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関西医科専門学校　理学療法学科　2021年度　講義要領
科目名 科目区分 授業時数 単位数

動作解析学 専門科目

対象学年 講義形式

【一般目標】
姿勢・動作の全体像を正確に捉えることができる。

姿勢・動作を観察・分析し、模倣や書き取りができる。

担当教員 実務経験

宮原隆登 外来リハビリ、急性期病棟等で6年間従事

講義概要

【行動目標】

姿勢・動作の全体像・異常パターンを正確に捉え、記述・説明できる。

姿勢・動作の異常パターンから、問題点を列挙・説明できる。

姿勢・動作の異常パターンに対し、適切な徒手誘導を実施できる.

観察・分析　寝返り①

動作観察　総論②、観察・分析　背臥位→寝返り

授業内容

オリエンテーション
動作観察　総論①

60 2

観察・分析　寝返り②

指定教科書 参考図書

臨床実践　動きのとらえかた 症例動作分析

グループワーク①

グループワーク②：成果物提出

実技試験

観察・分析　立ち上がり②

観察・分析　座位・立ち上がり①

観察・分析　起き上がり①

観察・分析・解析　寝返り③

姿勢・基本動作・歩行の観察・記録・分析手法の基本を身につける。

講義目標

Ⅱ部3年(通年)

評定方法 準備物・注意事項

観察による歩行分析

実技の復習

観察・分析　立ち上がり③小テスト

観察・分析　起き上がり③

観察・分析　起き上がり②

講義

後期：実技試験30%+成果物10%+小テスト10%

前期：実技試験30%+成果物10%+小テスト10% メール：ｔ.miyahara@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



関西医科専門学校　理学療法学科　2021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 － －

担当教員 実務経験

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 3年

専任教員

講義概要

火曜日

開講日

新学年オリエンテーション

内部障害理学療法学の復習

障害予防学の復習

内容

ホームルーム

17：50～18：10

月曜日

4月7日～4月9日

科目

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。

木曜日

水曜日 小児理学療法学の復習

地域理学療法学の復習

月曜日

金曜日 運動機能障害理学療法学の復習

中間テスト　（別途連絡）

動作解析学の復習

毎回、講義終了時に宿題を配布する。
配布された課題を通じて復習を行い、翌日、担当科目教員の教員室提出BOXに課題のみ提出する。

チューター面談時、学習の進捗確認に活用するため、課題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
木曜日

水曜日

金曜日

科目復習の手順

火曜日 神経機能障害理学療法学の復習

理学療法研究論の復習

臨床理学療法学の復習

理学療法評価学演習の復習

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。
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前川　明久 病院・整形外科クリニックにて急性期～維持期・外来・在宅領域の理学療法に9年間従事

Crosslink 理学療法学テキスト　運動器障害理学療法学

【行動目標】

下肢骨折の病態と理学療法3：足部の骨折

末梢神経損傷の理学療法

膝関節の半月板損傷の理学療法

足部疾患の理学療法

肩関節疾患の病態　：　肩関節周囲炎1

肩関節疾患の病態　：　肩関節周囲炎2

講義概要

運動機能障害に対する理学療法を学ぶ。
理学療法におけるリスク管理を行うため、病態や合併症、禁忌事項について学ぶ。

講義目標

運動機能障害の疾患、術式、術後スケジュール、禁忌事項を理解する。

【一般目標】

評定方法

授業内容

オリエンテーション・運動器とは

上肢の骨折と理学療法1：鎖骨骨折、上腕骨骨折

上肢の骨折と理学療法2：上腕骨骨折と合併症

上肢の骨折と理学療法3：前腕骨折

上肢の骨折と理学療法4:手関節骨折

下肢骨折の病態と理学療法1：大腿骨骨折

下肢骨折の病態と理学療法2：脛骨骨折・膝蓋骨骨折

肩関節疾患の病態　：　腱板断裂

肩関節疾患の評価と運動療法

参考図書

なし

科目名

関西医科専門学校　理学療法学科　2021年度　講義要領

指定教科書

運動器の疼痛評価を理解する。

運動機能障害患者に理学療法評価と運動療法の項目を理解する。

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。

運動器の理学療法評価を選択できる。

運動機能障害の疾患にあわせた運動療法や物理療法、装具療法を選択できる。

運動機能障害理学療法学

担当教員

単位数授業時数講義形式対象学年科目区分

実務経験

専門科目 Ⅱ部3年(通年) 講義 60 2

準備物・注意事項

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

定期試験　前期50%＋後期50%＝100% （中間テストを含む）
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対象学年 講義形式

