
〈医療技術学部 理学療法学科〉 ※2018年度より学生募集停止        （2022年度） 

科目群 保健医療福祉教養科目群 
 

授業科目 心理学概論 授業コード 11016001 

担当教員 石本 豪 
 

対象学年 1年 対象学科 全学科 授業形態 オンデマンド 

開講時期 後期 必修・選択 選択 アクティブラ

ーニング 

該当無し 

単位数 1単位 時間数 15 使用言語 日本語 
 

【STEPSに基づいたディプロマポリシーとの関連性】 

Science＆Art 
Teamwork＆

Leadership 
Empowerment Problem‐solving Self-realization 

科学的知識と技術を

活用する力 

チームワークとリー

ダーシップ 
対象者を支援する力 問題を解決する力 自己実現意欲 

◎ ○ ◎ ◎ ○ 
 

【授業の概要】 

心理学のなかでも特に「社会心理学」、「発達心理学」、「学習心理学」、「臨床心理学」に焦点をあて、それぞれの分野に

ついて概説する。また、ワークを用いることで学生自らの体験的な学びを重視する。本授業はメディア授業（オンデマ

ンド型）で実施します。 <授業科目に関連する担当教員の実務経験＞ 本科目は、臨床心理士として学生相談等の実務

経験のある教員が担当する科目である。 

【授業の目的】 

他者や自分自身を多様な視点から理解するために、基本的な心理学の観点を身につけることができる。 

【学習目標】 

１ 心理学の意義を述べることができる ２ 集団が個人の行動に及ぼす影響について説明できる ３ 生涯発達にお

ける一般的な傾向を理解し、個人差にも関心を持つことができる ４ 人間の行動を学習心理学の観点から説明できる 

５ 心理・行動上の問題に対する代表的な介入理論を説明できる 
 

回数 授業計画・学習の主題 
授業形態・事前事後学習・ 

学習課題・備考 

事前 

学習 

時間 

（分） 

事後 

学習 

時間 

（分） 

担当教員 

1 心理学とは何か 授業形態：講義 学習課題：心

理学の概要について 事前学

習：授業資料を印刷し内容を

把握する 事後学習：授業内で

示す課題に取り組み提出する 

30 45 石本豪 

2 社会心理学（集団が及ぼす心理的影

響） 

授業形態：講義 学習課題：集

団が及ぼす心理的影響につい

て 事前学習：授業資料を印刷

し内容を把握する 事後学習：

授業内で示す課題に取り組み

提出する 

30 45 石本豪 

3 発達心理学①（乳児期から児童期の発 授業形態：講義 学習課題：乳 30 45 石本豪 



達） 児期から児童期の発達につい

て 事前学習：授業資料を印刷

し内容を把握する 事後学習：

授業内で示す課題に取り組み

提出する 

4 発達心理学②（青年期から老年期の発

達） 

授業形態：講義 学習課題：青

年期から老年期の発達につい

て 事前学習：授業資料を印刷

し内容を把握する 事後学習：

授業内で示す課題に取り組み

提出する 

30 45 石本豪 

5 学習と行動の心理学 授業形態：講義 学習課題：人

間の行動の形成や変化につい

て 事前学習：授業資料を印刷

し内容を把握する 事後学習：

授業内で示す課題に取り組み

提出する 

30 45 石本豪 

6 臨床心理学①（心理・行動上の問題） 授業形態：講義 学習課題：

様々な心理・行動上の問題に

ついて 事前学習：授業資料を

印刷し内容を把握する 事後

学習：授業内で示す課題に取

り組み提出する 

30 45 石本豪 

7 臨床心理学②（心理・行動上の問題に

対する介入） 

授業形態：講義 学習課題：

様々な心理・行動上の問題へ

の介入方法について 事前学

習：授業資料を印刷し内容を

把握する 事後学習：授業内で

示す課題に取り組み提出する 

30 45 石本豪 

8 エビデンスに基づく心理的支援 授業形態：講義 学習課題：エ

ビデンスに基づく心理的支援

について 事前学習：授業資料

を印刷し内容を把握する 事

後学習：授業内で示す課題に

取り組み提出する。第１回～

第８回までの内容に関連した

レポート課題に取り組み提出

する 

30 120 石本豪 

9      

10      

11      



12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      

21      

22      

23      

24      

25      

26      

27      

28      

29      

30      
 

使用図書 ＜書名＞ ＜著者名＞ ＜発行所＞ ＜発行年・価格＞ ＜備考＞ 

教科書 

必ず購入

する書籍 

保健・医療・福祉を学ぶための

心理学概論 

高橋直樹,石

本豪 

共立出版 2018年・1,728円  

参考書      

その他の

資料 
適宜プリントを配布する。     

 

【評価方法】 再試・追加指導 【履修上の留意点】 

毎回の提出課題 ８０％ レポート 

２０％ 

全 8 回の提出課題のうち６回以上提

出されているにもかかわらず合格点

に達しなかった場合は、1回に限り追

加のレポート課題を課す 

本講義の学習内容を専門科目や医療

福祉現場において活用しようとする

姿勢と積極的な授業参加を期待する。 

 

【オフィスアワー・連絡先】 

研究室 F302 連絡先 ishimoto@nuhw.ac.jp オフィスアワー 月曜 12：15~14：00（不在のこともあります） 



                 （2022年度） 

科目群 保健医療福祉教養科目群 
 

授業科目 義肢装具の世界 授業コード 11028000 

担当教員 須田 裕紀／前田 雄／佐藤 未希／郷 貴博／村山 稔 
 

対象学年 1年 対象学科 全学科 授業形態 対面・同時双方向・オンデマ

ンド 

開講時期 後期 必修・選択 選択 アクティブラ

ーニング 

該当無し 

単位数 1単位 時間数 15 使用言語 日本語 
 

【STEPSに基づいたディプロマポリシーとの関連性】 

Science＆Art 
Teamwork＆

Leadership 
Empowerment Problem‐solving Self-realization 

科学的知識と技術を

活用する力 

チームワークとリー

ダーシップ 
対象者を支援する力 問題を解決する力 自己実現意欲 

◎ ○ ◎ ○  
 

【授業の概要】 

義肢（義手・義足）とは事故や病気などで手足を失った場合に用いられる人工の手足で、義手には外見に優れた装飾義

手や、日常生活での動作を再現する能動義手があり、近年では筋電義手も処方されている。義足には様々な継手部品

が用いられており、それらの機能は膝や足首の動きに替わるもので、最新のテクノロジーが詰め込まれている。装具

は腕や脚、体幹の機能に問題が生じた場合に処方され、腰用コルセットや膝サポーターなどがある。講義を通して、義

肢装具の最新技術や疾患との関連性、支給に関する法制度について習得する。  ＜授業科目に関連する担当教員の実

務経験＞  本科目は、義肢装具士の実務（経験）をもつ複数の教員が担当する科目である。  本授業はメディア授業

（同時双方向型とオンデマンド型の組合せ）で実施します。 

【授業の目的】 

義肢装具の処方の現状と技術および支給に関する法制度について理解する。また、近年盛んになっている障害者スポ

ーツへの参画の現状についても理解を深め、義肢装具の最新技術や疾患との関連性について習得する。 

【学習目標】 

１. 義肢と装具の違いについて説明できる。 ２. 装具装具の基本的な種類について説明できる。 ３. 義手と義足

の基本的な構造について説明できる。 ４. 障害者のスポーツ義足について説明できる。 ５. 3D プリンターの応用

について説明できる。 ６. 義肢装具の支給制度について説明できる。 
 

回数 授業計画・学習の主題 
授業形態・事前事後学習・ 

学習課題・備考 

事前 

学習 

時間 

（分） 

事後 

学習 

時間 

（分） 

担当教員 

1 義肢と装具の分類について 講義形態：講義 学習課題：学

習主題の項目に沿って、関連

図書およびインターネットを

活用し、事前に学習し、授業

後は復習を行うこと 

120 120 須田 裕紀 

2 装具の構造と処方 講義形態：講義 学習課題：学

習主題の項目に沿って、関連

120 120 須田 裕紀 



図書およびインターネットを

活用し、事前に学習し、授業

後は復習を行うこと 

3 義手の構造と処方 講義形態：講義 学習課題：学

習主題の項目に沿って、関連

図書およびインターネットを

活用し、事前に学習し、授業

後は復習を行うこと 

120 120 須田 裕紀 

4 義足の構造と処方 講義形態：講義 学習課題：学

習主題の項目に沿って、関連

図書およびインターネットを

活用し、事前に学習し、授業

後は復習を行うこと 

120 120 前田 雄 

5 障害者とスポーツ用義足 講義形態：講義 学習課題：学

習主題の項目に沿って、関連

図書およびインターネットを

活用し、事前に学習し、授業

後は復習を行うこと 

120 120 高橋 素彦 

6 義肢装具への 3Dプリンターの活用 講義形態：講義 学習課題：学

習主題の項目に沿って、関連

図書およびインターネットを

活用し、事前に学習し、授業

後は復習を行うこと 

120 120 郷 貴博 

7 義肢装具の支給制度 講義形態：講義 学習課題：学

習主題の項目に沿って、関連

図書およびインターネットを

活用し、事前に学習し、授業

後は復習を行うこと 

120 120 須田 裕紀 

8 まとめ 講義形態：講義 学習課題：学

習主題の項目に沿って、関連

図書およびインターネットを

活用し、事前に学習し、授業

後は復習を行うこと 

60 60 須田 裕紀 

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      



17      

18      

19      

20      

21      

22      

23      

24      

25      

26      

27      

28      

29      

30      
 

使用図書 ＜書名＞ ＜著者名＞ ＜発行所＞ ＜発行年・価格＞ ＜備考＞ 

教科書 

必ず購入

する書籍 

特になし     

参考書      

その他の

資料 

必要に応じて教員作成資料を

配布する． 

    

 

【評価方法】 再試・追加指導 【履修上の留意点】 

最終課題レポート（100％）で評価す

る。 

再試験は科目教員で判断して必要な

場合に実施します．追加の説明や補習

が必要な場合は柔軟に対応します． 

授業の 1/3 を超えて欠席したものは

科目の履修資格を失うものとする。 

 

【オフィスアワー・連絡先】 

月曜日 13：00ー17：00 研究室：第 5研究棟 L308（須田） suda@nuhw.ac.jp 



〈医療技術学部 理学療法学科〉 ※2018年度より学生募集停止        （2022年度） 

科目群 専門専攻科目群 
 

授業科目 理学療法基礎評価学Ⅰ 授業コード 21001000 

担当教員 玉越 敬悟／関根 千恵／池上 諒 
 

対象学年 1年 対象学科 理学療法学科 授業形態 対面・オンデマンド 

開講時期 後期 必修・選択 必修 アクティブラ

ーニング 

該当無し 

単位数 2単位 時間数 60 使用言語 日本語 
 

【STEPSに基づいたディプロマポリシーとの関連性】 

Science＆Art 
Teamwork＆

Leadership 
Empowerment Problem‐solving Self-realization 

科学的知識と技術を

活用する力 

チームワークとリー

ダーシップ 
対象者を支援する力 問題を解決する力 自己実現意欲 

◎ ○ ◎ ○ ◎ 
 

【授業の概要】 

本授業科目では、触察、形態計測、関節可動域検査、徒手筋力検査の意義や基礎知識を伝え、実演を踏まえて基本的技

術を指導する。理学療法士として臨床経験のもつ複数の教員が本科目を担当する。本授業はメディア授業（オンデマ

ンド型）と対面授業の組合せで実施する。 

【授業の目的】 

検査測定による対象者の身体機能の把握は，理学療法評価において，障害像を把握するための重要なプロセスである。

関節や筋の状態を定量的に把握できるようになるために，本授業科目で基本的な検査測定法の知識・技術を学ぶ。 

【学習目標】 

１．代表的な骨のランドマーク・筋肉・末梢神経を触察することができる。 ２．関節可動域検査を行うことができる。 

３．徒手筋力検査法を行うことができる。 ４．形態計測を行うことができる。 
 

回数 授業計画・学習の主題 
授業形態・事前事後学習・ 

学習課題・備考 

事前 

学習 

時間 

（分） 

事後 

学習 

時間 

（分） 

担当教員 

1,2 理学療法評価の基礎  関節可動域検

査(１)：概論 

授業形態：講義（オンデマン

ド） 

30 30 玉越 

3,4 関節可動域検査(２) ・下肢 授業形態：実技（対面）・講義

（オンデマンド） 事前学習：

下肢領域の講義動画で事前学

習を行うこと 事後学習：授業

内で指導された内容をもとに

実技練習に取り組むこと 

30 30 玉越 

5,6 関節可動域検査(３) ・下肢 授業形態：実技（対面）・講義

（オンデマンド） 事前学習：

下肢領域の講義動画で事前学

習を行うこと 事後学習：授業

内で指導された内容をもとに

30 30 玉越 



実技練習に取り組むこと 

7,8 関節可動域検査(４) ・上肢 授業形態：実技（対面）・講義

（オンデマンド） 事前学習：

上肢領域の講義動画で事前学

習を行うこと 事後学習：授業

内で指導された内容をもとに

実技練習に取り組むこと 

30 30 玉越 

9,10 関節可動域検査(５) ・上肢・体幹 授業形態：実技（対面）・講義

（オンデマンド） 事前学習：

上肢・体幹領域の講義動画で

事前学習を行うこと 事後学

習：授業内で指導された内容

をもとに実技練習に取り組む

こと 

30 30 玉越 

11,12 徒手筋力検査法(１) ・下肢 授業形態：実技（対面）・講義

（オンデマンド） 事前学習：

下肢領域の講義動画で事前学

習を行うこと 事後学習：授業

内で指導された内容をもとに

実技練習に取り組むこと 

30 30 池上 

13,14 徒手筋力検査法(２) ・下肢 授業形態：実技（対面）・講義

（オンデマンド） 事前学習：

下肢領域の講義動画で事前学

習を行うこと 事後学習：授業

内で指導された内容をもとに

実技練習に取り組むこと 

30 30 池上 

15,16 徒手筋力検査法(３) ・上肢 授業形態：実技（対面）・講義

（オンデマンド） 事前学習：

上肢領域の講義動画で事前学

習を行うこと 事後学習：授業

内で指導された内容をもとに

実技練習に取り組むこと 

30 30 池上 

17,18 徒手筋力検査法(４) ・上肢 授業形態：実技（対面）・講義

（オンデマンド） 事前学習：

上肢領域の講義動画で事前学

習を行うこと 事後学習：授業

内で指導された内容をもとに

実技練習に取り組むこと 

30 30 池上 

19,20 徒手筋力検査法(５) ・体幹 授業形態：実技（対面）・講義

（オンデマンド） 事前学習：

体幹領域の講義動画で事前学

30 30 池上 



習を行うこと 事後学習：授業

内で指導された内容をもとに

実技練習に取り組むこと 

21,22 触察(１)・下肢 授業形態：実技（対面）・講義

（オンデマンド） 事前学習：

下肢領域の講義動画で事前学

習を行うこと 事後学習：授業

内で指導された内容をもとに

実技練習に取り組むこと 

30 30 関根 

23,24 触察(２)・下肢 授業形態：実技（対面）・講義

（オンデマンド） 事前学習：

下肢領域の講義動画で事前学

習を行うこと 事後学習：授業

内で指導された内容をもとに

実技練習に取り組むこと 

30 30 関根 

25,26 触察(３)・上肢 授業形態：実技（対面）・講義

（オンデマンド） 事前学習：

上肢領域の講義動画で事前学

習を行うこと 事後学習：授業

内で指導された内容をもとに

実技練習に取り組むこと 

30 30 関根 

27,28 触察(４)・上肢・体幹 授業形態：実技（対面）・講義

（オンデマンド） 事前学習：

上肢・体幹領域の講義動画で

事前学習を行うこと 事後学

習：授業内で指導された内容

をもとに実技練習に取り組む

こと 

30 30 関根 

29,30 形態計測 授業形態：実技（対面）・講義

（オンデマンド） 事前学習：

形態計測の講義動画で事前学

習を行うこと 事後学習：授業

内で指導された内容をもとに

実技練習に取り組むこと 

30 30 関根 

      

      

      

      

      

      

      



      

      

      

      

      

      

      

      
 

使用図書 ＜書名＞ ＜著者名＞ ＜発行所＞ ＜発行年・価格＞ ＜備考＞ 

教科書 

必ず購入

する書籍 

PT・OT のための測定評価Ⅰ：

ROM 測定 第 2 版  新・徒手

筋力検査法 原著第 10 版 運

動療法のための機能解剖的触

診技術 上肢 改訂第 2版 運

動療法のための機能解剖的触

診技術 下肢・体幹 改訂第 2

版 

福 田  修 

Dale Avers 

林 典雄 

三輪書店 協同

医書出版社 メ

ジカルビュー

社 

2010 ・ 3990+ 税 

2020 ・ 8580+ 税 

2011・6156 円（税

込） 

 

参考書      

その他の

資料 
     

 

【評価方法】 再試・追加指導 【履修上の留意点】 

実技試験と筆記試験ともに 6 割以上

の得点を合格基準とする．成績は実技

試験６0％，筆記試験４０％で評価す

る． 

筆記試験・実技試験ともに再試験を実

施する。再試験の様式や追加指導につ

いては、該当者に別途連絡する。 

解剖学の復習を十分に行って臨むこ

と 

 

