
〈全学共通科目（保健医療福祉教養科目群）〉                 （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 



                 （2022年度） 

科目群 保健医療福祉教養科目群 
 

授業科目 放射線の基礎と人体への影響 授業コード 11030501 

担当教員 吉田 秀義 
 

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 前期 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 

◎ 〇 〇 〇  
 

【授業の概要】 

診療放射線技師、第一種放射線取扱主任者として実務（臨床）経験をもつ教員が担当する。目に見えない放射線・放射

性物質の個人および集団に対する障害、そして環境に対する影響を理解し、放射線被ばくの評価法、影響と放射線防

護の概略を学べるように授業を展開する。これにより，環境リスクの一つとしての放射線に関する健康情報の入手、

理解、評価、活用するための知識を得るための導入編と位置づけて授業を行う．本授業はメディア授業（オンデマンド

型）で行う。 

【授業の目的】 

以下の概要を理解することを目的とする。１、放射線の基本的性質 ２、放射線の基本単位 ３、放射線の生物学的影

響 ４、被ばく線量の評価基準 ５、放射線防護の基本的事項 ６、放射線管理体系の基本 

【学習目標】 

以下の概要が説明できることを目標とする。１、放射線の基本的性質 ２、放射線の基本単位の定義 ３、放射線の生

物学的影響 ４、被ばく線量の評価方法 ５、放射線防護の基本的事項 ６、放射線管理体系の基本 
 

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 放射線、放射能とは何か ？ 講義はビデオ（スライド）視

聴形式で行う。必要に応じて

資料を配布する。講義開始前

に「授業計画」項目に関する

ことを、配布資料や図書館等

で調べ、疑問点等を挙げてお

く。事後学習として講義の該

当項目をノートにまとめるこ

と。 

60 60 吉田秀義 

2 放射線の利用と身の回りの放射線 講義はビデオ（スライド）視

聴形式で行う。必要に応じて

資料を配布する。講義開始前

60 60 吉田秀義 



に「授業計画」項目に関する

ことを、配布資料や図書館等

で調べ、疑問点等を挙げてお

く。事後学習として講義の該

当項目をノートにまとめるこ

と。 

3 放射線の検出とその量の測定 講義はビデオ（スライド）視

聴形式で行う。必要に応じて

資料を配布する。講義開始前

に「授業計画」項目に関する

ことを、配布資料や図書館等

で調べ、疑問点等を挙げてお

く。事後学習として講義の該

当項目をノートにまとめるこ

と。 

60 60 吉田秀義 

4 放射線の人体への影響 ⑴ 講義はビデオ（スライド）視

聴形式で行う。必要に応じて

資料を配布する。講義開始前

に「授業計画」項目に関する

ことを、配布資料や図書館等

で調べ、疑問点等を挙げてお

く。事後学習として講義の該

当項目をノートにまとめるこ

と。 

60 60 吉田秀義 

5 放射線の人体への影響 ⑵ 講義はビデオ（スライド）視

聴形式で行う。必要に応じて

資料を配布する。講義開始前

に「授業計画」項目に関する

ことを、配布資料や図書館等

で調べ、疑問点等を挙げてお

く。事後学習として講義の該

当項目をノートにまとめるこ

と。 

60 60 吉田秀義 

6 放射線の人体への影響 ⑶ 講義はビデオ（スライド）視

聴形式で行う。必要に応じて

資料を配布する。講義開始前

に「授業計画」項目に関する

ことを、配布資料や図書館等

で調べ、疑問点等を挙げてお

く。事後学習として講義の該

当項目をノートにまとめるこ

と。 

60 60 吉田秀義 

7 放射線障害・放射線事故の歴史 講義はビデオ（スライド）視 60 60 吉田秀義 



聴形式で行う。必要に応じて

資料を配布する。講義開始前

に「授業計画」項目に関する

ことを、配布資料や図書館等

で調べ、疑問点等を挙げてお

く。事後学習として講義の該

当項目をノートにまとめるこ

と。 

8 放射線防護の変遷と基本的な事項お

よび方策 

講義はビデオ（スライド）視

聴形式で行う。必要に応じて

資料を配布する。講義開始前

に「授業計画」項目に関する

ことを、配布資料や図書館等

で調べ、疑問点等を挙げてお

く。事後学習として講義の該

当項目をノートにまとめるこ

と。 

60 60 吉田秀義 

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 

     



参考書 

放射線による健康影響等に関

する統一的な基礎資料   放射

線の世界へようこそ−福島第一

原発事故も含めて−   みんな

のくらしと放射線 

環境省   安

東  醇   

「みんなの

くらいしと

放射線」知識

普及実行委

員会 

環境省   ㈱通

商産業研究社    

大阪公立大学

共同出版会 

（ポータルサイト

より閲覧あるいは

ダウンロードでき

るように設定しま

す）   2013年、 

1,600 -    2011

年、 1,500 - 

 

その他の

資料 

放射線は本当に微量でも危険

なのか？ 

佐渡敏彦 医療科学社 2012年、 3,300 -  

 

【評価方法】 再試・追加指導 【履修上の留意点】 

課題レポートで評価する。 課題レポートに対して行う。 授業内容及び授業資料は、主に「放射

線による健康影響等に関する統一的

な基礎資料」を参考にして作成してい

ます。本資料は Teamsよりダウンロー

ドできるようにしておきます。(希望

者には製本された同資料を差し上げ

ます。事前にメールにて連絡くださ

い。尚、数に限りがありますので先着

順になります。)授業は時間割に沿っ

た日時に対応する回数の項目の授業

資料を、当該日の前日から Teamsより

閲覧あるいはダウンロードできるよ

うにしておきます。一度公開した授業

資料等は課題レポートを課せる前日

まで、閲覧あるいはダウンロードでき

るようにしておきます。授業資料は事

前学習・事後学習に使用してくださ

い。出席確認（閲覧確認）は、オンラ

インで当該授業の理解などの一部ア

ンケート形式の質問紙により行いま

す。回答期間は時間割の授業日から次

の授業日の前日 18:00までです。回答

返信により当該回数の授業を閲覧し

たと見なし出席とします。 1．2/3以

上の出席がない場合は、成績評価対象

とならない。 2．定期試験（成績評価）

は，課題レポートにより行う。 
 

【オフィスアワー・連絡先】 

あらかじめメールで、ご連絡ください。 研究室：第 10研究・4階 415号室 e-mail: hidenori-yoshida@nuhw.ac.jp 



（2022年度） 

科目群 保健医療福祉教養科目群 
 

授業科目 一次救命処置法 授業コード 11032001 

担当教員 大松 健太郎 
 

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 前期 必修・選択 選択 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 

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】 

一次救命処置は国民全てが行なえることが望ましく、現在では初等教育にも取り入れられている。しかし、その普及

は十分とは言い難いのが現実である。医療職を目指す者であれば、専門を問わず一次救命処置についての知識と技術

を修得しておくことは、必須事項である。本科目では、保健・医療・福祉・スポーツの専門職に求められる一次救命処

置の知識と技術について学修する。 ※本授業はメディア授業（対面・同時双方向型とオンデマンド型の組合せ）で実

施する。  <授業科目に関連する担当教員の実務経験> 本科目は救急救命士として実務（臨床）経験をもつ教員が担

当する。 

【授業の目的】 

保健・医療・福祉・スポーツの専門職に求められる一次救命処置についての知識と技術を修得する。 

【学習目標】 

1.乳児・小児・成人の一次救命処置について説明することができる。 2.成人に対する一次救命処置を実践できる。 3.

わが国の救急医療体制の概要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 一次救命処置とは？ー救命処置と蘇

生ガイドラインー 

学習方法：講義 事前事後学

習：テキストの該当ページを

熟読すること。 

0 120 大松 健太郎 

2 心停止の予防と救命の連鎖 学習方法：講義 事前事後学

習：テキストの該当ページを

熟読すること。 

120 120 大松 健太郎 

3 成人に対する一次救命処置 学習方法：講義 事前事後学

習：テキストの該当ページを

熟読すること。 

120 120 大松 健太郎 

4 成人に対する一次救命処置の演習 学習方法：講義 事前事後学 120 120 大松健太郎、安



習：テキストの該当ページを

熟読すること。 

達哲浩、長谷川 

恵 

5 小児・乳児に対する一次救命処置 学習方法：講義 事前事後学

習：テキストの該当ページを

熟読すること。 

120 120 長谷川 恵 

6 窒息および大出血などへの対応 学習方法：講義 事前事後学

習：テキストの該当ページを

熟読すること。 

120 120 大松 健太郎 

7 医療従事者が行う一次救命処置 学習方法：講義 事前事後学

習：テキストの該当ページを

熟読すること。 

120 120 大松 健太郎 

8 一次救命処置のまとめ 学習方法：講義 事前事後学

習：これまで学んだテキスト

の該当ページを熟読するこ

と。 

120 120 大松 健太郎 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
 

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 

救急蘇生法の指針〈2020〉市民

用 

日本救急医

療財団心肺

厚生労働省 2021年・無料（PDF） 各自ダウンロー

ドすること 



蘇生法委員

会 (監修) 

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】 

試験（70％）、授業内課題（30％） 試験において得点率 60%未満の場合、

再試験は 1回のみ実施します。 

メディア授業は原則として PC で受講

すること。3回以上の欠席で「放棄」

となるので十分注意すること。 第４

回の演習では実技を行います。同時双

方向で行う予定です。新型コロナウイ

ルス 感染症の流行状況によっては対

面で実施可能となる可能性もありま

す。詳しくは第１回目の授業で案内し

ます。 
 

【オフィスアワー・連絡先】 

オフィスアワー：下記メールアドレスから連絡の上、日時を調整すること。 メール：omatsu@nuhw.ac.jp 研究室：S

棟３１１研究室 

 



〈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

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 
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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 
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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 

      



      

      

      

      

      

      
 

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 

     

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． 

      

      
 

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

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 



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

科目群 専門専攻科目群 
 

授業科目 基礎作業学実習 授業コード 22001500 

担当教員 間宮 靖幸 
 

対象学年 1年 対象学科 作業 授業形態 対面・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 

グループワーク／その他 

単位数 1単位 時間数 30 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 〇 
 

【授業の概要】 

作業療法の治療手段として用いられる基本的な作業活動、および講義内で学ぶ作業によってもたらされる効果につい

て演習を通じて学ぶ． ＜授業科目に関連する担当教員の実務経験＞ 本科目は、作業療法士の実務（臨床）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（オンデマンド型）による講義と対面授業による実習の組

合せで実施します。 

【授業の目的】 

作業療法の治療手段として用いられる基本的な作業活動について基本的知識と基本技法を修得する。 

【学習目標】 

１. 作業活動に必要な用具・材料を列挙できる。 ２. 作業活動の工程を説明できる。 ３．作業活動に必要となる感

覚・知覚・運動機能・精神・心理機能について述べることができる。 ４．障害に合った作業を選択できる。 ５．障害

に合った作業計画を立てることができる。 ６．作業活動に積極的に参加する。 ７．作業療法の対象となる人や障害に

関心を持つことができる。 ８．一般的な礼節を身につける。 ９．作業活動に必要な技法（技術）を身につける。 10．

作業活動の全工程を経験し作品を完成させる。 
 

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 作業を治療に用いるために 講義（オンデマンド）・教科書

の該当箇所を読了すること 

30 30 外川 佑、間宮

靖幸 他 

2 学習と報酬について 講義（オンデマンド）・教科書

の該当箇所を読了すること 

30 30 外川 佑、間宮

靖幸 他 

3 作業遂行過程の評価，個人と集団の効

果 

講義（オンデマンド）・教科書

の該当箇所を読了すること 

30 30 外川 佑、間宮

靖幸 他 

4 作業活動（陶芸） 実習・教科書の該当箇所を読

了すること 

30  外川 佑、間宮

靖幸 他 

5 作業活動（陶芸） 実習・教科書の該当箇所を読

了すること 

30  外川 佑、間宮

靖幸 他 



6 作業活動（陶芸） 実習・教科書の該当箇所を読

了すること 

30  外川 佑、間宮

靖幸 他 

7 作業活動（陶芸） 実習・教科書の該当箇所を読

了すること 

30  外川 佑、間宮

靖幸 他 

8 作業活動（陶芸） 実習・教科書の該当箇所を読

了すること 

30  外川 佑、間宮

靖幸 他 

9 作業活動（陶芸） 実習・教科書の該当箇所を読

了すること 

30 120 外川 佑、間宮

靖幸 他 

10 作業活動（革細工） 実習・教科書の該当箇所を読

了すること 

30  外川 佑、間宮

靖幸 他 

11 作業活動（革細工） 実習・教科書の該当箇所を読

了すること 

30  外川 佑、間宮

靖幸 他 

12 作業活動（革細工） 実習・教科書の該当箇所を読

了すること 

30  外川 佑、間宮

靖幸 他 

13 作業活動（革細工） 実習・教科書の該当箇所を読

了すること 

30  外川 佑、間宮

靖幸 他 

14 作業活動（革細工） 実習・教科書の該当箇所を読

了すること 

30  外川 佑、間宮

靖幸 他 

15 作業活動（革細工） 実習・教科書の該当箇所を読

了すること 

30 120 外川 佑、間宮

靖幸 他 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
 

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 

作業学（第 3 版 作業療法学 

ゴールド・マスター・テキスト） 

長崎重信、浅

沼辰志 

メジカルビュ

ー社 

2020 年・4,800 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】 

オンデマンド授業時の小テスト（3

割）、作業活動参加状況（4割）、レポ

ート（3割） 

オンデマンド授業時の小テスト，作業

活動参加状況で成績の 7 割が決定す

るため，相応の事情が無い限り，本授

業は全て出席および課題提出が必須

である． 言い換えれば，日々の授業

に確実に出席し，課題提出を行えば，

十分に合格点に到達する． また，レ

ポート内容に応じてフィードバック

を実施し，再提出の機会を一回だけ認

めることとする． 

作業活動により衣服等が汚れる可能

性があるので、ジャージ等の服装で臨

むこと。 

 

【オフィスアワー・連絡先】 

間宮靖幸 水、金曜日 10：30-12：10 Q313（合同研究室） mamiya@nuhw.ac.jp 



                 （2022年度） 

科目群 専門専攻科目群 
 

授業科目 作業療法評価学概論 授業コード 22002000 

担当教員 北上 守俊／間宮 靖幸 
 

対象学年 1年 対象学科 作業療法学科 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 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 2単位 時間数 30 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】 

作業療法現場における評価の意義を説明し、作業療法評価の重要性を学ぶ授業です。 講義とバズセッションを交えて

授業を進めます。 作業療法において重要なコミュニケーション技法等についても考えてもらう授業です。 ＜授業科

目に関連する担当教員の実務経験＞ 本科目は、作業療法の実務（臨床）経験を持つ教員が担当する科目である． 

【授業の目的】 

医療における評価の概念や、作業療法に必要な評価の考え方を身につける。 医療現場におけるコミュニケーションの

在り方を理解する。 

【学習目標】 

１．医療における評価の概説を説明することができる。 ２．作業療法における評価の意味づけを説明することができ

る。 ３．作業療法における評価の目的を説明することができる。 ４．自己理解を深め、自身のコミュニケーションに

ついて考える機会とする。 
 

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 作業療法評価とは 講義 事前学習・学習課題：教

科書の第 1章「評価学の基礎」

に目を通しておくこと 事後

学習：配付資料と教科書で該

当する箇所の復習をする 

60 60 北上守俊 

2 作業療法の流れ、評価の目的と主眼 講義 事前学習・学習課題に教

科書の第 1章「評価学の基礎」

に目を通しておくこと 事後

学習：配付資料と教科書で該

当する箇所の復習をする 

60 60 北上守俊 



3 評価の手順、手段、評価実施上の注意

点 

講義 事前学習・学習課題に教

科書の第 1章「評価学の基礎」

に目を通しておくこと 事後

学習：事後学習：配付資料と

教科書で該当する箇所の復習

をする 

60 60 北上守俊 

4 面接・情報収集の仕方 講義・グループワーク 事前学

習・学習課題：教科書の第 2章

「面接法・観察法」に目を通

しておくこと 事後学習：配

付資料と教科書で該当する箇

所の復習をする 

60 60 北上守俊 

5 現場で求められるコミュニケーショ

ン技法 

講義・グループワーク 事前学

習・学習課題：教科書の第 2章

「面接法・観察法」に目を通

しておくこと 事後学習：配

付資料と教科書で該当する箇

所の復習をする 

60 60 北上守俊 

6 作業療法場面での観察の視点 講義・グループワーク 事前学

習・学習課題：教科書の第 2章

「面接法・観察法」に目を通

しておくこと 事後学習：配

付資料と教科書で該当する箇

所の復習をする 

60 60 北上守俊 

7 日常生活活動（ADL）・手段的日常生活

活動（IADL）とは 

講義 事前学習・学習課題：教

科書の第 2 章「日常生活活動

の評価」に目を通しておくこ

と 事後学習：配付資料と教

科書で該当する箇所の復習を

する 

60 60 北上守俊 

8 QOL、興味、役割、生活行為向上マネジ

メントについて 

講義 事前学習・学習課題：教

科書の第 2章「QOL、興味、役

割、生活行為向上マネジメン

ト」に目を通しておくこと 

事後学習：配付資料と教科書

で該当する箇所の復習をする 

60 60 北上守俊 

9 評価のまとめと問題点の抽出 講義 事前学習・学習課題：こ

れまでの配付資料と教科書の

該当する箇所を復習する 事

後学習：配付資料と教科書で

該当する箇所の復習をする 

60 60 北上守俊 



10 情報収集における画像情報の利用 講義 事前に教科書の第 1 章

「評価学の基礎」に目を通し

ておくこと 事後学習：配付

資料と教科書で該当する箇所

の復習をする 

60 60 間宮靖幸 

11 評価の記載方法-ICFの視点から- 講義 事前に教科書の第 1 章

「評価学の基礎」に目を通し

ておくこと 事後学習：配付

資料と教科書で該当する箇所

の復習をする 

60 60 間宮靖幸 

12 目標設定，治療・指導・援助計画の立

案 

講義 事前に教科書の第 1 章

「評価学の基礎」に目を通し

ておくこと 事後学習：配付

資料と教科書で該当する箇所

の復習をする 

60 60 間宮靖幸 

13 再評価と作業療法の効果判定 講義 事前に教科書の第 1 章

「評価学の基礎」に目を通し

ておくこと 事後学習：配付

資料と教科書で該当する箇所

の復習をする 

60 60 間宮靖幸 

14 作業療法評価の伝達方法 講義 事前に教科書の第 1 章

「評価学の基礎」に目を通し

ておくこと 事後学習：配付

資料と教科書で該当する箇所

の復習をする 

60 60 間宮靖幸 

15 まとめ 講義 60 60 北上守俊 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
 



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 

標準作業療法学 作業療法評

価学第 3版 

能登真一 医学書院 2017/6264円  

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】 

小テスト 20％、課題 20％、定期試験

60％ 

再試の様式：筆記又はレポート 回数：

試験毎の結果に応じてその都度検討

する。 該当者に対する指導：本試験

結果の状況に応じて指導を行うこと

もある。 

定期試験期間中に試験を実施する． 

 

【オフィスアワー・連絡先】 

北上 木の 14時から 17時 kitakami@nuhw.ac.jp 間宮 金の 15時から 17時 mamiya@nuhw.ac.jp 



                 （2022年度） 

科目群 専門専攻科目群 
 

授業科目 身体障害作業療法評価学実習 授業コード 22019000 

担当教員 藤目 智博／間宮 靖幸／北上 守俊 
 

対象学年 2年 対象学科 作業 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 

グループワーク／その他 

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】 

身体障害領域における作業療法評価を実施するために、各検査の基本的な知識・技術を学ぶ。 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する。 ＜授業科目に関連する担当教員の実務経験＞ 本科目は、作

業療法士の実務（臨床）経験をもつ複数の教員が担当する科目である． 

【授業の目的】 

身体障害領域における作業療法評価を実施するために、各検査の基本的な知識・技術を修得する。 

【学習目標】 

１．身体障害領域における作業療法評価について説明できる。 ２．各検査の意義と方法について列挙できる。 ３．疾

患に応じて適切な検査を選択できる。 ４．作業療法の評価計画を立てることができる。 ５．作業療法の対象となる人

や障害に関心を持つことができる。 ６．一般的な礼節を身につける。 ７．予習・復習を実施し積極的に授業に参加す

る。 ８．検査を繰り返し練習し熟練する。 ９．評価結果を統合解釈し病態を的確に分析することができる。 
 

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 

1-9 筋力検査 講義・実習・教科書の該当箇

所を読了すること 

90 270 藤目、間宮、北上 

10-15 脳血管障害の評価 講義・実習・教科書の該当箇

所を読了すること 

60 180 藤目、間宮、北上 

16-18 神経筋疾患の評価 講義・実習・教科書の該当箇

所を読了すること 

30 60 藤目、間宮、北上 

19-21 内科疾患の評価 講義・実習・教科書の該当箇

所を読了すること 

30 60 藤目、間宮、北上 

22-24 運動器疾患の評価 講義・実習・教科書の該当箇

所を読了すること 

30 60 藤目、間宮、北上 

25-30 まとめ 講義・実習 これまでの学習

内容を復習すること 

   



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
 

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 

新徒手筋力検査法 第 9版 Helen J. 

Hislop 他 

協同医書出版

社 

2014年・8,100円  

参考書 プリント     

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（5割）、定期試験（5割） 実技試験および定期試験において、そ

れぞれ再試験および追加指導を行い

ます。 

受講にあたり、骨・筋・神経系を中心

とした解剖生理学的知識が要求され

る。骨・筋を確認しながら検査を実施

するため、半袖・半ズボンの上にジャ

ージ等を着用して授業に参加するこ

と。 
 

【オフィスアワー・連絡先】 

藤目智博 月～金曜日 9：00～10：30 Q304（合同研究室） fujime@nuhw.ac.jp 間宮靖幸 水、金曜日 10：30～

12：10 Q313（合同研究室）mamiya@nuhw.ac.jp 北上守俊 木曜日 13：00～15：00 Q304（合同研究室） 



kitakami@nuhw.ac.jp 



                 （2022年度） 

科目群 専門専攻科目群 
 

授業科目 身体障害作業療法評価学 授業コード 22002500 

担当教員 藤目 智博／間宮 靖幸／北上 守俊 
 

対象学年 2年 対象学科 作業療法学科 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 

グループワーク／その他 

単位数 2単位 時間数 30 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】 

身体障害領域における作業療法評価を実施するために、各検査の基本的な知識・技術を学ぶ。 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する。 ＜授業科目に関連する担当教員の実務経験＞ 本科目は、作

業療法士の実務（臨床）経験をもつ複数の教員が担当する科目である． 

【授業の目的】 

身体障害領域における作業療法評価を実施するために、各検査の基本的な知識・技術を修得する。 

【学習目標】 

１．身体障害領域における作業療法評価について説明できる。 ２．各検査の意義と方法について列挙できる。 ３．疾

患に応じて適切な検査を選択できる。 ４．作業療法の評価計画を立てることができる。 ５．作業療法の対象となる人

や障害に関係を持つことができる。 ６．一般的な礼節を身につける。 ７．予習・復習を実施し積極的に授業に参加す

る。 ８．検査を繰り返し練習し熟練する。 ９．評価結果を統合解釈し病態を的確に分析することができる。 
 

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 面接・観察・オリエンテーション 講義 事前学習・学習課題：1

年次「作業療法評価学概論」

の復習 事後学習：教科書の

該当箇所を読了すること 

20 20 北上 

2,3 意識・バイタル 講義・実習 事前事後学習・

学習課題：教科書の該当箇所

を読了すること 

20 20 藤目、間宮、北上 

4-6 感覚検査 講義・実習・教科書の該当箇

所を読了すること 

20 60 藤目、間宮、北上 

7-9 触診・形態測定 講義・実習・教科書の該当箇

所を読了すること 

30 60 藤目、間宮、北上 

10-15 関節可動域測定 講義・実習・教科書の該当箇 60 120 藤目、間宮、北上 



所を読了すること 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
 

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 

ベッドサイドの神経の診かた 

改訂 18版 

田崎 義昭、

斎 藤  佳 雄 

他 

南山堂 2016年 7,200円+

税 

 

参考書 
作業療法評価学 第 3版  プリ

ント（配布資料） 

能 登 真 一 

他 

医学書院 2017年 5,800円+

税 

 

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（5割）、定期試験（5割） 実技試験および筆記試験、それぞれで

再試験または追加指導を行います。 

受講にあたり、骨・筋・神経系を中心

とした解剖生理学的知識が要求され

る。 骨・筋を確認しながら検査を実

施するため、半袖・半ズボンの上にジ

ャージ等を着用して授業に参加する

こと。 



 

【オフィスアワー・連絡先】 

藤目智博 月～金曜日 9：00～10：30 Q313（合同研究室） fujime@nuhw.ac.jp 間宮靖幸 水、金曜日の 10：30～12：

10 Q313（合同研究室）mamiya@nuhw.ac.jp 北上守俊 木曜日 13：00～15：00 Q304（合同研究室） kitakami@nuhw.ac.jp 



                 （2022年度） 

科目群 専門専攻科目群 
 

授業科目 身体障害作業療法学Ⅱ 授業コード 22006500 

担当教員 大山 峰生 
 

対象学年 3年 対象学科 作業療法 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 

グループワーク／該当無し 

単位数 2単位 時間数 30 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 ◎ 〇 
 

【授業の概要】 

作業療法の対象となる整形外科疾患の症状，機能解剖に基づいたリハビリテーションの考え方，治療理論，評価法を

習得する． 本授業は内容に応じて触診の演習も行う．＜授業科目に関連する担当教員の実務経験＞本科目は、作業療

法の実務（臨床）経験を持つ教員が担当する科目である。 

【授業の目的】 

作業療法の対象となる整形外科疾患の症状，機能解剖に基づいたリハビリテーション，治療理論，評価法を習得し，臨

床での基礎的能力を涵養する． 

【学習目標】 

１．作業療法の対象となる整形外科領域における各疾患について説明できる。２．手の機能解剖を理解し、各疾患の治

療理論について説明できる。３．各疾患の治療上の問題点について説明できる。４．各疾患に対し適切な評価を実施で

きる。５．各疾患の問題点を抽出できる。 
 

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 手外科疾患に対するリハビリテーシ

ョン総論 

講義 事前学習：ハンドセラピ

ー入門の関連箇所を読んでお

くこと． 事後学習：復習ノー

トを作成すること． 

60 60 大山 峰生 

2 拘縮概説 講義 事前学習：ハンドセラピ

ー入門の関連箇所を読んでお

くこと． 事後学習：復習ノー

トを作成すること． 

60 60 大山 峰生 

3 拘縮の診方 講義 事前学習：ハンドセラピ

ー入門の関連箇所を読んでお

くこと． 事後学習：復習ノー

トを作成すること． 

60 60 大山 峰生 



4 拘縮の基本的治療 講義 事前学習：ハンドセラピ

ー入門の関連箇所を読んでお

くこと． 事後学習：復習ノー

トを作成すること. 