関西医科専門学校　理学療法学科　2021年度　講義要領
科目名 科目区分 授業時数 単位数

Ⅱ部3年 講義 30 1小児理学療法学 専門科目

【一般目標】

正常の発達過程や原始反射の発現、消失の過程を知る

小児に対する理学療法の考え方、成人後の障害に対する理学療法との相違点を知る

子どもの発達は運動だけでなく視覚、聴覚、社会性等全体的にみることが必要であることを理解する

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。

講義概要

小児期障害に対する理学療法により正常発達を引き出し、異常発達を可能な限り抑制する。そのための、知識・
方法を学ぶ。

講義目標

【行動目標】

正常の発達過程や原始反射の発現、消失時期を列挙できる

小児理学療法で対象となる疾患を列挙できる

小児期障害のそれぞれの定義や理学療法の方法を記述することができる

人間発達（運動発達・反射・姿勢反応の発達など）

授業内容

オリエンテーション　小児理学療法総論

脳性麻痺・脳性麻痺の概略

痙直型脳性麻痺-両麻痺

痙直型脳性麻痺-四肢麻痺、片麻痺

脳性麻痺-アテトーゼ型脳性麻痺

重症心身障害（重度脳性麻痺）

小児整形疾患①

小児整形疾患②

筋ジストロフィー症

その他の遺伝性疾患

ダウン症候群

低出生体重児・ハイリスク児

発達障害

小児理学療法の特殊性

指定教科書 参考図書

イラストでわかる小児理学療法学 イラストでわかる小児理学療法学演習

成績 ： 定期試験100%(中間テストの結果も含む) 連絡先：ohno.0202@ast.ac.jp

評定方法 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
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成績：定期試験100％(中間テストの結果も含む)

評定方法 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 連絡先：ohno.0202@ast.ac.jp

指定教科書 参考図書

新訂版　クイックマスター　病理学　第2版 標準理学療法学・作業療法学  病理学

代謝障害

まとめ

症候学②

症候学③

老化・先天異常・奇形

症候学①

腫瘍①

腫瘍②

炎症・感染症①

炎症・感染症②

免疫①

免疫②

循環障害

【行動目標】

予防理学療法を学び、「予防」の対象を列挙できる

病気の病因・病態を列挙できる

病気の予防方法を列挙できる

退行性病変・進行性病変

授業内容

オリエンテーション、概要・病因論

【一般目標】

予防理学療法を学び、「予防」の対象を理解する

病気の病因・病態を理解する

病気の予防方法を理解する

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。

講義概要

「障害」、「予防」という観点を学び、障害を引き起こす一因である病気の病因・病態を理解し、その予防方法を学
ぶ

講義目標

Ⅱ部3年 講義 30 1障害予防学 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　2021年度　講義要領
科目名 科目区分 授業時数 単位数
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授業中は必ずメモを取ること