【オフィスアワー・連絡先】 

玉越敬悟：オフィスアワー 火・木・金：16:00～18:00，連絡先：tamakoshi@nuhw.ac.jp 関根千恵：オフィスアワー 

水 ：12:00～14:00，木・金：15:00～17:00，連絡先 ：sekine@nuhw.ac.jp 池上諒：オフィスアワー 火・水：16：00-

18：00 木：14：00-16：00 連絡先：ikegami@nuhw.ac.jp 



                 （2022年度） 

科目群 ［◇1-2年生］専門専攻科目群 
 

授業科目 理学療法基礎評価学Ⅱ 授業コード 21002000 

担当教員 大鶴 直史／長坂 和明／北谷 亮輔 
 

対象学年 2年 対象学科 理学 授業形態 対面・同時双方向 

開講時期 前期 必修・選択 必修 アクティブラ

ーニング 

PBL／グループワーク／デ

ィスカッション 

単位数 2単位 時間数 60 使用言語 日本語 
 

【STEPSに基づいたディプロマポリシーとの関連性】 

Science＆Art 
Teamwork＆

Leadership 
Empowerment Problem‐solving Self-realization 

科学的知識と技術を

活用する力 

チームワークとリー

ダーシップ 
対象者を支援する力 問題を解決する力 自己実現意欲 

◎ ◎ 〇 ◎ 〇 
 

【授業の概要】 

理学療法の治療を実施する際、患者さんの問題点に対し的確にアプローチする必要性がある。その問題点の所在や程

度を把握するためには、理学療法評価が必須である。本授業では、まず対象者との接遇の重要性を理解したうえで、各

種検査測定法の手順と各結果の関連性や解釈の仕方を学習する。理学療法士の実務経験をもつ教員が担当する。 本授

業は、実技演習以外の授業はメディア授業（同時双方向型）で実施します。 

【授業の目的】 

各種検査測定方法の基礎的な知識と実施手順を修得し評価全体の流れを把握する。そして、理学療法評価や治療を実

施するうえで、医療面接や情報収集、評価結果の統合と解釈が重要であることを理解する。 

【学習目標】 

オリエンテーションも含めて、各種検査測定方法の手順に慣れ、結果の正しい解釈と説明ができる。そして、各評価結

果や医学的情報などの結果を統合し問題点抽出までの思考過程が重要であることを理解する。また、カルテの記載方

法や症例報告書の書き方を通じて、思考過程のまとめ方を学ぶ。 
 

回数 授業計画・学習の主題 
授業形態・事前事後学習・ 

学習課題・備考 

事前 

学習 

時間 

（分） 

事後 

学習 

時間 

（分） 

担当教員 

1,2 理学療法評価の展開 授業形態：講義 事前学習：教

科書（リハビリテーション基

礎評価学）第 1 章および第 2

章を熟読しておくこと 事後

学習：教科書の該当部分と授

業配布資料を用いて、復習す

ること 

30 30 長坂 和明 

3,4 バイタルサインとリスク管理 授業形態：講義および演習 事

前学習：教科書（リハビリテ

ーション基礎評価学）第 3 章

①を熟読しておくこと 事後

30 30 大鶴 直史 



学習：教科書の該当部分と授

業配布資料を用いて、復習す

ること 

5,6 神経系検査（協調性検査） 授業形態：講義および演習 事

前学習：教科書（リハビリテ

ーション基礎評価学）第 5 章

⑨を熟読しておくこと 事後

学習：教科書の該当部分と授

業配布資料を用いて、復習す

ること 

30 30 大鶴 直史 

7,8 神経系検査（感覚検査） 授業形態：講義および演習 事

前学習：教科書（リハビリテ

ーション基礎評価学）第 5 章

②を熟読しておくこと 事後

学習：教科書の該当部分と授

業配布資料を用いて、復習す

ること 

30 30 大鶴 直史 

9,10 神経系検査（疼痛検査） 授業形態：講義および演習 事

前学習：教科書（リハビリテ

ーション基礎評価学）第２章

⑪を熟読しておくこと 事後

学習：教科書の該当部分と授

業配布資料を用いて、復習す

ること 

30 30 大鶴 直史 

11,12 神経系検査（反射検査） 授業形態：講義および演習 事

前学習：教科書（リハビリテ

ーション基礎評価学）第 5 章

④を熟読しておくこと 事後

学習：教科書の該当部分と授

業配布資料を用いて、復習す

ること 

30 30 北谷 亮輔 

13,14 神経系検査（麻痺機能検査①） 授業形態：講義および演習 事

前学習：教科書（PT・OTのた

めの測定評価 DVD series7）

第 1 章を熟読しておくこと 

事後学習：教科書の該当部分

と授業配布資料を用いて、復

習すること 

30 30 北谷 亮輔 

15,16 神経系検査（麻痺機能検査②） 授業形態：講義および演習 事

前学習：配布されたプリント

に従って，予習をすること 事

30 30 北谷 亮輔 



後学習：教科書の該当部分と

授業配布資料を用いて、復習

すること 

17,18 神経系検査（バランス検査） 授業形態：講義および演習 事

前学習：教科書（リハビリテ

ーション基礎評価学）第 5 章

⑧を熟読しておくこと 事後

学習：教科書の該当部分と授

業配布資料を用いて、復習す

ること 

30 30 北谷 亮輔 

19,20 神経系検査（筋緊張検査） 授業形態：講義および演習 事

前学習：教科書（リハビリテ

ーション基礎評価学）第 5⑤

を熟読しておくこと 事後学

習：教科書の該当部分と授業

配布資料を用いて、復習する

こと 

30 30 長坂 和明 

21,22 姿勢・動作分析（姿勢分析） 授業形態：講義および演習 事

前学習：教科書（姿勢・動作・

歩行分析）第 1 章を熟読して

おくこと 事後学習：教科書の

該当部分と授業配布資料を用

いて、復習すること 

30 30 長坂 和明 

23,24 姿勢・動作分析（基本動作分析） 授業形態：講義および演習 事

前学習：教科書（姿勢・動作・

歩行分析）第 1 章を熟読して

おくこと 事後学習：教科書の

該当部分と授業配布資料を用

いて、復習すること 

30 30 長坂 和明 

25,26 姿勢・動作分析（歩行分析） 授業形態：講義および演習 事

前学習：教科書（姿勢・動作・

歩行分析）第 1 章を熟読して

おくこと 事後学習：教科書の

該当部分と授業配布資料を用

いて、復習すること 

30 30 長坂 和明 

27,28 各種画像を含めたカルテからの情報

収集 

授業形態：講義 事前学習：配

布されたプリントに従って、

予習をすること 事後学習：教

科書の該当部分と授業配布資

料を用いて、復習すること 

30 30 大鶴 直史 

29,30 神経系検査（脳神経機能検査） 授業形態：講義 事前学習：教 30 30 北谷 亮輔 



科書（リハビリテーション基

礎評価学）第 3 章②を熟読し

ておくこと 事後学習：教科書

の該当部分と授業配布資料を

用いて、復習すること 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
 

使用図書 ＜書名＞ ＜著者名＞ ＜発行所＞ ＜発行年・価格＞ ＜備考＞ 

教科書 

必ず購入

する書籍 

リハビリテーション基礎評価

学 第 2版  姿勢・動作・歩行

分析  PT・OTのための測定評

価 DVD Series 7 片麻痺機能検

査・協調性検査 

潮見  泰蔵   

畠中  泰彦  

伊藤 俊一、

久 保 田  健

太、隈元 庸

夫 

羊土社  羊土

社  三輪書店 

2020 年・6,000 円

＋税  2015 年・

5,000 円 ＋ 税  

2014 年・3,800 円

＋税 

 

参考書      

その他の

資料 
     

 

【評価方法】 再試・追加指導 【履修上の留意点】 

実技試験（５０％）および筆記試験（５

０％）の合計点で評価する。 

筆記試験、実技試験ともに再試験を 1

回実施する。 

対象者は、急性期で精神的にショック

期であったり、高齢者であることが想

定されます。したがって、検査測定の

技術に関しては、実施手順だけでなく

オリエンテーションも含めて、対象者

に合わせた接遇態度が求められます。

授業でも適切なオリエンテーション

が実施できるよう心掛けてください。 
 

【オフィスアワー・連絡先】 

【大鶴】毎週水曜日 12:00-13:10、otsuru@nuhw.ac.jp 【長坂】毎週月・水曜日 12:00-13:10、nagasaka@nuhw.ac.jp 



【北谷】毎週月・水曜日 12:00-13:10、ryosuke-kitatani@nuhw.ac.jp 



                 （2022年度） 

科目群 専門専攻科目 
 

授業科目 筋骨格系理学療法学 授業コード 21002600 

担当教員 菊元 孝則／平林 怜 
 

対象学年 2年 対象学科 理学 授業形態 対面・同時双方向 

開講時期 後期 必修・選択 必修 アクティブラ

ーニング 

グループワーク／ディスカ

ッション／ディベート／プ

レゼンテーション 

単位数 3単位 時間数 90 使用言語 日本語 
 

【STEPSに基づいたディプロマポリシーとの関連性】 

Science＆Art 
Teamwork＆

Leadership 
Empowerment Problem‐solving Self-realization 

科学的知識と技術を

活用する力 

チームワークとリー

ダーシップ 
対象者を支援する力 問題を解決する力 自己実現意欲 

◎ ◎ ○ ○ ◎ 
 

【授業の概要】 

筋骨格系障害のうち、主に保存療法で対応する疾患、スポーツ外傷・障害に対する理学療法について講義・演習を通し

て学習する。講義では、筋骨格系障害に対する理学療法の総論、各組織の治癒過程、各疾患の病態について理解する。

演習では、各疾患の病態・診断・評価・治療についてグループワークを通して発表・討論を行う。また、徒手検査、運

動療法について実技演習を通して学ぶ。理学療法士としての実務経験をもつ教員が担当する。 本授業はメディア授業

（同時双方向型）と対面授業の組合せで実施します。 

【授業の目的】 

・臨床実習および臨床・スポーツ現場活動で対応することの多い筋骨格系障害に対して正しい知識と徒手検査、運動

療法をもって理学療法を実施するため。 ・疾患・病態に合わせた障害部位に対して正しい徒手検査・運動療法を選択・

実施するため。  ・筋骨格系障害の病態把握、リスク管理、治療計画・目標の立案の一助とするため。 

【学習目標】 

・外傷と障害の違いを説明することができる。 ・創傷・骨・筋・靱帯・神経の組織治癒の過程を分かりやすく説明す

ることができる。 ・筋骨格系障害の病態・評価・治療について説明することができる。 ・筋骨格系障害に対して正し

い検査を選択することができる。 ・筋骨格系障害に対して正確に検査を実施することができる。 ・筋骨格系障害に対

して正しい運動療法を選択することができる。 ・筋骨格系障害に対して正確に運動療法を実施することができる。 ・

協調してグループワークに取り組むことができる。 ・他者に分かりやすく発表することができる。 ・積極的に討論に

参加することができる。 ・徒手検査・運動療法を分かりやすく実演することができる。 
 

回数 授業計画・学習の主題 
授業形態・事前事後学習・ 

学習課題・備考 

事前 

学習 

時間 

（分） 

事後 

学習 

時間 

（分） 

担当教員 

1・2 オリエンテーション、筋骨格系理学療

法総論 

＜授業形態＞講義・演習（グ

ループワーク） ＜学習課題＞ 

筋骨格系理学療法に取り組む

意義を理解する。外傷と障害

の違いを理解し、説明できる。

 60 菊元／平林 



各疾患の病態・診断・評価・

治療・理学療法について理解

し、説明するための情報収集

の方法を学ぶ。 

3・4 組織治癒（創傷、骨、筋腱、靭帯） ＜授業形態＞講義・演習（グ

ループワーク） ＜学習課題＞

創傷の組織治癒過程について

理解する。骨・軟骨・筋・腱・

靭帯といった各疾患に応じた

組織の治癒過程を考慮して評

価・治療・理学療法について

説明できる。 ＜事前学習＞組

織治癒について配布資料を熟

読する。 

60 60 菊元／平林 

5・6 足関節疾患の病態・診断・評価・治療 ＜授業形態＞講義・演習（グ

ループワーク） ＜学習課題＞

足関節の構造と機能を理解

し、足関節疾患の病態・診断・

評価・治療・理学療法につい

て理解し、説明できる。 ＜事

前学習＞筋骨格系キネシオロ

ジーの第 1章、教科書 53～60、

121～131、403～430ページを

熟読する。 

60 60 菊元／平林 

7・8 膝関節疾患の病態・診断・評価・治療 ＜授業形態＞講義・演習（グ

ループワーク） ＜学習課題＞

膝関節の構造と機能を理解

し、膝関節疾患の病態・診断・

評価・治療・理学療法につい

て理解し、説明できる。 ＜事

前学習＞筋骨格系キネシオロ

ジーの第 2章、教科書 41～46、

108～114、309～368ページを

熟読する。 

60 60 菊元／平林 

9・10 足部・下腿部疾患の病態・診断・評価・

治療 

＜授業形態＞講義・演習（グ

ループワーク） ＜学習課題＞

足部・下腿部の構造と機能を

理解し、足部・下腿部疾患の

病態・診断・評価・治療・理

学療法について理解し、説明

できる。 ＜事前学習＞筋骨格

60 60 菊元／平林 



系キネシオロジーの第 3 章、

教科書 47～52、62～68、115～

120、128～158、369～402、431

～458ページを熟読する。 

11・12 股関節疾患の病態・診断・評価・治療 ＜授業形態＞講義・演習（グ

ループワーク） ＜学習課題＞

股関節の構造と機能を理解

し、股関節疾患の病態・診断・

評価・治療・理学療法につい

て理解し、説明できる。 ＜事

前学習＞筋骨格系キネシオロ

ジーの第 4章、教科書 29～40、

99～107、187～202 ページを

熟読する。 

60 60 菊元／平林 

13・14 腰部疾患の病態・診断・評価・治療 ＜授業形態＞講義・演習（グ

ループワーク） ＜学習課題＞

腰部の構造と機能を理解し、

腰部疾患の病態・診断・評価・

治療・理学療法について理解

し、説明できる。 ＜事前学習

＞教科書 8～11、74～77、170

～186ページを熟読する。 

60 60 菊元／平林 

15・16 頸部疾患の病態・診断・評価・治療 ＜授業形態＞講義・演習（グ

ループワーク） ＜学習課題＞

頸部の構造と機能を理解し、

頸部疾患の病態・診断・評価・

治療・理学療法について理解

し、説明できる。 ＜事前学習

＞教科書 2～7、70～73、160～

169ページを熟読する。 

60 60 菊元／平林 

17・18 肩甲帯・胸郭部疾患の病態・診断・評

価・治療 

＜授業形態＞講義・演習（グ

ループワーク） ＜学習課題＞

肩甲帯・胸郭部の構造と機能

を理解し、肩甲帯・胸郭部疾

患の病態・診断・評価・治療・

理学療法について理解し、説

明できる。 ＜事前学習＞教科

書 12～18、78～85ページを熟

読する。 

60 60 菊元／平林 

19・20 肩関節疾患の病態・診断・評価・治療 ＜授業形態＞講義・演習（グ

ループワーク） ＜学習課題＞

60 60 菊元／平林 



肩関節の構造と機能を理解

し、肩関節の病態・診断・評

価・治療・理学療法について

理解し、説明できる。 ＜事前

学習＞教科書 203～248 ペー

ジを熟読する。 

21・22 肘関節疾患の病態・診断・評価・治療 ＜授業形態＞講義・演習（グ

ループワーク） ＜学習課題＞

肘関節の構造と機能を理解

し、肘関節疾患の病態・診断・

評価・治療・理学療法につい

て理解し、説明できる。 ＜事

前学習＞教科書 19～23、86～

92、249～269ページを熟読す

る。 

60 60 菊元／平林 

23・24 手関節・手指疾患の病態・診断・評価・

治療 

＜授業形態＞講義・演習（グ

ループワーク） ＜学習課題＞

手関節・手指の構造と機能を

理解し、手関節・手指疾患の

病態・診断・評価・治療・理

学療法について理解し、説明

できる。 ＜事前学習＞教科書

24～28、93～98、270～308ペ

ージを熟読する。 

60 60 菊元／平林 

25・26 まとめ、筋骨格系障害の徒手検査・運

動療法のオリエンテーション 

＜授業形態＞講義・演習（グ

ループワーク） ＜学習課題＞

筋骨格系理学療法の対象疾患

の病態・診断・評価・治療・

理学療法について理解し、説

明できる。実技演習の実施に

あたりその意義を理解する。 

 60 菊元／平林 

27・28 足関節・足部疾患に対する徒手検査・

運動療法 

＜授業形態＞実技演習 ＜学

習課題＞足関節・側部疾患に

対して正しい検査・運動療法

を選択し、正確に検査・運動

療法を実施することができ

る。 ＜事前学習＞運動療法の

ための機能解剖学的触診技術 

下肢・体幹の 54～87、118～

134、227～267 について確認

する。 

60 60 菊元／平林 



29・30 膝関節疾患に対する徒手検査・運動療

法 

＜授業形態＞実技演習 ＜学

習課題＞膝関節疾患に対して

正しい検査・運動療法を選択

し、正確に検査・運動療法を

実施することができる。 ＜事

前学習＞運動療法のための機

能解剖学的触診技術 下肢・体

幹の 30～53、92～117 につい

て確認する 

60 60 菊元／平林 

31・32 膝関節疾患に対する徒手検査・運動療

法 

＜授業形態＞実技演習 ＜学

習課題＞膝関節疾患に対して

正しい検査・運動療法を選択

し、正確に検査・運動療法を

実施することができる。 ＜事

前学習＞運動療法のための機

能解剖学的触診技術 下肢・体

幹の 180～222 について確認

する 

60 60 菊元／平林 

33・34 股関節疾患に対する徒手検査・運動療

法 

＜授業形態＞実技演習 ＜学

習課題＞股関節疾患に対して

正しい検査・運動療法を選択

し、正確に検査・運動療法を

実施することができる。 ＜事

前学習＞運動療法のための機

能解剖学的触診技術 下肢・体

幹の 2～29、88～91、140～179

について確認する。 

60 60 菊元／平林 

35・36 腰部・頸部疾患に対する徒手検査・運

動療法 

＜授業形態＞実技演習 ＜学

習課題＞腰部疾患に対して正

しい検査・運動療法を選択し、

正確に検査・運動療法を実施

することができる。 ＜事前学

習＞運動療法のための機能解

剖学的触診技術 下肢・体幹の

295～311について確認する。 

60 60 菊元／平林 

37・38 肩関節疾患に対する運動療法 ＜授業形態＞実技演習 ＜学

習課題＞肩関節疾患に対して

正しい検査・運動療法を選択

し、正確に検査・運動療法を

実施することができる。 ＜事

前学習＞運動療法のための機

60 60 菊元／平林 



能解剖学的触診技術 上肢の

肩関節に関わる骨・靭帯・筋

について確認する。 

39・40 肘関節疾患に対する徒手検査・運動療

法 

＜授業形態＞実技演習 ＜学

習課題＞肘関節疾患に対して

正しい検査・運動療法を選択

し、正確に検査・運動療法を

実施することができる。 ＜事

前学習＞運動療法のための機

能解剖学的触診技術 上肢の

肘関節に関わる骨・靭帯・筋

について確認する。 

60 60 菊元／平林 

41・42 手関節疾患に対する徒手検査・運動療

法 

＜授業形態＞実技演習 ＜学

習課題＞手関節疾患に対して

正しい検査・運動療法を選択

し、正確に検査・運動療法を

実施することができる。 ＜事

前学習＞運動療法のための機

能解剖学的触診技術 上肢の

手関節に関わる骨・靭帯・筋

について確認する。 

60 60 菊元／平林 

43・44 運動療法の実践 ＜授業形態＞実技演習 ＜学

習課題＞筋骨格系理学両方の

対象疾患に対して運動療法を

正しく実施するための要点、

注意点について理解し、実施

することができる。 ＜事前学

習＞運動療法のための機能解

剖学的触診技術に関わる骨・

靭帯・筋について確認する。 

60 60 菊元／平林 

45 まとめ ＜授業形態＞実技演習 ＜学

習課題＞筋骨格系理学両方の

対象疾患に対する検査・運動

療法を分かりやすく実演する

ための要点、注意点について

理解し、実演することができ

る。 ＜事前学習＞全授業の内

容について復習と確認をす

る。 

60 60 菊元／平林 

      