60 60 大山 峰生 

5 屈筋腱損傷と機能解剖 1 講義 事前学習：ハンドセラピ

ー入門の関連箇所を読んでお

くこと． 事後学習：復習ノー

トを作成すること. 

60 60 大山 峰生 

6 屈筋腱損傷と機能解剖 2 講義 事前学習：ハンドセラピ

ー入門の関連箇所を読んでお

くこと． 事後学習：復習ノー

トを作成すること. 

60 60 大山 峰生 

7 伸筋腱損傷と機能解剖 講義 事前学習：ハンドセラピ

ー入門の関連箇所を読んでお

くこと． 事後学習：復習ノー

トを作成すること. 

60 60 大山 峰生 

8 手指の変形の病態 1 講義 事前学習：ハンドセラピ

ー入門の関連箇所を読んでお

くこと． 事後学習：復習ノー

トを作成すること. 

60 60 大山 峰生 

9 手指の変形の病態 2 講義 事前学習：ハンドセラピ

ー入門の関連箇所を読んでお

くこと． 事後学習：復習ノー

トを作成すること. 

60 60 大山 峰生 

10 手指の骨折と機能解剖 講義 事前学習：ハンドセラピ

ー入門の関連箇所を読んでお

くこと． 事後学習：復習ノー

トを作成すること. 

60 60 大山 峰生 

11 末梢神経損傷と機能解剖 講義 事前学習：ハンドセラピ

ー入門の関連箇所を読んでお

くこと． 事後学習：復習ノー

トを作成すること. 

60 60 大山 峰生 

12 腱損傷の評価 講義・実技 事前学習：ハンド

セラピー入門の関連箇所を読

んでおくこと． 事後学習：復

習ノートを作成すること. 

60 60 大山 峰生 

13 骨折の評価 講義・実技 事前学習：ハンド

セラピー入門の関連箇所を読

んでおくこと． 事後学習：復

習ノートを作成すること. 

60 60 大山 峰生 

14 末梢神経損傷の評価 講義・実技 事前学習：ハンド 60 60 大山 峰生 



セラピー入門の関連箇所を読

んでおくこと． 事後学習：復

習ノートを作成すること. 

15 まとめ 講義・実技 事前学習：ハンド

セラピー入門の関連箇所を読

んでおくこと． 事後学習：復

習ノートを作成すること. 

60 60 大山 峰生 

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 

作業療法士のためのハンドセ

ラピー入門（第 2版） 

中田眞由美、

大山峰生 

三輪書店 2017 年・3,800 円

＋税 

 

参考書 資料配布     

その他の

資料 
     

 

【評価方法】 再試・追加指導 【履修上の留意点】 

中間，期末試験の総合点数で評価す

る．合格基準は 60点以上とする． 

定期試験の前に本科目の重要点をま

とめ，復習を行う．再試の前にはその

内容を視聴すること．再試は原則 1回

とする． 

外部から対象者（手の外傷患者）を招

いて，実際に評価する演習も行う．演

習にあたっては，疾患の関連内容を事

前学習しておくこと． 
 

【オフィスアワー・連絡先】 

大山峰生;月，木曜日 10:00-12:00，他は 17:00-18:00 oyama@nuhw.ac.jp 



                 （2022年度） 

科目群 専門専攻科目群 
 

授業科目 高齢期障害作業療法評価学 授業コード 22022000 

担当教員 能村 友紀 
 

対象学年 2年 対象学科 作業 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 

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 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】 

1)高齢者を取り巻く社会的問題の現状と背景を理解する 2)高齢者の心身の特性と障害の特徴を理解する 3)高齢者の

心身機能ならびに生活に関する作業療法評価を理解する 本授業はメディア授業（同時双方向型）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、作業療法の実務（臨床）経験を持つ教員が担当する科目であ

る。 

【授業の目的】 

高齢期障害を理解するために、老化および老年性疾患の特徴を理解し、心身機能ならびに生活に関する課題を評価で

きるようになる 

【学習目標】 

1)老化について説明できる 2)老年期の生理・身体的特徴を説明できる 3)老年期の精神・心理的特徴を説明できる 4)

老年性疾患、障害を説明できる 5)作業療法評価の手段を列挙、説明できる 6)高齢者を取り巻く社会的問題を新聞や

インターネットで調べて参加する 7)作業療法計画に必要な高齢期障害に関する評価を実施できる 
 

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 

（分） 

事後 

学習 

時間 

（分） 

担当教員 

1 老化と加齢に伴う社会変化 準備学習：教科書 p.8〜26 60 60 能村 友紀 

2 加齢に伴う生理的機能変化と心身機

能変化 

準備学習：教科書 p.39〜50 60 60 能村 友紀 

3 高齢期に多い疾患 準備学習：教科書 p.64〜62 60 60 能村 友紀 

4 高齢期作業療法評価とリスク管理 準備学習：教科書 p.81〜93，

p.95〜103 

60 60 能村 友紀 

5 高齢者の作業療法評価（1） インテー

ク・観察 

準備学習：事前配布資料を参

照、学習方法：画像を用いて

評価を学習する 

60 60 能村 友紀 

6 高齢者の作業療法評価（2） 生活機能 準備学習：事前配布資料を参 60 60 能村 友紀 



照、学習方法：画像を用いて

評価を学習する 

7 高齢者の作業療法評価（3） 身体機能 準備学習：事前配布資料を参

照、学習方法：画像を用いて

評価を学習する 

60 60 能村 友紀 

8 高齢者の作業療法評価（4） 精神心理

機能 

準備学習：事前配布資料を参

照、学習方法：画像を用いて

評価を学習する 

60 60 能村 友紀 

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 

高齢期作業療法学 第３版 松房 利憲、

新井 健五 

医学書院 2016年・4,320円  

参考書 プリント     

その他の

資料 
     

 

【評価方法】 再試・追加指導 【履修上の留意点】 

期末試験：80％、 小テスト・レポー

ト：20％ 

再試の様式：筆記又はレポート 回数：

試験毎の結果に応じてその都度検討

する。 該当者に対する指導：本試験

結果の状況に応じて指導を行うこと

 



もある。 
 

【オフィスアワー・連絡先】 

水曜日 10時～13時  研究室：Q312 メール：nomura@nuhw.ac.jp 



                 （2022年度） 

科目群 専門専攻科目群 
 

授業科目 高齢期障害作業療法学 授業コード 22009000 

担当教員 能村 友紀 
 

対象学年 3年 対象学科 作業 授業形態 対面・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 

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 2単位 時間数 30 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】 

1)高齢者の心身の特性･障害を理解できる 2)高齢者の生活障害を理解できる 3)高齢者に対する作業療法の援助プロ

セスを理解し、実践に必要な基礎知識･技術を修得する 4)高齢者に対する作業療法の役割を理解する 本授業はメディ

ア授業（同時双方向型）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、作業療法の実務（臨

床）経験を持つ教員が担当する科目である。 

【授業の目的】 

高齢期障害のある対象者に対する作業療法を理解するために、作業療法士の役割と作業療法の援助法を修得する 

【学習目標】 

1.高齢者のリハビリテーションについて説明できる 2.高齢期作業療法の病期と実施場所を説明できる 3.高齢者に対

する OTの役割、OTのプロセスを説明できる 4.高齢期作業療法の援助法を理解できる 
 

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 高齢領域のリハビリテーション 学習方法：画像を使用して高

齢期領域のリハビリテーショ

ンを理解する 

60 60 能村 友紀 

2 高齢期作業療法の対象となる病期と

実施場所 

準備学習：教科書 p.95〜103 60 60 能村 友紀 

3 高齢期作業療法プロセスの枠組み 準備学習：教科書 p.81〜93 60 60 能村 友紀 

4 認知症の作業療法 （１） 準備学習：教科書 p.130〜146 60 60 能村 友紀 

5 認知症の作業療法 （２） 準備学習：教科書 p.130〜146 60 60 能村 友紀 

6 認知症の作業療法 （３） 準備学習：教科書 p.130〜146 60 60 能村 友紀 

7 認知症の作業療法 （４） 準備学習：教科書 p.130?146 60 60 能村 友紀 

8 高齢者に対する作業療法支援（１） 準備学習：教科書 p.177〜

215、学習方法：教科書事例を

60 60 能村 友紀 



通じて作業療法支援を学ぶ 

9 高齢者に対する作業療法支援（２） 準備学習：教科書 p.177〜

215、学習方法：教科書事例を

通じて作業療法支援を学ぶ 

60 60 能村 友紀 

10 高齢者に対する作業療法支援 （３） 準備学習：教科書 p.177〜

215、学習方法：教科書事例を

通じて作業療法支援を学ぶ 

60 60 能村 友紀 

11 高齢者に対する作業療法支援 （４） 準備学習：教科書 p.177〜

215、学習方法：教科書事例を

通じて作業療法支援を学ぶ 

60 60 能村 友紀 

12 介護老人保健施設での高齢期作業療

法の実際（１） 

学習方法：介護老人保健施設

における作業療法の実際につ

いて学習する 

60 60 小山 智彦 

13 介護老人保健施設での高齢期作業療

法の実際（２） 

学習方法：介護老人保健施設

における作業療法の実際につ

いて学習する 

60 60 小山 智彦 

14 地域・在宅での高齢期作業療法の実際

（１） 

学習方法：地域・在宅での作

業療法の実際について学習す

る 

60 60 四方 秀人 

15 地域・在宅での高齢期作業療法の実際

（２） 

学習方法：地域・在宅での作

業療法の実際について学習す

る 

60 60 四方 秀人 

16      

17      

18      

19      

20      

21      

22      

23      

24      

25      

26      

27      

28      

29      

30      
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参考書 
高齢期作業療法学 第 3版 松房利憲，新

井健五編 

医学書院 2016年・4320円  

その他の

資料 
     

 

【評価方法】 再試・追加指導 【履修上の留意点】 

期末試験：80％、小テスト・レポート：

20％ 

再試の様式：試験またはレポート 回

数：試験毎の結果に応じてその都度検

討する。 該当者に対する指導：本試

験結果の状況に応じて指導を行うこ

ともある。 

 

 

【オフィスアワー・連絡先】 

水曜日 10時～13時  研究室：Q312 メール：nomura@nuhw.ac.jp 



                 （2022年度） 

科目群 専門専攻科目群 
 

授業科目 日常生活活動学実習Ⅰ 授業コード 22011600 

担当教員 北上 守俊／能村 友紀／間宮 靖幸 
 

対象学年 2年 対象学科 作業 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 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 2単位 時間数 30 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】 

片麻痺患者を例に、片麻痺患者の各動作の特徴を知り、動作分析方法を学ぶ。 FIMや BIなど標準化された ADL評価を

学び習得する。 実際の片麻痺患者の ADL評価を学び習得する。 ＜授業科目に関連する担当教員の実務経験＞ 本科目

は、作業療法の実務（臨床）経験を持つ教員が担当する科目である． 

【授業の目的】 

日常生活活動（ADL）および生活関連活動（IADL）分析・評価および障害者への支援・指導法など応用的技法について

修得する。 

【学習目標】 

１．健常者の ADLの特徴をもとに、脳卒中片麻痺の ADLを分析することができる。 ２．ADL評価を的確におこなうこ

とができる。 ３．クライアントの ADL を正しく観察することができる。 ４．対象者に真摯な態度で接し、正しく安

全に介助することができる。 
 

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 標準化された ADL 評価・検査法、ADL

に関する情報収集・面接・観察 

実習 事前学習・学習課題：教

科書「標準作業療法学 作業

療法評価学第 3版 p213~240」

を熟読しておくことが望まし

い 事後学習：配付資料・該当

する教科書の内容を理解する 

60 60 北上守俊 

3,4 起居動作（片麻痺） 実習・事前に教科書「ADLとそ

の周辺第 3 版 各論」の該当

箇所に目を通しておくこと 

60 60 間宮靖幸 

5,6 移乗動作(片麻痺) 実習・事前に教科書「ADLとそ 60 60 間宮靖幸 



の周辺第 3 版 各論」の該当

箇所に目を通しておくこと 

7,8 移動動作(片麻痺) 実習・事前に教科書「ADLとそ

の周辺第 3 版 各論」の該当

箇所に目を通しておくこと 

60 60 間宮靖幸 

9,10 食事動作(片麻痺) 実習 事前学習・学習課題：

教科書「ADLとその周辺第 3版 

各論」の該当箇所に目を通し

ておくこと 事後学習：配付

資料と教科書の該当する部分

の復習 

60 60 北上守俊 

11,12 整容動作(片麻痺) 実習 事前学習・学習課題：

教科書「ADLとその周辺第 3版 

各論」の該当箇所に目を通し

ておくこと 事後学習：配付

資料と教科書の該当する部分

の復習 

60 60 北上守俊 

13,14 更衣動作(片麻痺) 実習 事前学習・学習課題：

教科書「ADLとその周辺第 3版 

各論」の該当箇所に目を通し

ておくこと 事後学習：配付

資料と教科書の該当する部分

の復習 

60 60 北上守俊 

15,16 トイレ動作(片麻痺) 実習 事前学習・学習課題：

教科書「ADLとその周辺第 3版 

各論」の該当箇所に目を通し

ておくこと 事後学習：配付

資料と教科書の該当する部分

の復習 

60 60 北上守俊 

17,18 入浴動作(片麻痺) 実習 事前学習・学習課題：

教科書「ADLとその周辺第 3版 

各論」の該当箇所に目を通し

ておくこと 事後学習：配付

資料と教科書の該当する部分

の復習 

60 60 北上守俊 

19 生活関連活動、IADL（家事、交通機関

の利用等） 

実習 事前学習・学習課題：

教科書「ADLとその周辺第 3版 

各論」の該当箇所に目を通し

ておくこと 事後学習：配付

資料と教科書の該当する部分

の復習 

60 60 北上守俊 



20 患者を招いての演習授業（情報収集） 実習・事前に教科書「ADLとそ

の周辺第 3 版 各論」の該当

箇所に目を通しておくこと 

60 60 外川佑 

21,22 患者を招いての演習授業(面接・動作

分析) 

実習・事前に教科書「ADLとそ

の周辺第 3 版 各論」の該当

箇所に目を通しておくこと 

60 60 外川佑 

23,24 評価結果の報告 実習 事前学習・学習課題：

教科書「ADLとその周辺第 3版 

各論」の該当箇所に目を通し

ておくこと 事後学習：配付

資料と教科書の該当する部分

の復習 

60 60 全員 

25,26 パーキンソン病の ADL、脊髄小脳変性

症の ADL 

実習・事前に教科書「ADLとそ

の周辺第 3 版 各論」の該当

箇所に目を通しておくこと 

60 60 外川佑 

27,28 筋萎縮性側索硬化症の ADL、筋ジスト

ロフィー症の ADL 

実習・事前に教科書「ADLとそ

の周辺第 3 版 各論」の該当

箇所に目を通しておくこと 

60 60 外川佑 

29 認知症の ADL 実習・事前に教科書「ADLとそ

の周辺第 3 版 各論」の該当

箇所に目を通しておくこと 

60 60 間宮靖幸 

30 運動器・整形外科疾患の ADL 実習・事前に教科書「ADLとそ

の周辺第 3 版 各論」の該当

箇所に目を通しておくこと 

60 60 外川佑 
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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 20％、課題 20％、定期試験

60％ 

再試の様式：筆記又はレポート 回数：

試験毎の結果に応じてその都度検討

する。 該当者に対する指導：本試験

結果の状況に応じて指導を行うこと

もある。 

動きやすい服装で参加すること。 対

象者と接する場合には医療従事者ら

しい真摯な態度で臨むこと。 定期試

験期間中に試験を実施する． 

 

【オフィスアワー・連絡先】 

北上：木曜 14 時から 17 時 kitakami@nuhw.ac.jp 外川：月曜 9 時から 10 時 sotokawa@nuhw.ac.jp 間宮：金

曜 15時から 17時 mamiya@nuhw.ac.jp 



〈リハビリテーション学部 言語聴覚学科〉                  （2022年度） 

科目群 専門基礎科目群 
 

授業科目 音声学 授業コード 23003500 

担当教員 大石 如香 
 

対象学年 1年 対象学科 言語 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／プレゼン

テーション 

単位数 2単位 時間数 30 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】 

言語聴覚士は音声言語を扱います。言語聴覚士は、患者の発音の誤りの傾向を知るために、音声表出を記述したり、さ

まざまな音を実際に発音することが必要です。また、患児や患者に対して、構音法を呈示する際、それをわかりやすく

説明できる知識を持たなければなりません。本授業では、音声学を初めて学ぶ学生のための「入門編」としての知識を

学ぶと同時に、実際の臨床に活かせる基礎となる知識や技術について、実践を交えながら学びます。本科目は、言語聴

覚士の実務（臨床）経験をもつ教員が担当する科目である。本科目は、対面式授業とメディア授業（同時方向型）の組

み合わせで実施します。 

【授業の目的】 

言語聴覚士として必要な音声学の知識や技術を習得する。 

【学習目標】 

１．音声学とはどのような分野かを理解する。 ２．子音の調音の場所や方法について理解する。 ３．第１次、第２次

基本母音を理解する。 ４．日本語の超分節的特徴（アクセントなど）について理解する。 ５．実際に IPA表記ができ

るようになる。 
 

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 音声と音声学、調音器官の構造と働き 【授業形態】講義 【事前学習】

指定テキスト（p7-16）を熟読

する。 【事後学習】復習ノー

トを作成する。 

60 60 大石 如香 

2 単音とその産出、子音の分類 【授業形態】講義 【事前学習】

指定テキスト（p17-24）を熟

読する。 【事後学習】復習ノ

ートを作成する。 

60 60 大石 如香 

3 IPAにおける肺臓気流子音１ 【授業形態】講義 【事前学習】

指定テキスト（p24-57）を熟

60 60 大石 如香 



読する。 【事後学習】復習ノ

ートを作成する。 

4 IPAにおける肺臓気流子音２ 【授業形態】講義 【事前学習】

指定テキスト（p24-57）を熟

読する。 【事後学習】復習ノ

ートを作成する。 

60 60 大石 如香 

5 子音におけるさまざまな特徴と、喉

頭・硬口蓋気流子音 

【授業形態】講義 【事前学習】

指定テキスト（p57-72）を熟

読する。 【事後学習】復習ノ

ートを作成する。 

60 60 大石 如香 

6 現代共通日本語の単音 日本語の子音

IPA表記 

【授業形態】講義 【事前学習】

指定テキスト（p84-96）を熟

読する。 【事後学習】復習ノ

ートを作成する。 

60 60 大石 如香 

7 ＜演習＞IPA 表記で単語/文章を表記

する 

【授業形式】演習 【事前学習】

日本語の IPA 標記を確認して

おく。 【事後学習】日本語の

単語・文章を IPA 表記できる

ように復習する。 

60 60 大石 如香 

8 母音の分類 【授業形態】講義 【事前学習】

指定テキスト（p72-79）を熟

読する。 【事後学習】復習ノ

ートを作成する。 

60 60 大石 如香 

9 母音におけるさまざまな特徴 【授業形態】講義 【事前学習】

指定テキスト（p79-83）を熟

読する。 【事後学習】復習ノ

ートを作成する。 

60 60 大石 如香 

10 ＜演習＞日本人アーティストの音声

学的特徴 

【授業形式】グループワーク 

【事後学習】プレゼンテーシ

ョン準備 

0 120 大石 如香 

11 音節とモーラ 【授業形態】講義 【事前学習】

指定テキスト（p97-103）を熟

読する。 【事後学習】復習ノ

ートを作成する。 

60 60 大石 如香 

12 ＜演習＞日本人アーティストの音声

学的特徴発表 

【授業形式】グループワーク、

プレゼンテーション 【事前学

習】プレゼンテーション準備 

120 0 大石 如香 

13 日本語の超分節的特徴 【授業形態】講義 【事前学習】

指定テキスト（p105-140）を

熟読する。 【事後学習】復習

ノートを作成する。 

60 60 大石 如香 



14 音素と音素論 【授業形態】講義 【事前学習】

指定テキスト（p157-162）を

熟読する。 【事後学習】復習

ノートを作成する。 

60 60 大石 如香 

15 まとめ 【授業形式】講義 【事前・事

後学習】これまでの授業内容

を復習する。 

60 60 大石 如香 

   0 0  

   0 0  

   0 0  

   0 0  

   0 0  

   0 0  

   0 0  

0   0 0  

0      

0      

0      

0      

0      

0      

0      
 

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 
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【評価方法】 再試・追加指導 【履修上の留意点】 

成績は、定期試験、レポートおよび演

習のプレゼンテーションにて評価し

ます。筆記試験６０％、レポート２

０％、グループワークのプレゼンテー

ション２０％。 

定期試験・レポート・演習のプレゼン

テーションでの評価の結果、成績が合

格点に達していない場合には再試験

を実施する。再試験の形式は筆記試験

とする。 

 

 

【オフィスアワー・連絡先】 

大石研究室（F304） オフィスアワー：木曜日 12:15-13:00、E-mail: oishi@nuhw.ac.jp 授業や課題に関する質問等

は、Gmailにてご連絡ください。対面でのご相談を希望される場合は、オフィスアワーあるいは、Gmailでアポイント

を取ってから（日時の約束をしてから）いらしてください。 



                 （2022年度） 

科目群 専門基礎科目群 
 

授業科目 音響学 授業コード 23004000 

担当教員 田村 俊暁 
 

対象学年 1年 対象学科 言語 授業形態 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 

その他 

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】 

言語聴覚士として必要な音の性質に関する知識を習得する。言語聴覚士として実務経験を有する教員が担当する。 

【授業の目的】 

聴覚心理学、音声分析、補聴器フィッティングに必要な音そのものの特徴について理解する。 

【学習目標】 

１．音の性質（純音、複合音、周期音、非周期音など）について理解する。２．音響学で用いる用語について説明でき

る。３．音の単位 dBについて理解し計算できる。４．音のスペクトルについて理解する。５．音声の音響学的特徴を

理解する。６．音の AD変換について述べる。 
 

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 音（サイン波、その他）について 講義 教科書の第 1 章を講義

前後に読むこと。 

60 60 田村 俊暁 

2 音の性質について 講義 教科書の第 1 章を読ん

でおくこと。 

60 60 田村 俊暁 

3 音の強さの尺度（dBについて） 講義 指数と対数の復習をし

ておくこと。 教科書の第 2章

を講義前後に読むこと。 

30 90 田村 俊暁 

4 音の周波数分析（スペクトル）につい

て 

講義 教科書の第 3 章を講義

前後に読むこと。 

60 60 田村 俊暁 

5 音声音響学（フィルター理論） 講義 教科書の第 5 章を講義

前後に読むこと。 

30 90 田村 俊暁 

6 音声の音響学（音声分析） 講義 教科書の第 5 章を講義

前後に読むこと。 

30 90 田村 俊暁 

7 音声の AD変換（標本化） 講義 教科書の第 3章の「音の

デジタル化」を講義前後に読

60 60 田村 俊暁 



むこと。 

8 音声の AD変換（量子化） 講義 教科書の第 8 章を講義

前後に読むこと。 

60 60 田村 俊暁 

9   0 0  

10   0 0  

11   0 0  

12   0 0  

13   0 0  

14   0 0  

15   0 0  

16   0 0  

17   0 0  

18   0 0  

19   0 0  

20   0 0  

21   0 0  

22   0 0  

23   0 0  

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 

言語聴覚士の音響学入門 ２訂

版 

吉田友敬 海文堂出版 2020 年・2,600 円

＋税 

 

参考書 
ゼロからはじめる音響学 青木直史 講談社 2014 年・2,600 円

＋税 

 

その他の

資料 

言語聴覚士のための音響学 今泉 敏 医歯薬出版社 2007 年・3,800 円

＋税 

 

 

【評価方法】 再試・追加指導 【履修上の留意点】 

定期試験の結果を持って評価する。 再試験は 1回まで 講義などで提示するサンプル音を積

極的に聞いて講義内容と感覚を結び

つけてください。 
 

【オフィスアワー・連絡先】 

オフィスアワー：毎週火曜日 10:40~12:10 まで（アポイントを事前にとってください） 連絡先：toshiaki-

tamura@nuhw.ac.jp 場所：F308 



                 （2022年度） 

科目群 専門基礎科目群 
 

授業科目 聴覚心理学 授業コード 23004500 

担当教員 吉岡 豊 
 

対象学年 1年 対象学科 言語 授業形態 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 

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】 

言語聴覚士としての臨床経験をもつ教員が本科目を担当する。人が音をどのように感じるのかに関する知識を習得し、

言語聴覚士として聴覚の感覚・知覚・認知心理学的機能を理解する。 

【授業の目的】 

補聴器装用に必要なマスキングや両耳聴などの聴覚心理学的現象を知る。 

【学習目標】 

１．聴覚器の機構、２．音の物理的／心理的側面の対応関係、３．聴覚の心理学的特性、4.人間と音の世界の関係、5.

