
回数

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

資料を綴じるファイル（A4サイズ）

授業内容

中枢神経系 ： 脊髄

指定教科書 参考図書

PT・OTのための生理学テキスト イラストでまなぶ生理学

中枢神経系 ： 視床下部 ・ 下垂体 ・ 内分泌

中枢神経系 ： 小脳

中枢神経系 ： 大脳基底核

中枢神経系 ： 大脳辺縁系

オリエンテーション　前期の振り返り
中枢神経系 ： 中枢神経概論

中枢神経系 ： 大脳皮質の機能局在

中枢神経系 ： 中脳と橋の機能と役割 ・ 脳神経

中枢神経系 ： 延髄の役割 ・ 延髄反射

中枢神経系 ： 間脳（視床 ・ 視床下部）

中枢神経系 ： 伝導路概論 ・ 外側皮質脊髄路

【一般目標】

脳と脊髄の機能局在を理解する

脳の血液潅流について理解する

【行動目標】

大脳皮質、基底核、小脳、脳幹について各機能を簡単に説明できる

各伝導路の経路と役割を説明できる

脳の血液潅流領域と機能局在を関連付けて説明できる

伝導路の役割を理解する

関西医科専門学校　理学療法学科　2020年度　講義要領
科目名 科目区分 対象学年 講義形式 授業時数 単位数

質問はメールでも可：taimatsu@ast.ac.jp
わからないことは、必ず教員に尋ねて解決すること
ノートを取るときは板書を写すだけでなく、説明した言葉も余白に書くこと