      



      

      

      

      

      
 

使用図書 ＜書名＞ ＜著者名＞ ＜発行所＞ ＜発行年・価格＞ ＜備考＞ 

教科書 

必ず購入

する書籍 

スポーツ外傷・障害の理学診

断・理学療法 ガイド 第 2版 

臨床スポー

ツ医学編集

委員会 他 

文光堂 2015年・7000円＋

税 

 

参考書 

筋骨格系のキネシオロジー 原

著第 3版 運動療法のための機

能解剖学的触診技術 下肢・体

幹 改訂第 2 版 運動療法のた

めの機能解剖学的触診技術 上

肢 改訂第 2版 

D,A.Neumann 

青木隆明 青

木隆明 

医歯薬出版 メ

ジカルビユー

社 メジカルビ

ユー社 

2018 年  2012 年 

2011年 

 

その他の

資料 
     

 

【評価方法】 再試・追加指導 【履修上の留意点】 

小テスト、グループワーク、実技テス

ト、期末試験の総合点で評価し、60%

以上の得点を合格とする。 但し、実

技テスト、期末試験で共に基準値に満

たない場合は不合格とする。 

実技テスト、期末試験共に、本試験結

果が基準値に満たない場合は再試験

を実施する。 また追加指導が必要な

場合は、あらかじめ担当教員と連絡を

とりスケジュール等を決めること。 

実技演習は徒手検査・運動療法を実施

しやすい服装（Tシャツ・短パン）で

参加してください。 臨床実習と同様

の服装・態度・心構えで参加してくだ

さい。 
 

【オフィスアワー・連絡先】 

＜オフィスアワー＞ 菊元: E206 月・水・金 10：40～12：10 平林: E207 火〜金 10:40〜16:20 ※不在時はメール

にて連絡してください ＜メール＞ 菊元: kikumoto@nuhw.ac.jp 平林: hirabayashi@nuhw.ac.jp 



                 （2022年度） 

科目群 理学療法学科／ ［◇1-2年生］専門専攻科目群 
 

授業科目 整形外科理学療法学 授業コード 21003100 

担当教員 相馬 俊雄／江玉 睦明／横田 裕丈 
 

対象学年 2年 対象学科 理学 授業形態 対面・同時双方向 

開講時期 後期 必修・選択 必修 アクティブラ

ーニング 

PBL 

単位数 3単位 時間数 90 使用言語 日本語 
 

【STEPSに基づいたディプロマポリシーとの関連性】 

Science＆Art 
Teamwork＆

Leadership 
Empowerment Problem‐solving Self-realization 

科学的知識と技術を

活用する力 

チームワークとリー

ダーシップ 
対象者を支援する力 問題を解決する力 自己実現意欲 

◎ ◎ ○ ○ ◎ 
 

【授業の概要】 

整形外科疾患に対する理学療法を実施するために、病態・障害の回復過程について理解できるように学習します。ま

た、整形外科疾患における理学療法評価、治療技術、リスク管理、予防について演習を通して学習します。また、理学

療法士として臨床経験のもつ複数の教員が本科目を担当する。 【本授業はメディア授業（同時双方向型）と対面授業

の組み合わせ）で実施します】 同時双方向型は，Zoomまたは Teamsで行います。 

【授業の目的】 

整形外科疾患に対する理学療法を実施するために、病態・障害の回復過程について理解する。また、整形外科疾患にお

ける理学療法評価、治療技術、リスク管理、予防について習得する。 

【学習目標】 

1．整形外科疾患の病態・障害の回復過程について説明することができる。 2．整形外科疾患の回復時期に対応した評

価を列挙して選択できる。 3．整形外科疾患の回復時期に対応した評価を計画して実施できる。 4．整形外科疾患の

回復過程に対応した治療技術を列挙して選択できる。 5．整形外科疾患の回復過程に対応した治療技術を計画して実

施できる。 6．整形外科疾患におけるリスク管理や予防について説明することができる。 
 

回数 授業計画・学習の主題 
授業形態・事前事後学習・ 

学習課題・備考 

事前 

学習 

時間 

（分） 

事後 

学習 

時間 

（分） 

担当教員 

1・2 整形外科疾患の病態・障害の回復過程 授業形態：講義 事前学習：当

該授業テーマの資料収集を行

う。 事後学習：当該授業テー

マおよび配布資料に基づき復

習を行う。 学習課題：整形外

科疾患の病態・障害の回復過

程について調べ、理解を深め

る。 

30 60 相馬 俊雄 

3・4 高齢者の身体機能と疾患、リスク管

理、予防 

授業形態：講義 事前学習：当

該授業テーマの資料収集を行

30 60 相馬 俊雄 



う。 事後学習：当該授業テー

マおよび配布資料に基づき復

習を行う。 学習課題：高齢者

の身体機能と疾患、リスク管

理、予防について調べ、理解

を深める。 

5・6 運動療法（関節可動域運動、ストレッ

チ、筋力トレーニングなど）の理論 

授業形態：講義 事前学習：当

該授業テーマの資料収集を行

う。 事後学習：当該授業テー

マおよび配布資料に基づき復

習を行う。 学習課題：運動療

法（関節可動域運動、ストレ

ッチ、筋力トレーニングなど）

の理論について調べ、理解を

深める。 

30 60 相馬 俊雄 

7・8 股関節疾患における評価と治療 授業形態：講義 事前学習：当

該授業テーマの資料収集を行

う。 事後学習：当該授業テー

マおよび配布資料に基づき復

習を行う。 学習課題：股関節

疾患における評価と治療につ

いて調べ，理解を深める。 

30 60 相馬 俊雄 

9・10 膝関節疾患における評価と治療 授業形態：講義 事前学習：当

該授業テーマの資料収集を行

う。 事後学習：当該授業テー

マおよび配布資料に基づき復

習を行う。 学習課題：膝関節

疾患における評価と治療につ

いて調べ，理解を深める。 

30 60 江玉 睦明 

11・12 足関節疾患における評価と治療 授業形態：講義 事前学習：当

該授業テーマの資料収集を行

う。 事後学習：当該授業テー

マおよび配布資料に基づき復

習を行う。 学習課題：足関節

疾患における評価と治療につ

いて調べ、理解を深める。 

30 60 江玉 睦明 

13・14 肩関節疾患における評価と治療 授業形態：講義 事前学習：当

該授業テーマの資料収集を行

う。 事後学習：当該授業テー

マおよび配布資料に基づき復

習を行う。 学習課題：肩関節

30 60 横田 裕丈 



疾患における評価と治療につ

いて調べ，理解を深める。 

15・16 脊柱疾患における評価と治療 授業形態：講義 事前学習：当

該授業テーマの資料収集を行

う。 事後学習：当該授業テー

マおよび配布資料に基づき復

習を行う。 学習課題：脊柱疾

患における評価と治療につい

て調べ、理解を深める。 

30 60 横田 裕丈 

17・18 整形外科疾患における運動療法（総

論） 

授業形態：演習：オリエンテ

ーション 事前学習：当該授業

テーマの資料収集を行う。 事

後学習：当該授業テーマおよ

び配布資料に基づき復習を行

う。 学習課題：四肢関節の動

かし方について調べ，理解を

深める。 

30 60 相馬 俊雄 

19・20 整形外科疾患における評価 1 授業形態：演習 事前学習：当

該授業テーマの資料収集を行

う。 事後学習：当該授業テー

マおよび配布資料に基づき復

習を行う。 学習課題：触診（下

肢の筋、骨のランドマーク）

について調べ、理解を深める。 

30 60 江玉 睦明 

21・22 整形外科疾患における評価 2 授業形態：演習 事前学習：当

該授業テーマの資料収集を行

う。 事後学習：当該授業テー

マおよび配布資料に基づき復

習を行う。 学習課題：姿勢分

析、動作分析について調べ、

理解を深める。 

30 60 相馬 俊雄 

23・24 股関節疾患の検査・評価 授業形態：演習 事前学習：当

該授業テーマの資料収集を行

う。 事後学習：当該授業テー

マおよび配布資料に基づき復

習を行う。 学習課題：股関節

疾患の検査・評価、問題点抽

出、治療プログラム立案につ

いて調べ、理解を深める。 

30 60 相馬 俊雄 

25・26 膝関節疾患の検査・評価 授業形態：演習 事前学習：当

該授業テーマの資料収集を行

30 60 江玉 睦明 



う。 事後学習：当該授業テー

マおよび配布資料に基づき復

習を行う。 学習課題：膝関節

疾患の検査・評価、問題点抽

出、治療プログラム立案につ

いて調べ，理解を深める。 

27・28 足関節疾患の検査・評価 授業形態：演習 事前学習：当

該授業テーマの資料収集を行

う。 事後学習：当該授業テー

マおよび配布資料に基づき復

習を行う。 学習課題：足関節

疾患の検査・評価、問題点抽

出、治療プログラム立案につ

いて調べ、理解を深める。 

30 60 江玉 睦明 

29・30 整形外科疾患における運動療法 1 授業形態：演習 事前学習：当

該授業テーマの資料収集を行

う。 事後学習：当該授業テー

マおよび配布資料に基づき復

習を行う。 学習課題：下肢関

節の関節可動域運動について

調べ、理解を深める。 

30 60 江玉 睦明 

31・32 整形外科疾患における運動療法 2 授業形態：演習 事前学習：当

該授業テーマの資料収集を行

う。 事後学習：当該授業テー

マおよび配布資料に基づき復

習を行う。 学習課題：下肢筋

に対するストレッチングにつ

いて調べ、理解を深める。 

30 60 江玉 睦明 

33・34 整形外科疾患における運動療法 3 授業形態：演習 事前学習：当

該授業テーマの資料収集を行

う。 事後学習：当該授業テー

マおよび配布資料に基づき復

習を行う。 学習課題：下肢筋

に対する筋力トレーニングに

ついて調べ、理解を深める。 

30 60 江玉 睦明 

35・36 整形外科疾患における運動療法 4 授業形態：演習 事前学習：当

該授業テーマの資料収集を行

う。 事後学習：当該授業テー

マおよび配布資料に基づき復

習を行う。 学習課題：運動療

法（バランストレーニング、

30 60 横田 裕丈 



自主トレーニングを含む）に

ついて調べ、理解を深める。 

37・38 整形外科疾患の急性期におけるリス

ク管理 

授業形態：演習 事前学習：当

該授業テーマの資料収集を行

う。 事後学習：当該授業テー

マおよび配布資料に基づき復

習を行う。 学習課題：整形外

科疾患の術前・術後における

リスク管理について調べ、理

解を深める。 

30 60 相馬 俊雄 

39・40 肩関節疾患における評価 授業形態：演習 事前学習：当

該授業テーマの資料収集を行

う。 事後学習：当該授業テー

マおよび配布資料に基づき復

習を行う。 学習課題：肩関節

疾患の評価，問題点抽出、治

療プログラム立案について調

べ、理解を深める。 

30 60 横田 裕丈 

41・42 肩関節疾患における治療技術 授業形態：演習 事前学習：当

該授業テーマの資料収集を行

う。 事後学習：当該授業テー

マおよび配布資料に基づき復

習を行う。 学習課題：肩関節

疾患の治療手技、運動療法に

ついて調べ、理解を深める。 

30 60 横田 裕丈 

43・44 脊柱疾患における評価 授業形態：演習 事前学習：当

該授業テーマの資料収集を行

う。 事後学習：当該授業テー

マおよび配布資料に基づき復

習を行う。 学習課題：脊柱疾

患の評価（姿勢分析）、問題点

抽出、治療プログラム立案に

ついて調べ、理解を深める。 

30 60 横田 裕丈 

45 脊柱疾患における治療技術 授業形態：演習 事前学習：当

該授業テーマの資料収集を行

う。 事後学習：当該授業テー

マおよび配布資料に基づき復

習を行う。 学習課題：脊柱疾

患の治療手技、運動療法につ

いて調べ、理解を深める。 

30 60 横田 裕丈 
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参考書 講義・演習時に配布する     
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【評価方法】 再試・追加指導 【履修上の留意点】 

成績：筆記試験（70%）・実技試験（30%） 

＊筆記試験、実技試験において、相馬、

江玉、横田のすべて合格基準を満たさ

なければ不合格とする。 

再試験（筆記試験・実技試験）は実施

するが，再々試験は実施しない． 

・演習時は、ケーシーを着用するこ

と。 ・ケーシーの下には、短パン、T

シャツを着用すること。 

 