両耳の機能 以上の内容についての知識を整理・理解して、説明ができる。 
 

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 耳の構造と機能 講義  事前学習 耳の構造に

ついて調べておくこと 事後

学習 耳の機能（増幅作用な

ど）について確認すること 

60 60 吉岡 豊 

2 音の三要素と可聴範囲（1） 講義 事前学習 音の心理学

（感覚）的 3 要素について調

べること（教科書 pp106～、

pp119～など） 事後学習 音の

物理的表現と心理的表現を使

い分けられるようにすること 

60 60 吉岡 豊 

3 音の心理的評価法 講義  事前学習 心理学にお

ける測定法について調べてみ

ること 事後学習 講義時に配

布された資料を理解すること 

30 90 吉岡 豊 

4 音の知覚：異なる周波数間と音の大き 講義  事前学習 教科書の第 60 60 吉岡 豊 



さの関係、音の感覚的大小および高さ

の比較 

4 章 1.2.を事前に読んでおく

こと 事後学習 配布資料と教

科書を照らし合わせて理解を

深めること 

5 両耳聴（1）：両耳加算効果、両耳融合

能、両耳分離能、方向感 

講義 事前学習 教科書の第 4

章 4.を読んでおくこと 事後

学習 講義中に体験した両耳

聴と教科書の記述を照らし合

わせること 

60 60 吉岡 豊 

6 両耳聴（1）：両耳加算効果、両耳融合

能、両耳分離能、方向感 

講義 事前学習 教科書の第 4

章 4.を読んでおくこと 事後

学習 講義中に体験した両耳

聴と教科書の記述を照らし合

わせること 

60 60 吉岡 豊 

7 騒音、マスキング効果、臨界帯域（2） 講義 事前学習 教科書の第 4

章 3.を事前に読んでおくこ

と 騒音に関しては資料を配

付する 事後学習 マスキング

の特徴についてまとめること 

どのような音が騒音になりう

るのかを考えること 

60 60 吉岡 豊 

8 騒音、マスキング効果、臨界帯域（2） 講義 事前学習 教科書の第 4

章 3.を事前に読んでおくこ

と 騒音に関しては資料を配

付する 事後学習 マスキング

の特徴についてまとめること 

どのような音が騒音になりう

るのかを考えること 

60 60 吉岡 豊 

9   0 0  

10   0 0  

11   0 0  

12   0 0  

13   0 0  

14   0 0  

15   0 0  

16   0 0  

17   0 0  

18   0 0  

19   0 0  

20   0 0  

21   0 0  



22   0 0  

23   0 0  

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 

言語聴覚士の音響学入門 2

訂版 

吉田 友敬 海文堂 2020 年・2,600 円

＋税 

音響学と同じ教

科書を使用する 

参考書 

1) 音の世界の心理学 2) 新こ

とばの科学入門 3) 音のなん

でも小辞典 4) 音の評価のた

めの心理学的測定法 5) サウ

ンドスケープ（その思想と実

践） 6) 音のイリュージョン

―知覚を生み出す脳の戦略 7)

ゼロからはじめる音響学 

1) 重 野 純 

2) 廣瀬肇訳

（G. Borden

ら著） 3) 日

本音響学会 

編集 4) 日

本音響学会 

編集 5) 鳥

越けい子 6) 

柏野牧夫 7)

青木直史 

1) ナカニシヤ

出版 2) 医学

書院 3) 講談

社 4) コロナ

社 5) 鹿島出

版会 6) 岩波

書店 7)講談社 

1) 2003 年発行、

2600 円＋税  2) 

2005 年発行、6200

円＋税 3) 1996年

発行、1210 円 4) 

1998 年発行、3500

円＋税 5) 1997年

発行、1980 円 6) 

2010 年発行、1300

円 7)2014年発行、

2600円＋税 

 

その他の

資料 
     

 

【評価方法】 再試・追加指導 【履修上の留意点】 

定期試験（小テストを実施した場合は

加点あり）で評価する。 

再試験は 1 回までとする。 本人から

申し出があれば、再試前には成績不良

であった領域がどこであったかを説

明する予定である。 

音環境や聴知覚に関する関心・感性を

高めるように、自ら努めること。授業

では理解が深まるよう音聴取の体験

的演習を多く取り入れるが、授業で紹

介された音源の他、インターネット上

にあるサイト（検索用語：イリュージ

ョンフォーラム）なども参考にするこ

と。iTunes の音質調整（イコライザ

ー）など、音響デバイスの操作にもな

じむことが望ましい。 
 

【オフィスアワー・連絡先】 

オフィスアワー；事前にメールで連絡をしてください E-mail：yoshioka@nuhw.ac.jp 



                 （2022年度） 

科目群 専門基礎科目群 
 

授業科目 言語発達学 授業コード 23005000 

担当教員 吉岡 豊 
 

対象学年 1年 対象学科 言語聴覚学科 授業形態 対面 

開講時期 後期 必修・選択 必須 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】 

言語聴覚士として小児の必要な言語発達に関する知識を習得する。 言語聴覚士として実務経験を有する教員が担当す

る。 

【授業の目的】 

言葉の遅れを理解するために定型発達児の言語発達を理解する。 

【学習目標】 

１．言語発達の全体像を理解する。２．前言語期の発達を説明する。３．言語発達を言語のレベル(構音、語彙、文、

談話）別に説明できる。４．言語の使用について説明できる。５．文字認識の発達について理解する。 
 

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 言語発達学とそのアプローチ法 講義 事前学習 教科書の第 1

章を事前に読んでおくこと。 

事後学習 自分がどのように

言葉を獲得してきたか振り返

ってみること。 

60 60 吉岡豊 

2 乳幼児のコミュニケーション 講義 事前学習 教科書の第 2

章を講義前に読むこと。 事後

学習 教科書の第 2 章を講義

後に読むこと。 成人となった

今でも前言語期のコミュニケ

ーション手段を使用している

かどうかを考察する。 

60 60 吉岡豊 

3 構音の発達 講義 音声学の教科書も持参

すること（現代日本語の単音

の項を参照のこと） 事前学習 

40 80 吉岡豊 



音声学テキストの日本語の母

音と子音の箇所を読んでおく

こと。 子音をどのように構音

しているか口腔内の動きを把

握しておくこと。 事後学習 

日本語の子音がどこで構音さ

れているかを各自が実際に確

認すること。 

4 語彙発達 講義 事前学習 教科書の第 3

章を講義前に読むこと。 事後

学習 教科書の第 3 章を講義

後に読むこと。 例えば、国語

辞典の「あ」で始まる項目の

うち知っている言葉がどの程

度あるかを調べてみる。その

うち、それだけの言葉を知っ

ているかを把握すること。 

60 60 吉岡豊 

5 発話構造の発達（統語の発達） 講義 事前学習 教科書の第 4

章を講義前に読むこと。 事後

学習 教科書の第 4 章を講義

前に読むこと。 

60 60 吉岡豊 

6 語用の発達 講義 事前学習 教科書の第 5

章を講義前後に読むこと。 事

後学習 文字通りの意味では

ない表現を探してみること。 

60 60 吉岡豊 

7 物語ることの発達 講義 事前学習 教科書の第 7

章を講義前に読むこと。 事後

学習 教科書の第 7 章を講義

後に読むこと。 

60 60 吉岡豊 

8 文字の知識と音韻意識 講義 事前学習 教科書の第 8

章を講義前に読むこと。 事後

学習 教科書の第 8 章を講義

前後に読むこと。 日本語では

平仮名、カタカナ、漢字の 3種

類の文字を学習するが、その

難しさを英語などの外国語と

比較して考察してみよう。 

60 60 吉岡豊 

   0 0  

   0 0  

   0 0  

   0 0  



   0 0  

   0 0  

   0 0  

   0 0  

   0 0  

   0 0  

   0 0  

   0 0  

   0 0  

   0 0  

0   0 0  

0      

0      

0      

0      

0      

0      

0      
 

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 

入門シリーズ ことばの発達

と障害１ ことばの発達入門 

秦 野 悦 子 

編集 

大修館書店 2001 年・2,200 円

＋税 

 

参考書 
言語聴覚士のための基礎知識 

音声学・言語学 

今 泉  敏 

編集 

医学書院 2009 年・3,800 円

＋税 

第ＩＶ章 言語

発達学 

その他の

資料 
     

 

【評価方法】 再試・追加指導 【履修上の留意点】 

定期試験の点数をもって評価する。 再試験は 1 回までとする。 希望者に

は、再試験対象者には成績不要であっ

た箇所を提示する予定である。 

講義の後に教科書を読むと理解が深

まるので、積極的に読んでください。 

 

【オフィスアワー・連絡先】 

オフィスアワー：事前にアポイントのメールをお願いします。 E-mail：yoshioka@nuhw.ac.jp 場所：F303 



                 （2022年度） 

科目群 専門専攻 
 

授業科目 成人言語障害学Ⅰ 授業コード 23008000 

担当教員 内山 信／大石 如香 
 

対象学年 2年 対象学科 言語 授業形態 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 

その他／該当無し 

単位数 2単位 時間数 30 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】 

言語聴覚士としての臨床経験をもつ複数の教員が本科目を担当する。成人脳損傷者のリハビリテーションにおけるチ

ームアプローチに専門職として参加するため、成人に生じる言語・コミュニケーション障害（失語および右半球損傷・

認知症・頭部外傷などによるコミュニケーション障害）の言語症状の特徴や鑑別の方を理解するとともに、他の専門

職との連携のあり方について認識を深められるよう、授業を展開する。 

【授業の目的】 

失語症は言語聴覚療法において重要な専門分野である。 この講義ではまずは基礎的知識を身につけ、その知識を次の

実践への足掛かりとする。 

【学習目標】 

1. 失語症学の成り立ちについて説明し、その発展の概略について述べることができる 2. 失語の発症のメカニズムに

ついて、原因疾患と病巣を中心に整理して述べることができる 3. 失語の言語症状を説明するとともに、他の症状と

鑑別することができる 4. 失語の分類名を列挙しその特徴を述べるとともに、典型例については他から鑑別して同定

できる 5. 失語と鑑別すべきコミュニケーション障害を列挙し、主な鑑別点を説明できる 6. 失語のリハビリテーシ

ョンの流れについて、チームアプローチの観点から説明できる 7. 失語の予後についてその概略を説明できる 
 

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 失語症の概要 対面授業 テキスト該当箇所

を熟読する 

30 30 内山 信 

2 失語症の基礎１ 対面授業 テキスト該当箇所

を熟読する 

30 30 内山 信 

3 失語症の症状 1 対面授業 テキスト該当箇所

を熟読する 

30 30 内山 信 

4 失語症の症状 2 対面授業 テキスト該当箇所

を熟読する 

30 30 内山 信 

5 失語症候群 1 対面授業 テキスト該当箇所 30 30 内山 信 



を熟読する 

6 失語症候群 2 対面授業 テキスト該当箇所

を熟読する 

30 30 内山 信 

7 失語症候群のまとめ 対面授業 テキスト該当箇所

を熟読する 

30 30 内山 信 

8 まとめ 対面授業 テキスト該当箇所

を熟読する 

30 30 内山 信 

9 失語症評価の流れ 【授業形態】講義 【事前学習】

指定テキスト『失語症学』

（p170-173）、『言語治療マニ

ュアル』（p226）を熟読する。 

【事後学習】復習ノートを作

成する。 

60 60 大石 如香 

10 評価の実際１ 【授業形態】講義 【事前学習】

指定テキスト『失語症学』

（p184-185）を熟読する。 【事

後学習】復習ノートを作成す

る。 

60 60 大石 如香 

11 評価の実際２ 【授業形態】講義 【事前学習】

指定テキスト『失語症学』

（p174）、『言語治療マニュア

ル』（p226-230）を熟読する。 

【事後学習】復習ノートを作

成する。 

60 60 大石 如香 

12 総合的失語症検査１ 【授業形態】講義 【事前学習】

指定テキスト『失語症学』

（p174-176）、『言語治療マニ

ュアル』（p230-235）を熟読す

る。 【事後学習】復習ノート

を作成する。 

60 60 大石 如香 

13 総合的失語症検査２ 【授業形態】講義 【事前学習】

指定テキスト『失語症学』

（p174-176）、『言語治療マニ

ュアル』（p230-235）を熟読す

る。 【事後学習】復習ノート

を作成する。 

60 60 大石 如香 

14 掘り下げ検査 【授業形態】講義 【事前学習】

指定テキスト『失語症学』

（p177-180）、『言語治療マニ

ュアル』（p235-244）を熟読す

る。 【事後学習】復習ノート

60 60 大石 如香 



を作成する。 

15 評価のまとめ 【授業形態】講義 【事前学習】

これまでの授業の資料を復習

しておく。 【事後学習】復習

ノートを作成する。 

60 60 大石 如香 

   0 0  

   0 0  

   0 0  

   0 0  

   0 0  

   0 0  

   0 0  

0   0 0  

0      

0      

0      

0      

0      

0      

0      
 

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 

標準言語聴覚障害学 失語症学 

第 2版 言語治療ハンドブック 

藤田郁代 編

著  伊 藤 元

信・吉岡博代 

編集 

医学書院 医歯

薬出版 

2015 年/5,000 円+

税 2017 年/6,400

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】 

定期試験やレポート等により評価す

る。 

個別に指示する。  

 

【オフィスアワー・連絡先】 

内山研究室：F302a メールアドレス：makoto-uchiyama@nuhw.ac.jp オフィスアワー：月曜日 10：30-11：30  大石研

究室：F309 メールアドレス：oishi@nuhw.ac.jp オフィスアワー：木曜日 12：15-12：45 



                 （2022年度） 

科目群 専門専攻科目群 
 

授業科目 成人言語障害学Ⅱ 授業コード 23008500 

担当教員 内山 信 
 

対象学年 3年 対象学科 言語 授業形態 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／その他 

単位数 2単位 時間数 30 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】 

言語聴覚士としての臨床経験をもつ教員が本科目を担当する。成人脳損傷者のリハビリテーションチームに専門職と

して参加するため、失語を中心にしてその言語治療の具体的方法やを失語患者のコミュニケーションの改善に向けて

行うさまざまな援助の方法について学習する。失語を対象にした言語治療の具体的方法を習得して実践するための

種々の技法を学べるよう、授業を展開する。 

【授業の目的】 

臨床実習および国家試験において必要とされる失語症とその言語治療や援助方法についての基本的知識を習得する。 

【学習目標】 

１．失語の言語治療テクニックを列挙し、それぞれの特徴を説明できる。２．失語の言語治療の流れを理解し、初回評

価から訓練終了時までに行うべき臨床活動を述べることができる。３．失語の具体的症例に対して訓練計画を立案す

る際の要点を説明できる。４．失語の言語訓練材料を列挙し、その適応について説明できる。５．地域での言語リハビ

リテーションの実態について説明できる。６．失語の評価結果を基にして、言語治療計画が立案できる 
 

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 失語症における障害の範囲と特徴 講義 30 30 内山 信 

2 失語症治療の目標、理論 講義 30 30 内山 信 

3 治療計画と治療手続き 講義 30 30 内山 信 

4 失語症の回復と治療効果 講義 30 30 内山 信 

5 語産生の障害とその訓練 講義 30 30 内山 信 

6 聴覚的理解障害の臨床と訓練 講義 30 30 内山 信 

7 動詞と文処理障害のための働きかけ 講義 30 30 内山 信 

8 実用コミュニケーション障害改善の

ための働きかけ 

講義 30 30 内山 信 

9 最重度失語症改善のための働きかけ 講義 30 30 内山 信 

10 読みの改善のための働きかけ 講義 30 30 内山 信 



11 書字の改善のための働きかけ 講義 30 30 内山 信 

12 心理・社会的問題への働きかけ 講義 30 30 内山 信 

13 訓練計画の立案 講義 30 30 内山 信 

14 訓練計画の立案 講義 30 30 内山 信 

15 まとめ 講義 30 30 内山 信 

16   0 0  

17   0 0  

18   0 0  

19   0 0  

20   0 0  

21   0 0  

22   0 0  

23   0 0  

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 

失語症 臨床標準テキスト 種村純  編

著／前島伸

一郎・宇野彰 

著 

医歯薬出版株

式会社 

2019年・3,500円+

税 

 

参考書 

標準言語聴覚障害学 失語症

学 第 2版 

藤 田 郁 代 

立 石 雅 子 

編集 

医学書院 2015 年・5,000 円

＋税 

教科書として使

用（2年次購入済

み） 

その他の

資料 
     

 

【評価方法】 再試・追加指導 【履修上の留意点】 

定期試験で評価する(100％)。 個別に指示する。  
 

【オフィスアワー・連絡先】 

研究室：F302aメールアドレス：makoto-uchiyama@nuhw.ac.jpオフィスアワー：月曜日 10：30-11：30 



                 （2022年度） 

科目群 専門専攻科目群 
 

授業科目 成人言語障害学演習Ⅰ 授業コード 23009000 

担当教員 大石 如香 
 

対象学年 2年 対象学科 言語 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 

単位数 1単位 時間数 30 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】 

失語症の評価は、失語症臨床における重要な柱の一つです。この科目では、対象者の症状を的確に把握・分析し、総合

的に評価する力を身につけるために、実践に即した形式で演習を実施します。本科目は、言語聴覚士の実務（臨床）経

験をもつ教員が担当する科目です。 

【授業の目的】 

失語症検査、特に、臨床の軸となる総合的失語症検査について、マニュアルを確認しながら正確に実施できる能力を

身につける。 

【学習目標】 

１．症状に応じた評価法を選択できる ２．マニュアルを確認しながら検査を実施できる ３．症状を記録できる ４．

記録した症状を分析できる ５．検査結果から総合的な失語症評価ができる 
 

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 評価の流れ 【授業形態】講義 【事前学習】

指定テキスト『失語症学』

（p170-173）、『言語治療マニ

ュアル』（p226）を熟読する。 

【事後学習】復習ノートを作

成する。 

30 30 大石 如香 

2 インテーク・情報収集 【授業形態】講義、演習 【事

前学習】指定テキスト『失語

症学』（p174）、『言語治療マニ

ュアル』（p226-230）を熟読す

る。 【事後学習】復習ノート

を作成する。 

30 30 大石 如香 

3 画像読影法 【授業形態】講義、演習 【事 30 30 大石 如香 



前学習】指定テキスト『失語

症学』（p184-185）を熟読する。 

【事後学習】中心溝の特定や

脳回の特定、言語機能の局在

について復習する。 

4 総合的失語症検査１ 【授業形式】演習 【事前学習】

SLTA について前期授業の復

習をする 【事後学習】授業資

料を復習し、検査手順につい

て確認する。 

30 30 大石 如香 

5 総合的失語症検査２ 【授業形式】演習 【事後学習】

授業資料、演習内容を復習し、

検査手順について習熟する。 

0 60 大石 如香 

6 総合的失語症検査３ 【授業形式】演習 【事後学習】

授業資料、演習内容を復習し、

検査手順について習熟する。 

0 60 大石 如香 

7 総合的失語症検査４ 【授業形式】演習 【事後学習】

授業資料、演習内容を復習し、

検査手順について習熟する。 

0 60 大石 如香 

8 総合的失語症検査５ 【授業形式】演習 【事後学習】

授業資料、演習内容を復習し、

検査手順について習熟する。 

0 60 大石 如香 

9 総合的失語症検査６ 【授業形式】演習 【事後学習】

授業資料、演習内容を復習し、

検査手順について習熟する。 

0 60 大石 如香 

10 総合的失語症検査７ 【授業形式】演習 【事後学習】

授業資料、演習内容を復習し、

検査手順について習熟する。 

0 60 大石 如香 

11 総合的失語症検査８ 【授業形式】演習 【事後学習】

授業資料、演習内容を復習し、

検査手順について習熟する。 

0 60 大石 如香 

12 総合的失語症検査９ 【授業形式】演習 【事後学習】

授業資料、演習内容を復習し、

検査手順について習熟する。 

0 60 大石 如香 

13 総合的失語症検査１０ 【授業形式】演習 【事後学習】

授業資料、演習内容を復習し、

検査手順について習熟する。 

0 60 大石 如香 

14 症状分析 【授業形式】演習 【事前学習】

指定テキスト（p74-89）を熟

読する。 

30 60 大石 如香 

15 所見のまとめ方，報告書の記載法 【授業形式】講義 【事前学習】 30 60 大石 如香 



指定テキスト（p190-195）を

熟読する。 【事後学習】演習

で実施した SLTA の評価につ

いて評価サマリーを作成す

る。 
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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 

     

参考書 

標準言語聴覚障害学 失語症

学 第 3版 

藤田郁代、立

石雅子、菅野

倫子編 

医学書院 2021 年・5,000 円

＋税 

言語治療ハンド

ブック  伊藤元

信・吉岡博代 編

集  医歯薬出版 

2017年、6,400円

＋税 

その他の

資料 
     

 

【評価方法】 再試・追加指導 【履修上の留意点】 

演習内容、レポート等で評価する。 成績評価にて合格点に到達しない場

合には、再試験あるいは追加指導を実

施する。 

失語症に関連する基本的な解剖学の

知識や、失語症の諸症状、古典的分類

について、事前にしっかり理解して演

習に臨むこと。 
 

【オフィスアワー・連絡先】 

大石研究室(F309研究室)  オフィスアワー：木曜日 12:15-12:45  E-mail: oishi@nuhw.ac.jp 



                 （2022年度） 

科目群 専門専攻科目群 
 

授業科目 成人言語障害学演習Ⅱ 授業コード 23009500 

担当教員 内山 信 
 

対象学年 3年 対象学科 言語 授業形態 対面 

開講時期 前期 必修・選択 必修 アクティブラ

ーニング 

PBL／その他 

単位数 1単位 時間数 30 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】 

言語聴覚士としての臨床経験をもつ教員が本科目を担当する。成人脳損傷者に生じる言語・コミュニケーション障害

（失語および右半球損傷・認知症・頭部外傷などによるコミュニケーション障害）の評価、診断、治療に必要な技法を

修得できるよう、授業を展開する。 

【授業の目的】 

臨床実習および国家試験において必要とされると失語症を中心とした言語・コミュニケーション障害とその評価、診

断、治療についての基本的知識を習得する。 

【学習目標】 

1. 失語症総合検査の結果から、治療の手掛かりとなる掘り下げ検査を適切に選択し実施できる 2. 失語症に合併する

他の高次脳機能障害に関連する検査を適切に選択し実施できる 3. 検査結果を解釈し、考察できる 4. コミュニケーシ

ョン障害の問題点を抽出できる 5. 治療計画、治療プログラムを立案し、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 

（分） 

事後 

学習 

時間 

（分） 

担当教員 

1 失語症評価演習 講義と演習 30 30 内山 信 

2 掘り下げ検査演習１ 講義と演習 30 30 内山 信 

3 掘り下げ検査演習 2 講義と演習 30 30 内山 信 

4 掘り下げ検査演習 3 講義と演習 30 30 内山 信 

5 失語症診断演習 1 講義と演習 30 30 内山 信 

6 失語症診断演習 2 講義と演習 30 30 内山 信 

7 失語症診断演習 3 講義と演習 30 30 内山 信 

8 失語症診断演習 4 講義と演習 30 30 内山 信 

9 失語症診断演習 5 講義と演習 30 30 内山 信 

10 失語症診断演習 6 講義と演習 30 30 内山 信 

11 失語症治療演習 1 講義と演習 30 30 内山 信 

12 失語症治療演習 2 講義と演習 30 30 内山 信 



13 失語症治療演習 3 講義と演習 30 30 内山 信 

14 失語症治療演習 4 講義と演習 30 30 内山 信 

15 まとめ 講義 30 30 内山 信 

16   0 0  

17   0 0  

18   0 0  

19   0 0  

20   0 0  

21   0 0  

22   0 0  

23   0 0  

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 

     

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】 

レポートにより評価する(100%) 個別に指示する。  
 

【オフィスアワー・連絡先】 

研究室：F302aメールアドレス：makoto-uchiyama@nuhw.ac.jpオフィスアワー：月曜 10：30-11：30 



                 （2022年度） 

科目群 専門専攻科目群 
 

授業科目 小児言語障害学Ⅱ 授業コード 23011000 

担当教員 大湊 麗 
 

対象学年 2年 対象学科 言語 授業形態 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 

その他 

単位数 2単位 時間数 30 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】 

言語発達障害の対応において、代表的な検査である WISC-IVと K ABC-Ⅱを通して検査概要を理解する。また、その検

査結果の解釈の仕方を習得し、指導プログラムへの流れを理解する。言語聴覚士としての実務経験をもつ教員が担当

する。 

【授業の目的】 

言語発達障害の対応において、代表的な検査の実践を通して検査概要を理解する。また、検査結果の解釈の仕方を習

得し、指導プログラムへの流れを理解する。 

【学習目標】 

言語発達障害に関する基礎知識を習得し、概説できる。各障害の評価・訓練を学び、その要点を説明できる。言語聴覚

士と発達障害児の生活面でのかかわりを学び、実態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 言語発達障害の概要と関連領域 講義、教科書の関連部分を事

前事後学習 

30 30 大湊 麗 

2 WISC-Ⅳの使用方法と解釈 講義、教科書の関連部分を事

前事後学習 

30 30 大湊 麗 

3 WISC-Ⅳの使用方法と解釈 講義、教科書の関連部分を事

前事後学習 

30 30 大湊 麗 

4 WISC-Ⅳの使用方法と解釈 講義、教科書の関連部分を事

前事後学習 

30 30 大湊 麗 

5 WISC-Ⅳの使用方法と解釈 講義、教科書の関連部分を事

前事後学習 

30 30 大湊 麗 

6 WISC-Ⅳの使用方法と解釈 講義、教科書の関連部分を事

前事後学習 

30 30 大湊 麗 

7 WISC-Ⅳの使用方法と解釈 講義、教科書の関連部分を事 30 30 大湊 麗 



前事後学習 

8 K ABC-Ⅱの使用方法と解釈 講義、教科書の関連部分を事

前事後学習 

30 30 大湊 麗 

9 K ABC-Ⅱの使用方法と解釈 講義、教科書の関連部分を事

前事後学習 

30 30 大湊 麗 

10 K ABC-Ⅱの使用方法と解釈 講義、教科書の関連部分を事

前事後学習 

30 30 大湊 麗 

11 K ABC-Ⅱの使用方法と解釈 講義、教科書の関連部分を事

前事後学習 

30 30 大湊 麗 

12 K ABC-Ⅱの使用方法と解釈 講義、教科書の関連部分を事

前事後学習 

30 30 大湊 麗 

13 K ABC-Ⅱの使用方法と解釈 講義、教科書の関連部分を事

前事後学習 

30 30 大湊 麗 

14 検査結果の解釈と支援プログラム 講義、教科書の関連部分を事

前事後学習 

30 30 大湊 麗 

15 まとめ 教科書、配布資料の復習 30 30 大湊 麗 

16   0 0  

17   0 0  

18   0 0  

19   0 0  

20   0 0  

21   0 0  

22   0 0  

23   0 0  

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 

標準言語聴覚障害学 言語発

達障害学（第 3版） 

藤田郁代、深

浦順一、藤野

博、他 

医学書院 2021 年・5,000 円

＋税 

 

参考書 

日本版 WISC-IV による発達障

害のアセスメント  K ABC-Ⅱ

による心理アセスメントの要

点 

上野一彦、松

田修、小林

玄、他  藤田

和弘、石隈利

紀、青山真

日本文化科学

社  丸善出版 

2015 年・2,900 円

＋税  2014 年・

3,800円＋税 

 



二、他 

その他の

資料 
     

 

【評価方法】 再試・追加指導 【履修上の留意点】 

試験 個別に指示  
 

【オフィスアワー・連絡先】 

別途指示 



                 （2022年度） 

科目群 専門専攻科目群 
 

授業科目 小児言語障害学Ⅲ 授業コード 23011500 

担当教員 櫻井 晶 
 

対象学年 3年 対象学科 言語 授業形態 対面 

開講時期 前期 必修・選択 必修 アクティブラ

ーニング 

グループワーク／その他 

単位数 2単位 時間数 30 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】 

2年次の「小児言語障害学Ⅰ」及び「小児言語障害学Ⅱ」の復習とともに、学びを展開させ、言語発達障害に関する面

接、検査、診断、治療の一連の流れを学習する。 小児との関わり方の基礎と、言語聴覚士が取り組むべき臨床の実際

について広く学ぶ。さらに、小児分野における多職種連携についても知識を深める。 言語聴覚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（オンデマンド型）で実施します。 受講すべき期間等の詳細について