中枢神経系 ： 外側脊髄視床路 ・ 内側毛帯路

中枢神経系 ： 錐体外路

中枢神経系 ： 脳血管の環流 ・ 脳室

後期のまとめ

ぜんぶわかる　脳の事典 標準PT・OT学　専門基礎分野　生理学 

減点：遅刻－2点、欠席－4点 赤・青・緑のボールペン

追再試験についても出席状況を加味する

授業中の態度不良は減点対象となる

評定方法 準備物・注意事項

定期試験 前期50%＋後期50%＝100% （中間テストを含む）

2

担当教員

注意事項

機能生理学演習 専門基礎科目 Ⅱ部2年次（通年後期） 講義 60

実務経験

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

講義目標

中枢神経の仕組みと働きについて、理学療法に必要となる生理学的な基礎知識を身につける
疾患学、疾患別理学療法につなげる基礎知識を深める



回数

1

2

3

4

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

1

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 専門基礎科目 Ⅱ部2年 演習 15

・ラフプレー禁止

1・2年次の成績を合わせて評定する

授業内容

評定方法 準備物

出席　100％ 別途連絡を行う

スポーツ動作についての講義・実技演習

春季スポーツへの参加

秋季スポーツへの参加（卓球：個人戦）

秋季スポーツへの参加（卓球：チーム対抗戦）

注意事項

・遅刻、欠席はレポート課題での成績を成績対象とする

・服装は学校指定ジャージ

宮原　隆登 急性期病棟・外来リハビリ等で6年間従事

・指定された会場以外への立ち入りは禁止

【行動目標】

・講義を通してスポーツ動作を実践する。

・講義・競技を通して学生間の交流を図る。

・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。

・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。

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。



回数

１６

１７

１８

１９

２０

２１

２２

２３

２４

２５

２６

２７

２８

２９

３０

※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

イチからわかる臨床検査値活用術 病気が見える　1～10

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

【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

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

まとめ

内分泌疾患１　：　甲状腺・副甲状腺の疾患

内分泌疾患１　：　副腎の疾患

肝胆膵疾患１　：　ウィルス性肝炎、肝硬変

肝胆膵疾患２　：　膵臓・胆嚢・胆道の疾患

消化管疾患１　：　食道・胃の疾患

消化管疾患２　：　小腸・大腸の疾患

腎・泌尿器疾患１　：　腎不全

腎・泌尿器疾患２　：　腎不全、３大栄養素の代謝

代謝性疾患１　：　糖尿病

代謝性疾患２　：　脂質代謝異常、ビタミン異常

血液・造血器疾患３　：　白血球系疾患（自己免疫疾患・膠原病）

血液・造血器疾患４　：　血液凝固系疾患

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

血液・造血器疾患１　：　赤血球系疾患

血液・造血器疾患２　：　白血球系疾患（免疫不全・アレルギー）

【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

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

2

授業内容

内科学Ⅰ 専門基礎科目 Ⅱ部2年 講義 60

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。

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

担当教員 実務経験

飯　春菜



回数

１６

１７

１８

１９

２０

２１

２２

２３

２４

２５

２６

２７

２８

２９

３０

2

授業内容

整形外科学 専門基礎科目 Ⅱ部2年 講義 60

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、症状、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、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。