【オフィスアワー・連絡先】 

【相馬】（日時）火・木の 14時～18時、 （研究室）E棟 201a 、（連絡先：E-mail）soma@nuhw.ac.jp 【江玉】（日時）

月・金の 12時～13時、 （研究室）E棟 215、 （連絡先：E-mail）edama@nuhw.ac.jp 【横田】（日時）火 9時～11時、

金 13時～16時、（研究室）E棟 110、 （連絡先：E-mail）yokota@nuhw.ac.jp 



                 （2022年度） 

科目群 専門専攻科目群 
 

授業科目 中枢神経系理学療法学 授業コード 21003600 

担当教員 犬飼 康人／齊藤 慧／小島 翔 
 

対象学年 3年 対象学科 理学療法 授業形態 対面・同時双方向・オンデマ

ンド 

開講時期 前期 必修・選択 必修 アクティブラ

ーニング 

PBL／グループワーク／デ

ィスカッション／プレゼン

テーション 

単位数 4単位 時間数 120 使用言語 日本語 
 

【STEPSに基づいたディプロマポリシーとの関連性】 

Science＆Art 
Teamwork＆

Leadership 
Empowerment Problem‐solving Self-realization 

科学的知識と技術を

活用する力 

チームワークとリー

ダーシップ 
対象者を支援する力 問題を解決する力 自己実現意欲 

◎ ○ ◎ ○ ○ 
 

【授業の概要】 

理学療法士として臨床経験をもつ複数の教員が担当する．講義では、中枢神経（脳・脊髄）の構造・機能を理解し、脳

卒中・脊髄損傷・小児疾患の理学療法評価と理学療法のエビデンスについて学習する。さらに、評価・臨床実習で必要

となる問題点の抽出・統合解釈・治療プログラムの立案について、グループワーク・レポート作成を通して理解する。

また、実技演習を通して脳卒中患者に対する評価ならび運動療法を修得する。 

【授業の目的】 

中枢神経系疾患の病態や加療時期の違いによる理学療法を理解し、必要な検査項目を列挙、および選択できるための

基礎知識を修得する。さらに、理学療法の実践につながる基礎的な技術を身につける。 

【学習目標】 

１．脳の機能や障害により出現する症状 ２．脳血管疾患患者、脊髄損傷患者、小児疾患の病態と合併症 ３．現在の理

学療法に関わるエビデンスや国内外のガイドライン ４．脳卒中片麻痺者の症状を理解し、適切な評価項目の列挙 ５．

評価結果に対して統合と解釈を行い、治療プログラムの立案 上記 5点を理解し、実践できるようになることが本授業

の到達目標である。 
 

回数 授業計画・学習の主題 
授業形態・事前事後学習・ 

学習課題・備考 

事前 

学習 

時間 

（分） 

事後 

学習 

時間 

（分） 

担当教員 

1 オリエンテーション，中枢神経系理学

療法の基礎知識 

オリエンテーション、講義 事

前学習：神経理学療法学第 2

版の「中枢神経系の構造と機

能」を読んでおくこと。事後

学習：授業資料の復習を行い、

授業時に出される課題に取り

組む。 

30 60 犬飼 

2 脳血管障害の病態（脳卒中，頭部外傷， 講義 事前学習：神経理学療法 30 60 犬飼 



その他） 学第 2 版の「脳卒中の病態と

リスク管理」を読んでおくこ

と。事後学習：授業資料の復

習を行い、授業時に出される

課題に取り組む。 

3 脳画像と各種経路の把握 講義 事前学習：神経理学療法

学第 2 版の「脳画像と各種経

路の把握」を読んでおくこと。

事後学習：授業資料の復習を

行い、授業時に出される課題

に取り組む。 

30 60 小島 

4 脳の可塑性，脳卒中の回復メカニズム 講義 事前学習：神経理学療法

学第 2 版の「脳卒中の回復メ

カニズム」を読んでおくこと。

事後学習：授業資料の復習を

行い、授業時に出される課題

に取り組む。 

30 60 小島 

5 運動麻痺の理解と理学療法 講義 事前学習：神経理学療法

学第 2版の「運動麻痺」「異常

筋緊張」を読んでおくこと。

事後学習：授業資料の復習を

行い、授業時に出される課題

に取り組む。 

30 60 犬飼 

6 感覚障害の理解と理学療法 講義 事前学習：神経理学療法

学第 2 版の「感覚障害」を読

んでおくこと。事後学習：授

業資料の復習を行い、授業時

に出される課題に取り組む。 

30 60 小島 

7 高次脳機能障害の理解と理学療法 講義 事前学習：神経理学療法

学第 2 版の「神経ネットワー

クと高次脳機能障害」「身体失

認，病態失認」「半側空間無視」

「失行」「注意・遂行機能障害」

を読んでおくこと。事後学習：

授業資料の復習を行い、授業

時に出される課題に取り組

む。 

30 60 齊藤 

8 脳卒中の合併症 講義 事前学習：神経理学療法

学第 2版の「痛み」「二次的機

能障害（関節可動域制限な

ど）」を読んでおくこと。事後

30 60 小島 



学習：授業資料の復習を行い、

授業時に出される課題に取り

組む。 

9 脳卒中患者の評価 講義 事前学習：神経理学療法

学第 2 版の「脳卒中の障害構

造」を読んでおくこと。事後

学習：授業資料の復習を行い、

授業時に出される課題に取り

組む。 

30 60 齊藤 

10 脳卒中患者に対する物理療法の基礎

① 

講義 事後学習：授業資料の復

習を行い、授業時に出される

課題に取り組む。 

0 60 齋藤 

11 脳卒中患者に対する物理療法の基礎

② 

講義 事後学習：授業資料の復

習を行い、授業時に出される

課題に取り組む。 

0 60 小島 

12 脳卒中患者のバランス障害、歩行障害

の評価と治療 

講義 事前学習：神経理学療法

学第 2 版の「姿勢定位障害」

「姿勢バランス障害」「歩行障

害」を読んでおくこと。事後

学習：授業資料の復習を行い、

授業時に出される課題に取り

組む。 

30 60 犬飼 

13-14 脳卒中患者に対する理学療法の実際

① 

講義 事後学習：授業資料の復

習を行い、授業時に出される

課題に取り組む。 

0 60 阿部浩明 

15-16 脳卒中患者に対する理学療法の実際

② 

講義 事後学習：授業資料の復

習を行い、授業時に出される

課題に取り組む。 

0 60 松村彩子 

17-18 脳卒中患者に対する物理療法の臨床

応用 

講義 事前学習：「脳卒中患者

に対する物理療法の基礎①、

②」の復習をしておくこと。

事後学習：授業資料の復習を

行い、授業時に出される課題

に取り組む。 

30 60 久保田雅史 

19-20 脊髄損傷の理学療法① 講義 事後学習：配布資料にて

復習をしっかり行うこと 

0 90 犬飼 

21-22 脊髄損傷の理学療法② 講義 事前学習：講義「脊髄損

傷の理学療法①」の配布資料

を復習しておくこと、事後学

習：授業資料の復習を行い、

授業時に出される課題に取り

60 30 羽田晋也 



組む。 

23 小児の理学療法① 講義 事後学習：授業資料の復

習を行い、授業時に出される

課題に取り組む。 

0 60 齋藤 

24 小児の理学療法② 講義 事後学習：授業資料の復

習を行い、授業時に出される

課題に取り組む。 

0 60 小島 

25-32 クリニカルリーズニング 演習 事前学習：講義時に配布

した資料を読んで復習してお

くこと、事後学習：各授業で

出される課題について取り組

む。 

30 60 犬飼 

33-40 脳卒中患者の ADL 演習 事前学習：講義時に配布

した資料を読んで復習してお

くこと。事後学習：各授業で

出される課題に取り組む。 

30 60 小島 

41-48 脳卒中患者の評価 演習 事前学習：講義時に配布

した資料を読んで復習してお

くこと。事後学習：各授業で

出される課題に取り組む。 

30 60 齋藤 

0 クリニカルリーズニングの実践：評価 演習 事前学習：講義時に配布

した資料を読んで復習してお

くこと。事後学習：各授業で

出される課題に取り組む。 

30 60 犬飼、齊藤、小島 

0 クリニカルリーズニングの実践：治療 演習 事前学習：講義時に配布

した資料を読んで復習してお

くこと。事後学習：各授業で

出される課題に取り組む。 

30 60 犬飼、齊藤、小島 
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必ず購入
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標準理学療法学 専門分野 神

経理学療法学第 2 版  病気が

見える vol 7 脳・神経 

編集：吉尾雅

春、森岡周、

阿 部 浩 明  

医療情報科

学 研 究 所 

他 

医学書院  メ

ディックメデ

ィア 

発 行 ： 2018 年  

￥ 5,000+税   発

行 ： 2011 年  

￥3,800+税 

 



参考書 

観察による歩行分析  脳卒中

治療ガイドライン 2021 

月城 慶一、

山本 澄子、

江 原  義 弘   

日本脳卒中

学会脳卒中

ガイドライ

ン委員会 

医 学 書 院   

協和企画 

発 行 ： 2013 年  

￥ 5,000+税   発

行 ： 2021 年  

￥8,000+税 

 

その他の

資料 
     

 

【評価方法】 再試・追加指導 【履修上の留意点】 

筆記試験とレポート（50%），実技試験

（50%）の採点配分とする． 

筆記試験・実技試験ともに再試験を実

施する。再試験の様式や追加指導につ

いては、該当者に別途連絡する。 

演習は動きやすい服装に着替えて受

講すること． 実習室での着替え，飲

食は厳禁とする． 
 

【オフィスアワー・連絡先】 

犬飼 康人（E210)：木曜日の 12：10〜13：10 その他はメールにて連絡してください． メールアドレス 

inukai@nuhw.ac.jp 齊藤 慧：月曜日の 12:10-13:10，その他はメールにて連絡してください．メールアドレス：kei-

saito@nuhw.ac.jp 小島 翔（E207）：火曜日の 18：00-19：30 kojima@nuhw.ac.jp 



                 （2022年度） 

科目群 ［◇1-2年生］専門専攻科目群 
 

授業科目 内部障害理学療法学 授業コード 21004100 

担当教員 椿 淳裕／井上 達朗／田宮 創 
 

対象学年 3年 対象学科 理学 授業形態 対面・同時双方向 

開講時期 前期 必修・選択 必修 アクティブラ

ーニング 

PBL／グループワーク／デ

ィスカッション／プレゼン

テーション 

単位数 3単位 時間数 90 使用言語 日本語 
 

【STEPSに基づいたディプロマポリシーとの関連性】 

Science＆Art 
Teamwork＆

Leadership 
Empowerment Problem‐solving Self-realization 

科学的知識と技術を

活用する力 

チームワークとリー

ダーシップ 
対象者を支援する力 問題を解決する力 自己実現意欲 

◎ ○ ◎ ◎ ◎ 
 

【授業の概要】 

理学療法士として臨床経験のもつ複数の教員が本科目を担当する．内部障害には、呼吸器疾患、循環器疾患、代謝疾患

などの内科系疾患のほか、がんや急性期の病態が含まれる。これらの障害を有する方へ、安全かつ有効な理学療法を

実施するためには、疾患の理解とともに、それによってもたらされる機能障害や運動制限の成因・病態・回復過程・予

後についての知識が必要である。本科目では、専門基礎科目で学んだ疾患に伴う身体機能の変化の知識に基づいて、

理学療法介入に伴う疾患に特異的な反応を理解する。また、理学療法介入の理論的背景を理解し、理学療法評価から

治療方法について理論的に学ぶと同時に、各種疾患のリハビリテーションにおける理学療法の位置付けや役割を体系

的に学習する。 本授業は、対面授業で実施します。 

【授業の目的】 

内部障害によってもたらされる機能障害や運動制限の成因・病態・回復過程・予後について学習する。また、理学療法

におけるリスク管理、評価、運動療法、物理療法、日常生活指導、生活環境支援の理論と技術を系統的に習得する。 

【学習目標】 

1．内部障害を持つ方へ理学療法介入する意義を説明できる。 2．糖尿病を例に、代謝疾患の理学療法の効果とその機

序について、論理的に説明できる。 3．循環器疾患に対する理学療法のリスクおよびベネフィットを説明できる。 4.   

循環器疾患の病態を理解し、運動機能の評価を実施することができる。 5．運動生理学的背景を理解し、運負荷試験

の結果に基づく運動処方が実施できる。 6．代表的な循環器疾患に対する理学療法やその効果について、論理的に説

明できる。 7．急性期の理学療法の意義や効果を説明できる． 8．呼吸器系の解剖・運動・生理学的な知識を習得し、

呼吸器疾患の生理的変化と病態について説明できる。 9.   呼吸リハビリテーションにおける情報収集の内容と評価

項目を列挙し、疾患別に必要な情報収集と評価項目を選択できる。 10. 疾患別の呼吸理学療法を計画し、目的から治

療効果についてまで述べることができる。 11. 呼吸理学療法に必要な評価，治療技術を習得し、実施できる。 12. が

んのリハビリテーションにおける理学療法の役割や対象疾患について説明できる。 13. がん疾患の理学療法の効果と

その機序およびリスク管理について、論理的に説明できる。 14. 低栄養・サルコペニア・フレイルを理解し、リハビ

リテーション栄養アプローチを説明できる。 15．一次救命処置が実施できる。 
 

回

数 

授業

計

画・

授業形態・事前事後学習・ 

学習課題・備考 

事前 

学習 

時間 

事後 

学習 

時間 

担

当

教



学習

の主

題 

（分

） 

（分

） 

員 

1-

2 

内 部

障 害

理 学

療 法

学 総

論 

授業形態：講義 準備学習：事前に内科学を復習し、事後には理学療法との関連

を整理しておくこと  学習課題：内部障害理学療法学の社会的ニーズを理解し、

内部障害を持つ方へ理学療法介入する意義を説明できる。 

30 60 椿 

淳

裕 

3 内 部

障 害

理 学

療 法

と 運

動 生

理 

授業形態：講義 準備学習：事前に内科学を復習し、事後には理学療法との関連

を整理しておくこと 学習課題：ヒトの運動時における呼吸・循環・代謝応答を

理解する 

30 60 椿 

淳

裕 

4 糖 尿

病 と

理 学

療法 

学習方法：講義 準備学習：教科書 p228-247を事前に読んでおく 学習課題：糖

尿病の病態と理学療法実施による効果を説明する 

30 60 椿 

淳

裕 

5-

6 

総 論

（１）

循 環

器 疾

患 に

対 す

る 理

学 療

法 の

リ ス

ク ＆

ベ ネ

フ ィ

ッ ト  

総 論

（２）

循 環

器 疾

患 の

病 態

把握 

学習方法：講義 準備学習：教科書 p60-66を事前に読んでおきましょう。 学習

課題：循環器疾患に対する理学療法を進めるうえでのリスクとベネフィットを概

観します。  準備学習：講義 p2-13を事前に読んでおきましょう。 学習課題：

循環器の生理と病理について復習し、病的変化について理解します。 

30 60 田

宮 

創 

7- 総 論 学習方法：講義 準備学習：下記の URLから英語論文のタイトル、Summaryに目を 30 60 田



8 （３）

循 環

器 疾

患 の

運 動

機 能

評 価  

総 論

（４）

運 動

生 理

と 運

動 処

方 

通 し て み ま し ょ う 。 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140673696070158?via

%3Dihub 学習課題：循環器の理解に加えて、運動機能が臨床上極めて重要な指標

であることを理解します。  準備学習：教科書 p26-39を事前に読んでおきまし

ょう。 学習課題：運動時の循環応答の正常と異常を理解します。 

宮 

創 

9-

10 

各 論

（１）

虚 血

性 心

疾 患

と 心

不 全  

各 論

（２）

大 動

脈 疾

患 と

末 梢

動 脈

疾患 

学習方法：講義 準備学習：教科書 p26-39を事前に読んでおきましょう。 学習

課題：運動時の循環応答の正常と異常を理解します。  準備学習：教科書 p42-

89を事前に読んでおきましょう。 学習課題：狭心症、心筋梗塞および心不全の

病態と理学療法について理解します。 

30 60 田

宮 

創 

11

-

12 

各 論

（３）

急 性

期 理

学 療

法  

各 論

（４）

症 例

検討 

学習方法：講義 準備学習：日本理学療法士協会の動画を閲覧しましょう。教科

書 p60-66を事前に読んでおきましょう。 https://youtu.be/SKfstzDmicM 学習

課題：急性期における理学療法リスク管理について学びます。  準備学習：これ

までの授業を復習して、事前に配布される患者情報に目を通しておきましょう。 

学習課題：模擬患者の情報を分析し、リスク＆ベネフィットについて考えてみる 

30 60 田

宮 

創 

13

-

呼 吸

器 リ

学習方法：講義  準備学習：総説：呼吸リハビリテーションの歴史

(https://www.jstage.jst.go.jp/article/jsrcr/28/1/28_16/_article/-

30 60 椿 

淳



14 ハ ビ

リ テ

ー シ

ョ ン

総 論  

酸 素

輸 送

と 利

用 お

よ び

そ の

異常 

char/ja/)をダウンロードし、呼吸リハビリテーションのエビデンスを事前に読

んでおきましょう。 学習課題：呼吸器リハビリテーションは包括的なリハビリ

テーションであることを理解し、理学療法士が介入することの重要性について学

びます。  準備学習：１）上気道・下気道・肺および心臓の位置関係、２）体循

環および肺循環の役割の 

裕 

15

-

16 

呼 吸

に よ

る 酸

塩 基

（pH）

調 節

お よ

び そ

の 異

常  

ス パ

イ ロ

メ ト

リ ー

に よ

る 呼

吸 機

能 検

査 の

実 施

と 運

動 時

の 呼

吸 応

答 

学習方法：講義 準備学習：１）酸塩基平衡とは何か、２）アルカローシス・アシ

ドーシスとは何か、３）酸塩基平衡の異常を生じさせる要因とは何か、４）経皮

的酸素飽和度と動脈血酸素分圧の違いおよび関係性、それぞれについて生理学の

教科書を元に事前に確認しておきましょう。 学習課題：呼吸器疾患患者の検査

項目として重要な血液ガス分析を読み解きます。  準備学習：教科書の 132-134

頁を読み、%肺活量および 1秒率の算出方法を事前に確認しましょう。  学習課

題：呼吸機能検査を実施し、結果を解釈します。運動時の正常な呼吸応答 

30 60 椿 

淳

裕 

17

-

18 

呼 吸

器 疾

患 に

お け

学習方法：講義 準備学習：教科書の 172-178 頁(在宅酸素療法、HOT)、212-215

頁(人工呼吸器が担う役割)を読み、治療の目的と期待させる役割を事前に予習し

ておきましょう。 学習課題：酸素療法と人工呼吸療法の目的とその効果につい

て理解し、理学療法の介入効果と結びつけて考えます。  準備学習：教科書の

30 60 椿 

淳

裕 



る 酸

素 療

法 お

よ び

人 工

呼 吸

器 の

目 的

と 適

応  

慢 性

閉 塞

性 肺

疾 患

を 始

め と

し た

呼 吸

器 疾

患 患

者 に

対 す

る 理

学 療

法 評

価 と

プ ロ

グ ラ

ム の

実際 

172-191頁を読んで、慢性閉塞性肺疾患に対する理学療法評価とプログラムの実

際を予習しておきましょう。慢性閉塞性肺疾患 理学療法診療ガイドライン第 1

版を理学療法士学会のホームページからダウンロードし、 

19

-

20 

低 栄

養・サ

ル コ

ペ ニ

ア・フ

レ イ

ル と

リ ハ

ビ リ

テ ー

シ ョ

学 習 方 法 ： 講 義  準 備 学 習 ： サ ル コ ペ ニ ア 診 療 ガ イ ド ラ イ ン

(https://minds.jcqhc.or.jp/docs/gl_pdf/G0001021/4/sarcopenia2017_revise

d.pdf)をダウンロードし、サルコペニアの病態や定義、基本的知識について学習

しておくこと。 学習課題：サルコペニアの病態や定義、基本的知識を理解し、効

果的な理学療法について学ぶ。 

30 60 井

上 

達

朗 



ン 栄

養 ア

プ ロ

ーチ 

21

-

22 

が ん

の リ

ハ ビ

リ テ

ー シ

ョ ン

総 論 

疾 患

別 が

ん 理

学 療

法

①(血

液 が

ん と

造 血

幹 細

胞 移

植、消

化 器

が ん

と 開

胸・回

復 手

術 ）  

疾 患

別 が

ん 理

学 療

法 ②

（ 脳

腫瘍、

原 発

性 骨

軟 部

腫瘍、

脊 髄

学習方法：講義 準備学習：教科書の第 4章 3.「がんの理学療法」を事前に読ん

でおくこと。 学習課題：我が国におけるがん罹患者数の推移、罹患部位、治療な

どの概要を学び、「がんの理学療法」の必要性を考える。  準備学習：「がんのリ

ハビリテーション総論」の授業を復習して、事前に配布される資料に目を通して

おくこと。 学習課題：血液がんと消化器がんの病態と治療について学習し、効

果的な理学療法について学び、考える。  準備学習：事前に配布される資料に目

を通しておくこと。 学習課題：脳腫瘍や骨軟部腫瘍、転移性骨腫瘍の病態 

30 60 井

上 

達

朗 



腫瘍、

転 移

性 骨

腫瘍、

小 児

がん、

頭 頚

部 が

ん） 

23

-

24 

腎 臓

の 機

能 と

そ の

破 綻  

腎 疾

患 と

理 学

療法 

学習方法：講義 準備学習：教科書の 248 ｰ 268ページを事前に読み、腎臓の機能

について理解しておきましょう。 学習課題：腎臓病、合併症、腎機能、透析療法

などについて理解し、腎機能指標から慢性腎臓病の重症度分類ができるようにな

ること。  準備学習：教科書の 269-285ページを読み、運動療法の効果について

事前に確認しておきましょう。 学習課題：腎臓リハビリテーションは包括的な

リハビリテーションであることを理解し、理学療法士が介入することの重要性を

学びます。 

30 60 田

宮 

創 

25

-

26 

循 環

器 の

フ ィ

ジ カ

ル ア

セ ス

メ ン

ト（1）  

循 環

器 の

フ ィ

ジ カ

ル ア

セ ス

メ ン

ト（2） 

学習方法：演習 学習課題：循環器の聴診、触診、視診の基本を実践する 準備学

習：体表面で触知可能な血管、頸静脈怒張、心臓の位置について学んでおいてく

ださい。教科書 p45-67 を事前に読んでおきましょう。奔馬調律を youtube で調

べて事前に聞いておいてください。  学習課題：脈拍数、血圧、呼吸数、意識、

体温、経皮的酸素飽和度、歩行速度を計測して解釈する 準備学習：バイタルサ

インの計測方法と意義について事前に予習しておきましょう。 

30 60 田

宮 

創 

      