は、別途お知らせします。 

【授業の目的】 

小児との関り方について学ぶとともに、多職種との連携についての知識も身につける。 評価方法を障害の特性および

発達の観点から理解し、さらには指導の諸技法、指導のためのプログラムの立案、指導上の留意点について学ぶ。 

【学習目標】 

１ 小児言語障害について知識を定着させる。 ２ 言語発達障害に関する面接、検査、診断、治療の一連の流れを学

習する。 ３ 小児との関り方や指示の出し方を習得する。 ４ 関係機関や職種連携についても理解する。 
 

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 言語発達障害とは 講義 テキスト第１章から第

３章までを読んでおくことが

望ましい。 

60 60 櫻井 晶 （非常

勤講師） 

2 言語発達障害の評価と診断 講義 テキスト第１章から第

３章までを読んでおくことが

望ましい。 

60 60 櫻井 晶 （非常

勤講師） 

3 言語発達の評価と支援 講義 テキスト第１章から第

３章までを読んでおくことが

望ましい。 

60 60 櫻井 晶 （非常

勤講師） 

4 IDC-10 と DSM-５の診断基準 ASD と

ADHD特性について 

講義 60 60 櫻井 晶 （非常

勤講師） 



5 就学判断、内服療法について 講義 60 60 櫻井 晶 （非常

勤講師） 

6 発達検査① 講義 60 60 櫻井 晶 （非常

勤講師） 

7 ASD、ADHD検査 講義 60 60 櫻井 晶 （非常

勤講師） 

8 訓練、支援方法 （インリアル、TEACCH、

ポーテージ等） 

講義 60 60 櫻井 晶 （非常

勤講師） 

9 応用行動分析 講義 60 60 櫻井 晶 （非常

勤講師） 

10 応用行動分析も用いた言語療法 講義 60 60 櫻井 晶 （非常

勤講師） 

11 脳性麻痺 医療ケア児と重症心身障害

児支援 

講義 テキスト第 4 章の 6 か

ら第 5 章の 3 までを読んでお

くことが望ましい。 

60 60 櫻井 晶 （非常

勤講師） 

12 障害児通所支援事業における多職種

連携 （PT・OT・保育士） 

講義 60 60 櫻井 晶 （非常

勤講師） 

13 障害児通所支援事業における多職種

連携 （PT・OT・保育士） 

講義 60 60 櫻井 晶 （非常

勤講師） 

14 ペアレント・トレーニングとこどもと

の関わり方 

講義 60 60 櫻井 晶 （非常

勤講師） 

15 まとめ 講義 60 60 櫻井 晶 （非常

勤講師） 

16   0 0  

17   0 0  

18   0 0  

19   0 0  

20   0 0  

21   0 0  

22   0 0  

23   0 0  

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
標準言語聴覚障害学 言語発達 玉井ふみ・深 医学書院 2015年 5,000円＋ 2年次教科書 



する書籍 障害学 第２版 浦順一（編

集） 

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】 

レポート 100% レポート課題 定期的にレポート課題を出題します。 
 

【オフィスアワー・連絡先】 

haru-shien@outlook.jp 



                 （2022年度） 

科目群 専門専攻科目群 
 

授業科目 聴覚障害Ⅰ 授業コード 23017000 

担当教員 桒原 桂 
 

対象学年 2年 対象学科 言語 授業形態 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 

その他／該当無し 

単位数 2単位 時間数 30 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】 

双方向型メディア授業。毎回授業後、Reflection Sheetの提出をすること。言語聴覚士としての臨床経験をもつ教員

が本科目を担当する。聴覚系の発生、構造、機能について知り、小児の聴覚障害との関連について理解する。新生児聴

覚スクリーニングと難聴の早期発見・早期支援の内容とその意味について理解するとともに、聴覚障害児に対する言

語聴覚士の役割を整理できるよう、授業を進める。 

【授業の目的】 

聴覚系の発生、構造、機能について知り、小児の聴覚障害との関連について理解する。新生児聴覚スクリーニングと聴

覚障害児への早期介入、早期指導の内容とその意味について理解する。聴覚障害児に対する言語聴覚士の役割とは何

かを整理する。 

【学習目標】 

1.聞こえとその障害についての基本的な知識を持つ。2.小児聴覚障害の原因や種類を理解する。3.聴覚障害児の発達

（心理・行動特徴、言語・コミュニケーション特徴）を理解する。4.聴覚障害児の検査と評価を理解する。5.聴覚障害

児の言語発達に必要な環境調整を理解する。6.聴覚障害児の言語指導・訓練プログラム立案の要点を理解する。 
 

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 「ようこそ、オランダへ」：障害受容に

ついて考える。 

事後学習として、「ようこそ、

オランダへ」を読み返し、感

想と ST 学科に入った理由を

書いて提出する。 

0 60 桑原 桂 

2 耳の構造と機能（外耳）：外耳の構造と

機能を知る。 

「言語聴覚士のための聴覚障

害学」の p.1-11 を読んで予

習、復習をする。 

30 40 桑原 桂 

3 耳の構造と機能（中耳）：中耳の構造と

機能を知る。 

準備として、 「言語聴覚士の

ための聴覚障害学」の p.1-11

を読んで予習、復習をする。 

30 40 桑原 桂 



4 耳の構造と機能（内耳）：内耳の構造と

機能を知る。 

「言語聴覚士のための聴覚障

害学」の p.1-11 を読んで予

習、復習をする。 

30 40 桑原 桂 

5 難聴の種類：難聴の種類を知り、聴覚

障害との関係を知る。 

「言語聴覚士のための聴覚障

害学」の p.1-11 を読んで予

習、復習をする。 

30 40 桑原 桂 

6 耳の発生：外耳・中耳の発生について

理解し、聴覚障害との関係を知る。 

「言語聴覚士のための聴覚障

害学」の p.2 を読んで予習、

復習をする。 

30 40 桑原 桂 

7 耳の発生：内耳の発生について理解

し、聴覚障害との関係を知る。内耳奇

形に関して、人工内耳埋込術との関係

を知る。 

「言語聴覚士のための聴覚障

害学」の p.2 を読んで予習、

復習をする。 

30 40 桑原 桂 

8 難聴遺伝子変異・難聴のリスクファク

ター：難聴を引き起こす遺伝子変異に

ついて理解し、聴覚障害との関係を知

る。難聴のハイリスク要因について知

る。 

「言語聴覚士のための聴覚障

害学」の p.96-98、p.104-105

を読んで予習、復習をする。 

30 40 桑原 桂 

9 新生児聴覚スクリーニング：新スクの

流れを知り、その意義を理解する。 

「言語聴覚士のための聴覚障

害学」の p.12-13 を読んで予

習、復習をする。 

30 40 桑原 桂 

10 乳幼児の他覚的聴力検査：乳幼児の他

覚的聴力検査について理解する。 

「言語聴覚士のための聴覚障

害学」の p.31-33 を読んで予

習、復習をする。 

30 40 桑原 桂 

11 乳幼児の自覚的聴力検査：乳幼児の自

覚的聴力検査について知り、その選択

方法、実施方法について、乳幼児の聴

覚発達やコミュニケーションの発達

と合わせて、理解する。 

「言語聴覚士のための聴覚障

害学」の p.33-34 を読んで予

習、復習をする。 

30 40 桑原 桂 

12 乳幼児期の聴覚ハビリテーション：日

本の難聴児の療育・教育について歴史

的背景と昨今の現状について理解す

る。 

「言語聴覚士のための聴覚障

害学」の p.109-119 を読んで

予習、復習をする。 

30 40 桑原 桂 

13 音声言語の発達：定型発達の乳幼児の

発声、発語を理解し、聴覚障害児の発

声・発語の特徴を知る。 

「言語聴覚士のための聴覚障

害学」の p.120-138 を読んで

予習、復習をする。 

30 40 桑原 桂 

14 合理的配慮について考える：聴覚障害

児への難聴理解教育（assertiveness

適切な自己主張とは何か） 

講義・グループディスカッシ

ョン 

30 40 桑原 桂 

15 聴覚補償と情報保障について知る。 講義 0 15 桑原 桂 

16   0 0  



17   0 0  

18   0 0  

19   0 0  

20   0 0  

21   0 0  

22   0 0  

23   0 0  

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 

教科書/言語聴覚士のための聴

覚障害 

教科書/喜多

村健（編） 

教科書/医歯薬

出版株式会社 

教科書/2018 年・

4000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】 

定期試験 100 点満点を素点として評

価する。 

再試は一回行う。また必要であると教

員が判断した場合、再試の前後に追加

指導を行うこともある。 

毎回書かせる reflection sheetは評

価の対象にならないが、授業の理解度

を確認するためのものであり、教員と

のコミュニケーション・ツールとし

て、重要である。授業をよく聞いて①

分かったこと、②分からなかったこ

と、③教員への要望を書いて提出す

る。reflection sheetは、教員が質問

に答えたりコメントをしたりして返

却する。返却された reflection sheet

は、できれば印刷し、授業のレジュメ

と一緒に保管するとためになる。

reflection sheet には感想や反省、

「復習を頑張りたい」などの宣言等は

書かないこと。reflection sheet に

書かれたことを他言したり、評価に反

映させたりは絶対にしないので、安心

して遠慮なく、書くことを薦める。

reflection sheet の提出方法は後日

詳しく伝える。 
 



【オフィスアワー・連絡先】 

質問はメールで随時受け付けている。また質問内容をリフレクションシートに書けば回答する。 連絡先：F307・

kuwahara@nuhw.ac.jp/025-257-4430 



                 （2022年度） 

科目群 専門専攻科目群 
 

授業科目 聴覚障害Ⅰ演習 授業コード 23017500 

担当教員 吉岡 豊 
 

対象学年 2年 対象学科 言語 授業形態 対面 

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 

単位数 1単位 時間数 30 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】 

難聴児（者）の診断・評価・治療で欠くことのできない各種聴覚機能検査と聴能評価を実践を通して理解する。 言語

聴覚士として実務経験を有する教員が担当する。 

【授業の目的】 

聴覚障害の種類や程度、補聴器装用に必要な情報を得るために基本的な聴覚機能検査を理解し実施できる。 

【学習目標】 

１ 聴覚検査のための予備知識を理解するとともに聴覚検査の理論と実際について理解する。２ 気導・骨導の純音

聴力検査ができる。３ 各種聴力検査法を理解すると共に基本的聴覚検査を体験する。４ 語音聴力検査を実施し、

その評価ができる。５ 各種聴覚検査の結果を判読できる。６ 聴覚障害児の検査法を体験し適応範囲を理解する。 
 

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 純音聴力検査（気導）演習（前半グル

ープ） 

講義と演習（２コマ連続） 事

前学習 教科書の pp.34〜54

までは講義前後に読むこと。 

事後学習 演習実施後には必

ず自分で検査練習を行うこ

と。気導聴力検査の実施レポ

ートを課します。 

30 30 吉岡 豊 他 

2 純音聴力検査（気導）演習（後半グル

ープ） 

講義と演習（２コマ連続） 事

前学習 教科書の pp.34〜54

までは講義前後に読むこと。 

事後学習 演習実施後には必

ず自分で検査練習を行うこ

と。気導聴力検査の実施レポ

ートを課します。 

20 100 吉岡 豊 



3 マスキングと骨導聴力検査演習（前半

グループ） 

講義と演習（2コマ連続） 事

前学習 教科書の pp.54〜62

までを講義前に読むこと。 事

後学習 演習終了後には必ず

検査練習を行うこと。気骨導

聴力検査の実施レポートを課

します。 

20 100 吉岡 豊 

4 マスキングと骨導聴力検査演習（後半

グループ） 

講義と演習（2コマ連続） 事

前学習 教科書の pp.54〜62

までを講義前に読むこと。 事

後学習 演習終了後には必ず

検査練習を行うこと。気骨導

聴力検査の実施レポートを課

します。 

20 100 吉岡 豊 

5 インピーダンスオージオメトリー演

習（前半グループ） 

講義と演習（2コマ連続） 事

前学習 教科書の pp.93〜103

までを講義前後に読むこと。 

事後学習 インピーダンスオ

ージオメトリ実施レポートを

課します。加えて純音聴力検

査の記録の提出を求めます。 

気骨導聴力検査との関係を理

解すること。 

10 50 吉岡 豊 

6 インピーダンスオージオメトリー演

習（後半グループ） 

講義と演習（2コマ連続） 事

前学習 教科書の pp.93〜103

までを講義前後に読むこと。 

事後学習 インピーダンスオ

ージオメトリ実施レポートを

課します。加えて純音聴力検

査の記録の提出を求めます。 

気骨導聴力検査との関係を理

解すること。 

20 100 吉岡 豊 

7 閾値上聴力検査（SISI）と語音聴力検

査（前半グループ) 

講義と演習（2コマ連続） 事

前学習 教科書の pp.70〜92

までを演習前に読むこと。 事

後学習 語音聴力検査と SISI

検査の実施レポートを課しま

す。 

20 100 吉岡 豊 

8 閾値上聴力検査（SISI）と語音聴力検

査演習（後半グループ） 

講義と演習（2コマ連続） 事

前学習 教科書の pp.70〜92

までを演習前に読むこと。 事

20 100 吉岡 豊 



後学習 語音聴力検査と SISI

検査の実施レポートを課しま

す。 

9 その他の閾値上聴力検査と自記オー

ジオメトリー演習（前半グループ） 

講義と実演（2コマ連続） 事

前学習 教科書の pp.70〜74

までと pp.63〜69 までを演習

前に読むこと。 事後学習 自

記オージオメトリのレポート

を課します。加えて純音聴力

検査の記録の提出を求めま

す。 

20 40 吉岡 豊 

10 その他の閾値上聴力検査と自記オー

ジオメトリー演習（後半グループ） 

講義と実演（2コマ連続） 事

前学習 教科書の pp.70〜74

までと pp.63〜69 までを演習

前に読むこと。 事後学習 自

記オージオメトリのレポート

を課します。加えて純音聴力

検査の記録の提出を求めま

す。 

30 30 吉岡 豊 

11 聴覚機能検査結果の判読（全員） 演習と講義（２コマ連続） 事

前学習 これまで学習した検

査結果の処理方法、記載方法、

聴覚障害に関する知識を整理

しておくこと。 事後学習 自

分が誤った箇所について各自

再度調べること。 

60 60 吉岡 豊 

12 純音聴力検査 I（気導） 実技演習（2コマ連続） 事前

学習 気導聴力検査の手技を

確認しておくこと。テキスト

の pp.139～152 を読んでおく

こと。 事後学習 各自指摘さ

れた点を踏まえて、再度練習

を積み重ねること。 

60 60 吉岡 豊 

13 純音聴力検査 II（気導） 実技演習（2コマ連続） 事前

学習 気導聴力検査の手技を

確認しておくこと。テキスト

の pp.139～152 を読んでおく

こと。 事後学習 各自指摘さ

れた点を踏まえて、再度練習

を積み重ねること。 

60 60 吉岡 豊 

14 純音聴力検査 III（気導） 実技演習（2コマ連続） 事前 60 60 吉岡 豊 



学習 気導聴力検査の手技を

確認しておくこと。テキスト

の pp.139～152 を読んでおく

こと。 事後学習 各自指摘さ

れた点を踏まえて、再度練習

を積み重ねること。 

15 選別聴力検査、乳幼児聴力検査 講義 事前学習 テキストの選

別聴力検査と乳幼児聴力検査

の章を読んでおくこと 講義 

1 限：前半、2 限：後半 事後

学習 乳幼児聴力検査機器を

各自操作すること。 

60 60 吉岡 豊 

16   0 0  

17   0 0  

18   0 0  

19   0 0  

20   0 0  

21   0 0  

22   0 0  

23   0 0  

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 

聴覚検査の実際 改訂 4版 日本聴覚医

学会 編集 

南山堂 2017 年・3,400 円

＋税 

 

参考書 

標準言語聴覚障害学 聴覚障

害学第２版 

中村公枝、城

間将江、鈴木

恵子 

医 学 書 院 

ISBN 978-4-

260-02117-3 

2015 年・5,200 円

＋税 

 

その他の

資料 
     

 

【評価方法】 再試・追加指導 【履修上の留意点】 

課題レポートの提出、実技能力、演習

時間中に実施した聴覚機能検査判読

課題の成績をもって評価する。 

再試は実施しない。 実技に不安があ

る場合はアポイントを取った上で個

別に指導する。 

演習は 2 コマ連続で２グループに分

けて行う。講義のみの場合は合同で２

コマ続きの授業とする。具体的は班分

けおよび進行予定は演習初回に提示

する。各種検査ごとに検査の実施を義



務づけるのでレポートは必ず提出す

ること。 
 

【オフィスアワー・連絡先】 

オフィスアワー：事前にアポイントのメールをしてください 連絡先：yoshioka@nuhw.ac.jp 場所：F303 



                 （2022年度） 

科目群 専門専攻科目群 
 

授業科目 聴覚障害Ⅱ 授業コード 23018000 

担当教員 桒原 桂 
 

対象学年 2年 対象学科 言語 授業形態 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 

その他／該当無し 

単位数 2単位 時間数 30 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】 

言語聴覚士としての臨床経験をもつ教員が本科目を担当する。成人聴覚検査の種類と目的、方法並びに成人聴覚障害

の種類と特性、評価、訓練、指導について理解する。聴覚障害の鑑別診断のための聴覚検査について把握できるよう、

授業を進める。 

【授業の目的】 

聴覚障害の鑑別診断のための聴覚検査について知る。 

【学習目標】 

1.聴覚障害の種類について基本的な知識を持つ。2.聴覚検査の種類や使用目的を理解する。3.成人聴覚障害の種類と

鑑別診断に必要な聴覚検査の正しい組合せを知る。4.成人聴覚障害の評価について理解する。5.成人聴覚障害者に必

要な環境調整について理解する。6.成人聴覚障害者とのコミュニケーションについて留意する点を理解する。 
 

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 成人聴力検査の種類と概要：これから

学ぶ聴力検査の名称を知り、臨床場面

での使用目的、留意することなど整理

する。 

講義 「聴覚検査の実際」p1-

43を読んで予習、復習する。 

40 60 桑原 桂 

2 純音聴力検査：標準純音聴力検査につ

いて検査の使用目的並びに、検査手順

を詳しく学び、結果の記入方法とその

読み方を理解する。 

講義 「聴覚検査の実際」p46-

62を読んで予習、復習する。 

40 60 桑原 桂 

3 語音聴力検査：語音聴力検査について

検査の使用目的並びに、検査手順を詳

しく学び、結果の記入方法とその読み

方を理解する。 

講義 「聴覚検査の実際」の

p.77-92 を読んで予習、復習

する。 

40 60 桑原 桂 

4 自記オージオメトリー（Jerger分類）： 講義 「聴覚検査の実際」の 40 60 桑原 桂 



自記オージオメトリーの使用目的並

びに検査手順を詳しく学び、結果の記

入方法とその読み方を理解する。また

Jerger分類について学ぶ。 

p.63-69 を読んで予習、復習

する。 

5 閾値上検査（MCL、UCL、ABLBテスト、

SISI テスト）：閾値上検査の使用目的

並びに検査手順を詳しく学び、結果の

記入方法とその読み方を理解する。 

講義 「聴覚検査の実際」の

p.70-76 を読んで予習、復習

する。 

40 60 桑原 桂 

6 インピーダンスオージオメトリー（テ

ィンパノメトリー・音響性耳小骨筋反

射検査）：ティンパノメトリーと耳小

骨筋反射検査の検査の手順を知り、結

果の読み方を理解する。 

講義 「聴覚検査の実際」の

p.93-103を読んで予習、復習

する。 

40 60 桑原 桂 

7 インピーダンスオージオメトリー（音

響性耳小骨筋反射検査、通称アブミ骨

筋反射検査（SR)）：結果の読み方をさ

らに詳しく理解する。 

講義・演習 「聴覚検査の実際」

の p.93-103を読んで予習、復

習する。 

40 60 桑原 桂 

8 耳音響放射：検査の歴史的背景、使用

目的、検査の手順を詳しく学ぶ。 

講義 「聴覚検査の実際」の

p.132-138 を読んで予習、復

習する。 

40 40 桑原 桂 

9 聴性誘発反応聴力検査：検査の種類と

各検査の検査手順、結果の読み方を理

解する。 

講義 「聴覚検査の実際」の

p.119-131 を読んで予習、復

習する。 

40 60 桑原 桂 

10 機能性聴覚障害：機能性聴覚障害の診

断のための検査の種類とそれぞれの

検査の手順を学ぶ。 

講義 30 60 桑原 桂 

11 後迷路性障害の検査１：末梢神経性難

聴と中枢性難聴について理解する。 

講義 「聴覚検査の実際」の

p.159-163 を読んで予習、復

習する。 「言語聴覚士のため

の聴覚障害学」の p.78-79 を

読んで予習、復習をする。 

30 70 桑原 桂 

12 後迷路性障害の検査２：聴神経障害、

脳幹障害、聴皮質障害についてそれぞ

れ整理して理解する。 

講義 「聴覚検査の実際」の

p.11、p30-33、p.153-158を読

んで予習、復習する。 「言語

聴覚士のための聴覚障害学」

の p.98-100を読んで予習、復

習をする。 

60 60 桑原 桂 

13 老人性難聴：老人性難聴の実態を理解

するために、聴覚に関わる解剖生理を

より深く学ぶ。 

講義 「言語聴覚士のための聴

覚障害学」の p.90-91 を読ん

で予習、復習をする。 

30 60 桑原 桂 

14 騒音性難聴：騒音性難聴と老人性難聴 講義 「言語聴覚士のための講 30 60 桑原 桂 



の共通点を、聴覚に関わる解剖生理を

より詳しく学ぶことで理解する。 

義ノート：成人聴覚障害」の

p53-60を読んで予習、復習を

する。 

15 難聴者の聴覚保障と情報保障：「聴覚

補償」と「情報保障」という２つのこ

とばの意味を知り、聴覚障害児者への

合理的配慮について考える。 

講義・グループワーク 20 60 桑原 桂 

16   0 0  

17   0 0  

18   0 0  

19   0 0  

20   0 0  

21   0 0  

22   0 0  

23   0 0  

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 

     

参考書 
言語聴覚士のための講義ノー

ト 成人聴覚障害 

中野雄一 中野雄一 2009 年・2,500 円

＋税 

 

その他の

資料 

聴覚検査の実際 改訂 4版 日本聴覚医

学会 編集 

南山堂 2017 年・3,400 円

＋税 

聴覚障害Ⅰ演習

で購入 
 

【評価方法】 再試・追加指導 【履修上の留意点】 

定期試験 100 点満点の点数を素点と

して評価する。 

再試は一度行う。教員が必要と感じた

場合は、定期試験・再試験前に個別指

導を行う場合あり。 

毎回書かせる reflection sheetは評

価の対象にならないが、授業の理解度

を確認するためのものであり、教員と

のコミュニケーション・ツールとし

て、重要である。授業をよく聞いて①

分かったこと、②分からなかったこ

と、③教員への要望を書いて提出す

る。reflection sheetは、教員が質問

に答えたりコメントをしたりして返

却する。返却された reflection sheet



は、できれば印刷し、授業のレジュメ

と一緒に保管するとためになる。

reflection sheet には感想や反省、

「復習を頑張りたい」などの宣言等は

書かないこと。reflection sheet に

書かれたことを他言したり、評価に反

映させたりは絶対にしないので、安心

して遠慮なく、書くことを薦める。

reflection sheet の提出方法は後日

詳しく伝える。 
 

【オフィスアワー・連絡先】 

基本的にメールにて随時質問を受け付けます。 急ぎの場合は直接研究室に来てもらっても結構です。 毎週火曜日は

臨床日のため、おりません。 場所：F307 連絡先：kuwahara@nuhw.ac.jp 



                 （2022年度） 

科目群 専門専攻科目群 
 

授業科目 聴覚障害Ⅲ 授業コード 23019000 

担当教員 吉岡 豊 
 

対象学年 2年 対象学科 言語 授業形態 対面 

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 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】 

聴覚障害児・者にとって必要な補聴器・人工内耳・人工中耳の基本的事項を理解する。 言語聴覚士として実務経験を

有する教員が担当する。 

【授業の目的】 

聴覚障害児・者に対する情報保障手段の 1つである補聴器・人工内耳・人工中耳の仕組みを理解する。 

【学習目標】 

１．補聴器の種類と適応を説明できる。２．補聴器に関係する用語を記述できる。３．補聴器の調整装置の作用を説明

できる。４．聴覚機能検査の結果と補聴器の出力特性を関係づけられる。５．補聴器装用効果の測定方法を理解でき

る。６．訴えに応じて補聴器を調整できる。７．人工内耳の構造とマッピングについて理解できる。 
 

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 補聴器の種類と適応 講義  事前学習  教科書の

pp.2〜21 までを講義前後に

読むこと 事後学習 空いてい

る時間帯に様々な補聴器にふ

れてみること 

60 60 吉岡 豊 

2 補聴器に関する基本用語と特性表の

見方 

講義  事前学習  教科書の

pp.84〜97 までを講義前後に

読むこと 事後学習 配布され

た資料をもとに、その意味す

るところを理解すること 

30 90 吉岡 豊 

3 補聴器の出力調整方法 講義と実演 事前学習 教科書

の pp.84〜97 を再度復習する

こと 事後学習 配付された資

料を元に、補聴器の特性表を

60 60 吉岡 豊 



読み取れるようにすること 

4 耳疾患・聴覚機能検査諸結果と補聴器

調整の流れと実際の症例提示 

講義  事前学習  教科書の

pp.99〜124 までを講義前後

に読むこと 事後学習 講義で

提示した症例の補聴器適合に

ついて復習すること 

60 60 吉岡 豊 

5 補聴器調整（利得算出） 講義  事前学習  教科書の

pp.99〜124 までを講義前後

に読むこと。 事後学習 講義

中に提示した症例の聴力レベ

ルから必要な利得を実際に計

算すること 

60 60 吉岡 豊 

6 利得および補聴器装用効果測定（実耳

挿入利得、ファンクショナルゲイン） 

講義  事前学習  教科書の

pp.148〜162 までを講義前後

に読むこと。 事後学習 配付

された資料から補聴器の装用

効果について考えること 

60 60 吉岡 豊 

7 訴えに合わせた補聴器の調整につい

て 

講義  事前学習  教科書の

pp.125〜146 までを講義前後

に読むこと 事後学習 補聴器

に関する訴えと調整方法とを

結びつけること 

60 60 吉岡 豊 

8 人工内耳・人工中耳について 講義 事前学習 人工内耳・人

工中耳については参考書の

pp.199〜228 を読んでおくこ

と 事後学習 人工内耳の動画

を紹介するの予定なので、そ

れを閲覧すること 

30 90 吉岡 豊 

9   0 0  

10   0 0  

11   0 0  

12   0 0  

13   0 0  

14   0 0  

15   0 0  

16   0 0  

17   0 0  

18   0 0  

19   0 0  

20   0 0  

21   0 0  



22   0 0  

23   0 0  

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 

補聴器フのィッティングと適

用の考え方 聴覚検査の実際 

改訂 4版 

小寺一興 日

本聴覚医学

会 編集 

診断と治療社 

南山堂 

2017 年・3,200 円

＋税  2017 年・

3,400円＋税 

聴覚検査の実際

は聴覚障害 I 演

習のテキストと

して購入済み 

参考書 

標準言語聴覚障害学 聴覚障害

学 第 2版 

中村公枝、城

間将江、鈴木

恵子 編集 

医学書院 2015 年・5,200 円

＋税 

 