筆記試験　前期50%＋後期50%＝100%（中間テストの結果を含む） 質問先：ｙ-ishikawa@ast.ac.jp

評定方法 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

15レクチャーシリーズ　　神経障害理学療法学Ⅱ

指定教科書 参考図書

15レクチャーシリーズ　　神経障害理学療法学Ⅰ 標準理学療法学　神経理学療法学

前期のまとめ

高次脳機能障害に対する治療アプローチ

高次脳機能障害に対する評価

脳卒中片麻痺に対する回復期の介入
理学療法の実際（装具療法、各種トレーニング）

脳卒中片麻痺に対する回復期の介入
理学療法の実際（立位～歩行）

脳卒中片麻痺に対する回復期の介入
理学療法の実際

脳卒中片麻痺に対する回復期の介入
理学療法の考え方

脳卒中片麻痺に対する急性期の介入
理学療法の実際（臥位～立位、Pusher現象のアプローチ）

脳卒中片麻痺に対する急性期の介入
理学療法の考え方

脳卒中片麻痺に対する理学療法（２）
合併症（亜脱臼、視床痛、摂食嚥下障害）

オリエンテーション（神経疾患概要）

脳卒中片麻痺に対する理学療法（１）
機能的電気刺激療法、電気刺激療法、ロボット療法

脳卒中片麻痺に対する理学療法
歩行トレーニング、装具療法

脳卒中片麻痺に対する理学療法
一般的なトレーニング

脳卒中片麻痺に対する理学療法
麻痺の回復過程

講義概要

授業内容

【一般目標】

神経疾患の代表的な治療を理解する。

神経疾患の病態・症状を踏まえたうえで、適切な治療方法を知る。

神経疾患を有した患者の情報、評価結果から、必要な治療プログラムとリスク管理を考察する。

【行動目標】

神経疾患の代表的な治療を列挙できる。

神経疾患の病態・症状を踏まえたうえで、適切な治療方法を列挙できる。

神経疾患を有した患者の情報、評価結果から、治療プログラムを立案し、その根拠を説明できる。

神経疾患に対するリハビリテーションを理解し、その中での理学療法士のあり方を学ぶ。

講義目標

Ⅱ部3年（通年） 講義 60 2神経機能障害理学療法学 専門科目

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・有料老人ホームにおいて中枢神経系理学療法中心に5年間従事。

対象学年 講義形式

関西医科専門学校　理学療法学科　2021年度　講義要領
科目名 科目区分 授業時数 単位数
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定期試験：70％　課題：30% 質問先：daikimu@ast.ac.jp

評定方法 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

ケアマネの教科書

基礎PT学　2021

指定教科書 参考図書

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] 地域リハビリテーション学

グループワーク④

グループワーク発表

グループワーク②

グループワーク③

予防分野のリハビリテーション
　①介護予防　②サルコペニア、フレイル　③転倒予防

グループワーク①

終末期における理学療法
理学療法の目的、関わり

生活環境(住宅改修）
①福祉用具の種類と適応　②関連する制度

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

地域リハに関わる職種
①地域包括ケア

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　③評価と治療

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

【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

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

演習内容（グループワークや個人課題）を発表できる

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

授業内容

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）

【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

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知る

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。

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

Ⅱ部3年 講義 30 1地域理学療法学 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　2021年度　講義要領
科目名 科目区分 授業時数 単位数
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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

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　2021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21年従事。

2内部障害理学療法学 専門科目 Ⅱ部3年（通年) 講義 60

講義概要

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

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

【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

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

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

授業内容

呼吸リハビリテーション総論
　①呼吸理学療法とは　　②呼吸リハビリテーションとは

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

呼吸器疾患と呼吸理学療法の理解
　①ＣＯＰＤとは

　②ＣＯＰＤに対する理学療法

　③拘束性肺疾患とは
　④混合性肺疾患とは

　②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(フィジカルアセスメント等）

　②肺気量分画　　③フローボリューム

外科手術後の呼吸器障害・人工呼吸器
　①外科手術と呼吸器障害　　②人工呼吸器の理解

　③在宅酸素

誤嚥性肺炎
　①誤嚥　　②誤嚥性肺炎　　③誤嚥性肺炎と理学療法

痰吸引
　①痰吸引の理論と背景

呼吸障害とADL
　①呼吸不全とＡＤＬ　　②ＡＤＬ指導

体位排痰法
　①肺セグメントの理解　　  ②体位排痰法の理解

呼吸理学療法実技
　①聴診・打診　　　②呼吸介助

内部障害のリハビリテーション

　②痰吸引実技、ＣＴ読影

指定教科書 参考図書

質問はメールでも可：y-yamane@ast.ac.jp

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

授業時に配布・指定するプリントを忘れないこと

定期試験(中間・小テスト含む)　前期50%＋後期50%＝100% 演習の際は、Tシャツ・指定ジャージ着用

第２回以降は講義開始時に、輪番で前回講義の要約を発表

評定方法 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

内部障害理学療法学テキスト　など



回数

１

２

３

４

５

６

７

８

９

１０

１１

１２

１３

１４

１５

【講義に関する注意事項】に準じて減点する 連絡先：wari84@ast.ac.jp

成績 ： 前期試験50%＋後期課題50%＝100% USBフラッシュメモリ（１GB以上の空き容量がある)

評定方法 準備物・注意事項

医学統計の基礎のキソ1.2.3　

研究計画書と交絡因子

推測統計学

数値の意味・理解

研究デザイン③・グループワーク

すぐできる！リハビリテーション統計

指定教科書 参考図書

マンガでわかる統計学　素朴な疑問からゆる～く解説 標準理学療法学　理学療法研究論

統計的検定法とＰ値の関係

前期まとめ

計算問題(感度・特異度、陽性・陰性的中率、オッズ比)