27

-

28 

運 動

耐 容

能 の

評 価

（1）  

運 動

学習方法：演習 学習課題：呼気ガス分析装置を用いた運動負荷試験を実践しま

す。 準備学習：事前に教科書 p26-39を読んで、呼気ガス分析装置で計測する指

標について予習しておきましょう。 

30 60 田

宮 

創 



耐 容

能 の

評 価

（2） 

29

-

30 

症 例

検 討

（1）  

症 例

検 討

（2） 

学学習方法：演習 学習課題：架空の症例を通じて、カルテ（診療録）からどの情

報を知る必要があるかを考えます。 準備学習：診療録とは何か、理学療法士が

診療録を読む意義について事前に予習しておきましょう。  学習課題：架空の症

例を通じて、理学療法を進めるうえでリスクとベネフィットを整理します。 準

備学習：事前に配布された症例に関する情報で分からない点を調べて、自分の意

見をまとめよう。 

60 60 田

宮 

創 

31 呼 吸

器 の

フ ィ

ジ カ

ル ア

セ ス

メ ン

ト 

学習方法：演習 学習課題：呼吸器の視診・触診・聴診の基本を実践します。 準

備学習：教科書の 145-158頁を読み、フィジカルアセスメントを予習しておきま

しょう。 

30 60 椿 

淳

裕 

32

-

33 

呼 吸

器 障

害 に

対 す

る 理

学 療

法 手

技 

(1)  

呼 吸

器 障

害 に

対 す

る 理

学 療

法 手

技 

(2) 

学習方法：演習 学習課題：呼吸方法の指導と呼吸介助方法等の基本を実践しま

す。 準備学習：教科書の 160-168頁を事前に予習しておきましょう。  学習課

題：肺と気管支区域のを理解し、痰の貯留部位を評価できるようになることに加

えて、適切な排痰方法を選択できるようになること。 準備学習：教科書 17-18頁

(肺区域と区域気管支の確認)と 167-168 頁(排痰肢位の理解)を事前に予習して

おきましょう。 

30 60 椿 

淳

裕 

34 標 準

予 防

策 と

吸引 

学習方法：演習 学習課題：標準予防策と吸引の基本を実践します。 準備学習：

教科書の 216-225頁を事前に予習しておきましょう。 

30 60 椿 

淳

裕 

35 症 例 学習方法：演習 学習課題：架空の症例を通じて、理学療法を進めるうえでリス 60 60 椿 



-

36 

検 討

（1）  

症 例

検 討

（2） 

クとベネフィットを整理します。 準備学習：事前に配布された症例に関する情

報で分からない点を調べて、自分の意見をまとめましょう。 

淳

裕 

      

0 栄 養

状態・

サ ル

コ ペ

ニ ア

の 実

践 ア

セ ス

メ ン

ト 

(1)  

栄 養

状態・

サ ル

コ ペ

ニ ア

の 実

践 ア

セ ス

メ ン

ト 

(2) 

学習方法：演習 学習課題：体組成や身体計測、 身体機能検査を中心とした栄養

状態、サルコペニアのアセスメントを実践します。 準備学習：「低栄養・サルコ

ペニア・フレイルとリハビリテーション栄養アプローチ」で配布した資料を復習

し、体組成や身体計測の測定方法、基準値、解釈を復習しておきましょう。 

60 60 井

上 

達

朗 

0 リ ン

パ 浮

腫 へ

の 対

応 

(1)  

リ ン

パ 浮

腫 へ

の 対

応 

(2) 

学習方法：演習 学習課題：リンパ浮腫に対するドレナージ等を行います。 準備

学習：国立がん研究センターがん情報サービスの「リンパ浮腫について」のペー

ジ を 参 考 に し 、 リ ン パ 浮 腫 に つ い て 理 解 し て お く こ と 。 

https://ganjoho.jp/public/support/condition/lymphedema/ld01.html 

60 60 井

上 

達

朗 

41 症 例 学習方法：演習 学習課題：架空の症例を通じて、カルテ（診療録）からどの情報 60 60 井



検 討

（1） 

を知る必要があるかを考えます。症例は主に低栄養やサルコペニアを有する高齢

者、消化器がんや血液がんを有する高齢を予定しています。 準備学習：診療録

とは何か、理学療法士が診療録を読む意義について事前に予習しておきましょ

う。 

上 

達

朗 

0 症 例

検 討

（2）  

症 例

検 討

（3） 

学習方法：演習 学習課題：架空の症例を通じて、理学療法評価・治療プログラム

の立案を行います。症例は主に低栄養やサルコペニアを有する高齢者、消化器が

んや血液がんを有する高齢を予定しています。 準備学習：事前に配布された症

例に関する情報で分からない点を調べて、自分の意見をまとめよう。 

60 60 井

上 

達

朗 

44 一 次

救 命

処置 

授業形態：演習 事前事後学習: 一次救命処置に関する資料を読んでおくこと． 60 30 岩

﨑 

隆 

45 熱 傷

と 理

学 療

法 

授業形態：講義 事前事後学習：熱傷診療ガイドライン 〔改訂第 3 版〕

（ https://www.jstage.jst.go.jp/article/jburn/47/Supplement/47_S1/_pdf/-

char/ja）をダウンロードし，S8-S11，S92-98をよく読み，熱傷の重症度，リハ

ビリテーションの必要性について事前に確認しておきましょう． 学習課題：熱

傷について理解し，理学療法士が介入することの重要性を学びます． 

30 60 非

常

勤 

      

      
 

使用図書 ＜書名＞ ＜著者名＞ ＜発行所＞ ＜発行年・価格＞ ＜備考＞ 

教科書 

必ず購入

する書籍 

Crosslink 理学療法学テキス

ト 内部障害理学療法学 

解良武士・他

（編集） 

メジカルビュ

ー社 

2019 年・4,800 円

＋税 

 

参考書 

呼吸理学療法標準手技   循環

器理学療法の理論と技術 改定

第 2 版  がんのリハビリテー

ションマニュアル：周術期から

緩和ケアまで イラストでわか

る内部障害 

千住秀明（監

修） 他  増

田卓・松永篤

彦（編集）  

辻 哲也（編

集）    堀

江淳（編集） 

医学書院   メ

ジカルビュー

社  医学書院   

医歯薬出版 

2008 年・3,200 円

＋税   2020年・

5,800 円 ＋ 税   

2011 年・4,600 円

＋税   2020年・

4,500円＋税 

 

その他の

資料 
授業資料を配付     

 

【評価方法】 再試・追加指導 【履修上の留意点】 

知識理解・技能の確認として小テスト

または課題提示を行う。実技試験（口

頭試問を含む）および定期試験で 60

点以上であることが単位取得におい

て必須である。その点数に小テストま

たは課題、意欲的に取り組む授業態度

等を加味する。評価の割合は、実技試

験（口頭試問を含む）および定期試験

定期試験で合格点に満たなかった場

合は，再試験を行う． 追試験が妥当

と判断した場合においてのみ追試験

を考慮する． 

解剖学、生理学、運動学、内科学など

の関連する科目を復習した上で、授業

に臨むこと。 演習時の服装は、教員

の指示に従うこと。 聴診器は購入し

た自分の聴診器を持参し使用するこ

と。 出席が規定の回数に満たない場

合、定期試験を受験することができな

い。 



90％程度、その他 10％程度とする。 
 

【オフィスアワー・連絡先】 

椿：オフィスアワー 12:10-13:10  E202研究室 tsubaki@nuhw.ac.jp (必ず事前にメールでアポイントメントをとる

こと) 井上：オフィスアワー 12:10-13:10 E203研究室 tatsuro-inoue@nuhw.ac.jp (必ず事前にメールでアポイン

トメントをとること) 岩﨑：オフィスアワー 火曜日 13:10-16:20、金曜日 9:00-10:30、S305 研究室 takashi-

iwasaki@nuhw.ac.jp 田宮：オフィスアワー 9:00-13:10 E1 

〈リハビリテーション学部 理学療法学科〉                  （2022年度） 

科目群 専門専攻科目群 
 

授業科目 理学療法基礎評価学Ⅰ 授業コード 21001000 

担当教員 玉越 敬悟／関根 千恵／池上 諒 
 

対象学年 1年 対象学科 理学療法学科 授業形態 対面・オンデマンド 

開講時期 後期 必修・選択 必修 アクティブラ

ーニング 

該当無し 

単位数 2単位 時間数 60 使用言語 日本語 
 

【STEPSに基づいたディプロマポリシーとの関連性】 

Science＆Art 
Teamwork＆

Leadership 
Empowerment Problem‐solving Self-realization 

科学的知識と技術を

活用する力 

チームワークとリー

ダーシップ 
対象者を支援する力 問題を解決する力 自己実現意欲 

◎ ○ ◎ ○ ◎ 
 

【授業の概要】 

本授業科目では、触察、形態計測、関節可動域検査、徒手筋力検査の意義や基礎知識を伝え、実演を踏まえて基本的技

術を指導する。理学療法士として臨床経験のもつ複数の教員が本科目を担当する。本授業はメディア授業（オンデマ

ンド型）と対面授業の組合せで実施する。 

【授業の目的】 

検査測定による対象者の身体機能の把握は，理学療法評価において，障害像を把握するための重要なプロセスである。

関節や筋の状態を定量的に把握できるようになるために，本授業科目で基本的な検査測定法の知識・技術を学ぶ。 

【学習目標】 

１．代表的な骨のランドマーク・筋肉・末梢神経を触察することができる。 ２．関節可動域検査を行うことができる。 

３．徒手筋力検査法を行うことができる。 ４．形態計測を行うことができる。 
 

回数 授業計画・学習の主題 
授業形態・事前事後学習・ 

学習課題・備考 

事前 

学習 

時間 

（分） 

事後 

学習 

時間 

（分） 

担当教員 

1,2 理学療法評価の基礎  関節可動域検

査(１)：概論 

授業形態：講義（オンデマン

ド） 

30 30 玉越 

3,4 関節可動域検査(２) ・下肢 授業形態：実技（対面）・講義

（オンデマンド） 事前学習：

下肢領域の講義動画で事前学

習を行うこと 事後学習：授業

30 30 玉越 



内で指導された内容をもとに

実技練習に取り組むこと 

5,6 関節可動域検査(３) ・下肢 授業形態：実技（対面）・講義

（オンデマンド） 事前学習：

下肢領域の講義動画で事前学

習を行うこと 事後学習：授業

内で指導された内容をもとに

実技練習に取り組むこと 

30 30 玉越 

7,8 関節可動域検査(４) ・上肢 授業形態：実技（対面）・講義

（オンデマンド） 事前学習：

上肢領域の講義動画で事前学

習を行うこと 事後学習：授業

内で指導された内容をもとに

実技練習に取り組むこと 

30 30 玉越 

9,10 関節可動域検査(５) ・上肢・体幹 授業形態：実技（対面）・講義

（オンデマンド） 事前学習：

上肢・体幹領域の講義動画で

事前学習を行うこと 事後学

習：授業内で指導された内容

をもとに実技練習に取り組む

こと 

30 30 玉越 

11,12 徒手筋力検査法(１) ・下肢 授業形態：実技（対面）・講義

（オンデマンド） 事前学習：

下肢領域の講義動画で事前学

習を行うこと 事後学習：授業

内で指導された内容をもとに

実技練習に取り組むこと 

30 30 池上 

13,14 徒手筋力検査法(２) ・下肢 授業形態：実技（対面）・講義

（オンデマンド） 事前学習：

下肢領域の講義動画で事前学

習を行うこと 事後学習：授業

内で指導された内容をもとに

実技練習に取り組むこと 

30 30 池上 

15,16 徒手筋力検査法(３) ・上肢 授業形態：実技（対面）・講義

（オンデマンド） 事前学習：

上肢領域の講義動画で事前学

習を行うこと 事後学習：授業

内で指導された内容をもとに

実技練習に取り組むこと 

30 30 池上 

17,18 徒手筋力検査法(４) ・上肢 授業形態：実技（対面）・講義

（オンデマンド） 事前学習：

30 30 池上 



上肢領域の講義動画で事前学

習を行うこと 事後学習：授業

内で指導された内容をもとに

実技練習に取り組むこと 

19,20 徒手筋力検査法(５) ・体幹 授業形態：実技（対面）・講義

（オンデマンド） 事前学習：

体幹領域の講義動画で事前学

習を行うこと 事後学習：授業

内で指導された内容をもとに

実技練習に取り組むこと 

30 30 池上 

21,22 触察(１)・下肢 授業形態：実技（対面）・講義

（オンデマンド） 事前学習：

下肢領域の講義動画で事前学

習を行うこと 事後学習：授業

内で指導された内容をもとに

実技練習に取り組むこと 

30 30 関根 

23,24 触察(２)・下肢 授業形態：実技（対面）・講義

（オンデマンド） 事前学習：

下肢領域の講義動画で事前学

習を行うこと 事後学習：授業

内で指導された内容をもとに

実技練習に取り組むこと 

30 30 関根 

25,26 触察(３)・上肢 授業形態：実技（対面）・講義

（オンデマンド） 事前学習：

上肢領域の講義動画で事前学

習を行うこと 事後学習：授業

内で指導された内容をもとに

実技練習に取り組むこと 

30 30 関根 

27,28 触察(４)・上肢・体幹 授業形態：実技（対面）・講義

（オンデマンド） 事前学習：

上肢・体幹領域の講義動画で

事前学習を行うこと 事後学

習：授業内で指導された内容

をもとに実技練習に取り組む

こと 

30 30 関根 

29,30 形態計測 授業形態：実技（対面）・講義

（オンデマンド） 事前学習：

形態計測の講義動画で事前学

習を行うこと 事後学習：授業

内で指導された内容をもとに

実技練習に取り組むこと 

30 30 関根 



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
 

使用図書 ＜書名＞ ＜著者名＞ ＜発行所＞ ＜発行年・価格＞ ＜備考＞ 

教科書 

必ず購入

する書籍 

PT・OT のための測定評価Ⅰ：

ROM 測定 第 2 版  新・徒手

筋力検査法 原著第 10 版 運

動療法のための機能解剖的触

診技術 上肢 改訂第 2版 運

動療法のための機能解剖的触

診技術 下肢・体幹 改訂第 2

版 

福 田  修 

Dale Avers 

林 典雄 

三輪書店 協同

医書出版社 メ

ジカルビュー

社 

2010 ・ 3990+ 税 

2020 ・ 8580+ 税 

2011・6156 円（税

込） 

 

参考書      

その他の

資料 
     

 

【評価方法】 再試・追加指導 【履修上の留意点】 

実技試験と筆記試験ともに 6 割以上

の得点を合格基準とする．成績は実技

試験６0％，筆記試験４０％で評価す

る． 

筆記試験・実技試験ともに再試験を実

施する。再試験の様式や追加指導につ

いては、該当者に別途連絡する。 

解剖学の復習を十分に行って臨むこ

と 

 

【オフィスアワー・連絡先】 

玉越敬悟：オフィスアワー 火・木・金：16:00～18:00，連絡先：tamakoshi@nuhw.ac.jp 関根千恵：オフィスアワー 

水 ：12:00～14:00，木・金：15:00～17:00，連絡先 ：sekine@nuhw.ac.jp 池上諒：オフィスアワー 火・水：16：00-

18：00 木：14：00-16：00 連絡先：ikegami@nuhw.ac.jp 



                 （2022年度） 

科目群 ［◇1-2年生］専門専攻科目群 
 

授業科目 理学療法基礎評価学Ⅱ 授業コード 21002000 

担当教員 大鶴 直史／長坂 和明／北谷 亮輔 
 

対象学年 2年 対象学科 理学 授業形態 対面・同時双方向 

開講時期 前期 必修・選択 必修 アクティブラ

ーニング 

PBL／グループワーク／デ

ィスカッション 

単位数 2単位 時間数 60 使用言語 日本語 
 

【STEPSに基づいたディプロマポリシーとの関連性】 

Science＆Art 
Teamwork＆

Leadership 
Empowerment Problem‐solving Self-realization 

科学的知識と技術を

活用する力 

チームワークとリー

ダーシップ 
対象者を支援する力 問題を解決する力 自己実現意欲 

◎ ◎ 〇 ◎ 〇 
 

【授業の概要】 

理学療法の治療を実施する際、患者さんの問題点に対し的確にアプローチする必要性がある。その問題点の所在や程

度を把握するためには、理学療法評価が必須である。本授業では、まず対象者との接遇の重要性を理解したうえで、各

種検査測定法の手順と各結果の関連性や解釈の仕方を学習する。理学療法士の実務経験をもつ教員が担当する。 本授

業は、実技演習以外の授業はメディア授業（同時双方向型）で実施します。 

【授業の目的】 

各種検査測定方法の基礎的な知識と実施手順を修得し評価全体の流れを把握する。そして、理学療法評価や治療を実

施するうえで、医療面接や情報収集、評価結果の統合と解釈が重要であることを理解する。 

【学習目標】 

オリエンテーションも含めて、各種検査測定方法の手順に慣れ、結果の正しい解釈と説明ができる。そして、各評価結

果や医学的情報などの結果を統合し問題点抽出までの思考過程が重要であることを理解する。また、カルテの記載方

法や症例報告書の書き方を通じて、思考過程のまとめ方を学ぶ。 
 

回数 授業計画・学習の主題 
授業形態・事前事後学習・ 

学習課題・備考 

事前 

学習 

時間 

（分） 

事後 

学習 

時間 

（分） 

担当教員 

1,2 理学療法評価の展開 授業形態：講義 事前学習：教

科書（リハビリテーション基

礎評価学）第 1 章および第 2

章を熟読しておくこと 事後

学習：教科書の該当部分と授

業配布資料を用いて、復習す

ること 

30 30 長坂 和明 

3,4 バイタルサインとリスク管理 授業形態：講義および演習 事

前学習：教科書（リハビリテ

ーション基礎評価学）第 3 章

①を熟読しておくこと 事後

30 30 大鶴 直史 



学習：教科書の該当部分と授

業配布資料を用いて、復習す

ること 

5,6 神経系検査（協調性検査） 授業形態：講義および演習 事

前学習：教科書（リハビリテ

ーション基礎評価学）第 5 章

⑨を熟読しておくこと 事後

学習：教科書の該当部分と授

業配布資料を用いて、復習す

ること 

30 30 大鶴 直史 

7,8 神経系検査（感覚検査） 授業形態：講義および演習 事

前学習：教科書（リハビリテ

ーション基礎評価学）第 5 章

②を熟読しておくこと 事後

学習：教科書の該当部分と授

業配布資料を用いて、復習す

ること 

30 30 大鶴 直史 

9,10 神経系検査（疼痛検査） 授業形態：講義および演習 事

前学習：教科書（リハビリテ

ーション基礎評価学）第２章

⑪を熟読しておくこと 事後

学習：教科書の該当部分と授

業配布資料を用いて、復習す

ること 

30 30 大鶴 直史 

11,12 神経系検査（反射検査） 授業形態：講義および演習 事

前学習：教科書（リハビリテ

ーション基礎評価学）第 5 章

④を熟読しておくこと 事後

学習：教科書の該当部分と授

業配布資料を用いて、復習す

ること 

30 30 北谷 亮輔 

13,14 神経系検査（麻痺機能検査①） 授業形態：講義および演習 事

前学習：教科書（PT・OTのた

めの測定評価 DVD series7）

第 1 章を熟読しておくこと 

事後学習：教科書の該当部分

と授業配布資料を用いて、復

習すること 

30 30 北谷 亮輔 

15,16 神経系検査（麻痺機能検査②） 授業形態：講義および演習 事

前学習：配布されたプリント

に従って，予習をすること 事

30 30 北谷 亮輔 



後学習：教科書の該当部分と

授業配布資料を用いて、復習

すること 

17,18 神経系検査（バランス検査） 授業形態：講義および演習 事

前学習：教科書（リハビリテ

ーション基礎評価学）第 5 章

⑧を熟読しておくこと 事後

学習：教科書の該当部分と授

業配布資料を用いて、復習す

ること 

30 30 北谷 亮輔 

19,20 神経系検査（筋緊張検査） 授業形態：講義および演習 事

前学習：教科書（リハビリテ

ーション基礎評価学）第 5⑤

を熟読しておくこと 事後学

習：教科書の該当部分と授業

配布資料を用いて、復習する

こと 

30 30 長坂 和明 

21,22 姿勢・動作分析（姿勢分析） 授業形態：講義および演習 事

前学習：教科書（姿勢・動作・

歩行分析）第 1 章を熟読して

おくこと 事後学習：教科書の

該当部分と授業配布資料を用

いて、復習すること 

30 30 長坂 和明 

23,24 姿勢・動作分析（基本動作分析） 授業形態：講義および演習 事

前学習：教科書（姿勢・動作・

歩行分析）第 1 章を熟読して

おくこと 事後学習：教科書の

該当部分と授業配布資料を用

いて、復習すること 

30 30 長坂 和明 

25,26 姿勢・動作分析（歩行分析） 授業形態：講義および演習 事

前学習：教科書（姿勢・動作・

歩行分析）第 1 章を熟読して

おくこと 事後学習：教科書の

該当部分と授業配布資料を用

いて、復習すること 

30 30 長坂 和明 

27,28 各種画像を含めたカルテからの情報

収集 

授業形態：講義 事前学習：配

布されたプリントに従って、

予習をすること 事後学習：教

科書の該当部分と授業配布資

料を用いて、復習すること 

30 30 大鶴 直史 

29,30 神経系検査（脳神経機能検査） 授業形態：講義 事前学習：教 30 30 北谷 亮輔 



科書（リハビリテーション基

礎評価学）第 3 章②を熟読し

ておくこと 事後学習：教科書

の該当部分と授業配布資料を

用いて、復習すること 
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【評価方法】 再試・追加指導 【履修上の留意点】 