その他の

資料 
     

 

【評価方法】 再試・追加指導 【履修上の留意点】 

成績は定期試験の点数をもって評価

する。 

再試は 1 回のみとする。 本人からの

申し出により、再試験対象学生には定

期試験で成績不良箇所がどこであ説

明する説明する予定。 

補聴器は自分で操作して音を聞くこ

とが学習の早道です。また、音響学や

聴覚心理学、聴覚機能検査、聴覚障害

に関する知識も必要になってくるの

で十分に復習しておいて下さい。 
 

【オフィスアワー・連絡先】 

オフィスアワー：事前にメール等でアポイントをとってください 連絡先：yoshioka@nuhw.ac.jp 場所：F303 



                 （2022年度） 

科目群 専門専攻科目群 
 

授業科目 聴覚障害Ⅲ演習 授業コード 23019500 

担当教員 桒原 桂／吉岡 豊 
 

対象学年 3年 対象学科 言語 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／その他 

単位数 1単位 時間数 30 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】 

言語聴覚士としての臨床経験をもつ教員が本科目を担当する。言語聴覚士として必要な聴覚障害関係の機器測定や評

価・コミュニケーション手段について習得するとともに、補聴器のフィッティング、人工内耳のマッピングができる

よう、授業を展開する。 

【授業の目的】 

聴覚機能検査の結果をもとに補聴器のフィッティングが出来る。 人工内耳のマッピングについて理解する。 

【学習目標】 

１．補聴器に関する専門用語や特性表を説明できる。２．補聴器の調整器についてその特性を同定する。３．聴覚機能

検査の結果をもとに補聴器装用耳を考える。４．聴力の型に合わせて補聴器を調整できる。５．耳型採取について理解

する。６．補聴器装用効果について説明できる。７．補聴器障害について理解する。８．人工内耳の構造とマッピング

について説明できる。９．視覚聴覚二重障害児・者の特徴と援助方法について理解する。 
 

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 補聴器のボリュウムを変えて聴取し、

特性を測定する。 

演習 1限：前半、2限：後半 

事前にアップした前半と後半

グループごとに 1，2限に分か

れて出席のこと。 事前学習 

教科書・聴覚障害Ⅲ資料の関

連箇所を読んでおくこと。 事

後学習 ボリュウム変化の伴

う補聴器の出力に関するレポ

ート作成および提出 

20 40 吉岡 豊 

2 補聴器の低域抑制を操作して聴取し、

特性を測定する。 

演習 1限：後半、2限：前半 

事前学習 教科書・聴覚障害Ⅲ

資料の関連箇所を読んでおく

20 40 吉岡 豊 



こと。 事後学習 低域抑制の

変化に伴う補聴器の出力と感

覚とに関するレポート作成お

よび提出演習 

3 補聴器の高域抑制を操作して聴取し、

特性を測定する。 

演習 1限：前半、2限：後半 

事前学習 教科書・聴覚障害Ⅲ

資料の該当箇所を読んでおく

こと。 事後学習 高域抑制変

化の伴う補聴器の出力変化と

感覚との対応づけに関するレ

ポート作成および提出演習 

20 40 吉岡 豊 

4 補聴器の出力制限を操作して聴取し、

特性を測定する。 

演習 1限：後半、2限：前半 

事前学習 教科書・聴覚障害Ⅲ

資料の該当箇所を読んでおく

こと。 事後学習 出力制限の

変化に伴う補聴器の出力と感

覚との対応づけに関するレポ

ート作成および提出演習 

20 40 吉岡 豊 

5 補聴器のイヤホンを交換して出力の

変化を測定する。また、聞こえに違い

があるかを確認する。 

演習 1限：前半、2限：後半 

事前学習 教科書・聴覚障害Ⅲ

資料の該当箇所を読んでおく

こと。 事後学習 イヤホン交

換に伴う補聴器の出力に関す

るレポート作成および提出演

習 

20 40 吉岡 豊 

6 聴覚機能検査の結果を踏まえて、補聴

器のフィッティングを行う。 

演習 適切な補聴器を選択し

て、適切な出力特性を得るこ

と。 1限：前半、2限：後半 

事前学習 事前にアップする

予定の聴覚機能検査の結果か

ら装用耳、出力の程度などを

考えておくこと。 事後学習 

補聴器の調整結果のレポート

作成および提出演習 

30 30 吉岡 豊 

7 イヤモールドと耳型採取。 演習 耳型採取の実際を見学 

1 限：前半、2 限：後半 事前

学習 演習前後に聴覚障害

IIIのテキスト（pp.58-65）を

読んでおくこと 事前にアッ

プしておく耳型採取の動画を

視聴っしておくこと 事後学

40 20 吉岡 豊 



習 耳型採取の動画を視聴し

て復習すること 

8 補聴器装用効果の測定について説明

できる（乳幼児を含む）。 補聴器障害

について理解する 

講義 事前学習 事前にアップ

する資料を読んでおくこと

(紙媒体は当日に配布予定）。 

講義 1限：後半、2限：前半 

事後学習 騒音性難聴の意味、

出力制限装置の意味を考える

こと。 

20 40 吉岡 豊 

9 視覚聴覚二重障害児・者の特徴 講義 事前学習 事前にアップ

する資料を読んでおくこと

(紙媒体は当日に配布予定）。 

講義 1限：前半、2限：後半 

事後学習 視覚聴覚二重障害

児・者が抱える問題点を時期

に分けて考察すること。 

30 30 吉岡 豊 

10 視覚聴覚二重障害児・者への援助方法 講義 事前にアップする資料

を読んでおくこと(紙媒体は

当日に配布予定）。 講義 1

限：後半、2限：前半 事後学

習 視覚聴覚二重障害児・者の

コミュニケーションについて

考えること。 

30 30 吉岡 豊 

11 人工内耳の構造と機能を理解する。 講義 20 40 桑原 桂、人工

内耳業者 

12 人工内耳の適応基準と装用効果。 講義 10 50 桑原 桂、人工

内耳業者 

13 人工内耳のマッピング。 講義 30 50 桑原 桂 

14 人工内耳装用児の言語発達１ 講義・演習・グループワーク 0 50 桑原 桂 

15 人工内耳装用児の言語発達２ 講義・演習・グループワーク 30 50 桑原 桂 

16   0 0  

17   0 0  

18   0 0  

19   0 0  

20   0 0  

21   0 0  

22   0 0  

23   0 0  

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 

補聴器フィッティングのと適

用の考え方 

小寺一興 診断と治療社 2017 年・3,200 円

＋税・2年次 

2年次講義「聴覚

障害 III」で購入

済み 

参考書 

標準言語聴覚障害学 聴覚障害

学 第 2版 

中村公枝、城

間将江、鈴木

恵子 編集 

医学書院 2015 年・5,200 円

＋税 

 

その他の

資料 

聴覚検査の実際 改訂第 4版 日本聴覚医

学会 編集 

南山堂 2017 年・3,400 円

＋税 

2年次聴覚障害Ⅰ

演習で購入済み、

演習時には持参

のこと。 
 

【評価方法】 再試・追加指導 【履修上の留意点】 

レポートにより評価する。 吉岡に提

出したレポートの評価（１００点満

点）と桑原に提出したレポートの評価

（１００点満点）を合わせて２で割っ

て素点とする。 

人工内耳のレポートに関してはルー

ブリックに沿ってレポートを書くが、

ルーブリックの自己評価と教員評価

との総合点が６０点未満の場合や自

己評価がレポートと食い違う場合は、

追加指導を行い、レポートの書き直し

を命じる。 

補聴器特性の測定では小グループ分

けて実施するので、積極的に参加する

こと。 人工内耳の授業は毎回の授業

の理解度をチェックするために、

reflection sheet を書いてもらうの

で、授業をしっかり聞き、reflection 

sheetを書くこと、refelction sheet

は質問への回答、コメント等を記入し

て返却するので、レジュメと共に保管

し、必要な時に参照すること。 
 

【オフィスアワー・連絡先】 

桑原：基本的に質問はメールでお願いします。連絡先：kuwahara@nuhw.ac.jp、場所：F307 吉岡：オフィスアワーは事

前にアポイントのメールをお願いします。連絡先：yoshioka@nuhw.ac.jp、場所：F303 



〈リハビリテーション学部 義肢装具自立支援学科〉               （2022 年度） 

科目群 専門専攻科目群 
 

授業科目 基本工作実習Ⅰ 授業コード 24008000 

担当教員 東江 由起夫／佐藤 未希／村山 稔／田山 文子 
 

対象学年 1年 対象学科 義肢 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 

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】 

義肢装具等を製作するうえで必要な基本的な製作技術とものづくりの精神（Workman Ship)について体得するために、

下腿義足の製作工程を通して、これらに用いられている材料ならびに工作機械・工具等の名称および取り扱い方、安

全な作業環境の作り方等について学ぶ。本授業は対面型およびメディア授業（同時双方向型とオンデマンド型）の組

合せで実施する。本科目は、義肢装具士の実務（経験）を持つ教員が担当する科目である。 

【授業の目的】 

下腿義足の製作を通して義肢装具等を製作するうえで必要な基本的な製作技術とものづくりの精神（Workman Ship)に

ついて身に着ける。 

【学習目標】 

１．本科目の到達目標を達成するために必要な評価方法について理解している。 ２．適切な作業を行うために必要な

材料の加工方法について実践できる。 ３．安全な作業を行うために必要な工作機械・工具等の扱い方について実践で

きる。 ４．安全で効率良く作業するために必要な環境の在り方について実践している。 ５．義肢装具を製作するため

に必要なものづくりに精神(Workman Ship：丁寧な作業・整理整頓・態度・礼節など）について実践できる。 
 

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 

1〜4 ガイダンス・基本工作実習Ⅰ概論 学習方法：講義・実習 準備学

習：基本工作実習テキスト

p1-9 

0 0 全科目担当教員 

5〜9 陽性モデル作製（石膏材料） 学習方法：実習 準備学習：基

本工作実習テキスト p10-15 

0 0 全科目担当教員 

10〜13 ソフトインサート作製（クッション材

料・接着材料）１ 

学習方法：実習 準備学習：基

本工作実習テキスト p16-23 

0 0 全科目担当教員 

14〜17 ソフトインサート作製（クッション材

料・接着材料）２ 

学習方法：実習 準備学習：基

本工作実習テキスト p24-33 

0 0 全科目担当教員 

18〜21 樹脂注型準備（FRP材料） 学習方法：実習 準備学習：基 0 0 全科目担当教員 



本工作実習テキスト p34-42 

22〜25 樹脂注型（プラスチック材料：熱硬化

性樹脂材料）１ 

学習方法：実習 準備学習：基

本工作実習テキスト p43-55 

0 0 全科目担当教員 

26〜29 樹脂注型（プラスチック材料：熱硬化

性樹脂材料）２ 

学習方法：実習 準備学習：基

本工作実習テキスト p56-61 

0 0 全科目担当教員 

30〜33 石膏割り出し・トリミング１ 学習方法：実習 準備学習：基

本工作実習テキスト p111-

120 

0 0 全科目担当教員 

34〜37 石膏割り出し・トリミング２ 学習方法：実習 準備学習：基

本工作実習テキスト p121-

130 

0 0 全科目担当教員 

38〜41 埋め込みブロック製作(木材） 学習方法：実習 準備学習：基

本工作実習テキスト p62-68 

0 0 全科目担当教員 

42〜45 ソケット埋め込み（接着材料） 学習方法：実習 準備学習：基

本工作実習テキスト p1-9 

0 0 全科目担当教員 

46〜49 組み立て 学習方法：講義・実習 準備学

習：基本工作実習テキスト

p43-61 

0 0 全科目担当教員 

50〜53 PTBカフベルト作製(皮革材料） 学習方法：実習 準備学習：基

本工作実習テキスト p69-83 

0 0 全科目担当教員 

54〜57 アライメント調整 学習方法：講義・実習 準備学

習：基本工作実習テキスト

p84-110 

0 0 全科目担当教員 

58〜60 まとめ 学習方法：実習 準備学習：授

業配布資料 

0 0 全科目担当教員 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
 



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 

１）義肢学 第 3 版 ２）義肢

製作マニュアル 第 2版 

１）日本義肢

装具学会監

修 澤村誠志

ほか編 ２）

日本義肢装

具士協会監

修 田澤英二

編 

１）医歯薬出版

株式会社 ２） 

〃 

１）2019 年出版、

9,420 円 ( 本 体

8,600円＋税) ２）

2017年出版、8,580

円(本体 7,800円＋

税) 

これらの教科書

は本科目のほか、

2-4年次の専門専

攻科目(義手学、

下腿義足学、大腿

義足学、特殊義足

学)においても使

用します。 

参考書      

その他の

資料 

基本工作実習１・２ テキスト 科目担当教

員 

   

 

【評価方法】 再試・追加指導 【履修上の留意点】 

以下の２項目から評価する １．レポ

ート 30% ２．技術・知識習得レベル

70% 

再試については、学生からの受験の意

思をもって指導する。 追加指導(補

習)については、教員が必要と判断し

た学生には、その都度、メール等で連

絡し実施する。 

本科目は「基本工作論」と並行して実

施される。原則、授業出席日数が 2/3

を満たしていない者は、科目評価を受

けることができないことがある。 

 

【オフィスアワー・連絡先】 

授業に関するご質問等は、下記までご連絡をください。 東江由起夫：前期_火曜日午後・水曜日午前  後期_火曜日・

木曜日 L304 研究室   agarie@nuhw.ac.jp  村山 稔 ：前期_木曜日・金曜日      後期_火曜日・水曜

日 L308研究室   minoru-murayama@nuhw.ac.jp   佐藤未希 ：前期_火曜日－木曜日      後期_火曜日

－木曜日 L305合同研究室 miki-sato@nuhw.ac.jp 田山文子 ：前期_火曜日（午前）・金曜日  後期_木曜日・金

曜 



                 （2022年度） 

科目群 専門専攻科目群 
 

授業科目 基本工作実習Ⅱ 授業コード 24008500 

担当教員 東江 由起夫／佐藤 未希／村山 稔／田山 文子 
 

対象学年 1年 対象学科 義肢 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 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】 

義肢装具等を製作するうえで必要な基本的な製作技術とものづくりの精神（Workman Ship)について体得するために、

短下肢装具の製作工程を通して、これらに用いられている材料ならびに工作機械・工具等の名称および取り扱い方、

安全な作業環境の作り方等について学ぶ。本授業は対面型およびメディア授業（同時双方向型とオンデマンド型）の

組合せで実施する。本科目は、義肢装具士の実務（経験）をもつ教員が担当する科目である。 

【授業の目的】 

短下肢装具の製作を通して義肢装具等を製作するうえで必要な基本的な製作技術とものづくりの精神（Workman Ship)

について身に着ける。 

【学習目標】 

１．本科目の到達目標を達成するために必要な評価方法について理解している。 ２．適切な作業を行うために必要な

材料の加工方法について実践できる。 ３．安全な作業を行うために必要な工作機械・工具等の扱い方について実践で

きる。 ４．安全で効率良く作業するために必要な環境の在り方について実践している。 ５．義肢装具を製作するため

に必要なものづくりに精神(Workman Ship：丁寧な作業・整理整頓・態度・礼節など）について実践できる。 
 

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 

1〜4 ガイダンス・基本工作実習Ⅱ概論 学習方法：講義・実習 準備学

習：基本工作実習テキスト

p1-9 

0 0 全科目担当教員 

5〜8 ハッカー受け加工(金属材料：炭素鋼) 学習方法：実習 準備学習：基

本工作実習テキスト p84-110 

0 0 全科目担当教員 

9〜12 足板加工(金属材料：ステンレス鋼)１ 学習方法：実習 準備学習：基

本工作実習テキスト p84-110 

0 0 全科目担当教員 

13〜16 足板加工(金属材料：ステンレス鋼)２ 学習方法：実習 準備学習：基

本工作実習テキスト p84-110 

0 0 全科目担当教員 

17〜20 側方支柱加工(金属材料：ジュラルミ 学習方法：実習 準備学習：基 0 0 全科目担当教員 



ン)１ 本工作実習テキスト p84-110 

21〜24 側方支柱加工(金属材料：ジュラルミ

ン)２ 

学習方法：実習 準備学習：基

本工作実習テキスト p84-110 

0 0 全科目担当教員 

25〜28 半月加工（金属材料：ジュラルミン） 学習方法：実習 準備学習：基

本工作実習テキスト p84-110 

0 0 全科目担当教員 

29〜32 組み立て 学習方法：実習 準備学習：基

本工作実習テキスト p121-

130 

0 0 全科目担当教員 

33〜36 採型(ギプス包帯材料) 学習方法：実習 準備学習：基

本工作実習テキスト p10-15 

0 0 全科目担当教員 

37〜40 陽性モデル作製(石膏材料)１ 学習方法：実習 準備学習：基

本工作実習テキスト p10-15 

0 0 全科目担当教員 

41〜44 陽性モデル作製(石膏材料)２ 学習方法：実習 準備学習：基

本工作実習テキスト p10-15 

0 0 全科目担当教員 

45〜48 プラスチック成形(プラスチック材

料：熱可塑性樹脂) 

学習方法：講義・実習 準備学

習：基本工作実習テキスト

p43-51 

0 0 全科目担当教員 

49〜52 トリミング 学習方法：実習 準備学習：基

本工作実習テキスト p52-55 

0 0 全科目担当教員 

53〜56 カフベルト作製(皮革材料) 学習方法：講義・実習 準備学

習：基本工作実習テキスト

p69-83 

0 0 全科目担当教員 

57〜60 まとめ 学習方法：実習 準備学習：授

業配布資料 

0 0 全科目担当教員 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
 

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 

装具学 第 4班 日本義肢装

具学会監修 

飛松好子ほ

か編 

医歯薬出版株

式会社 

2013年出版、6,820

円 (本体 6,200＋

税) 

この教科書は本

科目のほか、2-4

年次の専門専攻

科目 (体幹装具

学、下肢装具学、

靴型装具学、上肢

装具学、特殊装具

学)においても使

用します。 

参考書      

その他の

資料 

基本工作実習１・２ テキスト 東江由起夫・

須田裕紀・髙

橋素彦・郷貴

博 他 

   

 

【評価方法】 再試・追加指導 【履修上の留意点】 

以下の２項目から評価する １．レポ

ート 30% ２．技術・知識習得レベル

70% 

再試については、学生からの受験の意

思をもって指導する。 追加指導(補

習)については、教員が必要と判断し

た学生には、その都度、メール等で連

絡し実施する。 

本科目は「基本工作論」と並行して実

施される。原則、授業出席日数が 2/3

を満たしていない者は、科目評価を受

けることができないことがある。 

 

【オフィスアワー・連絡先】 

授業に関するご質問等は、下記までご連絡をください。 東江由起夫：前期_火曜日午後・水曜日午前  後期_火曜日・

木曜日 L304 研究室   agarie@nuhw.ac.jp  村山 稔 ：前期_木曜日・金曜日      後期_火曜日・水曜

日 L308研究室   minoru-murayama@nuhw.ac.jp   佐藤未希 ：前期_火曜日－木曜日      後期_火曜日

－木曜日 L305合同研究室 miki-sato@nuhw.ac.jp 田山文子 ：前期_火曜日（午前）・金曜日  後期_木曜日・金

曜 



                 （2022年度） 

科目群 専門専攻科目群 
 

授業科目 体幹装具学 授業コード 24034000 

担当教員 佐藤 未希／阿部 薫／郷 貴博 
 

対象学年 2年 対象学科 義肢 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 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】 

脊柱疾患・障害に対応した体幹装具のデザイン決定、製作および適合を行えるようになるために、脊柱のバイオメカ

ニクス、疾患学、装具学等の基礎知識を習得する。  ＜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。  ※本授業は講義形式とし対面で実施します。 

【授業の目的】 

体幹装具実習のための知識、および義肢装具士として必要な体幹の機能について学ぶ。 

【学習目標】 

1.体幹装具の定義、分類、用語、使用目的について説明できる。 2.脊柱の解剖・機能解剖、およびバイオメカニクス

について説明できる。 3.対象となる疾患学について説明できる。 4.疾患と体幹装具の使用目的およびバイオメカニ

クスについて説明できる。 5.体幹装具の臨床工程で求められる義肢装具士の役割、責任、および求められる態度につ

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 体幹装具概論 授業形態：講義 事前事後学

習：指定教科書の関連部分に

ついて、事前に学習し、授業

後は復習を行うこと 

120 120 阿部 薫 佐藤 

未希 郷 貴博 

2 脊柱の解剖・機能解剖・バイオメカニ

クス 

授業形態：講義 事前事後学

習：指定教科書の関連部分に

ついて、事前に学習し、授業

後は復習を行うこと 

120 120 阿部 薫 

3 脊椎疾患 授業形態：講義 事前事後学

習：指定教科書の関連部分に

120 120 郷 貴博 



ついて、事前に学習し、授業

後は復習を行うこと 

4 体幹装具学各論 I：腰仙椎疾患と装具 授業形態：講義 事前事後学

習：指定教科書の関連部分に

ついて、事前に学習し、授業

後は復習を行うこと 

120 120 阿部 薫 

5 体幹装具学各論 II：胸腰仙椎疾患と装

具 

授業形態：講義 事前事後学

習：指定教科書の関連部分に

ついて、事前に学習し、授業

後は復習を行うこと 

120 120 佐藤 未希 

6 体幹装具各論学 III：頚椎疾患と装具 授業形態：講義 事前事後学

習：指定教科書の関連部分に

ついて、事前に学習し、授業

後は復習を行うこと 

120 120 阿部 薫 

7 体幹装具学各論 IV：脊柱側彎症と装具 授業形態：講義 事前事後学

習：指定教科書の関連部分に

ついて、事前に学習し、授業

後は復習を行うこと 

120 120 佐藤 未希 

8 体幹装具の臨床工程と義肢装具士の

役割、責任、および求められる態度 

授業形態：講義 事前事後学

習：指定教科書の関連部分に

ついて、事前に学習し、授業

後は復習を行うこと 

120 120 郷 貴博 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



      

      

      
 

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 

装具学 第 4版 日本義肢装

具学会  監

修 

医歯薬出版 2013年・6,200円＋

税 ・

ISBN:9784263214183 

 

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】 

期末試験 100％ 必要に応じて適宜、追加指導(補習)を

実施する場合がある。 再試験は、学

生の申し出があり、科目教員が必要と

判断した場合に実施する。 

実習科目とあわせて進めるため、本科

目と体幹装具学の相互理解が重要で

ある。 ※授業の 1/3を超えて欠席し

た者は科目評価資格を失うものとす

る。 
 

【オフィスアワー・連絡先】 

阿部薫：木曜 4限、kao-abe@nuhw.ac.jp、025-257-4525(L302研究室) 佐藤未希：火曜 1-5限、miki-sato@nuhw.ac.jp、

025-257-4606(L305合同研究室) 郷貴博：月曜 3~5限、go@nuhw.ac.jp、025-257-4606(L305合同研究室) 



                 （2022年度） 

科目群 専門専攻科目群 
 

授業科目 体幹装具学実習 授業コード 24034500 

担当教員 佐藤 未希／阿部 薫／郷 貴博 
 

対象学年 2年 対象学科 義肢 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】 

脊柱疾患・障害に対応した体幹装具を製作・適合できるようになるために、採型・採寸、モデル修正、製作と組立て、

および適合と問題解決等の基本技術を習得する。  ＜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。  ※本授業は実習形式とし対面で実施します。 

【授業の目的】 

体幹装具の構造と、義肢装具士に必要な体幹装具の組み立てについて学ぶ。 

【学習目標】 

1.対象者との対面場面で義肢装具士として適切な行動をとることができる。 2.採寸・採型作業を確実に行える。 3.

