理療法の目的や適応、また
禁忌について学習する

物理療法学 専門科目 Ⅱ部2年 演習 30 1

講義目標

【一般目標】

温熱や寒冷、電気などの刺激が生体にどのような影響を及ぼすのかを理解する

各物理療法の目的や適応、禁忌について理解する

教員の指導のもと、物理療法機器を体験する

【行動目標】

物理的手段が生体に与える影響を列挙・説明できる

各物理療法の目的や適応、禁忌について列挙・説明できる

物理療法機器の使用方法について列挙・説明できる

授業内容

光線療法の理論と問題演習

指定教科書 参考図書

標準理学療法学　物理療法学

EBM物理療法

PT・OTビジュアルテキスト　エビデンスから身につける　物理療法

電気刺激療法の理論と実技①

電気刺激療法の理論と実技②

バイオフィードバック療法の理論と実技

牽引療法の理論と実技

マッサージ療法と問題演習

【講義に関する注意事項】に準じて減点する バインダー持参

質問はメールでも可：kj-hayashi@ast.ac.jp

15ﾚｸﾁｬｰｼﾘｰｽﾞ　理学療法テキスト　物理療法学・実習

評定方法 準備物・注意事項

筆記試験80％　　課題15％+中間テスト5％=20％ 演習の服装は【講義に関する注意事項】に準じる



関西医科専門学校　理学療法学科　2020年度　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

講義概要

見学を中心とした早期の臨床実習で、理学療法士が臨床でどのように活動しているのかを学ぶ機会とし、自信の
将来像を構築する契機とする。また実習を通し、理学療法学生として医療を志すものとして必要な人間性を養う。

基礎臨床実習Ⅰ 臨床実習 Ⅱ部2年 実習 90 2

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。教員として10年従事。併行して整形外科外来で定期的に20年従事。

講義目標

【一般目標】

理学療法士になることへの動機づけを高める

理学療法士の役割と責任について理解する

理学療法学生として必要な態度や行動を身につける

【行動目標】 自己の健康を管理する

自己の考えを伝え、相手の考えを理解し、感情をコントロールした言動を行う
指導や助言に対して改善・修正を行う
状況に合わせて、報告・連絡・相談を行う

内容

オリエンテーション・身だしなみチェック
　※実習直前に再度身だしなみチェックあり

施設の規則・規律を守り、施設のスケジュールに従って行動する

身だしなみを整え、適切な挨拶、言葉使いを行う

提出物は期限を守って提出する

実習期間

実習後ゼミ

基礎臨床実習Ⅰ

提出物確認、実習振り返り

実習前ゼミ

指定教科書 参考図書

2020年度臨床実習指導要項(学生用)　　※別途配布 なし

評定方法 準備物・注意事項

実習中止の場合は単位取得不可となる。

ゼミ等では身だしなみチェックあり。ゼミの身だしなみ不備、
忘れ物、態度不良、遅刻・欠席等は全て当該科目からの減
点対象事項となる。

1年次の基礎臨床実習Ⅰとあわせて評定する。 ゼミの段階で実習を中断・中止する場合がある。

実習に関わるゼミの状況、関連書類の提出状況、実習
先での臨床技能の経験値と指導者による評価などを、
全て加味して総合的に評定する。

実習前後のゼミ、臨床実習には必ず2020年度臨床実習指
導要項とデイリーノートファイルを携行すること。



注意事項

必要に応じて復習以外の内容を行うことがある。
別途、前もって口頭や掲示にて周知するため注意すること。
その場合の宿題は自己学習として行うこと。

科目復習の手順

毎回、講義終了時に宿題を配布する。
配布されたプリントを通じて復習を行い、翌日、担当科目教員の教員室提出BOXにプリントのみ提出する。

チューター面談時、学習の進捗確認に活用するため、宿題プリントは科目ごとに整理してＡ４ファイル
に綴じること。

準備物

モチベーション
プログラム

21:25～21:45

科目 内容

ホームルーム

17：50～18：10

生体情報科学の復習

機能生理学演習の復習

宿題を通じて復習を行い、当該科目に対する理解を深める。
実技練習を行い、実技の習熟度向上を図る。

ホームルーム
モチベーションプログラム

選択科目（必須） Ⅱ部2年 講義 － －

担当教員 実務経験

専任教員

講義概要

関西医科専門学校　理学療法学科　2020年度　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

内科学Ⅰの復習　　　※水曜のみ19:40～20:00

日常生活活動学の復習

検査測定学の復習

中間テスト　（別途連絡）

新学年オリエンテーション

病態運動学の復習

物理療法学の復習

内科学Ⅰの復習

臨床神経学の復習

整形外科学の復習