実技試験（５０％）および筆記試験（５

０％）の合計点で評価する。 

筆記試験、実技試験ともに再試験を 1

回実施する。 

対象者は、急性期で精神的にショック

期であったり、高齢者であることが想

定されます。したがって、検査測定の

技術に関しては、実施手順だけでなく

オリエンテーションも含めて、対象者

に合わせた接遇態度が求められます。

授業でも適切なオリエンテーション

が実施できるよう心掛けてください。 
 

【オフィスアワー・連絡先】 

【大鶴】毎週水曜日 12:00-13:10、otsuru@nuhw.ac.jp 【長坂】毎週月・水曜日 12:00-13:10、nagasaka@nuhw.ac.jp 



【北谷】毎週月・水曜日 12:00-13:10、ryosuke-kitatani@nuhw.ac.jp 



                 （2022年度） 

科目群 専門専攻科目 
 

授業科目 筋骨格系理学療法学 授業コード 21002600 

担当教員 菊元 孝則／平林 怜 
 

対象学年 2年 対象学科 理学 授業形態 対面・同時双方向 

開講時期 後期 必修・選択 必修 アクティブラ

ーニング 

グループワーク／ディスカ

ッション／ディベート／プ

レゼンテーション 

単位数 3単位 時間数 90 使用言語 日本語 
 

【STEPSに基づいたディプロマポリシーとの関連性】 

Science＆Art 
Teamwork＆

Leadership 
Empowerment Problem‐solving Self-realization 

科学的知識と技術を

活用する力 

チームワークとリー

ダーシップ 
対象者を支援する力 問題を解決する力 自己実現意欲 

◎ ◎ ○ ○ ◎ 
 

【授業の概要】 

筋骨格系障害のうち、主に保存療法で対応する疾患、スポーツ外傷・障害に対する理学療法について講義・演習を通し

て学習する。講義では、筋骨格系障害に対する理学療法の総論、各組織の治癒過程、各疾患の病態について理解する。

演習では、各疾患の病態・診断・評価・治療についてグループワークを通して発表・討論を行う。また、徒手検査、運

動療法について実技演習を通して学ぶ。理学療法士としての実務経験をもつ教員が担当する。 本授業はメディア授業

（同時双方向型）と対面授業の組合せで実施します。 

【授業の目的】 

・臨床実習および臨床・スポーツ現場活動で対応することの多い筋骨格系障害に対して正しい知識と徒手検査、運動

療法をもって理学療法を実施するため。 ・疾患・病態に合わせた障害部位に対して正しい徒手検査・運動療法を選択・

実施するため。  ・筋骨格系障害の病態把握、リスク管理、治療計画・目標の立案の一助とするため。 

【学習目標】 

・外傷と障害の違いを説明することができる。 ・創傷・骨・筋・靱帯・神経の組織治癒の過程を分かりやすく説明す

ることができる。 ・筋骨格系障害の病態・評価・治療について説明することができる。 ・筋骨格系障害に対して正し

い検査を選択することができる。 ・筋骨格系障害に対して正確に検査を実施することができる。 ・筋骨格系障害に対

して正しい運動療法を選択することができる。 ・筋骨格系障害に対して正確に運動療法を実施することができる。 ・

協調してグループワークに取り組むことができる。 ・他者に分かりやすく発表することができる。 ・積極的に討論に

参加することができる。 ・徒手検査・運動療法を分かりやすく実演することができる。 
 

回数 授業計画・学習の主題 
授業形態・事前事後学習・ 

学習課題・備考 

事前 

学習 

時間 

（分） 

事後 

学習 

時間 

（分） 

担当教員 

1・2 オリエンテーション、筋骨格系理学療

法総論 

＜授業形態＞講義・演習（グ

ループワーク） ＜学習課題＞ 

筋骨格系理学療法に取り組む

意義を理解する。外傷と障害

の違いを理解し、説明できる。

 60 菊元／平林 



各疾患の病態・診断・評価・

治療・理学療法について理解

し、説明するための情報収集

の方法を学ぶ。 

3・4 組織治癒（創傷、骨、筋腱、靭帯） ＜授業形態＞講義・演習（グ

ループワーク） ＜学習課題＞

創傷の組織治癒過程について

理解する。骨・軟骨・筋・腱・

靭帯といった各疾患に応じた

組織の治癒過程を考慮して評

価・治療・理学療法について

説明できる。 ＜事前学習＞組

織治癒について配布資料を熟

読する。 

60 60 菊元／平林 

5・6 足関節疾患の病態・診断・評価・治療 ＜授業形態＞講義・演習（グ

ループワーク） ＜学習課題＞

足関節の構造と機能を理解

し、足関節疾患の病態・診断・

評価・治療・理学療法につい

て理解し、説明できる。 ＜事

前学習＞筋骨格系キネシオロ

ジーの第 1章、教科書 53～60、

121～131、403～430ページを

熟読する。 

60 60 菊元／平林 

7・8 膝関節疾患の病態・診断・評価・治療 ＜授業形態＞講義・演習（グ

ループワーク） ＜学習課題＞

膝関節の構造と機能を理解

し、膝関節疾患の病態・診断・

評価・治療・理学療法につい

て理解し、説明できる。 ＜事

前学習＞筋骨格系キネシオロ

ジーの第 2章、教科書 41～46、

108～114、309～368ページを

熟読する。 

60 60 菊元／平林 

9・10 足部・下腿部疾患の病態・診断・評価・

治療 

＜授業形態＞講義・演習（グ

ループワーク） ＜学習課題＞

足部・下腿部の構造と機能を

理解し、足部・下腿部疾患の

病態・診断・評価・治療・理

学療法について理解し、説明

できる。 ＜事前学習＞筋骨格

60 60 菊元／平林 



系キネシオロジーの第 3 章、

教科書 47～52、62～68、115～

120、128～158、369～402、431

～458ページを熟読する。 

11・12 股関節疾患の病態・診断・評価・治療 ＜授業形態＞講義・演習（グ

ループワーク） ＜学習課題＞

股関節の構造と機能を理解

し、股関節疾患の病態・診断・

評価・治療・理学療法につい

て理解し、説明できる。 ＜事

前学習＞筋骨格系キネシオロ

ジーの第 4章、教科書 29～40、

99～107、187～202 ページを

熟読する。 

60 60 菊元／平林 

13・14 腰部疾患の病態・診断・評価・治療 ＜授業形態＞講義・演習（グ

ループワーク） ＜学習課題＞

腰部の構造と機能を理解し、

腰部疾患の病態・診断・評価・

治療・理学療法について理解

し、説明できる。 ＜事前学習

＞教科書 8～11、74～77、170

～186ページを熟読する。 

60 60 菊元／平林 

15・16 頸部疾患の病態・診断・評価・治療 ＜授業形態＞講義・演習（グ

ループワーク） ＜学習課題＞

頸部の構造と機能を理解し、

頸部疾患の病態・診断・評価・

治療・理学療法について理解

し、説明できる。 ＜事前学習

＞教科書 2～7、70～73、160～

169ページを熟読する。 

60 60 菊元／平林 

17・18 肩甲帯・胸郭部疾患の病態・診断・評

価・治療 

＜授業形態＞講義・演習（グ

ループワーク） ＜学習課題＞

肩甲帯・胸郭部の構造と機能

を理解し、肩甲帯・胸郭部疾

患の病態・診断・評価・治療・

理学療法について理解し、説

明できる。 ＜事前学習＞教科

書 12～18、78～85ページを熟

読する。 

60 60 菊元／平林 

19・20 肩関節疾患の病態・診断・評価・治療 ＜授業形態＞講義・演習（グ

ループワーク） ＜学習課題＞

60 60 菊元／平林 



肩関節の構造と機能を理解

し、肩関節の病態・診断・評

価・治療・理学療法について

理解し、説明できる。 ＜事前

学習＞教科書 203～248 ペー

ジを熟読する。 

21・22 肘関節疾患の病態・診断・評価・治療 ＜授業形態＞講義・演習（グ

ループワーク） ＜学習課題＞

肘関節の構造と機能を理解

し、肘関節疾患の病態・診断・

評価・治療・理学療法につい

て理解し、説明できる。 ＜事

前学習＞教科書 19～23、86～

92、249～269ページを熟読す

る。 

60 60 菊元／平林 

23・24 手関節・手指疾患の病態・診断・評価・

治療 

＜授業形態＞講義・演習（グ

ループワーク） ＜学習課題＞

手関節・手指の構造と機能を

理解し、手関節・手指疾患の

病態・診断・評価・治療・理

学療法について理解し、説明

できる。 ＜事前学習＞教科書

24～28、93～98、270～308ペ

ージを熟読する。 

60 60 菊元／平林 

25・26 まとめ、筋骨格系障害の徒手検査・運

動療法のオリエンテーション 

＜授業形態＞講義・演習（グ

ループワーク） ＜学習課題＞

筋骨格系理学療法の対象疾患

の病態・診断・評価・治療・

理学療法について理解し、説

明できる。実技演習の実施に

あたりその意義を理解する。 

 60 菊元／平林 

27・28 足関節・足部疾患に対する徒手検査・

運動療法 

＜授業形態＞実技演習 ＜学

習課題＞足関節・側部疾患に

対して正しい検査・運動療法

を選択し、正確に検査・運動

療法を実施することができ

る。 ＜事前学習＞運動療法の

ための機能解剖学的触診技術 

下肢・体幹の 54～87、118～

134、227～267 について確認

する。 

60 60 菊元／平林 



29・30 膝関節疾患に対する徒手検査・運動療

法 

＜授業形態＞実技演習 ＜学

習課題＞膝関節疾患に対して

正しい検査・運動療法を選択

し、正確に検査・運動療法を

実施することができる。 ＜事

前学習＞運動療法のための機

能解剖学的触診技術 下肢・体

幹の 30～53、92～117 につい

て確認する 

60 60 菊元／平林 

31・32 膝関節疾患に対する徒手検査・運動療

法 

＜授業形態＞実技演習 ＜学

習課題＞膝関節疾患に対して

正しい検査・運動療法を選択

し、正確に検査・運動療法を

実施することができる。 ＜事

前学習＞運動療法のための機

能解剖学的触診技術 下肢・体

幹の 180～222 について確認

する 

60 60 菊元／平林 

33・34 股関節疾患に対する徒手検査・運動療

法 

＜授業形態＞実技演習 ＜学

習課題＞股関節疾患に対して

正しい検査・運動療法を選択

し、正確に検査・運動療法を

実施することができる。 ＜事

前学習＞運動療法のための機

能解剖学的触診技術 下肢・体

幹の 2～29、88～91、140～179

について確認する。 

60 60 菊元／平林 

35・36 腰部・頸部疾患に対する徒手検査・運

動療法 

＜授業形態＞実技演習 ＜学

習課題＞腰部疾患に対して正

しい検査・運動療法を選択し、

正確に検査・運動療法を実施

することができる。 ＜事前学

習＞運動療法のための機能解

剖学的触診技術 下肢・体幹の

295～311について確認する。 

60 60 菊元／平林 

37・38 肩関節疾患に対する運動療法 ＜授業形態＞実技演習 ＜学

習課題＞肩関節疾患に対して

正しい検査・運動療法を選択

し、正確に検査・運動療法を

実施することができる。 ＜事

前学習＞運動療法のための機

60 60 菊元／平林 



能解剖学的触診技術 上肢の

肩関節に関わる骨・靭帯・筋

について確認する。 

39・40 肘関節疾患に対する徒手検査・運動療

法 

＜授業形態＞実技演習 ＜学

習課題＞肘関節疾患に対して

正しい検査・運動療法を選択

し、正確に検査・運動療法を

実施することができる。 ＜事

前学習＞運動療法のための機

能解剖学的触診技術 上肢の

肘関節に関わる骨・靭帯・筋

について確認する。 

60 60 菊元／平林 

41・42 手関節疾患に対する徒手検査・運動療

法 

＜授業形態＞実技演習 ＜学

習課題＞手関節疾患に対して

正しい検査・運動療法を選択

し、正確に検査・運動療法を

実施することができる。 ＜事

前学習＞運動療法のための機

能解剖学的触診技術 上肢の

手関節に関わる骨・靭帯・筋

について確認する。 

60 60 菊元／平林 

43・44 運動療法の実践 ＜授業形態＞実技演習 ＜学

習課題＞筋骨格系理学両方の

対象疾患に対して運動療法を

正しく実施するための要点、

注意点について理解し、実施

することができる。 ＜事前学

習＞運動療法のための機能解

剖学的触診技術に関わる骨・

靭帯・筋について確認する。 

60 60 菊元／平林 

45 まとめ ＜授業形態＞実技演習 ＜学

習課題＞筋骨格系理学両方の

対象疾患に対する検査・運動

療法を分かりやすく実演する

ための要点、注意点について

理解し、実演することができ

る。 ＜事前学習＞全授業の内

容について復習と確認をす

る。 

60 60 菊元／平林 
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【評価方法】 再試・追加指導 【履修上の留意点】 