陽性モデル修正作業を正確に行える。 4.材料の加工や組立てなど、製作工程において安全かつ効率的に作業できる。 

5.チェックアウト・プロトコールに則り、装具の適合状態を確実に判断できる。 6.適合不良に対し適切に対処できる。 
 

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 

1-5 腰仙椎装具の採寸・採型 授業形態：講義・実習 学習課

題：これまで学習した作業内

容について確認を行い、該当

する作業の知識について、指

定教科書を基に事前事後学習

を行う 

0 0 阿部 薫 佐藤 

未希 郷 貴博 

谷川 奈々 

6-10 腰仙椎装具の陽性モデル修正 1 授業形態：講義・実習 学習課

題：これまで学習した作業内

容について確認を行い、該当

する作業の知識について、指

定教科書を基に事前事後学習

0 0 阿部 薫 佐藤 

未希 郷 貴博 

谷川 奈々 



を行う 

11-15 腰仙椎装具の陽性モデル修正 2 授業形態：講義・実習 学習課

題：これまで学習した作業内

容について確認を行い、該当

する作業の知識について、指

定教科書を基に事前事後学習

を行う 

0 0 阿部 薫 佐藤 

未希 郷 貴博 

谷川 奈々 

16     

-    

20 

腰仙椎装具の製作 1 授業形態：講義・実習 学習課

題：これまで学習した作業内

容について確認を行い、該当

する作業の知識について、指

定教科書を基に事前事後学習

を行う 

0 0 阿部 薫 佐藤 

未希 郷 貴博 

谷川 奈々 

21     

-    

25 

腰仙椎装具の製作 2 授業形態：実習 事前事後学

習：当日の作業内容を確認し

事前学習を行い、作業後は復

習を行う 

0 0 阿部 薫 佐藤 

未希 郷 貴博 

谷川 奈々 

26     

-    

30 

腰仙椎装具の適合チェックアウト 授業形態：講義・実習 学習課

題：これまで学習した作業内

容について確認を行い、該当

する作業の知識について、指

定教科書を基に事前事後学習

を行う 

0 0 阿部 薫 佐藤 

未希 郷 貴博 

谷川 奈々 

31     

-    

35 

胸腰仙椎装具の採寸・採型 授業形態：講義・実習 学習課

題：これまで学習した作業内

容について確認を行い、該当

する作業の知識について、指

定教科書を基に事前事後学習

を行う 

0 0 阿部 薫 佐藤 

未希 郷 貴博 

谷川 奈々 

36     

-    

40 

胸腰仙椎装具の陽性モデル修正 1 授業形態：講義・実習 学習課

題：これまで学習した作業内

容について確認を行い、該当

する作業の知識について、指

定教科書を基に事前事後学習

を行う 

0 0 阿部 薫 佐藤 

未希 郷 貴博 

谷川 奈々 

41     

-    

45 

胸腰仙椎装具の陽性モデル修正 2 授業形態：講義・実習 学習課

題：これまで学習した作業内

容について確認を行い、該当

する作業の知識について、指

定教科書を基に事前事後学習

を行う 

0 0 阿部 薫 佐藤 

未希 郷 貴博 

谷川 奈々 



46     

-    

50 

胸腰仙椎装具の製作 1 授業形態：講義・実習 学習課

題：これまで学習した作業内

容について確認を行い、該当

する作業の知識について、指

定教科書を基に事前事後学習

を行う 

0 0 阿部 薫 佐藤 

未希 郷 貴博 

谷川 奈々 

51     

-    

55 

胸腰仙椎装具の製作 2 授業形態：講義・実習 学習課

題：これまで学習した作業内

容について確認を行い、該当

する作業の知識について、指

定教科書を基に事前事後学習

を行う 

0 0 阿部 薫 佐藤 

未希 郷 貴博 

谷川 奈々 

56     

-    

60 

胸腰仙椎装具の適合チェックアウト 授業形態：講義・実習 学習課

題：これまで学習した作業内

容について確認を行い、該当

する作業の知識について、指

定教科書を基に事前事後学習

を行う 

0 0 阿部 薫 佐藤 

未希 郷 貴博 

谷川 奈々 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
 

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 

装具学 第 4版 日本義肢装

具学会  監

修 

医歯薬出版 2013年・6,200円＋

税 ・

ISBN:9784263214183 

 

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】 

腰仙椎装具評価40％ 胸腰椎装具評価

40％ セミナー評価 20％ 

必要に応じて適宜、追加指導(補習)を

実施する場合がある。 再試験は、学

生の申し出があり、科目教員が必要と

判断した場合に実施する。 

学生がモデル被験者となる。講義科目

とあわせて進めるため、本科目と体幹

装具学の相互理解が重要である。 ※

授業の 1/3 を超えて欠席した者は科

目評価資格を失うものとする。 
 

【オフィスアワー・連絡先】 

阿部薫：木曜 4限、kao-abe@nuhw.ac.jp、025-257-4525(L302研究室) 佐藤未希：火曜 1～5限、miki-sato@nuhw.ac.jp、

025-257-4606(L305合同研究室) 郷貴博：月曜 3~5限、go@nuhw.ac.jp、025-257-4606(L305合同研究室) 



〈医療技術学部 臨床技術学科〉                       （2022年度） 

科目群 専門専攻科目群 
 

授業科目 生体機能代行装置学Ⅰ 授業コード 25017000 

担当教員 中村 藤夫／髙橋 良光 
 

対象学年 3年 対象学科 臨床 授業形態 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 

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】 

１．生命維持管理装置の中で最も長く多くの患者に関わりを持っている血液浄化装置について、血液浄化療法の適応

疾患、手技や安全管理等について理解する。 ２．呼吸療法装置の臨床工学的な意義を理解し、装置の原理、構造、操

作の基本的な知識を習得する。 ＜授業科目に関連する担当教員の実務経験＞ 本科目は、臨床工学技士の実務（臨床）

経験を持つ教員が担当する科目である。 

【授業の目的】 

生体維持管理装置である血液浄化療法装置、呼吸療法装置を理解し、医療現場で安全に操作できる基本的な知識を習

得する。 

【学習目標】 

１．血液浄化療法の原理、適応疾患、実際を理解し、治療技術を説明できる。２．バスキュラーアクセス、血液の凝固

法を理解し、治療技術を説明できる。３．透析治療用水処理システムを理解し、管理技術を説明できる。４．血液浄化

療法が生体に及ぼす影響を理解し、治療技術を説明できる。５．血液浄化療法の安全管理を理解し、トラブル対応技術

を説明できる。６．生理的呼吸と人工呼吸の違いを説明できる。７．人工呼吸器の基本原理と構造そして動作を説明で

きる。８．人工呼吸の換気モードを説明できる。 
 

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 血液浄化療法の概要 講義・演習・血液浄化療法の

概要について、事前事後学習

を行うこと 

30 30 中村 藤夫 

2 血液浄化療法の原理（拡散、限外濾過、

吸着） 

講義・演習・血液浄化療法の

原理（拡散、限外濾過、吸着）

について、事前事後学習を行

うこと 

30 30 中村 藤夫 

3 各種血液浄化療法の適応疾患（血液透

析、血液濾過） 

講義・演習・各種血液浄化療

法の適応疾患（血液透析、血

30 30 中村 藤夫 



液濾過）について、事前事後

学習を行うこと 

4 各種血液浄化療法の適応疾患（血漿交

換、直接血液灌流） 

講義・演習・各種血液浄化療

法の適応疾患（血漿交換、直

接血液灌流）について、事前

事後学習を行うこと 

30 30 中村 藤夫 

5 血液浄化療法の適応疾患（血漿吸着、

腹膜透析） 

講義・演習・血液浄化療法の

適応疾患（血漿吸着、腹膜透

析）について、事前事後学習

を行うこと 

30 30 中村 藤夫 

6 血液浄化療法の実際（血液浄化膜の種

類と選択） 

講義・演習・血液浄化療法の

実際（血液浄化膜の種類と選

択）について、事前事後学習

を行うこと 

30 30 中村 藤夫 

7 血液浄化療法の実際（透析液、補充液

について） 

講義・演習・血液浄化療法の

実際（透析液、補充液につい

て）について、事前事後学習

を行うこと 

30 30 中村 藤夫 

8 血液浄化療法の実際（患者監視装置と

周辺機器） 

講義・演習・血液浄化療法の

実際（患者監視装置と周辺機

器）について、事前事後学習

を行うこと 

30 30 中村 藤夫 

9 血液浄化療法の実際（血液浄化療法の

適正治療指標） 

講義・演習・血液浄化療法の

実際（血液浄化療法の適正治

療指標）について、事前事後

学習を行うこと 

30 30 中村 藤夫 

10 バスキュラーアクセス（急性期バスキ

ュラーアクセス） 

講義・演習・バスキュラーア

クセス（急性期バスキュラー

アクセス）について、事前事

後学習を行うこと 

30 30 中村 藤夫 

11 バスキュラーアクセス（慢性期バスキ

ュラーアクセス） 

講義・演習・バスキュラーア

クセス（慢性期バスキュラー

アクセス）について、事前事

後学習を行うこと 

30 30 中村 藤夫 

12 血液の凝固法（血液の凝固機序） 講義・演習・血液の凝固法（血

液の凝固機序）について、事

前事後学習を行うこと 

30 30 中村 藤夫 

13 血液の凝固法（抗凝固剤の種類と使用

法） 

講義・演習・血液の凝固法（抗

凝固剤の種類と使用法）につ

いて、事前事後学習を行うこ

と 

30 30 中村 藤夫 



14 水処理システム（原水中含有物の有害

作用と除去法） 

講義・演習・水処理システム

（原水中含有物の有害作用と

除去法）について、事前事後

学習を行うこと 

30 30 中村 藤夫 

15 水処理システム（水処理施設と透析液

作成システム） 

講義・演習・水処理システム

（水処理施設と透析液作成シ

ステム）について、事前事後

学習を行うこと 

30 30 中村 藤夫 

16 人工呼吸の基本、構造、動作原理（1） 講義・演習・人工呼吸の基本、

構造、動作原理（1）について、

事前事後学習を行うこと 

30 30 高橋 良光 

17 水処理システム（透析液エンドトキシ

ンについて） 

講義・演・習水処理システム

（透析液エンドトキシンにつ

いて）について、事前事後学

習を行うこと 

30 30 中村 藤夫 

18 人工呼吸の基本、構造、動作原理（2） 講義・演習・人工呼吸の基本、

構造、動作原理（2）について、

事前事後学習を行うこと 

30 30 高橋 良光 

19 血液浄化療法が生体に及ぼす影響（循

環器系、呼吸器系） 

講義・演習・血液浄化療法が

生体に及ぼす影響（循環器系、

呼吸器系）について、事前事

後学習を行うこと 

30 30 中村 藤夫 

20 人工呼吸の基本、構造、動作原理（3） 講義・演習・人工呼吸の基本、

構造、動作原理（3）について、

事前事後学習を行うこと 

30 30 高橋 良光 

21 血液浄化療法が生体に及ぼす影響（代

謝系、血液・免疫系） 

講義・演習・血液浄化療法が

生体に及ぼす影響（代謝系、

血液・免疫系）について、事

前事後学習を行うこと 

30 30 中村 藤夫 

22 人工呼吸の基本、構造、動作原理（4） 講義・演習・人工呼吸の基本、

構造、動作原理（4）について、

事前事後学習を行うこと 

30 30 高橋 良光 

23 血液浄化療法が生体に及ぼす影響（神

経・感覚器系、その他の臨床症状） 

講義・演習・血液浄化療法が

生体に及ぼす影響（神経・感

覚器系、その他の臨床症状）

について、事前事後学習を行

うこと 

30 30 中村 藤夫 

24 人工呼吸の基本、構造、動作原理（5） 講義・演習・人工呼吸の基本、

構造、動作原理（5）について、

事前事後学習を行うこと 

30 30 高橋 良光 

25 血液浄化療法の安全管理（装置・器具 講義・演習・血液浄化療法の 30 30 中村 藤夫 



のトラブル） 安全管理（装置・器具のトラ

ブル）について、事前事後学

習を行うこと 

26 人工呼吸の基本、構造、動作原理（6） 講義・演習・人工呼吸の基本、

構造、動作原理（6）について、

事前事後学習を行うこと 

30 30 高橋 良光 

27 血液浄化療法の安全管理（生体側に発

生するトラブル） 

講義・演習・血液浄化療法の

安全管理（生体側に発生する

トラブル）について、事前事

後学習を行うこと 

30 30 中村 藤夫 

28 人工呼吸の喚気モード（1） 講義・演習・工呼吸の喚気モ

ード（1）について、事前事後

学習を行うこと 

30 30 高橋 良光 

29 血液浄化療法の安全管理（環境設備面

でのトラブル） 

講義・演習・血液浄化療法の

安全管理（環境設備面でのト

ラブル）について、事前事後

学習を行うこと 

30 30 中村 藤夫 

30 人工呼吸器の換気モード（２） 講義・演習・人工呼吸器の換

気モード（２）について、事

前事後学習を行うこと 

30 30 高橋 良光 

 

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 

臨床工学講座 生体機能代行

装置学 血液浄化療法装置 

第 2 版 臨床工学講座 生体機

能代行装置学 呼吸療法装置 

第 2版 

竹澤真吾、出

渕靖志  小

久 保 謙 一 

編 集  廣 瀬 

稔、生駒俊和 

編集 

医歯薬出版株

式会社 

2019 年・4,000 円

＋税  2021 年・

3,800円＋税 

 

参考書 適宜プリントを配布。     

その他の

資料 
     

 

【評価方法】 再試・追加指導 【履修上の留意点】 

定期試験(70%)小テスト(30%)で評価

する。 

再試験は 1回実施する。 臨床工学技士として主要な業務内容

となる科目である。人体の臓器を代行

する機器を勉強する科目のため、解剖

学や生理学と電気工学や機械工学の

内容が織り交ざる講義内容となるた

め、1・2年次で学習した科目で不安を

感じる科目は、事前に克服しておくこ

と。具体的に理解するように取組み、

分からない部分は遠慮なく質問にく

ること。 
 



【オフィスアワー・連絡先】 

中村藤夫 「オフィスアワー」木曜日 「連絡先」fujio-nakamura@nuhw.ac.jp 「研究室」N棟 503 髙橋良光 「オ

フィスアワー」月曜日：4、5限 火曜日：1，2限 水曜日：1，2限 木曜日：1，2限 金曜日：1，2限 「連絡先」

yoshimitsu-takahashi@nuhw.ac.jp 「研究室」Q314 



                 （2022年度） 

科目群 専門専攻科目群 
 

授業科目 生体機能代行装置学Ⅱ 授業コード 25017500 

担当教員 小野 等／髙橋 良光 
 

対象学年 3年 対象学科 臨床 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 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】 

１．呼吸療法装置と肺との関わりを理解し、装置の操作および保守点検や関連機器の基本的な知識を習得する。２．体

外循環装置と心臓との関わりを理解し、装置の操作および保守点検や関連機器の基本的な知識を習得する。 ＜授業科

目に関連する担当教員の実務経験＞ 本科目は、臨床工学技士の実務（臨床）経験を持つ教員が担当する科目である。 

本授業はメディア授業を取り入れて実施する。 

【授業の目的】 

生体維持管理装置である呼吸療法装置、体外循環装置を理解し、医療現場で安全に操作できる基本的な知識を習得す

る。 

【学習目標】 

１．人工呼吸器の換気モードを説明できる。２．人工呼吸器の適応と各種基準を説明できる。３．人工呼吸器の点検や

モニタリングについて説明できる。４．体外循環（人工心肺）療法、体外循環回路構成と周辺機器を理解し、治療技術

を説明できる。５．体外循環の病態生理、体外循環とモニタリングを理解し、治療技術を説明できる。６．人工心肺装

置の操作と実際を理解し、治療技術を説明できる。７．心筋保護法を理解し、治療技術を説明できる。８．各種補助循

環法を理解し、治療技術を説明できる。９．体外循環の安全管理を理解し、管理技術を説明できる。 
 

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 人工呼吸器の換気モード（３） 学習方法：講義 準備学習：教

科書の該当ページを熟読して

おく 

30 30 高橋 良光 

2 体外循環療法の概要、体外循環回路構

成と周辺機器-人工心肺回路（1） 

講義・演習 30 30 小野 等 

3 人工呼吸器の換気モード（4） 学習方法：講義 準備学習：教

科書の該当ページを熟読して

おく 

30 30 高橋 良光 



4 体外循環療法の概要、体外循環回路構

成と周辺機器-人工心肺回路（2） 

講義・演習 30 30 小野 等 

5 人工呼吸器の換気モード（5） 学習方法：講義 準備学習：教

科書の該当ページを熟読して

おく 

30 30 高橋 良光 

6 体外循環回路構成と周辺機器（血液ポ

ンプの種類） 

講義・演習 30 30 小野 等 

7 人工呼吸の喚気モード（6） 学習方法：講義 準備学習：教

科書の該当ページを熟読して

おく 

30 30 高橋 良光 

8 体外循環回路構成と周辺機器（人工心

肺の種類） 

講義・演習 30 30 小野 等 

9 人工呼吸の喚気モード（7） 学習方法：講義 準備学習：教

科書の該当ページを熟読して

おく 

30 30 高橋 良光 

10 体外循環回路構成と周辺機器（周辺機

器の種類） 

講義・演習 30 30 小野 等 

11 人工呼吸の喚気モード（8） 学習方法：講義 準備学習：教

科書の該当ページを熟読して

おく 

30 30 高橋 良光 

12 体外循環の病態生理（体外循環中の血

行動態・血液性状の変動） 

講義・演習 30 30 小野 等 

13 人工呼吸器の適応と基準（1） 学習方法：講義 準備学習：教

科書の該当ページを熟読して

おく 

30 30 高橋 良光 

14 体外循環の病態生理（心臓疾患と手術

治療） 

講義・演習 30 30 小野 等 

15 人工呼吸器の適応と基準（2） 学習方法：講義 準備学習：教

科書の該当ページを熟読して

おく 

30 30 高橋 良光 

16 体外循環とモニタリング（生体側のモ

ニタリング） 

講義・演習 30 30 小野 等 

17 人工呼吸器の適応と基準（3） 学習方法：講義 準備学習：教

科書の該当ページを熟読して

おく 

30 30 高橋 良光 

18 体外循環とモニタリング（人工心肺側

のモニタリング） 

講義・演習 30 30 小野 等 

19 人工呼吸器の適応と基準（4） 学習方法：講義 準備学習：教

科書の該当ページを熟読して

おく 

30 30 高橋 良光 

20 人工心肺装置の操作と実際（1） 講義・演習 30 30 小野 等 



21 人工呼吸器の保守点検・トラブル（1） 学習方法：講義 準備学習：教

科書の該当ページを熟読して

おく 

30 30 高橋 良光 

22 人工心肺装置の操作と実際（2） 講義・演習 30 30 小野 等 

23 人工呼吸器の保守点検・トラブル（2） 学習方法：講義 準備学習：教

科書の該当ページを熟読して

おく 

30 30 高橋 良光 

24 人工心肺装置の充填液、適正灌流、体

温コントロール 

講義・演習 30 30 小野 等 

25 人工呼吸器のモニタリング（1） 学習方法：講義 準備学習：教

科書の該当ページを熟読して

おく 

30 30 高橋 良光 

26 心筋保護法（心筋保護液とは・各種心

筋保護液・心筋保護液の注入） 

講義・演習 30 30 小野 等 

27 人工呼吸器のモニタリング（2） 学習方法：講義 準備学習：教

科書の該当ページを熟読して

おく 

30 30 高橋 良光 

28 人工心肺の安全管理とトラブルシュ

ーティング 

講義・演習 30 30 小野 等 

29 補助循環と人工臓器 ＩＡＢＰ・ＰＣ

ＰＳ・ＥＣＭＯ・人工心臓 

講義・演習 30 30 小野 等 

30 補助循環と人工臓器 ＩＡＢＰ・ＰＣ

ＰＳ・ＥＣＭＯ・人工心臓 

講義・演習 30 30 小野 等 

 

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 

臨床工学講座 生体機能代行

装置学 体外循環装置  臨床

工学講座 生体機能代行装置

学 呼吸療法装置 第 2版 

編集  見目

恭一  福長

一義  編集 

廣瀬 稔 生

駒俊和 

医歯薬出版株

式会社  医歯

薬出版株式会

社 

2017 年・3,800 円

＋税  2019 年・

3,800円＋税 

 

参考書 人工呼吸管理 実践ガイド 道又元裕 照林社 2009年・4,200円  

その他の

資料 
適宜プリントを配布。     

 

【評価方法】 再試・追加指導 【履修上の留意点】 

定期試験(60%)小テスト(40%)で評価

する。 

この科目は再試験を実施します。 臨床工学技士として主要な業務内容

となる科目である。人体の臓器を代行

する機器を勉強する科目のため、解剖

学や生理学と電気工学や機械工学の

内容が織り交ざる講義内容となるた

め、1・2年次で学習した科目で不安を

感じる科目は、事前に克服しておくこ

と。具体的に理解するように取組み、



分からない部分は遠慮なく質問にく

ること。 
 

【オフィスアワー・連絡先】 

小野等  木曜日３時限目/hitoshi-ono@nuhw.ac.jp  髙橋良光  「オフィスアワー」月曜日：4、5限 火曜日：1，

2 限 水曜日：1，2 限 木曜日：1，2 限 金曜日：1，2 限 「連絡先」yoshimitsu-takahashi@nuhw.ac.jp  「研究

室」Q314 



                 （2022年度） 

科目群 専門専攻科目群 
 

授業科目 医用機器安全管理学 授業コード 25018000 

担当教員 牧口 智夫 
 

対象学年 3年 対象学科 臨床 授業形態 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 

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】 

１．臨床技術者と医用機器安全管理について講義する。２．各種エネルギーの人体への影響を講義する。３．医用機器

の安全基準を講義する。５．医療ガスの取り扱い法及び安全基準を講義する。６．輸液ポンプ、シリンジポンプ、電気

メス他の基礎的な点検法について講義する。７．医用機器の漏れ電流の考え方及び測定法について講義する。８．シス

テム安全について講義する。９．消毒、滅菌について講義する。 ＜授業科目に関連する担当教員の実務経験＞ 本科目

は、臨床工学技士の実務（臨床）経験を持つ教員が担当する科目である。 

【授業の目的】 

医用機器及び病院設備の安全管理に関する基本的知識と技術を習得する。 

【学習目標】 

１．臨床技術者と医用機器安全管理の関係を説明できる。２．各種エネルギーの人体への危険性を理解し、説明でき

る。３．安全基準を説明できる。４．電気的安全性について説明できる。５．医療ガスの取り扱いを説明できる。６．

輸液ポンプ、シリンジポンプ、電気メス他の基礎的な点検ができる。７．医用機器の漏れ電流、保護接地線抵抗の測定

ができる。８．システム安全について説明できる。９．消毒、滅菌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 臨床工学の概念と医用機器安全管理 教科書：医用機器安全管理学

（第 2 版）P1〜6 を読み図書

書籍およびインターネット等

で十分学習し授業に臨むこ

と。 

30 30 牧口 智夫 

2 各種エネルギーと生体反応との関係

（１）電気、機械エネルギー 

教科書：医用機器安全管理学

（第 2版）P7〜19を読み図書

書籍およびインターネット等

で十分学習し授業に臨むこ

と。 

30 30 牧口 智夫 



3 各種エネルギーと生体反応との関係

（２）熱、光 

教科書：医用機器安全管理学

（第 2 版）P20〜27 を読み図

書書籍およびインターネット

等で十分学習し授業に臨むこ

と。 

30 30 牧口 智夫 

4 各種エネルギーと生体反応との関係

（３）放射線 

教科書：医用機器安全管理学

（第 2 版）P27〜29 を読み図

書書籍およびインターネット

等で十分学習し授業に臨むこ

と。 

30 30 牧口 智夫 

5 医療機器の安全基準（１）医用電気機

器の安全に関する用語 

教科書：医用機器安全管理学

（第 2 版）P31〜40 を読み図

書書籍およびインターネット

等で十分学習し授業に臨むこ

と。 

30 30 牧口 智夫 

6 医療機器の安全基準（２）医用機器の

分類 

教科書：医用機器安全管理学

（第 2 版）P41〜43 を読み図

書書籍およびインターネット

等で十分学習し授業に臨むこ

と。 

30 30 牧口 智夫 

7 医療機器の安全基準（３）漏れ電流 教科書：医用機器安全管理学

（第 2 版）P44〜52 を読み図

書書籍およびインターネット

等で十分学習し授業に臨むこ

と。 

30 30 牧口 智夫 

8 医療機器の安全基準（４）図記号、警

報 

教科書：医用機器安全管理学

（第 2 版）P53〜56 を読み図

書書籍およびインターネット

等で十分学習し授業に臨むこ

と。 

30 30 牧口 智夫 

9 病院電気設備の安全基準（１）概要・

医用接地方式 

教科書：医用機器安全管理学

（第 2 版）P57〜67 を読み図

書書籍およびインターネット

等で十分学習し授業に臨むこ

と。 

30 30 牧口 智夫 

10 病院電気設備の安全基準（２）非接地

配線方式・非常電源・医用室 

教科書：医用機器安全管理学

（第 2 版）P67〜79 を読み図

書書籍およびインターネット

等で十分学習し授業に臨むこ

と。 

30 30 牧口 智夫 

11 医療ガスに関する安全基準（１）ガス 教科書：医用機器安全管理学 30 30 牧口 智夫 



の基礎 （第 2 版）P81〜86 を読み図

書書籍およびインターネット

等で十分学習し授業に臨むこ

と。 

12 医療ガスに関する安全基準（２）ガス

の供給方式と安全管理 

教科書：医用機器安全管理学

（第 2版）P87〜103を読み図

書書籍およびインターネット

等で十分学習し授業に臨むこ

と。 

30 30 牧口 智夫 

13 電磁環境（１） 電磁波とは 教科書：医用機器安全管理学

（第 2 版）P105〜109 を読み

図書書籍およびインターネッ

ト等で十分学習し授業に臨む

こと。 

30 30 牧口 智夫 

14 電磁環境（２）電波の影響 教科書：医用機器安全管理学

（第 2 版）P109〜122 を読み

図書書籍およびインターネッ

ト等で十分学習し授業に臨む

こと。 

30 30 牧口 智夫 

15 システム安全（１）システム安全とは 教科書：医用機器安全管理学

（第 2 版）P125〜131 を読み

図書書籍およびインターネッ

ト等で十分学習し授業に臨む

こと。 

30 30 牧口 智夫 

16 システム安全（２）システム安全の手

法 

教科書：医用機器安全管理学

（第 2 版）P131〜141 を読み

図書書籍およびインターネッ

ト等で十分学習し授業に臨む

こと。 

30 30 牧口 智夫 

17 安全管理技術（１）医療機器の保守点

検及び安全管理体制 

教科書：医用機器安全管理学

（第 2 版）P143〜147 を読み

図書書籍およびインターネッ

ト等で十分学習し授業に臨む

こと。 

30 30 牧口 智夫 

18 安全管理技術（２）医療機器安全管理

責任者 

教科書：医用機器安全管理学

（第 2 版）P147〜150 を読み

図書書籍およびインターネッ

ト等で十分学習し授業に臨む

こと。 

30 30 牧口 智夫 

19 安全管理技術（３）関連機器の保守点

検法（コンセントの保持力、消費電流

教科書：医用機器安全管理学

（第 2 版）P151〜164 を読み

30 30 牧口 智夫 



測定） 図書書籍およびインターネッ

ト等で十分学習し授業に臨む

こと。 

20 洗浄・消毒・滅菌（１）病原体・感染・

感染制御 

教科書：医用機器安全管理学

（第 2 版）P165〜175 を読み

図書書籍およびインターネッ

ト等で十分学習し授業に臨む

こと。 

30 30 牧口 智夫 

21 洗浄・消毒・滅菌（２）洗浄・消毒・

滅菌法 

教科書：医用機器安全管理学

（第 2 版）P175〜185 を読み

図書書籍およびインターネッ

ト等で十分学習し授業に臨む

こと。 

30 30 牧口 智夫 

22 医療機器に関する関係法規（１）臨床

工学技士法 

教科書：医用機器安全管理学

（第 2 版）P189〜193 を読み

図書書籍およびインターネッ

ト等で十分学習し授業に臨む

こと。 

30 30 牧口 智夫 

23 医療機器に関する関係法規（２）医療

法 

教科書：医用機器安全管理学

（第 2 版）P194〜206 を読み

図書書籍およびインターネッ

ト等で十分学習し授業に臨む

こと。 

30 30 牧口 智夫 

24 まとめ（１）国家試験過去問演習・解

説 

臨床工学技士国家試験第 24

回の医用機器安全管理学問題

を解いておくこと。 

30 30 牧口 智夫 

25 まとめ（２）国家試験過去問演習・解

説 

臨床工学技士国家試験第

22,26 回の医用機器安全管理

学問題を解いておくこと。 

30 30 牧口 智夫 

26 まとめ（３）国家試験過去問演習・解

説 

臨床工学技士国家試験第 23

回の医用機器安全管理学問題

を解いておくこと。 

30 30 牧口 智夫 

27 まとめ（４）国家試験過去問演習・解

説 

臨床工学技士国家試験第 27

回の医用機器安全管理学問題

を解いておくこと。 

30 30 牧口 智夫 

28 まとめ（５）国家試験過去問演習・解

説 

臨床工学技士国家試験第 28

回の医用機器安全管理学問題

を解いておくこと。 

30 30 牧口 智夫 

29 まとめ（６）国家試験過去問演習・解

説 

教科書：医用機器安全管理学

（第 2 版）の図および表を中

心に十分学習し授業に臨むこ

30 30 牧口 智夫 



と。 

30 まとめ（７）国家試験過去問演習・解

説 

臨床工学技士国家試験第 21

回の医用機器安全管理学問題

を解いておくこと。 

30 30 牧口 智夫 

 