担当教員 実務経験

高橋　眞太朗

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

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

関節リウマチ①
＜概要、病理・病態、症状＞

関節リウマチ②
＜検査、評価、治療＞

【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、治療、予後を列挙および記述できる。

末梢神経障害①
＜腕神経叢麻痺、上肢の末梢神経障害（絞扼を含む）＞

末梢神経障害②
＜下肢の末梢神経障害（絞扼を含む）、神経伝導速度＞

脊椎疾患各論②
＜脊髄空洞症、肋骨・脊椎骨折、黄色靭帯骨化症等＞

脊椎疾患各論③
＜脊柱管狭窄症、変形性脊椎症、分離すべり症等＞

関節リウマチの類縁疾患
＜強直性脊椎炎等＞

脊椎疾患各論①
＜椎間板ヘルニア、頚椎症、後縦靭帯骨化症等＞

代謝性骨疾患・骨粗鬆症
＜くる病・骨軟化症、痛風、原発性骨粗鬆症等＞

骨腫瘍、がんの骨転移、軟部腫瘍
＜骨肉腫、軟骨肉腫、Ewing肉腫、悪性リンパ腫等＞

小児整形外科疾患・骨端症
＜Osgood-Schllatter病、Preiser病、Sever病等＞

先天異常症候群・染色体異常症
＜骨形成不全症、Marfan症候群等＞

感染性・内科的整形外科疾患
＜ガス壊疽、破傷風、結核性関節炎、ホルモン異常等＞

四肢循環障害による整形外科疾患
＜骨壊死、区画症候群、挫滅症候群、Raynaud病等＞

指定教科書 参考図書

標準整形外科学 運動療法に役立つ単純X線像の読み方

外傷と熱傷　四肢の画像所見の読影演習
まとめ

病気が見えるvol.11 運動器・整形外科

授業中は必ずメモをとること

連絡先：shin50@ast.ac.jp

ポケット正常画像　AtoZ

OS NEXUSシリーズ  No.1～15

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

【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



回数

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

　神経疾患各論(中毒、栄養欠乏疾患）

　神神経疾患各論(小児神経疾患）

　神神経疾患に多い合併症

後期講義の総括

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

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。

臨床神経学 専門基礎科目 Ⅱ部2年 講義 60 2

担当教員 実務経験

佐加良　英治

講義概要

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

【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

授業内容

　神経疾患各論(筋疾患）

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

神経疾患各論(脊髄疾患）

　神神経疾患各論(変性疾患、脱髄疾患）

　神経疾患各論(錐体外路の変性疾患）

　神経疾患各論(末梢神経障害、てんかん）

神経疾患各論(脳血管障害1）

神経疾患各論(脳血管障害2）

神経疾患各論(脳血管障害3）

神経疾患各論(認知症）

神経疾患各論(脳腫瘍、外傷性脳損傷）

　神経疾患各論(感染性疾患）

医学生・研修医のための神経内科学

減点：遅刻－2点、欠席－4点 受講後は学習内容を十分に復習すること

追再試験についても前後期の出席状況を加味し減点する 講義中に行う質問には解答できるようにしておくこと

授業中の態度不良は減点対象となる 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



回数

１

２

３

４

５

６

７

８

９

１０

１１

１２

１３

１４

１５

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

講義概要

講義目標

理学療法評価で用いる、徒手筋力検査法(以下、MMT)について学習する。

1

担当教員

理学療法評価学 専門科目 Ⅱ部2年次(後期) 演習 30

実務経験

授業中の態度不良は減点対象となる

頭頸部・体幹のMMT②

小テスト・実技練習

実技試験

顔面のMMT・実技練習

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

追再試験についても出席状況を加味する 実技試験を欠席した場合、公欠の場合は追試験、その他の欠席の場合は再試験に充当する実技試験を別途行う。ただし正規の欠席手続きが取られたものに限る。