小テスト、グループワーク、実技テス

ト、期末試験の総合点で評価し、60%

以上の得点を合格とする。 但し、実

技テスト、期末試験で共に基準値に満

たない場合は不合格とする。 

実技テスト、期末試験共に、本試験結

果が基準値に満たない場合は再試験

を実施する。 また追加指導が必要な

場合は、あらかじめ担当教員と連絡を

とりスケジュール等を決めること。 

実技演習は徒手検査・運動療法を実施

しやすい服装（Tシャツ・短パン）で

参加してください。 臨床実習と同様

の服装・態度・心構えで参加してくだ

さい。 
 

【オフィスアワー・連絡先】 

＜オフィスアワー＞ 菊元: E206 月・水・金 10：40～12：10 平林: E207 火〜金 10:40〜16:20 ※不在時はメール

にて連絡してください ＜メール＞ 菊元: kikumoto@nuhw.ac.jp 平林: hirabayashi@nuhw.ac.jp 



                 （2022年度） 

科目群 理学療法学科／ ［◇1-2年生］専門専攻科目群 
 

授業科目 整形外科理学療法学 授業コード 21003100 

担当教員 相馬 俊雄／江玉 睦明／横田 裕丈 
 

対象学年 2年 対象学科 理学 授業形態 対面・同時双方向 

開講時期 後期 必修・選択 必修 アクティブラ

ーニング 

PBL 

単位数 3単位 時間数 90 使用言語 日本語 
 

【STEPSに基づいたディプロマポリシーとの関連性】 

Science＆Art 
Teamwork＆

Leadership 
Empowerment Problem‐solving Self-realization 

科学的知識と技術を

活用する力 

チームワークとリー

ダーシップ 
対象者を支援する力 問題を解決する力 自己実現意欲 

◎ ◎ ○ ○ ◎ 
 

【授業の概要】 

整形外科疾患に対する理学療法を実施するために、病態・障害の回復過程について理解できるように学習します。ま

た、整形外科疾患における理学療法評価、治療技術、リスク管理、予防について演習を通して学習します。また、理学

療法士として臨床経験のもつ複数の教員が本科目を担当する。 【本授業はメディア授業（同時双方向型）と対面授業

の組み合わせ）で実施します】 同時双方向型は，Zoomまたは Teamsで行います。 

【授業の目的】 

整形外科疾患に対する理学療法を実施するために、病態・障害の回復過程について理解する。また、整形外科疾患にお

ける理学療法評価、治療技術、リスク管理、予防について習得する。 

【学習目標】 

1．整形外科疾患の病態・障害の回復過程について説明することができる。 2．整形外科疾患の回復時期に対応した評

価を列挙して選択できる。 3．整形外科疾患の回復時期に対応した評価を計画して実施できる。 4．整形外科疾患の

回復過程に対応した治療技術を列挙して選択できる。 5．整形外科疾患の回復過程に対応した治療技術を計画して実

施できる。 6．整形外科疾患におけるリスク管理や予防について説明することができる。 
 

回数 授業計画・学習の主題 
授業形態・事前事後学習・ 

学習課題・備考 

事前 

学習 

時間 

（分） 

事後 

学習 

時間 

（分） 

担当教員 

1・2 整形外科疾患の病態・障害の回復過程 授業形態：講義 事前学習：当

該授業テーマの資料収集を行

う。 事後学習：当該授業テー

マおよび配布資料に基づき復

習を行う。 学習課題：整形外

科疾患の病態・障害の回復過

程について調べ、理解を深め

る。 

30 60 相馬 俊雄 

3・4 高齢者の身体機能と疾患、リスク管

理、予防 

授業形態：講義 事前学習：当

該授業テーマの資料収集を行

30 60 相馬 俊雄 



う。 事後学習：当該授業テー

マおよび配布資料に基づき復

習を行う。 学習課題：高齢者

の身体機能と疾患、リスク管

理、予防について調べ、理解

を深める。 

5・6 運動療法（関節可動域運動、ストレッ

チ、筋力トレーニングなど）の理論 

授業形態：講義 事前学習：当

該授業テーマの資料収集を行

う。 事後学習：当該授業テー

マおよび配布資料に基づき復

習を行う。 学習課題：運動療

法（関節可動域運動、ストレ

ッチ、筋力トレーニングなど）

の理論について調べ、理解を

深める。 

30 60 相馬 俊雄 

7・8 股関節疾患における評価と治療 授業形態：講義 事前学習：当

該授業テーマの資料収集を行

う。 事後学習：当該授業テー

マおよび配布資料に基づき復

習を行う。 学習課題：股関節

疾患における評価と治療につ

いて調べ，理解を深める。 

30 60 相馬 俊雄 

9・10 膝関節疾患における評価と治療 授業形態：講義 事前学習：当

該授業テーマの資料収集を行

う。 事後学習：当該授業テー

マおよび配布資料に基づき復

習を行う。 学習課題：膝関節

疾患における評価と治療につ

いて調べ，理解を深める。 

30 60 江玉 睦明 

11・12 足関節疾患における評価と治療 授業形態：講義 事前学習：当

該授業テーマの資料収集を行

う。 事後学習：当該授業テー

マおよび配布資料に基づき復

習を行う。 学習課題：足関節

疾患における評価と治療につ

いて調べ、理解を深める。 

30 60 江玉 睦明 

13・14 肩関節疾患における評価と治療 授業形態：講義 事前学習：当

該授業テーマの資料収集を行

う。 事後学習：当該授業テー

マおよび配布資料に基づき復

習を行う。 学習課題：肩関節

30 60 横田 裕丈 



疾患における評価と治療につ

いて調べ，理解を深める。 

15・16 脊柱疾患における評価と治療 授業形態：講義 事前学習：当

該授業テーマの資料収集を行

う。 事後学習：当該授業テー

マおよび配布資料に基づき復

習を行う。 学習課題：脊柱疾

患における評価と治療につい

て調べ、理解を深める。 

30 60 横田 裕丈 

17・18 整形外科疾患における運動療法（総

論） 

授業形態：演習：オリエンテ

ーション 事前学習：当該授業

テーマの資料収集を行う。 事

後学習：当該授業テーマおよ

び配布資料に基づき復習を行

う。 学習課題：四肢関節の動

かし方について調べ，理解を

深める。 

30 60 相馬 俊雄 

19・20 整形外科疾患における評価 1 授業形態：演習 事前学習：当

該授業テーマの資料収集を行

う。 事後学習：当該授業テー

マおよび配布資料に基づき復

習を行う。 学習課題：触診（下

肢の筋、骨のランドマーク）

について調べ、理解を深める。 

30 60 江玉 睦明 

21・22 整形外科疾患における評価 2 授業形態：演習 事前学習：当

該授業テーマの資料収集を行

う。 事後学習：当該授業テー

マおよび配布資料に基づき復

習を行う。 学習課題：姿勢分

析、動作分析について調べ、

理解を深める。 

30 60 相馬 俊雄 

23・24 股関節疾患の検査・評価 授業形態：演習 事前学習：当

該授業テーマの資料収集を行

う。 事後学習：当該授業テー

マおよび配布資料に基づき復

習を行う。 学習課題：股関節

疾患の検査・評価、問題点抽

出、治療プログラム立案につ

いて調べ、理解を深める。 

30 60 相馬 俊雄 

25・26 膝関節疾患の検査・評価 授業形態：演習 事前学習：当

該授業テーマの資料収集を行

30 60 江玉 睦明 



う。 事後学習：当該授業テー

マおよび配布資料に基づき復

習を行う。 学習課題：膝関節

疾患の検査・評価、問題点抽

出、治療プログラム立案につ

いて調べ，理解を深める。 

27・28 足関節疾患の検査・評価 授業形態：演習 事前学習：当

該授業テーマの資料収集を行

う。 事後学習：当該授業テー

マおよび配布資料に基づき復

習を行う。 学習課題：足関節

疾患の検査・評価、問題点抽

出、治療プログラム立案につ

いて調べ、理解を深める。 

30 60 江玉 睦明 

29・30 整形外科疾患における運動療法 1 授業形態：演習 事前学習：当

該授業テーマの資料収集を行

う。 事後学習：当該授業テー

マおよび配布資料に基づき復

習を行う。 学習課題：下肢関

節の関節可動域運動について

調べ、理解を深める。 

30 60 江玉 睦明 

31・32 整形外科疾患における運動療法 2 授業形態：演習 事前学習：当

該授業テーマの資料収集を行

う。 事後学習：当該授業テー

マおよび配布資料に基づき復

習を行う。 学習課題：下肢筋

に対するストレッチングにつ

いて調べ、理解を深める。 

30 60 江玉 睦明 

33・34 整形外科疾患における運動療法 3 授業形態：演習 事前学習：当

該授業テーマの資料収集を行

う。 事後学習：当該授業テー

マおよび配布資料に基づき復

習を行う。 学習課題：下肢筋

に対する筋力トレーニングに

ついて調べ、理解を深める。 

30 60 江玉 睦明 

35・36 整形外科疾患における運動療法 4 授業形態：演習 事前学習：当

該授業テーマの資料収集を行

う。 事後学習：当該授業テー

マおよび配布資料に基づき復

習を行う。 学習課題：運動療

法（バランストレーニング、

30 60 横田 裕丈 



自主トレーニングを含む）に

ついて調べ、理解を深める。 

37・38 整形外科疾患の急性期におけるリス

ク管理 

授業形態：演習 事前学習：当

該授業テーマの資料収集を行

う。 事後学習：当該授業テー

マおよび配布資料に基づき復

習を行う。 学習課題：整形外

科疾患の術前・術後における

リスク管理について調べ、理

解を深める。 

30 60 相馬 俊雄 

39・40 肩関節疾患における評価 授業形態：演習 事前学習：当

該授業テーマの資料収集を行

う。 事後学習：当該授業テー

マおよび配布資料に基づき復

習を行う。 学習課題：肩関節

疾患の評価，問題点抽出、治

療プログラム立案について調

べ、理解を深める。 

30 60 横田 裕丈 

41・42 肩関節疾患における治療技術 授業形態：演習 事前学習：当

該授業テーマの資料収集を行

う。 事後学習：当該授業テー

マおよび配布資料に基づき復

習を行う。 学習課題：肩関節

疾患の治療手技、運動療法に

ついて調べ、理解を深める。 

30 60 横田 裕丈 

43・44 脊柱疾患における評価 授業形態：演習 事前学習：当

該授業テーマの資料収集を行

う。 事後学習：当該授業テー

マおよび配布資料に基づき復

習を行う。 学習課題：脊柱疾

患の評価（姿勢分析）、問題点

抽出、治療プログラム立案に

ついて調べ、理解を深める。 

30 60 横田 裕丈 

45 脊柱疾患における治療技術 授業形態：演習 事前学習：当

該授業テーマの資料収集を行

う。 事後学習：当該授業テー

マおよび配布資料に基づき復

習を行う。 学習課題：脊柱疾

患の治療手技、運動療法につ

いて調べ、理解を深める。 

30 60 横田 裕丈 
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参考書 講義・演習時に配布する     

その他の

資料 
     

 

【評価方法】 再試・追加指導 【履修上の留意点】 

成績：筆記試験（70%）・実技試験（30%） 

＊筆記試験、実技試験において、相馬、

江玉、横田のすべて合格基準を満たさ

なければ不合格とする。 

再試験（筆記試験・実技試験）は実施

するが，再々試験は実施しない． 

・演習時は、ケーシーを着用するこ

と。 ・ケーシーの下には、短パン、T

シャツを着用すること。 

 

【オフィスアワー・連絡先】 

【相馬】（日時）火・木の 14時～18時、 （研究室）E棟 201a 、（連絡先：E-mail）soma@nuhw.ac.jp 【江玉】（日時）

月・金の 12時～13時、 （研究室）E棟 215、 （連絡先：E-mail）edama@nuhw.ac.jp 【横田】（日時）火 9時～11時、

金 13時～16時、（研究室）E棟 110、 （連絡先：E-mail）yokota@nuhw.ac.jp 



                 （2022年度） 

科目群 専門専攻科目群 
 

授業科目 中枢神経系理学療法学 授業コード 21003600 

担当教員 犬飼 康人／齊藤 慧／小島 翔 
 

対象学年 3年 対象学科 理学療法 授業形態 対面・同時双方向・オンデマ

ンド 

開講時期 前期 必修・選択 必修 アクティブラ

ーニング 

PBL／グループワーク／デ

ィスカッション／プレゼン

テーション 

単位数 4単位 時間数 120 使用言語 日本語 
 

【STEPSに基づいたディプロマポリシーとの関連性】 

Science＆Art 
Teamwork＆

Leadership 
Empowerment Problem‐solving Self-realization 

科学的知識と技術を

活用する力 

チームワークとリー

ダーシップ 
対象者を支援する力 問題を解決する力 自己実現意欲 

◎ ○ ◎ ○ ○ 
 

【授業の概要】 

理学療法士として臨床経験をもつ複数の教員が担当する．講義では、中枢神経（脳・脊髄）の構造・機能を理解し、脳

卒中・脊髄損傷・小児疾患の理学療法評価と理学療法のエビデンスについて学習する。さらに、評価・臨床実習で必要

となる問題点の抽出・統合解釈・治療プログラムの立案について、グループワーク・レポート作成を通して理解する。

また、実技演習を通して脳卒中患者に対する評価ならび運動療法を修得する。 

【授業の目的】 

中枢神経系疾患の病態や加療時期の違いによる理学療法を理解し、必要な検査項目を列挙、および選択できるための

基礎知識を修得する。さらに、理学療法の実践につながる基礎的な技術を身につける。 

【学習目標】 

１．脳の機能や障害により出現する症状 ２．脳血管疾患患者、脊髄損傷患者、小児疾患の病態と合併症 ３．現在の理

学療法に関わるエビデンスや国内外のガイドライン ４．脳卒中片麻痺者の症状を理解し、適切な評価項目の列挙 ５．

評価結果に対して統合と解釈を行い、治療プログラムの立案 上記 5点を理解し、実践できるようになることが本授業

の到達目標である。 
 

回数 授業計画・学習の主題 
授業形態・事前事後学習・ 

学習課題・備考 

事前 

学習 

時間 

（分） 

事後 

学習 

時間 

（分） 

担当教員 

1 オリエンテーション，中枢神経系理学

療法の基礎知識 

オリエンテーション、講義 事

前学習：神経理学療法学第 2

版の「中枢神経系の構造と機

能」を読んでおくこと。事後

学習：授業資料の復習を行い、

授業時に出される課題に取り

組む。 

30 60 犬飼 

2 脳血管障害の病態（脳卒中，頭部外傷， 講義 事前学習：神経理学療法 30 60 犬飼 



その他） 学第 2 版の「脳卒中の病態と

リスク管理」を読んでおくこ

と。事後学習：授業資料の復

習を行い、授業時に出される

課題に取り組む。 

3 脳画像と各種経路の把握 講義 事前学習：神経理学療法

学第 2 版の「脳画像と各種経

路の把握」を読んでおくこと。

事後学習：授業資料の復習を

行い、授業時に出される課題

に取り組む。 

30 60 小島 

4 脳の可塑性，脳卒中の回復メカニズム 講義 事前学習：神経理学療法

学第 2 版の「脳卒中の回復メ

カニズム」を読んでおくこと。

事後学習：授業資料の復習を

行い、授業時に出される課題

に取り組む。 

30 60 小島 

5 運動麻痺の理解と理学療法 講義 事前学習：神経理学療法

学第 2版の「運動麻痺」「異常

筋緊張」を読んでおくこと。

事後学習：授業資料の復習を

行い、授業時に出される課題

に取り組む。 

30 60 犬飼 

6 感覚障害の理解と理学療法 講義 事前学習：神経理学療法

学第 2 版の「感覚障害」を読

んでおくこと。事後学習：授

業資料の復習を行い、授業時

に出される課題に取り組む。 

30 60 小島 

7 高次脳機能障害の理解と理学療法 講義 事前学習：神経理学療法

学第 2 版の「神経ネットワー

クと高次脳機能障害」「身体失

認，病態失認」「半側空間無視」

「失行」「注意・遂行機能障害」

を読んでおくこと。事後学習：

授業資料の復習を行い、授業

時に出される課題に取り組

む。 

30 60 齊藤 

8 脳卒中の合併症 講義 事前学習：神経理学療法

学第 2版の「痛み」「二次的機

能障害（関節可動域制限な

ど）」を読んでおくこと。事後

30 60 小島 



学習：授業資料の復習を行い、

授業時に出される課題に取り

組む。 

9 脳卒中患者の評価 講義 事前学習：神経理学療法

学第 2 版の「脳卒中の障害構

造」を読んでおくこと。事後

学習：授業資料の復習を行い、

授業時に出される課題に取り

組む。 

30 60 齊藤 

10 脳卒中患者に対する物理療法の基礎

① 

講義 事後学習：授業資料の復

習を行い、授業時に出される

課題に取り組む。 

0 60 齋藤 

11 脳卒中患者に対する物理療法の基礎

② 

講義 事後学習：授業資料の復

習を行い、授業時に出される

課題に取り組む。 

0 60 小島 

12 脳卒中患者のバランス障害、歩行障害

の評価と治療 

講義 事前学習：神経理学療法

学第 2 版の「姿勢定位障害」

「姿勢バランス障害」「歩行障

害」を読んでおくこと。事後

学習：授業資料の復習を行い、

授業時に出される課題に取り

組む。 

30 60 犬飼 

13-14 脳卒中患者に対する理学療法の実際

① 

講義 事後学習：授業資料の復

習を行い、授業時に出される

課題に取り組む。 

0 60 阿部浩明 

15-16 脳卒中患者に対する理学療法の実際

② 

講義 事後学習：授業資料の復

習を行い、授業時に出される

課題に取り組む。 

0 60 松村彩子 

17-18 脳卒中患者に対する物理療法の臨床

応用 

講義 事前学習：「脳卒中患者

に対する物理療法の基礎①、

②」の復習をしておくこと。

事後学習：授業資料の復習を

行い、授業時に出される課題

に取り組む。 

30 60 久保田雅史 

19-20 脊髄損傷の理学療法① 講義 事後学習：配布資料にて

復習をしっかり行うこと 

0 90 犬飼 

21-22 脊髄損傷の理学療法② 講義 事前学習：講義「脊髄損

傷の理学療法①」の配布資料

を復習しておくこと、事後学

習：授業資料の復習を行い、

授業時に出される課題に取り

60 30 羽田晋也 



組む。 

23 小児の理学療法① 講義 事後学習：授業資料の復

習を行い、授業時に出される

課題に取り組む。 

0 60 齋藤 

24 小児の理学療法② 講義 事後学習：授業資料の復

習を行い、授業時に出される

課題に取り組む。 

0 60 小島 

25-32 クリニカルリーズニング 演習 事前学習：講義時に配布

した資料を読んで復習してお

くこと、事後学習：各授業で

出される課題について取り組

む。 

30 60 犬飼 

33-40 脳卒中患者の ADL 演習 事前学習：講義時に配布

した資料を読んで復習してお

くこと。事後学習：各授業で

出される課題に取り組む。 

30 60 小島 

41-48 脳卒中患者の評価 演習 事前学習：講義時に配布

した資料を読んで復習してお

くこと。事後学習：各授業で

出される課題に取り組む。 

30 60 齋藤 

0 クリニカルリーズニングの実践：評価 演習 事前学習：講義時に配布

した資料を読んで復習してお

くこと。事後学習：各授業で

出される課題に取り組む。 

30 60 犬飼、齊藤、小島 

0 クリニカルリーズニングの実践：治療 演習 事前学習：講義時に配布

した資料を読んで復習してお

くこと。事後学習：各授業で

出される課題に取り組む。 

30 60 犬飼、齊藤、小島 

      

      

      

      

      

      
 

使用図書 ＜書名＞ ＜著者名＞ ＜発行所＞ ＜発行年・価格＞ ＜備考＞ 

教科書 

必ず購入

する書籍 

標準理学療法学 専門分野 神

経理学療法学第 2 版  病気が

見える vol 7 脳・神経 

編集：吉尾雅

春、森岡周、

阿 部 浩 明  

医療情報科

学 研 究 所 

他 

医学書院  メ

ディックメデ

ィア 

発 行 ： 2018 年  

￥ 5,000+税   発

行 ： 2011 年  

￥3,800+税 

 



参考書 

観察による歩行分析  脳卒中

治療ガイドライン 2021 

月城 慶一、

山本 澄子、

江 原  義 弘   

日本脳卒中

学会脳卒中

ガイドライ

ン委員会 

医 学 書 院   

協和企画 

発 行 ： 2013 年  

￥ 5,000+税   発

行 ： 2021 年  

￥8,000+税 

 

その他の

資料 
     

 

【評価方法】 再試・追加指導 【履修上の留意点】 

筆記試験とレポート（50%），実技試験

（50%）の採点配分とする． 

筆記試験・実技試験ともに再試験を実

施する。再試験の様式や追加指導につ

いては、該当者に別途連絡する。 

演習は動きやすい服装に着替えて受

講すること． 実習室での着替え，飲

食は厳禁とする． 
 

【オフィスアワー・連絡先】 

犬飼 康人（E210)：木曜日の 12：10〜13：10 その他はメールにて連絡してください． メールアドレス 

inukai@nuhw.ac.jp 齊藤 慧：月曜日の 12:10-13:10，その他はメールにて連絡してください．メールアドレス：kei-

saito@nuhw.ac.jp 小島 翔（E207）：火曜日の 18：00-19：30 kojima@nuhw.ac.jp 



                 （2022年度） 

科目群 ［◇1-2年生］専門専攻科目群 
 

授業科目 内部障害理学療法学 授業コード 21004100 

担当教員 椿 淳裕／井上 達朗／田宮 創 
 

対象学年 3年 対象学科 理学 授業形態 対面・同時双方向 

開講時期 前期 必修・選択 必修 アクティブラ

ーニング 

PBL／グループワーク／デ

ィスカッション／プレゼン

テーション 

単位数 3単位 時間数 90 使用言語 日本語 
 

【STEPSに基づいたディプロマポリシーとの関連性】 

Science＆Art 
Teamwork＆

Leadership 
Empowerment Problem‐solving Self-realization 

科学的知識と技術を

活用する力 

チームワークとリー

ダーシップ 
対象者を支援する力 問題を解決する力 自己実現意欲 

◎ ○ ◎ ◎ ◎ 
 

【授業の概要】 

理学療法士として臨床経験のもつ複数の教員が本科目を担当する．内部障害には、呼吸器疾患、循環器疾患、代謝疾患

などの内科系疾患のほか、がんや急性期の病態が含まれる。これらの障害を有する方へ、安全かつ有効な理学療法を

実施するためには、疾患の理解とともに、それによってもたらされる機能障害や運動制限の成因・病態・回復過程・予

後についての知識が必要である。本科目では、専門基礎科目で学んだ疾患に伴う身体機能の変化の知識に基づいて、

理学療法介入に伴う疾患に特異的な反応を理解する。また、理学療法介入の理論的背景を理解し、理学療法評価から

治療方法について理論的に学ぶと同時に、各種疾患のリハビリテーションにおける理学療法の位置付けや役割を体系

的に学習する。 本授業は、対面授業で実施します。 

【授業の目的】 

内部障害によってもたらされる機能障害や運動制限の成因・病態・回復過程・予後について学習する。また、理学療法

におけるリスク管理、評価、運動療法、物理療法、日常生活指導、生活環境支援の理論と技術を系統的に習得する。 

【学習目標】 

1．内部障害を持つ方へ理学療法介入する意義を説明できる。 2．糖尿病を例に、代謝疾患の理学療法の効果とその機

序について、論理的に説明できる。 3．循環器疾患に対する理学療法のリスクおよびベネフィットを説明できる。 4.   