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 

臨床工学講座 医用機器安全

管理学 第 2版 

日本臨床工

学技士教育

施設協議会 

医歯薬出版 3,400円＋税 １年「医用工学概

論実習」に同じ 

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】 

定期試験 100％で評価する。 再再試まで実施する。  
 

【オフィスアワー・連絡先】 

火曜日 10：40〜12：10N504研究室 makiguti@nuhw.ac.jp 



                 （2022年度） 

科目群 専門専攻科目群 
 

授業科目 微生物学 授業コード 25021500 

担当教員 髙野 操 
 

対象学年 3年 対象学科 臨床 授業形態 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 

該当無し 

単位数 3単位 時間数 45 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】 

感染症の原因となる微生物を学ぶ病原微生物学、感染症の診断・治療のための微生物検査学、医療関連感染防止に関

わる感染管理学について多面的に学習する。 ＜授業科目に関連する担当教員の実務経験＞ 本科目は、臨床検査技師

の実務（臨床）経験を持つ教員が担当する科目である。 

【授業の目的】 

1.病原微生物の生態について理解する。2.病原微生物が人体に対し疾病を引き起こす仕組みを理解する。3.感染症の

原因微生物を検出し、感染症の診断・治療に貢献できる検査法の理論を理解する。4.医療関連感染防止対策とその役

割について理解する。 

【学習目標】 

1. 感染症の原因となる病原体の種類をあげ、系統だてて分類することができる。2.病原微生物の構造と機能、病原性

と病原因子、感染と発症メカニズムについて理解できる。3.現在の感染症の特徴について概要を述べることができる。

4. 微生物の感染に対する生体防御システムについて説明することができる。5. 感染源と感染経路および感染予防対

策について述べることができる。6.化学療法について 抗微生物薬の種類および作用機序、薬剤耐性菌について述べる

ことができる。7. 代表的病原微生物の種類と特徴、引き起こされる疾病について列挙することができる。8. バイオ

ハザード対策の基本について理解できる。9. 微生物検査学の概要を述べることができる。 
 

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 微生物学総論 微生物学の歴史、病原

微生物の分類 

学習方法：講義 準備学習：教

科書「臨床微生物学」P1-9を

熟読すること 学習課題：講義

の「本日のチェックポイント」

の課題をノートにまとめてお

くこと 

120 120 高野 操 

2 微生物学総論 細菌の形態と構造、代

謝と発育 

学習方法：講義 準備学習：教

科書 P10-22 を熟読しておく

120 120 高野 操 



こと 学習課題：「本日のチェ

ックポイント」の課題をノー

トにまとめておくこと 

3 微生物学総論 細菌の観察法と培養

法 

学習方法：講義 準備学習：教

科書 P22-45 を熟読しておく

こと 学習課題：「本日のチェ

ックポイント」の課題をノー

トにまとめておくこと 

120 120 高野 操 

4 微生物学総論 細菌の遺伝と変異、他

の微生物 

学習方法：講義 準備学習：教

科書 P46-52、P7-9を熟読して

おくこと 学習課題：「本日の

チェックポイント」の課題を

ノートにまとめておくこと 

120 120 高野 操 

5 微生物学総論 正常細菌叢、病原性と

抵抗力 

学習方法：講義 準備学習：教

科書 P72-85 を熟読しておく

こと 学習課題：「本日のチェ

ックポイント」の課題をノー

トにまとめておくこと 

120 120 高野 操 

6 微生物学総論 滅菌と消毒 学習方法：講義 準備学習：教

科書 P52-59 を熟読しておく

こと 学習課題：「本日のチェ

ックポイント」の課題をノー

トにまとめておくこと 

120 120 高野 操 

7 微生物学総論 化学療法 学習方法：講義 準備学習：教

科書 P59-72 を熟読しておく

こと 学習課題：「本日のチェ

ックポイント」の課題をノー

トにまとめておくこと 

120 120 高野 操 

8 微生物学総論 化学療法・ワクチン 学習方法：講義 準備学習：教

科書 P59-72 を熟読しておく

こと 学習課題：「本日のチェ

ックポイント」の課題をノー

トにまとめておくこと 

120 120 高野 操 

9 微生物学総論 バイオハザードとバ

イオセーフティ 

学習方法：講義 準備学習：教

科書 P90-94 を熟読しておく

こと 学習課題：「本日のチェ

ックポイント」の課題をノー

トにまとめておくこと 

120 120 高野 操 

10 細菌学総論 現在の感染症の特徴と

医療関連感染、感染症関連法規 

学習方法：講義 準備学習：教

科書 P85-105 を熟読しておく

こと 学習課題：「本日のチェ

120 120 高野 操 



ックポイント」の課題をノー

トにまとめておくこと 

11 細菌学各論 好気性または通性嫌気

性グラム陽性球菌 

学習方法：講義 準備学習：教

科書 P107-119 を熟読してお

くこと 学習課題：「本日のチ

ェックポイント」の課題をノ

ートにまとめておくこと 

120 120 高野 操 

12 細菌学各論 グラム陰性球菌および

球桿菌 

学習方法：講義 準備学習：教

科書 P120-126 を熟読してお

くこと 学習課題：「本日のチ

ェックポイント」の課題をノ

ートにまとめておくこと 

120 120 高野 操 

13 細菌学各論 グラム陰性通性嫌気性

の桿菌 腸内細菌科 

学習方法：講義 準備学習：教

科書 P127-149 を熟読してお

くこと 学習課題：「本日のチ

ェックポイント」の課題をノ

ートにまとめておくこと 

120 120 高野 操 

14 細菌学各論 グラム陰性通性嫌気性

の桿菌 ビブリオ、ヘモフィルス、他 

学習方法：講義 準備学習：教

科書 P150-168 を熟読してお

くこと 学習課題：「本日のチ

ェックポイント」の課題をノ

ートにまとめておくこと 

120 120 高野 操 

15 細菌学各論 グラム陰性好気性の桿

菌 

学習方法：講義 準備学習：教

科書 P169-183 を熟読してお

くこと 学習課題：「本日のチ

ェックポイント」の課題をノ

ートにまとめておくこと 

120 120 高野 操 

16 細菌学各論 グラム陰性微好気性の

らせん菌 

学習方法：講義 準備学習：教

科書 P184-188 を熟読してお

くこと 学習課題：「本日のチ

ェックポイント」の課題をノ

ートにまとめておくこと 

120 120 高野 操 

17 細菌学各論 グラム陽性好気性の桿

菌、抗酸菌 

学習方法：講義 準備学習：教

科書 P189-207 を熟読してお

くこと 学習課題：「本日のチ

ェックポイント」の課題をノ

ートにまとめておくこと 

120 120 高野 操 

18 細菌学各論 偏性嫌気性菌 学習方法：講義 準備学習：教

科書 P208-231 を熟読してお

くこと 学習課題：「本日のチ

ェックポイント」の課題をノ

120 120 高野 操 



ートにまとめておくこと 

19 細菌学各論 スピロヘータ、レプトス

ピラ、マイコプラズマ、リケッチア、

クラミジア 

学習方法：講義 準備学習：教

科書 P232-249 を熟読してお

くこと 学習課題：「本日のチ

ェックポイント」の課題をノ

ートにまとめておくこと 

120 120 高野 操 

20 病原真菌学 学習方法：講義 準備学習：教

科書 P250-281 を熟読してお

くこと 学習課題：「本日のチ

ェックポイント」の課題をノ

ートにまとめておくこと 

120 120 高野 操 

21 ウイルス学 学習方法：講義 準備学習：教

科書 P282-315 を熟読してお

くこと 学習課題：「本日のチ

ェックポイント」の課題をノ

ートにまとめておくこと 

120 120 高野 操 

22 微生物学検査法 学習方法：講義 準備学習：教

科書 P317-359 を熟読してお

くこと 学習課題：「本日のチ

ェックポイント」の課題をノ

ートにまとめておくこと 

120 120 高野 操 

23 薬剤感受性検査法 学習方法：講義 準備学習：教

科書 P369-376 を熟読してお

くこと 学習課題：「本日のチ

ェックポイント」の課題をノ

ートにまとめておくこと 

120 120 高野 操 

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 

最新臨床検査学講座 臨床微

生物学 

編集  松本

哲哉 

医歯薬出版 2018 年・5,800 円

＋税 

 

参考書 
メディカルサイエンス 微生

物検査学 第 2版 

編集  太田

敏子 他 

近代出版 2016 年・5,700 円

＋税 

 

その他の

資料 

臨床微生物検査技術教本 

（JAMT技術教本シリーズ） 

日本臨床衛

生検査技師

会 監修 

丸善出版 2017 年 5,800 円+

税 

 



 

【評価方法】 再試・追加指導 【履修上の留意点】 

・小テスト：20% 前期授業内に数回

行う。欠席の場合は小テストは 0点と

する。・定期試験：80% 

再試験あり 講義は教科書に沿って行います。新し

い用語、菌名が多数出てきます。覚え

なければならない内容量は非常に多

いので、講義に集中して下さい。私語

や居眠り、欠席は固く禁じます。毎回

の復習は非常に大切です。授業終了

後、自分のまとめのノートを作成し、

授業内容を整理して下さい。菌名は学

名で覚えなければなりませんので、手

書き練習を繰り返し行って下さい。参

考書など数冊図書館に配備してあり

ますので、有効に活用して下さい。後

期の実習とあわせ理解を深め、知識と

技能を確実に身につけてください。 
 

【オフィスアワー・連絡先】 

オフィスアワー：水曜日 1〜2限研究室：Ｑ棟 Ｑ317研究室連絡先：misao-takano@nuhw.ac.jp 



                 （2022年度） 

科目群 専門専攻科目群 
 

授業科目 臨床生理学Ⅰ 授業コード 25027500 

担当教員 渡邊 博昭 
 

対象学年 3年 対象学科 臨床 授業形態 対面 

開講時期 前期 必修・選択 必修 アクティブラ

ーニング 

その他 

単位数 2単位 時間数 30 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】 

生体の循環器系の生理機能変化の記録法と生理機能評価法について説明する。 ＜授業科目に関連する担当教員の実務

経験＞ 本科目は、臨床検査技師の実務（臨床）経験を持つ教員が担当する科目である。 

【授業の目的】 

臨床生理学的検査の中の循環生理学的検査について、心電図検査と心臓超音波検査を中心とした、検査方法、記録デ

ータの解釈、正常および異常に関する知識を習得する。 

【学習目標】 

1. 生理学的検査の目的を説明できる。2. 心筋の生理学的特徴を説明できる。3. 誘導法について説明できる。4. 心

電図の発生機序と正常心電図を説明できる。5. 不整脈、心臓肥大、虚血性心疾患の心電図を説明できる。6. 負荷心

電図の種類と禁忌の疾患を説明できる。7. 心電図・心音図と脈波の関係を説明できる。8. 異常心音と異常脈波を説

明できる。9. 正常心臓超音波像を説明できる。10. 異常心臓超音波像を説明できる。 
 

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 臨床生理学総論 検査目的と業務範

囲、注意事項、患者の心理と対応。心

電図の記録方法 

講義（心電図の検査方法を理

解する） 事前事後学習・学習

課題として指定教科書 P1〜

5、P26〜27を事前に熟読し、

復習ノートを作成する。 

0 0 渡邊 博昭 

2 心電図１ 心電図の基礎 心筋細胞

の電気現象、心臓電気現象と心電図の

関係。心電図の誘導法 双極誘導、単

極誘導 

講義（心電図の発生機序を理

解する） 事前事後学習・学習

課題として指定教科書 P7〜

27を事前に熟読し、復習ノー

トを作成する。 

0 0 渡邊 博昭 

3 心電図２ 正常心電図、正常波形、正

常洞調律の条件 

講義（正常心電図を理解する） 

事前事後学習・学習課題とし

0 0 渡邊 博昭 



て指定教科書 P7〜27 を事前

に熟読し、復習ノートを作成

する。 

4 心電図３ 異常心電図（不整脈、伝導

異常） 

講義（不整脈を理解する） 事

前事後学習・学習課題として

指定教科書 P27～45 を事前に

熟読し、復習ノートを作成す

る。 

0 0 渡邊 博昭 

5 心電図４ 異常心電図（心肥大、狭心

症、心筋梗塞） 

講義（心肥大、虚血性心疾患

を理解する） 事前事後学習・

学習課題として指定教科書

P27～45 を事前に熟読し、復

習ノートを作成する。 

0 0 渡邊 博昭 

6 心電図５ 負荷心電図、ホルター心電

図 

講義（その他の心電図検査を

理解する） 事前事後学習・学

習課題として指定教科書 P45

〜56を事前に熟読し、復習ノ

ートを作成する。 

0 0 渡邊 博昭 

7 心電図６ 心電図のまとめ 講義：心電図検査のまとめ 事

前事後学習・学習課題として

指定教科書 P1〜45 を事前に

熟読し、復習ノートを完成し

理解する。 

0 0 渡邊 博昭 

8 心臓超音波検査１ 超音波検査の基

礎、心臓超音波の描出方法 

講義（心臓超音波の検査方法

を理解する） 事前事後学習・

学習課題として指定教科書

P283〜306 を事前に熟読し、

復習ノートを作成する。 

0 0 渡邊 博昭 

9 心臓超音波検査２ 正常画像 講義（正常画像を理解する） 

事前事後学習・学習課題とし

て指定教科書 P307〜314 を事

前に熟読し、復習ノートを作

成する。 

0 0 渡邊 博昭 

10 心臓超音波検査３ 心機能評価方法 講義（計測方法を理解する） 

事前事後学習・学習課題とし

て指定教科書 P307〜314 を事

前に熟読し、復習ノートを作

成する。 

0 0 渡邊 博昭 

11 心臓超音波検査４ 異常画像（後天

性） 

講義（弁膜症等を理解する） 

事前事後学習・学習課題とし

て指定教科書 P314〜322 を事

0 0 渡邊 博昭 



前に熟読し、復習ノートを作

成する。 

12 心臓超音波検査５ 異常画像（先天

性） 

講義（心奇形を理解する） 事

前事後学習・学習課題として

指定教科書 P314〜322 を事前

に熟読し、復習ノートを作成

する。 

0 0 渡邊 博昭 

13 心臓超音波検査６ 心臓超音波検査

のまとめ 

講義：心エコー検査のまとめ 

事前事後学習・学習課題とし

て指定教科書 P283〜322 を事

前に熟読し、復習ノートを完

成し理解する。 

0 0 渡邊 博昭 

14 心音図・脈波 講義（心機図を理解する） 事

前事後学習・学習課題として

指定教科書 P57〜75 を事前に

熟読し、復習ノートを作成す

る。 

0 0 渡邊 博昭 

15 循環生理学的検査のまとめ 講義：循環器検査のまとめ 事

前事後学習・学習課題準備学

習として授業内に配布した資

料を熟読し、理解する。 

0 0 渡邊 博昭 

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 

最新臨床検査学講座 生理機

能検査学 

東條尚子、川

良徳弘 他 

医歯薬出版 2022 年・6,000 円

＋税 

 

参考書    配布資料  

その他の      



資料 
 

【評価方法】 再試・追加指導 【履修上の留意点】 

定期試験 100％で評価する。 再試様式（筆記）、回数（再々試）、追

加指導（再試前の事前学習の指導） 

生理学の内容を理解して受講のこと。

略語や専門用語が沢山でてきます。と

まどうかも知れませんが根気よく努

力をして、知識を確実にしていって下

さい。各種検査の検査法と波形の判読

の流れを理解する。不明な点は必ずそ

の場で解決する。 
 

【オフィスアワー・連絡先】 

月曜日３・４限、火曜日３・４限 Ｎ404研究室 hiroaki-watanabe@nuhw.ac.jp 



                 （2022年度） 

科目群 専門専攻科目群 
 

授業科目 臨床生理学Ⅱ 授業コード 25028000 

担当教員 渡邊 博昭 
 

対象学年 3年 対象学科 臨床 授業形態 対面 

開講時期 後期 必修・選択 必修 アクティブラ

ーニング 

その他 

単位数 2単位 時間数 30 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】 

1.生体の神経・筋系・呼吸器系の生理機能変化の記録法と生理機能評価法について説明する。2.腹部、頸部超音波検査

の正常画像と異常画像を説明する。 ＜授業科目に関連する担当教員の実務経験＞ 本科目は、臨床検査技師の実務（臨

床）経験を持つ教員が担当する科目である。 

【授業の目的】 

1. 生体の神経・筋系、呼吸器系の生理機能変化の記録法と生理機能評価法に関する知識を習得する。2. 超音波検査

の正常画像と疾患の特徴的な画像の判別法を理解する。 

【学習目標】 

１．正常脳波の特徴や異常脳波の所見、及び脳波の賦活法を説明できる。２．誘発電位検査法の目的を説明できる。

３．筋電図検査の正常波形と異常波形を説明できる。４．神経伝導速度検査誘発電位検査法の目的を説明できる。５．

換気機能検査を説明できる。６．血液ガスのデータを評価できる。７．超音波像の正常画像と異常画像を説明できる。 
 

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 超音波検査１ 腹部・頸部・その他の

走査方法 

講義（腹部超音波検査の走査

方法を理解する）  事前事後

学習・学習課題として指定教

科書 P323〜327 を熟読し、復

習ノートを作成する。 

0 0 渡邊 博昭 

2 超音波検査２ 腹部超音波検査の正

常像 

講義（腹部臓器の正常像を理

解する）  事前事後学習・学

習課題として指定教科書

P323〜327 を熟読し、復習ノ

ートを作成する。 

0 0 渡邊 博昭 

3 超音波検査３ 腹部超音波検査の異

常像 

講義（腹部臓器の異常像を理

解する）  事前事後学習・学

0 0 渡邊 博昭 



習課題として指定教科書

P328〜341 を熟読し、復習ノ

ートを作成する。 

4 超音波検査４ その他臓器の超音波

像 

講義（頸動脈、甲状腺等の超

音波像を理解する） 事前事後

学習・学習課題として指定教

科書 P342〜345、P362～364を

熟読し、復習ノートを作成す

る。 

0 0 渡邊 博昭 

5 呼吸器系１ 肺機能検査の基礎と実

際 

講義（肺機能検査の方法を理

解する） 事前事後学習・学習

課題として指定教科書 P169

〜206 を熟読し、復習ノート

を作成する。 

0 0 渡邊 博昭 

6 呼吸器系２ 換気機能検査 講義（肺機能検査データの見

方と評価を理解する） 事前事

後学習・学習課題として指定

教科書 P169〜206 を熟読し、

復習ノートを作成する。 

0 0 渡邊 博昭 

7 呼吸器系３ 血液ガス分析 講義（血液ガス分析のデータ

の評価を理解する）  事前事

後学習・学習課題として指定

教科書 P207〜228 を熟読し、

復習ノートを作成する。 

0 0 渡邊 博昭 

8 呼吸器系４ 酸塩基平衡 講義（酸塩基平衡のデータの

評価を理解する）  事前事後

学習・学習課題として指定教

科書 P207〜228 を熟読し、復

習ノートを作成する。 

0 0 渡邊 博昭 

9 脳 波１ 脳波・誘発脳電位の基礎と

実際、神経伝導検査の実際 

講義（脳波、ＡＢＲ、神経伝

導検査の方法を理解する）  

事前事後学習・学習課題とし

て指定教科書 P83〜168 を読

み、実習の内容を理解する。 

0 0 渡邊 博昭 

10 脳 波２ 正常脳波、賦活脳波 講義（脳波の正常像と賦活方

法を理解する）  事前事後学

習・学習課題として指定教科

書 P83〜115を熟読し、復習ノ

ートを作成する。 

0 0 渡邊 博昭 

11 脳 波３ 異常脳波 講義（異常脳波波形を理解す

る） 事前事後学習・学習課題

0 0 渡邊 博昭 



として指定教科書 P115〜126

を熟読し、復習ノートを作成

する。 

12 脳 波４ 誘発脳電位 講義（誘発脳電位の方法を理

解する）  事前事後学習・学

習課題として指定教科書

P126〜133 を熟読し、復習ノ

ートを作成する。 

0 0 渡邊 博昭 

13 筋電図１ 筋電図検査の基礎と実際 講義（筋電図の基礎と検査方

法を理解する）  事前事後学

習・学習課題として指定教科

書 P134〜146 を熟読し、復習

ノートを作成する。 

0 0 渡邊 博昭 

14 筋電図２ 神経伝導検査 講義（神経伝導検査の基礎と

検査方法を理解する）  事前

事後学習・学習課題として指

定教科書 P146〜168 を熟読

し、復習ノートを作成する。 

0 0 渡邊 博昭 

15 まとめ 講義：まとめ 事前事後学習・

学習課題として指定教科書、

授業内に配布した資料を理解

する。 

0 0 渡邊 博昭 

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 

最新臨床検査学講座 生理機

能検査学 

東條尚子、川

良徳弘 他 

医歯薬出版 2022 年・6,000 円

＋税 

 

参考書    配布資料  



その他の

資料 
     

 

【評価方法】 再試・追加指導 【履修上の留意点】 

定期試験 100％で評価する。 再試様式（筆記）、回数（再々試）、追

加指導（再試前の事前学習の指導） 

生理学の内容を理解して受講のこと。

略語や専門用語が沢山でてきます。と

まどうかも知れませんが根気よく努

力をして、知識を確実にしていって下

さい。各種検査の検査法と波形の判読

の流れを理解する。不明な点は必ずそ

の場で解決する。 
 

【オフィスアワー・連絡先】 

月曜日３・４限、火曜日３・４限 Ｎ404研究室 hiroaki-watanabe@nuhw.ac.jp 



〈医療技術学部 視機能科学科〉                       （2022年度） 

科目群 専門専攻科目群 
 

授業科目 視覚機能学概論 授業コード 26005500 

担当教員 前田 史篤 
 

対象学年 1年 対象学科 視機 授業形態 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 

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】 

眼科医療および視能矯正の理念と歴史を理解し、医療の中で視能訓練士の果たす役割と職業倫理を学習する。1971 年

の第 1回視能訓練士国家試験から 1993年の視能訓練士法の改正により、眼科医の診療の補助としての矯正・リハビリ

指導とそのための検査、さらに眼科一般検査が行えるようになった。視能訓練士が医療専門職としてその地位を確立

してきた歴史について学ぶ。 本授業はメディア授業 (同時双方向型) で実施する。 ＜授業科目に関連する担当教員

の実務経験＞ 本科目は、視能訓練士の実務 (臨床) 経験をもつ教員が担当する科目である。 

【授業の目的】 

視能訓練士が国家資格として認められた歴史的な背景について学ぶ。過去そして現在における視能訓練士の主要業務

の変遷を理解すると共に、今後の視能訓練士の役割について学習する。 

【学習目標】 

1. 視能訓練士の具体的業務と専門性が説明できる。 2. 視能訓練士法の概略が説明できる。 3. 視能訓練士の職業倫

理が理解できる。 
 

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 ガイダンス Orthoptist、Orthoptics

の語源 

講義 教科書「視能学」の該当

ページを事前に読んでおくこ

と。 

100 120 前田 史篤 

2 視能矯正の発展の歴史 講義 教科書「視能学」の該当

ページを事前に読んでおくこ

と。 

100 120 前田 史篤 

3 視能訓練士法の制定とその内容 講義 教科書「視能学」の該当

ページを事前に読んでおくこ

と。 

100 120 前田 史篤 

4 保健医療福祉と視能矯正 講義 教科書「視能学」の該当

ページを事前に読んでおくこ

100 120 前田 史篤 



と。 

5 視能訓練士の倫理 インフォームドコ

ンセント 守秘義務 

講義 教科書「視能学」の該当

ページを事前に読んでおくこ

と。 

100 120 前田 史篤 

6 視能訓練士の大学教育 専門性と将来

性 

講義 教科書「視能学」の該当

ページを事前に読んでおくこ

と。 

100 120 前田 史篤 

7 メディカルスタッフ (コ・メディカル

職種) とチーム医療 

講義 教科書「視能学」の該当

ページを事前に読んでおくこ

と。 

100 120 前田 史篤 

8 まとめ 講義 150 70 前田 史篤 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
 

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 

視能学 第 3版 小林義治、松

岡久美子、臼

井千惠、岡真

由美 (編) 

文光堂 2022年・18,000円

＋税 

基礎生理光学と

同じ 

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】 

定期試験：80% 小試験：15% 提出物：

5% 

再試験・追試験は必要があれば、原則

として 1回のみ実施する。 

締め切りを過ぎた提出物は原則とし

て受け取らない。 
 

【オフィスアワー・連絡先】 

水曜日 12:10 ～ 13:10 研究室：P棟 310 メール：fumiatsu-maeda@nuhw.ac.jp 授業に関する質問等は、メールアド

レスまでご連絡ください。 



                 （2022年度） 

科目群 専門専攻科目群 
 

授業科目 視覚機能検査学Ⅰ 授業コード 26031500 

担当教員 村田 憲章／前田 史篤 
 

対象学年 1年 対象学科 視機 授業形態 対面 

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 30 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】 

臨床の現場において治療方針の決定などに用いる検査の基礎的な技術や、検査を行うための眼科的知識などについて

学ぶ。 ＜授業科目に関連する担当教員の実務経験＞ 本科目は、視能訓練士の実務 (臨床) 経験をもつ教員が担当す

る科目である。 

【授業の目的】 

入力系眼科検査の基本となる各検査の結果の意味とその評価について理解する。 

【学習目標】 

1. 主訴にもとづいて必要な眼科検査が計画できる。 2. 眼科検査の目的、原理、原則が理解できる。 3. 眼科検査の

データを正しく読み取ることができる。 4. 入力系、統合系、出力系検査が区別できる。 
 

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 ガイダンス 視力検査 講義 視能学の該当ページを

読んでおくこと。 

90 150 前田 史篤 

2 レンズ交換法による屈折検査 1 乱視

の屈折矯正 (放射線乱視表) 