MMTを実技を通して学び、技術を習得する。

【行動目標】

(中間試験の結果は成績に含む) 体調不良等で実技が困難な場合は必ず教員へ申し出るようにすること

減点：遅刻－2点、欠席－4点 質問がある場合は直接質問に来るようにすること

上肢のMMT：肩関節③

オリエンテーション・MMTの意義・目的について
上肢のMMT：肩関節①

上肢のMMT：肩関節②

評定方法 準備物・注意事項

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

上肢のMMT：肘関節・前腕

上肢のMMT：手関節・手指・肩甲帯①

頭頸部・体幹のMMT①

【一般目標】
MMTの意義、目的、方法、注意点を理解できる。

MMTの意義や目的、方法、注意事項が記述できる。

学生を被験者に、MMTが実施できる。

実技試験40％　筆記試験50％ 　小テスト・中間テスト10％ Ｔシャツ（派手で無いもの）、学校指定ジャージを着用

授業内容

下肢のMMT：足関節・足趾

指定教科書 参考図書

新・徒手筋力検査法　

上肢のMMT：肩甲帯②

下肢のMMT：股関節①

下肢のMMT：股関節②

下肢のMMT：膝関節



回数

１

２

３

４

５

６

７

８

９

１０

１１

１２

１３

１４

１５

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

講義目標

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修し、基本的技術を修得する

1

担当教員

運動療法学 専門科目 Ⅱ部2年次（後期） 講義 30

実務経験

評定方法 準備物・注意事項

定期試験（中間テストを含む） 100%

理学療法学　障害別アプローチの理論と実際

資料を綴じるファイル

減点：遅刻－2点、欠席－4点 その他、必要な場合は別途連絡を行う

追再試験についても出席状況を加味する わからないことは、必ず教員に尋ねて解決すること

授業中の態度不良は減点対象となる 講義中はしっかりとメモを取ること

バランスの獲得・改善

基本動作の獲得・改善

リスク管理

まとめ

標準理学療法学　運動療法学各論

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 標準理学療法学　運動療法学総論

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

持久力の改善

【一般目標】
・運動療法の方法とその理論的背景を理解すること

・運動療法の基本的知識と基本的技術を修得すること

【行動目標】

・運動療法の定義・基本事項を列挙できる　

・各運動療法の目的、種類、原則、方法を列挙および記述できる

・障害に応じた運動療法プログラムを立案できる

・伸張刺激に対する筋の反応、軟部組織の反応を記述および説明できる

・筋力増強運動のメカニズム、注意点を記述および説明できる

授業内容

患者に応じた運動療法の提案②

筋力の改善②基本原則

筋力の改善③メカニズム

筋力の改善④方法

患者に応じた運動療法の提案①

オリエンテーション
運動療法総論①

関節可動域の改善①関節可動性とその障害

関節可動域の改善②関節運動学を用いた関節可動域運動

関節可動域の改善③ストレッチング

筋力の改善①目的



回数

１

２

３

４

５

６

７

８

９

１０

１１

１２

１３

１４

１５

1

担当教員

注意事項

運動療法学演習 専門科目 Ⅱ部2年次(後期) 演習 30

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

講義目標

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習し基本的技術を習得する

・グループでの実技練習の際の態度不良等は、グループ連帯での減点対象（都度1～5点程度、教員判断）とする。

筋力増強運動の実際③
上下肢まとめの実技

実技試験③（筋力増強運動）

筋力増強運動④
○様々な筋力増強訓練（CKCとOKC、セラバンド、重錘、動作訓練など）

症例を踏まえた運動療法の検討と経験

減点：遅刻－2点、欠席－4点 ※衣類の準備を忘れた場合は、減点対象となる

追再試験についても出席状況を加味する

授業中の態度不良は減点対象となる

評定方法 準備物・注意事項

実技試験90％　、　課題提出等10％

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

筋力増強運動の実際②
〇徒手抵抗運動方法（股関節、上肢）
〇自動介助運動方法（股関節、上肢）

【一般目標】
・運動療法の方法とその理論的背景を理解すること

・運動療法の基本的知識と基本的技術を習得すること

【行動目標】

・患者様への配慮を考え、不快感のない触り方、負担を与えない自身の身体の使い方ができる

・実習での見学の際に、行っている運動療法の目的を想起することができる

・対象者が力を発揮しやすい抵抗運動が行えるようになる

・骨運動を理解したうえで、他動的に関節可動域運動が実施できる

・筋の起始、停止、運動方向を理解したうえで、目標としている筋の伸張訓練が実施できる

Ｔシャツ（派手で無いもの）、学校指定ジャージを着用

授業内容

筋力増強運動の実際①
〇徒手抵抗運動方法（膝関節、足関節）
〇自動介助運動方法（膝関節、足関節）

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

関節可動域運動の実際⑥（関節包外）
上下肢まとめの実技

関節可動域運動の実際⑤（上肢関節包外）
〇スタティックストレッチングを実施するときの注意点

〇代償運動と固定方法

関節可動域運動の実際⑥（関節包外）
上下肢まとめの実技

実技試験②（ストレッチング）

〇患者様を触る前の注意点、触るときの注意点　

関節可動域運動の実際①（関節包内）
〇関節包内運動、骨運動を感じる

〇股、膝、足関節の実際（凹凸の法則、ｅｎｄ　ｆｅｅｌを考慮しながら）

関節可動域運動の実際②（関節包内）
〇関節包内運動、骨運動を感じる

〇肩、肘、手関節の実際（凹凸の法則、ｅｎｄ　ｆｅｅｌを考慮しながら）

関節可動域運動の実際③（関節包内）
上下肢まとめの実技

実技試験①（関節包内運動）



回数

１

２

３

４

５

６

７

８

９

１０

１１

１２

１３

１４

１５

指定教科書 参考図書

PT・OTビジュアルテキスト　義肢・装具学 必要に応じて講義内で提示

大腿義足（構成、ソケット、膝継手、アライメント）