循環器疾患の病態を理解し、運動機能の評価を実施することができる。 5．運動生理学的背景を理解し、運負荷試験

の結果に基づく運動処方が実施できる。 6．代表的な循環器疾患に対する理学療法やその効果について、論理的に説

明できる。 7．急性期の理学療法の意義や効果を説明できる． 8．呼吸器系の解剖・運動・生理学的な知識を習得し、

呼吸器疾患の生理的変化と病態について説明できる。 9.   呼吸リハビリテーションにおける情報収集の内容と評価

項目を列挙し、疾患別に必要な情報収集と評価項目を選択できる。 10. 疾患別の呼吸理学療法を計画し、目的から治

療効果についてまで述べることができる。 11. 呼吸理学療法に必要な評価，治療技術を習得し、実施できる。 12. が

んのリハビリテーションにおける理学療法の役割や対象疾患について説明できる。 13. がん疾患の理学療法の効果と

その機序およびリスク管理について、論理的に説明できる。 14. 低栄養・サルコペニア・フレイルを理解し、リハビ

リテーション栄養アプローチを説明できる。 15．一次救命処置が実施できる。 
 

回数 
授業計画・学習の主

題 

授業形態・事前事後学習・ 

学習課題・備考 

事前 

学習 

時間 

事

後 

学

担当教

員 



（分

） 

習 

時

間 

（

分

） 

1-2 内部障害理学療法学

総論 

授業形態：講義 準備学習：事前に内科学を復習し、事後には

理学療法との関連を整理しておくこと  学習課題：内部障害

理学療法学の社会的ニーズを理解し、内部障害を持つ方へ理

学療法介入する意義を説明できる。 

30 60 椿 淳

裕 

3 内部障害理学療法と

運動生理 

授業形態：講義 準備学習：事前に内科学を復習し、事後には

理学療法との関連を整理しておくこと 学習課題：ヒトの運動

時における呼吸・循環・代謝応答を理解する 

30 60 椿  淳

裕 

4 糖尿病と理学療法 学習方法：講義 準備学習：教科書 p228-247を事前に読んで

おく 学習課題：糖尿病の病態と理学療法実施による効果を説

明する 

30 60 椿  淳

裕 

5-6 総論（１）循環器疾

患に対する理学療法

のリスク＆ベネフィ

ット  総論（２）循

環器疾患の病態把握 

学習方法：講義 準備学習：教科書 p60-66を事前に読んでお

きましょう。 学習課題：循環器疾患に対する理学療法を進め

るうえでのリスクとベネフィットを概観します。  準備学習：

講義 p2-13 を事前に読んでおきましょう。 学習課題：循環

器の生理と病理について復習し、病的変化について理解しま

す。 

30 60 田 宮 

創 

7-8 総論（３）循環器疾

患の運動機能評価  

総論（４）運動生理

と運動処方 

学習方法：講義 準備学習：下記の URLから英語論文のタイト

ル 、 Summary に 目 を 通 し て み ま し ょ う 。 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S014

0673696070158?via%3Dihub 学習課題：循環器の理解に加え

て、運動機能が臨床上極めて重要な指標であることを理解し

ます。  準備学習：教科書 p26-39を事前に読んでおきまし

ょう。 学習課題：運動時の循環応答の正常と異常を理解しま

す。 

30 60 田 宮 

創 

9-10 各論（１）虚血性心

疾患と心不全  各論

（２）大動脈疾患と

末梢動脈疾患 

学習方法：講義 準備学習：教科書 p26-39を事前に読んでお

きましょう。 学習課題：運動時の循環応答の正常と異常を理

解します。  準備学習：教科書 p42-89を事前に読んでおき

ましょう。 学習課題：狭心症、心筋梗塞および心不全の病態

と理学療法について理解します。 

30 60 田 宮 

創 

11-12 各論（３）急性期理

学療法  各論（４）

症例検討 

学習方法：講義 準備学習：日本理学療法士協会の動画を閲覧

しましょう。教科書 p60-66 を事前に読んでおきましょう。 

https://youtu.be/SKfstzDmicM 学習課題：急性期における理

学療法リスク管理について学びます。  準備学習：これまで

の授業を復習して、事前に配布される患者情報に目を通して

おきましょう。 学習課題：模擬患者の情報を分析し、リスク

＆ベネフィットについて考えてみる 

30 60 田 宮 

創 

13-14 呼吸器リハビリテー 学習方法：講義 準備学習：総説：呼吸リハビリテーションの 30 60 椿  淳



ション総論  酸素輸

送と利用およびその

異常 

歴 史

(https://www.jstage.jst.go.jp/article/jsrcr/28/1/28_16

/_article/-char/ja/)をダウンロードし、呼吸リハビリテー

ションのエビデンスを事前に読んでおきましょう。 学習課

題：呼吸器リハビリテーションは包括的なリハビリテーショ

ンであることを理解し、理学療法士が介入することの重要性

について学びます。  準備学習：１）上気道・下気道・肺お

よび心臓の位置関係、２）体循環および肺循環の役割の 

裕 

15-16 呼吸による酸塩基

（pH）調節およびそ

の異常  スパイロメ

トリーによる呼吸機

能検査の実施と運動

時の呼吸応答 

学習方法：講義 準備学習：１）酸塩基平衡とは何か、２）ア

ルカローシス・アシドーシスとは何か、３）酸塩基平衡の異

常を生じさせる要因とは何か、４）経皮的酸素飽和度と動脈

血酸素分圧の違いおよび関係性、それぞれについて生理学の

教科書を元に事前に確認しておきましょう。 学習課題：呼吸

器疾患患者の検査項目として重要な血液ガス分析を読み解き

ます。  準備学習：教科書の 132-134頁を読み、%肺活量およ

び 1秒率の算出方法を事前に確認しましょう。  学習課題：

呼吸機能検査を実施し、結果を解釈します。運動時の正常な

呼吸応答 

30 60 椿  淳

裕 

17-18 呼吸器疾患における

酸素療法および人工

呼吸器の目的と適応  

慢性閉塞性肺疾患を

始めとした呼吸器疾

患患者に対する理学

療法評価とプログラ

ムの実際 

学習方法：講義 準備学習：教科書の 172-178 頁(在宅酸素療

法、HOT)、212-215頁(人工呼吸器が担う役割)を読み、治療の

目的と期待させる役割を事前に予習しておきましょう。 学習

課題：酸素療法と人工呼吸療法の目的とその効果について理

解し、理学療法の介入効果と結びつけて考えます。  準備学

習：教科書の 172-191 頁を読んで、慢性閉塞性肺疾患に対す

る理学療法評価とプログラムの実際を予習しておきましょ

う。慢性閉塞性肺疾患 理学療法診療ガイドライン第 1 版を

理学療法士学会のホームページからダウンロードし、 

30 60 椿  淳

裕 

19-20 低栄養・サルコペニ

ア・フレイルとリハ

ビリテーション栄養

アプローチ 

学習方法：講義 準備学習：サルコペニア診療ガイドライン

(https://minds.jcqhc.or.jp/docs/gl_pdf/G0001021/4/sarc

openia2017_revised.pdf)をダウンロードし、サルコペニアの

病態や定義、基本的知識について学習しておくこと。 学習課

題：サルコペニアの病態や定義、基本的知識を理解し、効果

的な理学療法について学ぶ。 

30 60 井 上 

達朗 

21-22 がんのリハビリテー

ション総論 疾患別

がん理学療法①(血

液がんと造血幹細胞

移植、消化器がんと

開胸・回復手術）  

疾患別がん理学療法

②（脳腫瘍、原発性

学習方法：講義 準備学習：教科書の第 4章 3.「がんの理学療

法」を事前に読んでおくこと。 学習課題：我が国におけるが

ん罹患者数の推移、罹患部位、治療などの概要を学び、「がん

の理学療法」の必要性を考える。  準備学習：「がんのリハビ

リテーション総論」の授業を復習して、事前に配布される資

料に目を通しておくこと。 学習課題：血液がんと消化器がん

の病態と治療について学習し、効果的な理学療法について学

び、考える。  準備学習：事前に配布される資料に目を通し

30 60 井 上 

達朗 



骨軟部腫瘍、脊髄腫

瘍、転移性骨腫瘍、

小児がん、頭頚部が

ん） 

ておくこと。 学習課題：脳腫瘍や骨軟部腫瘍、転移性骨腫瘍

の病態 

23-24 腎臓の機能とその破

綻  腎疾患と理学療

法 

学習方法：講義 準備学習：教科書の 248 ｰ 268 ページを事前

に読み、腎臓の機能について理解しておきましょう。 学習課

題：腎臓病、合併症、腎機能、透析療法などについて理解し、

腎機能指標から慢性腎臓病の重症度分類ができるようになる

こと。  準備学習：教科書の 269-285ページを読み、運動療

法の効果について事前に確認しておきましょう。 学習課題：

腎臓リハビリテーションは包括的なリハビリテーションであ

ることを理解し、理学療法士が介入することの重要性を学び

ます。 

30 60 田 宮 

創 

25-26 循環器のフィジカル

アセスメント（1）  

循環器のフィジカル

アセスメント（2） 

学習方法：演習 学習課題：循環器の聴診、触診、視診の基本

を実践する 準備学習：体表面で触知可能な血管、頸静脈怒張、

心臓の位置について学んでおいてください。教科書 p45-67を

事前に読んでおきましょう。奔馬調律を youtube で調べて事

前に聞いておいてください。  学習課題：脈拍数、血圧、呼

吸数、意識、体温、経皮的酸素飽和度、歩行速度を計測して

解釈する 準備学習：バイタルサインの計測方法と意義につい

て事前に予習しておきましょう。 

30 60 田 宮 

創 

      

27-28 運動耐容能の評価

（1）  運動耐容能

の評価（2） 

学習方法：演習 学習課題：呼気ガス分析装置を用いた運動負

荷試験を実践します。 準備学習：事前に教科書 p26-39 を読

んで、呼気ガス分析装置で計測する指標について予習してお

きましょう。 

30 60 田 宮 

創 

29-30 症例検討（1）  症例

検討（2） 

学学習方法：演習 学習課題：架空の症例を通じて、カルテ（診

療録）からどの情報を知る必要があるかを考えます。 準備学

習：診療録とは何か、理学療法士が診療録を読む意義につい

て事前に予習しておきましょう。  学習課題：架空の症例を

通じて、理学療法を進めるうえでリスクとベネフィットを整

理します。 準備学習：事前に配布された症例に関する情報で

分からない点を調べて、自分の意見をまとめよう。 

60 60 田 宮 

創 

31 呼吸器のフィジカル

アセスメント 

学習方法：演習 学習課題：呼吸器の視診・触診・聴診の基本

を実践します。 準備学習：教科書の 145-158頁を読み、フィ

ジカルアセスメントを予習しておきましょう。 

30 60 椿  淳

裕 

32-33 呼吸器障害に対する

理学療法手技 (1)  

呼吸器障害に対する

理学療法手技 (2) 

学習方法：演習 学習課題：呼吸方法の指導と呼吸介助方法等

の基本を実践します。 準備学習：教科書の 160-168頁を事前

に予習しておきましょう。  学習課題：肺と気管支区域のを

理解し、痰の貯留部位を評価できるようになることに加えて、

適切な排痰方法を選択できるようになること。 準備学習：教

30 60 椿  淳

裕 



科書 17-18 頁(肺区域と区域気管支の確認)と 167-168 頁(排

痰肢位の理解)を事前に予習しておきましょう。 

34 標準予防策と吸引 学習方法：演習 学習課題：標準予防策と吸引の基本を実践し

ます。 準備学習：教科書の 216-225頁を事前に予習しておき

ましょう。 

30 60 椿  淳

裕 

35-36 症例検討（1）  症例

検討（2） 

学習方法：演習 学習課題：架空の症例を通じて、理学療法を

進めるうえでリスクとベネフィットを整理します。 準備学

習：事前に配布された症例に関する情報で分からない点を調

べて、自分の意見をまとめましょう。 

60 60 椿  淳

裕 

      

0 栄養状態・サルコペ

ニアの実践アセスメ

ント (1)  栄養状

態・サルコペニアの

実践アセスメント 

(2) 

学習方法：演習 学習課題：体組成や身体計測、 身体機能検

査を中心とした栄養状態、サルコペニアのアセスメントを実

践します。 準備学習：「低栄養・サルコペニア・フレイルと

リハビリテーション栄養アプローチ」で配布した資料を復習

し、体組成や身体計測の測定方法、基準値、解釈を復習して

おきましょう。 

60 60 井 上 

達朗 

0 リンパ浮腫への対応 

(1)  リンパ浮腫へ

の対応 (2) 

学習方法：演習 学習課題：リンパ浮腫に対するドレナージ等

を行います。 準備学習：国立がん研究センターがん情報サー

ビスの「リンパ浮腫について」のページを参考にし、リンパ

浮 腫 に つ い て 理 解 し て お く こ と 。 

https://ganjoho.jp/public/support/condition/lymphedema

/ld01.html 

60 60 井 上 

達朗 

41 症例検討（1） 学習方法：演習 学習課題：架空の症例を通じて、カルテ（診

療録）からどの情報を知る必要があるかを考えます。症例は

主に低栄養やサルコペニアを有する高齢者、消化器がんや血

液がんを有する高齢を予定しています。 準備学習：診療録と

は何か、理学療法士が診療録を読む意義について事前に予習

しておきましょう。 

60 60 井 上 

達朗 

0 症例検討（2）  症例

検討（3） 

学習方法：演習 学習課題：架空の症例を通じて、理学療法評

価・治療プログラムの立案を行います。症例は主に低栄養や

サルコペニアを有する高齢者、消化器がんや血液がんを有す

る高齢を予定しています。 準備学習：事前に配布された症例

に関する情報で分からない点を調べて、自分の意見をまとめ

よう。 

60 60 井 上 

達朗 

44 一次救命処置 授業形態：演習 事前事後学習: 一次救命処置に関する資料を

読んでおくこと． 

60 30 岩 﨑 

隆 

45 熱傷と理学療法 授業形態：講義 事前事後学習：熱傷診療ガイドライン 〔改

訂 第  3 版 〕

（ https://www.jstage.jst.go.jp/article/jburn/47/Supple

ment/47_S1/_pdf/-char/ja）をダウンロードし，S8-S11，S92-

98をよく読み，熱傷の重症度，リハビリテーションの必要性

30 60 非常勤 



について事前に確認しておきましょう． 学習課題：熱傷につ

いて理解し，理学療法士が介入することの重要性を学びます． 
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【評価方法】 再試・追加指導 【履修上の留意点】 

知識理解・技能の確認として小テスト

または課題提示を行う。実技試験（口

頭試問を含む）および定期試験で 60

点以上であることが単位取得におい

て必須である。その点数に小テストま

たは課題、意欲的に取り組む授業態度

等を加味する。評価の割合は、実技試

験（口頭試問を含む）および定期試験

90％程度、その他 10％程度とする。 

定期試験で合格点に満たなかった場

合は，再試験を行う． 追試験が妥当

と判断した場合においてのみ追試験

を考慮する． 

解剖学、生理学、運動学、内科学など

の関連する科目を復習した上で、授業

に臨むこと。 演習時の服装は、教員

の指示に従うこと。 聴診器は購入し

た自分の聴診器を持参し使用するこ

と。 出席が規定の回数に満たない場

合、定期試験を受験することができな

い。 

 

【オフィスアワー・連絡先】 

椿：オフィスアワー 12:10-13:10  E202研究室 tsubaki@nuhw.ac.jp (必ず事前にメールでアポイントメントをとる

こと) 井上：オフィスアワー 12:10-13:10 E203研究室 tatsuro-inoue@nuhw.ac.jp (必ず事前にメールでアポイン

トメントをとること) 岩﨑：オフィスアワー 火曜日 13:10-16:20、金曜日 9:00-10:30、S305 研究室 takashi-

iwasaki@nuhw.ac.jp 田宮：オフィスアワー 9:00-13:10 E1 

                 

 