標準正規分布と帰無仮説

正規分布・ヒストグラム作成

研究デザイン②

研究デザイン①

グラフや表の読み取り方、エビデンス

研究の流れ、研究倫理

研究の評価指標、信頼性と妥当性、論文の構成

授業内容

オリエンテーション、理学療法研究とは

60 2

研究の基本を学び、文献抄読、文献検索、統計学の演習を通して理学療法研究について学ぶ。

講義目標

Ⅱ部3年(通年) 講義

【行動目標】

研究の基礎(評価指標)を選択および記述できる。

統計の検定結果を簡潔に算出および説明できる。

論文を抄読し、どのデザインに当てはまるか説明できる。

理学療法研究論 専門科目

対象学年 講義形式

【一般目標】

理学療法研究の分類や流れを理解し、基礎知識を習得する。

理学療法研究に興味を持ち、生涯学習の意欲を高める。

臨床場面における研究の必要性を理解する。

担当教員 実務経験

田中　嵩樹 回復・療養型リハビリテーション病院において整形的理学療法中心に5年間従事。

講義概要

科目名 科目区分 授業時数 単位数



回数

１

２

３

４

５

６

７

８

９

１０

１１

１２

１３

１４

１５

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。

メールアドレス：yanagi@ast.ac.jp

実技試験60%＋期末試験(筆記) 40%=前期100% 打腱器などの検査器具

【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

高次脳機能検査②　失語、失認、失行

高次脳機能検査①　意識、注意、記憶、遂行機能

筋緊張検査　modified Ashworth Scale

実技試験　反射検査・感覚検査

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 ベッドサイドの神経のみかた

実技復習　実技試験に向けて

実技試験　筋緊張・片麻痺運動機能検査・高次脳機能検査

脳神経検査　視野、眼球運動、前庭、顔面、舌など

片麻痺運動機能検査②　SIAS-Motor

片麻痺運動機能検査①　Brunnstrom Recovery Stage

実技復習　実技試験に向けて

感覚検査②　深部感覚　位置覚、運動覚、振動覚、複合感覚

感覚検査①　表在感覚　触圧覚、温痛覚

反射検査②　表在反射・病的反射

反射検査①　深部腱反射

授業内容

オリエンテーション
反射弓、腱反射とは

60 2

理学療法評価における理論の学習と実技の習得を行う。また、その意義や目的に応じた判断力を養う。

講義目標

Ⅱ部3年(通年) 演習

【行動目標】

各評価項目の意義・目的を説明できる。

各評価項目の方法を説明し、安全かつ正確に実践できる。

評価結果を記録し、その解釈を説明できる。

理学療法評価学演習 専門科目

対象学年 講義形式

【一般目標】

各評価項目の意義・目的を理解する。

各評価項目の方法及びリスク管理について理解する。

評価結果の意味を解釈する。

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

講義概要

関西医科専門学校　理学療法学科　2021年度　講義要領
科目名 科目区分 授業時数 単位数



回数

１

２

３

４

５

６

７

８

９

１０

１１

１２

１３

１４

１５

前期50%＋後期50%＝通年100% メールアドレス：yanagi@ast.ac.jp

提出課題70%＋症例ディスカッション30%=前期100% USBメモリー：資料整理・課題提出用

【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

3日間で行う理学療法臨床評価プランニング

統合と解釈(目標設定、治療プログラム立案まで)

ICFシートの作成

トップダウン・ボトムアップの考え方
動作から何を抽出するか

SOAPの書き方　検査測定結果に対する考察

指定教科書 参考図書

基本編・ケースで学ぶ理学療法臨床思考 実践編・ケースで学ぶ理学療法臨床思考

統合と解釈、評価サマリー作成

症例ディスカッション

統合と解釈、評価サマリー作成

ICFによる全体像の把握(障害像の把握含む)

SOAPの書き方　基本動作観察・分析

検査測定結果に対する考察

SOAPの書き方　評価項目の想起・計画

症例ごとの評価項目を想起・計画

SOAPの書き方　情報収集(カルテ・問診)

症例検討に必要な情報とは

授業内容

オリエンテーション
臨床思考過程の理解

60 4

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

Ⅱ部3年(通年) 講義

【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選択し、論述できる。

症例情報を臨床思考過程に当てはめて考察し、発表できる。

臨床理学療法学 専門科目

対象学年 講義形式

【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え方を理解する。

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

講義概要

関西医科専門学校　理学療法学科　2021年度　講義要領
科目名 科目区分 授業時数 単位数