股義足・膝義足（離断の特徴、ソケット、股継手）

その他の義足（サイム義足、膝義足）

切断者のリハビリテーション（評価、幻肢痛、装着訓練、ADL）

長下肢装具（対象障害、種類、特徴）

靴型装具（対象障害、種類、靴の補正）

体幹装具（適応疾患、種類）

整形外科的装具

下腿義足（構成、ソケット、足部・足継手、アライメント）

短下肢装具（対象障害、種類、特徴）

【一般目標】

義肢・装具の基本的用語が理解できる

切断術や義肢装具が生体に与える影響を理解できる

【行動目標】

義肢・装具の種類、適合、パーツの役割を説明できる

障害に合わせた義肢、装具の選択とパーツの設定・調節ができるようになる

切断術や装具療法の効果を患者様に説明できる

授業内容

装具総論（役割、種類、名称）

オリエンテーション、義肢装具総論

義肢学総論①（原因、切断部位と義肢の名称）

義肢総論②（切断手術、義肢分類、断端管理）

義肢総論③（義肢の基本構成要素、アライメント）

切断のリハビリテーション、装具療法が理解できる

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

減点：遅刻-2点、欠席-4点

追再試験も遅刻・欠席を減点する

授業中の態度不良は減点対象となる

評定方法 準備物・注意事項

定期試験　100%  (中間試験の結果も成績に含む) 必要な場合は別途連絡を行う

1

担当教員

切断のリハビリテーション 専門科目 Ⅱ部2年次（後期） 講義 30

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

講義目標

切断や機能障害を呈する患者に対する義肢装具の基礎的知識を学習する
切断術や義肢装具を装着した際の生体への影響を学習する



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

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

山根　好史

【行動目標】

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

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

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。

2020年度臨床実習指導要項(学生用)　　※別途配布 なし

実習前ゼミ

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

2

科目名

基礎臨床実習Ⅱ

講義形式

実習

対象学年

Ⅱ部2・3年（後期）

科目区分

臨床実習

実習期間

実習後ゼミ

基礎臨床実習Ⅱ

提出物確認、実習振り返り

実習中止の場合は単位取得不可となる。

評定方法 準備物・注意事項

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。

ゼミの段階で実習を中断・中止する場合がある。

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。

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OSCEの結果は、配属実習施設への通達事項

とする。

指定教科書 参考図書



回数

１

２

３

４

５

６

７

８

対象者の訴えから障害像を想起し、必要な検査・測定項目を実施できる。

追再試験についても出席状況を加味する 質問がある場合は直接質問に来るようにすること

関節可動域測定練習

関節可動域測定練習

関節可動域測定練習

【一般目標】

基本的な検査・測定技術を習得する。

他者とのやり取りを通じて自身の能力を再認識する。

【行動目標】

対象者の主訴とデマンドを聴取できる。

対象者の訴えから障害像を想起できる。

対象者に検査・測定を実施できる。

想起した障害像に対して、必要な検査・測定項目を選定できる。

指導者に、対象者の個別性に合わせた検査・測定の意義を説明できる。

授業内容

※理学療法演習Ⅰ（50％）＋2年次の理学療法演習Ⅱ（50％）＝100％で評定する メジャー・ゴニオ・聴診器など講義に使用する物

減点：遅刻－4点、欠席－8点 体調不良等で実技が困難な場合は必ず教員へ申し出るようにすること

授業中の態度不良は減点対象となる 実技試験を欠席した場合、公欠の場合は追試験、その他の欠席の場合は再試験に充当する実技試験を別途行う。ただし正規の欠席手続きが取られたものに限る

評定方法 準備物・注意事項

実技試験100％ 実技演習は学校指定ジャージか短パンを着用すること

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

1理学療法演習Ⅰ 選択科目 Ⅱ部2年(後期) 演習

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

講義目標

検査測定学などで学んだ検査・測定の意義を理解し、技術を再確認して、対象者に合わせた検査・測定を習得す
る。

担当教員

オリエンテーション
血圧測定・形態測定練習

形態測定練習

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

医療面接練習

医療面接練習

医療面接OSCE試験



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

いずれかの研修を選択し、参加した上でレポートを提出する。

リハビリテーション比較論演習
（選択科目）

選択科目 Ⅱ部2・3年次（後期） 演習 15 3

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

講義目標

【一般目標】 講義内では教わらない理学療法士の治療法や職域について学ぶ

【行動目標】
理学療法士として働く上での、治療法、仕事の多様性を知り、将来の自身の理学療法士像に活かすこ
とが出来る

授業内容

評定方法

課題提出　100%

注意事項

各研修日程は別途掲示する。研修の追加・見直し等で一部変更となる可能性あり。
各学生の希望により、上記内容から一つを選択して参加する。

若年者に多い、ケガや障害に対しての理学療法を学ぶ

中高年層に対しての介護予防的理学療法について学ぶ

課題

各研修内容ごとにレポート課題を作成する。

学内研修

若年層に対しての理学療法

予防的理学療法