講義 視能学の該当ページを

読んでおくこと。 

90 150 村田 憲章 

3 レンズ交換法による屈折検査 2 乱視

の屈折矯正 (クロスシリンダ) 

講義 視能学の該当ページを

読んでおくこと。 

90 150 村田 憲章 

4 他覚的屈折検査 オートレフラクトメ

ータ、検影法 

講義 視能学の該当ページを

読んでおくこと。 

90 150 前田 史篤 

5 動的量的視野検査 Goldmann 視野計 講義 視能学の該当ページを

読んでおくこと。 

90 150 前田 史篤 

6 静的量的視野検査 Humphrey 視野計 講義 視能学の該当ページを

読んでおくこと。 

90 150 村田 憲章 

7 logMARとデシベルの考え方 講義 視能学の該当ページを

読んでおくこと。 

90 150 前田 史篤 



8 小括 1 講義 これまでの講義内容を

復習しておくこと。 

120 120 前田 史篤 

9 眼圧検査 講義 視能学の該当ページを

読んでおくこと。 

90 150 村田 憲章 

10 角膜検査 角膜トポグラフィ、角膜内

皮細胞検査、角膜曲率半径測定 

講義 視能学の該当ページを

読んでおくこと。 

90 150 村田 憲章 

11 調節検査 講義 視能学の該当ページを

読んでおくこと。 

90 150 村田 憲章 

12 小括 2 講義 これまでの講義内容を

復習しておくこと。 

120 120 村田 憲章 

13 直像鏡による固視検査 講義 視能学の該当ページを

読んでおくこと。 

90 150 前田 史篤 

14 倒像鏡による眼底検査、眼底写真撮影 講義 視能学の該当ページを

読んでおくこと。 

90 150 村田 憲章 

15 まとめ 講義 これまでの講義内容を

復習しておくこと。 

150 90 村田 憲章 
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視能学 第 2版 丸尾敏夫、久

保田伸枝、深

井 小 久 子 

(編) 

文光堂 2011年・18,000円

＋税 

 

参考書      

その他の

資料 
必要に応じて資料を配布する。     

 

【評価方法】 再試・追加指導 【履修上の留意点】 

定期試験：70％ 小試験：20％ 提出物： 再試験・追試験は必要があれば、原則 締切を過ぎた提出物は原則として受



10％ として 1回のみ実施する。 け取らない。 
 

【オフィスアワー・連絡先】 

水曜日 12:10 ～ 13:10 研究室：P棟 305 (村田) メール：murata@nuhw.ac.jp 授業に関する質問等は、メールアド

レスまでご連絡ください。 他の科目担当者のメールアドレスは以下の通り。 fumiatsu-maeda@nuhw.ac.jp (前田) 



                 （2022年度） 

科目群 専門専攻科目群 
 

授業科目 視覚機能検査学Ⅱ 授業コード 26011000 

担当教員 村田 憲章／前田 史篤 
 

対象学年 2年 対象学科 視機 授業形態 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 

該当無し 

単位数 2単位 時間数 30 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】 

検査方法とその結果の意義と評価について理解する。また、疾患別の検査法についても学習する。データの評価、疾患

別の検査法とその注意点、検査のコツと落とし穴に重きを置いて学ぶ。 本授業はメディア授業 (同時双方向型) で実

施する。 ＜授業科目に関連する担当教員の実務経験＞ 本科目は、視能訓練士の実務 (臨床) 経験をもつ教員が担当

する科目である。 

【授業の目的】 

眼科検査 (出力系) より得られた検査結果の意味とそれに対応する統合系検査の評価について理解する。 

【学習目標】 

1. 眼位や両眼視の異常を分析するために必要な眼科検査が計画できる。 2. 統合系と出力系検査の対応関係が理解で

きる。 3. 眼科検査のデータを正しく読み取ることができる。 
 

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 ガイダンス 基礎眼位ずれ、顕性の斜

視角と全偏位量 

講義 視能学の該当ページを

読んでおくこと。 

90 150 村田 憲章 

2 両眼視機能検査における両眼分離の

原理 

講義 視能学の該当ページを

読んでおくこと。 

90 150 前田 史篤 

3 眼位検査 講義 視能学の該当ページを

読んでおくこと。 

90 150 村田 憲章 

4 網膜対応検査 講義 視能学の該当ページを

読んでおくこと。 

90 150 村田 憲章 

5 立体視検査 講義 視能学の該当ページを

読んでおくこと。 

90 150 前田 史篤 

6 誘発眼位試験 (patch test、＋3.00 D

付加試験) 

講義 視能学の該当ページを

読んでおくこと。 

90 150 村田 憲章 

7 統合系検査と出力系検査、日常両眼視 講義 視能学の該当ページを 90 150 前田 史篤 



の成立条件 読んでおくこと。 

8 大型弱視鏡 講義 視能学の該当ページを

読んでおくこと。 

90 150 前田 史篤 

9 小括 1 講義 これまでの講義内容を

復習しておくこと。 

150 90 前田 史篤 

10 両眼単一視野検査、複像検査 講義 視能学の該当ページを

読んでおくこと。 

90 150 前田 史篤 

11 眼球運動検査 講義 視能学の該当ページを

読んでおくこと。 

90 150 村田 憲章 

12 回旋偏位に対する検査、ひっぱり試験 講義 視能学の該当ページを

読んでおくこと。 

90 150 村田 憲章 

13 小括 2 講義 これまでの講義内容を

復習しておくこと。 

150 90 村田 憲章 

14 Prism adaptation test と eat up 講義 視能学の該当ページを

読んでおくこと。 

90 150 村田 憲章 

15 まとめ 講義 これまでの講義内容を

復習しておくこと。 

150 90 村田 憲章 前

田 史篤 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
 

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 

視能学 第 2版 丸尾敏夫、久

保田伸枝、深

井 小 久 子 

(編) 

文光堂 2011年・18,000円

＋税 

前年までに購入

済み 

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】 



定期試験：70％ 小試験：20％ 提出物：

10％ 

再試験・追試験は必要があれば、原則

として 1回のみ実施する。 

締切を過ぎた提出物は原則として受

け取らない。 
 

【オフィスアワー・連絡先】 

水曜日 12:10 ～ 13:10 研究室：P棟 305 (村田) メール：murata@nuhw.ac.jp 授業に関する質問等は、メールアド

レスまでご連絡ください。 他の科目担当者のメールアドレスは以下の通り。 fumiatsu-maeda@nuhw.ac.jp (前田) 



                 （2022年度） 

科目群 専門専攻科目群 
 

授業科目 視覚機能検査学Ⅲ 授業コード 26027500 

担当教員 村田 憲章／前田 史篤 
 

対象学年 2年 対象学科 視機 授業形態 対面 

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 30 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】 

視覚機能検査学 Iおよび IIで学習した入力系、統合系、出力系検査に関する知識を基に、より臨床的かつ応用的な眼

科検査法を学習する。各眼疾患に対応したデータ評価法とその注意点に重きを置いて学ぶ。 ＜授業科目に関連する担

当教員の実務経験＞ 本科目は、視能訓練士の実務 (臨床) 経験をもつ教員が担当する科目である。 

【授業の目的】 

眼科検査 (入力系、統合系、出力系) より得られた検査結果の意味と相互の関係性について理解する。 

【学習目標】 

1. あらゆる眼科疾患とその異常を分析するために必要な眼科検査が計画できる。 2. 入力系、統合系、出力系検査の

対応関係が理解できる。 3. 眼科検査のデータを正しく読み取ることができる。 
 

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 両眼開放視力検査 方向変換ミラー、

雲霧による方法 

講義 視能学の該当ページを

読んでおくこと。 

90 150 前田 史篤 

2 前眼部検査 ペンタカム、前眼部 OCT 講義 視能学の該当ページを

読んでおくこと。 

90 150 村田 憲章 

3 瞳孔検査 講義 視能学の該当ページを

読んでおくこと。 

90 150 前田 史篤 

4 中心フリッカ 講義 視能学の該当ページを

読んでおくこと。 

90 150 村田 憲章 

5 超音波検査 講義 視能学の該当ページを

読んでおくこと。 

90 150 村田 憲章 

6 小括 1 講義 これまでの講義内容を

復習しておくこと。 

150 150 村田 憲章 

7 眼球突出度検査、涙液検査 講義 視能学の該当ページを

読んでおくこと。 

90 150 村田 憲章 



8 不等像視検査 講義 視能学の該当ページを

読んでおくこと。 

90 150 村田 憲章 

9 暗順応検査 講義 視能学の該当ページを

読んでおくこと。 

90 150 前田 史篤 

10 眼鏡処方、コンタクトレンズ処方の流

れ 

講義 視能学の該当ページを

読んでおくこと。 

90 150 村田 憲章 

11 プリズム眼鏡処方、プリズムの合成 講義 視能学の該当ページを

読んでおくこと。 

90 150 村田 憲章 

12 小括 2 講義 これまでの講義内容を

復習しておくこと。 

150 150 前田 史篤 

13 大型弱視鏡による網膜対応判定 講義 視能学の該当ページを

読んでおくこと。 

90 150 前田 史篤 

14 大型弱視鏡による 9方向眼位の考え方 講義 視能学の該当ページを

読んでおくこと。 

90 150 前田 史篤 

15 まとめ 講義 これまでの講義内容を

復習しておくこと。 

150 90 村田 憲章 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
 

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 

視能学 第 2版 丸尾敏夫、久

保田伸枝、深

井 小 久 子 

(編) 

文光堂 2011年・18,000円

＋税 

前年までに購入

済み 

参考書      

その他の

資料 
必要に応じて資料を配布する。     

 

【評価方法】 再試・追加指導 【履修上の留意点】 

定期試験：70％ 小試験：20％ 提出物： 再試験・追試験は必要があれば、原則 締切を過ぎた提出物は原則として受



10％ として 1回のみ実施する。 け取らない。 
 

【オフィスアワー・連絡先】 

水曜日 12:10 ～ 13:10 研究室：P棟 305 (村田) メール：murata@nuhw.ac.jp 授業に関する質問等は、メールアド

レスまでご連絡ください。 他の科目担当者のメールアドレスは以下の通り。 fumiatsu-maeda@nuhw.ac.jp (前田) 



                 （2022年度） 

科目群 専門専攻科目群 
 

授業科目 神経眼科学 授業コード 26013500 

担当教員 前田 史篤／可児 一孝／田淵 昭雄／三木  淳司／阿部 春樹 
 

対象学年 2年 対象学科 視機 授業形態 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 30 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】 

視覚の入力系や統合系、そして出力系である眼球運動の機能を学び、それらの伝達路の障害部位や程度について理解

する。 本授業はメディア授業 (オンデマンド型) で実施する。 ＜授業科目に関連する担当教員の実務経験＞ 本科目

は、視能訓練士の実務 (臨床) 経験をもつ教員が担当する科目である。 

【授業の目的】 

神経眼科的疾患の診断、治療につなげるための検査について学ぶ。障害部位を系統的に分析する能力を培う。 

【学習目標】 

1. 視路障害に応じた視野障害が理解できる。 2. 視神経の構造と見方が理解できる。 3. 核・核下性、核間、核上性

の眼球運動障害が分類できる。 4. 瞳孔の異常が説明できる。 
 

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 ガイダンス神経眼科に必要な解剖・生

理 

講義 教科書「視能学」の該当

ページを事前に読んでおくこ

と。 

90 150 前田 史篤 

2 視神経の構造と機能篩状板の解剖 視

神経乳頭の見方 (乳頭陥凹、乳頭腫

脹、うっ血乳頭、乳頭浮腫) 

講義 教科書「視能学」の該当

ページを事前に読んでおくこ

と。 

90 150 阿部 春樹 

3 視神経の構造と機能視神経の髄鞘化、

網膜神経線維の走行と視野の対応 

講義 教科書「視能学」の該当

ページを事前に読んでおくこ

と。 

90 150 阿部 春樹 

4 眼球内・外および視路の血管系と特徴

的異常 

講義 教科書「視能学」の該当

ページを事前に読んでおくこ

と。 

90 150 阿部 春樹 

5 視神経疾患: 視神経の先天異常、血管

障害、炎症、腫瘍、外傷、脱髄 (VITs) 

講義 教科書「視能学」の該当

ページを事前に読んでおくこ

90 150 田淵 昭雄 



と。 

6 水平性および垂直性眼球運動の機構 

(PPRFと riMLF) 

講義 教科書「視能学」の該当

ページを事前に読んでおくこ

と。 

90 150 田淵 昭雄 

7 核上性眼球運動異常 (MLFや Parinaud

症候群) 

講義 教科書「視能学」の該当

ページを事前に読んでおくこ

と。 

90 150 田淵 昭雄 

8 核・核下性 (筋原生斜視、機械的斜視

含む) 眼球運動異常 

講義 教科書「視能学」の該当

ページを事前に読んでおくこ

と。 

90 150 田淵 昭雄 

9 視交叉部疾患 講義 教科書「視能学」の該当

ページを事前に読んでおくこ

と。 

90 150 三木 淳司 

10 同名半盲 講義 教科書「視能学」の該当

ページを事前に読んでおくこ

と。 

90 150 三木 淳司 

11 視神経疾患: 視神経炎、視神経症、う

っ血乳頭、Leber遺伝性視神経症 

講義 教科書「視能学」の該当

ページを事前に読んでおくこ

と。 

90 150 可児 一孝 

12 視神経疾患の一般的治療法：原因疾患

治療とステロイド 

講義 教科書「視能学」の該当

ページを事前に読んでおくこ

と。 

90 150 可児 一孝 

13 瞳孔の異常 講義 教科書「視能学」の該当

ページを事前に読んでおくこ

と。 

90 150 前田 史篤 

14 眼振の定義と分類 講義 教科書「視能学」の該当

ページを事前に読んでおくこ

と。 

90 150 前田 史篤 

15 まとめ 講義 180 120 前田 史篤 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



      

      

      
 

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 

視能学 第 2版 丸尾敏夫、久

保田伸枝、深

井 小 久 子 

(編) 

文光堂 2011年・18,000円

＋税 
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済み 
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【評価方法】 再試・追加指導 【履修上の留意点】 

定期試験：75% 小試験：20% 提出物：

5% 

再試験・追試験は必要があれば、原則

として 1回のみ実施する。 

締め切りを過ぎた提出物は原則とし

て受け取らない。 
 

【オフィスアワー・連絡先】 

水曜日 12:10 ～ 13:10 研究室：P棟 310 メール：fumiatsu-maeda@nuhw.ac.jp 授業に関する質問等は、メールアド

レスまでご連絡ください。 



                 （2022年度） 

科目群 専門専攻科目群 
 

授業科目 視覚機能評価学 授業コード 26014000 

担当教員 前田 史篤 
 

対象学年 3年 対象学科 視機 授業形態 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 

該当無し 

単位数 2単位 時間数 30 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】 

臨床場面における検査データの評価について学ぶ。眼科検査における疾患別の検査データを評価する力を修得する。 

本授業はメディア授業 (同時双方向型) で実施する。 ＜授業科目に関連する担当教員の実務経験＞ 本科目は、視能

訓練士の実務 (臨床) 経験をもつ教員が担当する科目である。 

【授業の目的】 

模擬症例から考えられる問題点と目標設定、検査および訓練プログラムの立案について理解する。 

【学習目標】 

1. Problem Oriented Systemと Problem Oriented Medical Recordが理解できる。 2. 主訴から必要な検査を計画で

きる。 3. 提示されたデータを正しく読み取ることができる。 4. 与えられた課題をケースレポートにまとめること

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 ガイダンス POSと DOS 講義 教科書「視能学」の該当

ページを事前に読んでおくこ

と。 

180 300 前田 史篤 

3～4 Problem Oriented Systemと Problem 

Oriented Medical Record 問題リスト

の作成 

講義 教科書「視能学」の該当

ページを事前に読んでおくこ

と。 

180 300 前田 史篤 

5～6 後天性眼球運動障害 講義 教科書「視能学」の該当

ページを事前に読んでおくこ

と。 

180 300 前田 史篤 

7～8 眼内レンズ度数計算 演習 指示された検査データ

を用意すること。 

180 300 前田 史篤 

9～10 弱視症例 講義 教科書「視能学」の該当

ページを事前に読んでおくこ

180 300 前田 史篤 



と。 

11～12 斜視症例 講義 教科書「視能学」の該当

ページを事前に読んでおくこ

と。 

180 300 前田 史篤 

13～14 感覚異常を伴う弱視症例 講義 教科書「視能学」の該当

ページを事前に読んでおくこ

と。 

180 300 前田 史篤 

15 まとめ 講義 150 90 前田 史篤 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
 

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 

視能学 第 2版 丸尾敏夫、久

保田伸枝、深

井 小 久 子 

(編) 

文光堂 2011年・18,000円

＋税 

前年までに購入

済み 

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】 

定期試験：80% 提出物：20% 再試験・追試験は必要があれば、原則

として１回のみ実施する。 

締切を過ぎたレポートは原則として

受け取らない。 



 

【オフィスアワー・連絡先】 

水曜日 12:10 ～ 13:10  研究室：P棟 310 メール：fumiatsu-maeda@nuhw.ac.jp 授業に関する質問等は、メールア

ドレスまでご連絡ください。 



                 （2022年度） 

科目群 専門専攻科目群 
 

授業科目 視覚機能訓練学Ⅰ 授業コード 26014500 

担当教員 村田 憲章 
 

対象学年 2年 対象学科 視機 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 30 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】 

視能訓練の基本的知識と技術を身につけ、検査結果の正しい評価および、斜視弱視患者の診断に必要な検査について

学ぶ。 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。 ＜授業科目に関連する担当教員

の実務経験＞ 本科目は、視能訓練士の実務 (臨床) 経験をもつ教員が担当する科目である。 

【授業の目的】 

視能訓練の基本的知識と技術の概要、斜視の各論および診断に必要な検査とその結果の評価法について理解する。 

【学習目標】 

1. 視能訓練の基本的知識と技術が理解できる。 2. 斜視、弱視の各論および診断に必要な検査が理解できる。 3. 眼

位検査、網膜対応検査、眼球運動検査の検査方法とその結果を説明できる。 
 

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 ガイダンス 斜視と斜位、内斜視 講義 視能学の該当ページを

読んでおくこと。 

90 150 村田 憲章 

2 内斜視各論 調節性内斜視、非調節性

内斜視 

講義 視能学の該当ページを

読んでおくこと。 

90 150 村田 憲章 

3 外斜視各論 間欠性外斜視、恒常性外

斜視 

講義 視能学の該当ページを

読んでおくこと。 

90 150 村田 憲章 

4 麻痺性斜視の分類 メディア授業 (オンデマンド

型) 視能学の該当ページを読

んでおくこと。 

90 150 橋本 勇希 

5 特殊斜視の分類 メディア授業 (オンデマンド

型) 視能学の該当ページを読

んでおくこと。 

90 150 橋本 勇希 

6 網膜対応 1  網膜正常対応と網膜異

常対応 

講義 視能学の該当ページを

読んでおくこと。 

90 150 村田 憲章 



7 網膜対応 2 網膜異常対応、微小斜視 講義 視能学の該当ページを

読んでおくこと。 

90 150 村田 憲章 

8 小括 1 講義 これまでの講義内容を

復習しておくこと。 

120 150 村田 憲章 

9 小児の視覚特性感受性期と読み分け

困難、年齢に応じた検査の選択 

講義 視能学の該当ページを

読んでおくこと。 

90 150 村田 憲章 

10 弱視の基本的知識弱視の原因的分類、

嫌悪反射、偏心固視、ガンマ角異常 

講義 視能学の該当ページを

読んでおくこと。 

90 150 村田 憲章 

11 弱視の各型、弱視の原因的分類と重症

度 

講義 視能学の該当ページを

読んでおくこと。 

90 150 村田 憲章 

12 弱視の検査、診断、固視検査、他覚的、

自覚的検査、眼位検査の流れ 

講義 視能学の該当ページを

読んでおくこと。 

90 150 村田 憲章 

13 弱視の (長期) 経過 講義 これまでの講義内容を

復習しておくこと。 

90 150 村田 憲章 

14 斜視の (長期) 経過 講義 これまでの講義内容を

復習しておくこと。 

90 150 村田 憲章 

15 小括 2 講義 これまでの講義内容を

復習しておくこと。 

120 150 村田 憲章 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
 

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 

視能学 第 2版 丸尾敏夫、久

保田伸枝、深

井 小 久 子 

(編) 

文光堂 2011年・18,000円

＋税 

前年までに購入

済み 

参考書      

その他の

資料 
必要に応じて資料を配布する。     

 



【評価方法】 再試・追加指導 【履修上の留意点】 

定期試験：70％ 小試験：20％ 提出物：

10％ 

再試験・追試験は必要があれば、原則

として 1回のみ実施する。 

締切を過ぎた提出物は原則として受

け取らない。 
 

【オフィスアワー・連絡先】 

水曜日 12:10 ～ 13:10 研究室：P棟 305 メール：murata@nuhw.ac.jp 授業に関する質問等は、メールアドレスまで

ご連絡ください。 



                 （2022年度） 

科目群 専門専攻科目群 
 

授業科目 視覚機能訓練学Ⅱ 授業コード 26015000 

担当教員 前田 史篤／三木  淳司／戸田 春男／金子 弘 
 

対象学年 3年 対象学科 視機 授業形態 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 

該当無し 

単位数 2単位 時間数 30 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】 

眼の組織学と発生学を学ぶとともに、弱視・斜視の視能訓練、心因性視能障害、斜視の観血的視能矯正の適応と方法、

光学的視能矯正、薬理学的視能矯正について適応と方法、副作用、合併症について学ぶ。さらに、家庭での視能訓練の

指導と管理方法、弱視訓練の適応と治療方法について理解する。 本授業はメディア授業 (同時双方向型、オンデマン

ド型) で実施する。 ＜授業科目に関連する担当教員の実務経験＞ 本科目は、視能訓練士の実務 (臨床) 経験をもつ

教員が担当する科目である。 

【授業の目的】 

眼の組織学と発生学について、正常と異常を学ぶ。斜視・弱視検査の流れを組み立て、得られた結果を評価し、訓練計

画の立案ができる。 

【学習目標】 

1. 弱視・斜視の視能訓練、心因性視覚障害、斜視の観血的視能矯正の適応と方法が理解できる。 2. 家庭での視能訓

練の指導と管理方法、弱視訓練の適応と治療方法について理解できる。 3. 眼の組織学と発生学について正常と異常

が区別できる。 
 

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 脳にかける眼鏡 (眼鏡の効果を他覚

的に検証) 

講義 (同時双方向型) 教科書

「視能学」の該当ページを事

前に読んでおくこと。 

90 150 金子 弘 

2 快適な眼鏡のフィッティング (どこ

を見ればよいか) 

講義 (同時双方向型) 教科書

「視能学」の該当ページを事

前に読んでおくこと。 

90 150 金子 弘 

3 眼の組織学 講義 (オンデマンド型) 教科

書「視能学」の該当ページを

事前に読んでおくこと。 

90 150 戸田 春男 

4 いろいろな眼鏡レンズ (特に遠近・累 講義 (同時双方向型) 教科書 90 150 金子 弘 



進レンズについて) 「視能学」の該当ページを事

前に読んでおくこと。 

5 眼と眼鏡のはなし (高齢者の見え方

の変化) 

講義 (同時双方向型) 教科書

「視能学」の該当ページを事

前に読んでおくこと。 

90 150 金子 弘 

6 眼の発生学 講義 (オンデマンド型) 教科

書「視能学」の該当ページを

事前に読んでおくこと。 

90 150 戸田 春男 

7 眼先天異常の特徴 講義 (同時双方向型) 教科書

「視能学」の該当ページを事

前に読んでおくこと。 

90 150 前田 史篤 

8 心因性視能障害の検査と評価 講義 (同時双方向型) 教科書

「視能学」の該当ページを事

前に読んでおくこと。 

90 150 前田 史篤 

9 視能訓練の原理と原則、適応 講義 (同時双方向型) 教科書

「視能学」の該当ページを事

前に読んでおくこと。 

90 150 前田 史篤 

10 視能訓練の具体的方法 講義 (同時双方向型) 教科書

「視能学」の該当ページを事

前に読んでおくこと。 

90 150 前田 史篤 

11 視能訓練の実際例 講義 (同時双方向型) 教科書

「視能学」の該当ページを事

前に読んでおくこと。 

90 150 前田 史篤 

12 斜視手術の術前検査 講義 (同時双方向型) 教科書

「視能学」の該当ページを事

前に読んでおくこと。 

90 150 前田 史篤 

13 斜視手術の適応 講義 (オンデマンド型) 教科

書「視能学」の該当ページを

事前に読んでおくこと。 

90 150 三木 淳司 

14 斜視手術の具体的方法 講義 (オンデマンド型) 教科

書「視能学」の該当ページを

事前に読んでおくこと。 

90 150 三木 淳司 

15 まとめ 講義 150 90 前田 史篤 

      

      

      

      

      

      

      

      



      

      

      

      

      

      

      
 

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 

視能学 第 2版 丸尾敏夫、久

保田伸枝、深

井 小 久 子 

(編) 

文光堂 2011年・18,000円

＋税 

前年までに購入

済み 

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】 

定期試験：70％ 小試験：20％ 提出物：

10％ 

再試験・追試験は必要があれば、原則

として 1回のみ実施する。 

締切を過ぎた提出物は原則として受

け取らない。 
 

【オフィスアワー・連絡先】 

水曜日 12:10 ～ 13:10 研究室：P棟 310 (前田) メール：fumiatsu-maeda@nuhw.ac.jp 授業に関する質問等は、メ

ールアドレスまでご連絡ください。 他の科目担当者のメールアドレスは以下の通り。 toda@nuhw.ac.jp (戸田) 

hiroshi-kaneko@nuhw.ac.jp (金子) 



〈医療技術学部 救急救命学科〉                       （2022年度） 

科目群 専門専攻科目群 
 

授業科目 救急救命処置概論 授業コード 27011500 

担当教員 大和田 均 
 

対象学年 2年 対象学科 救急救命学科 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 

該当無し 

単位数 2単位 時間数 30 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 
 

【授業の概要】 

救急救命士として実務経験を持つ教員が担当する。救急救命士が行う処置は、理論的な観察・評価に裏付けされてい

なければならない。そのためには、系統だてた活動展開の理解のもとで、さまざまな情報、傷病者の所見から病態を推

測する能力が必要となる。本講義では、傷病者観察の基本的考え方をもとにした必要な処置と器材の取り扱いのうち、

特にバイタルサイン測定に関する内容を専門基礎科目で学んだ内容と関連づけて学習する。本授業は新型コロナ感染

拡大によりメディア授業にする場合がある。 

【授業の目的】 

バイタルサインの概念を熟知した上で、傷病者観察の基本的な考え方をもとにした必要な処置と器材の取扱いを理解

する。 

【学習目標】 

1.バイタルサインの概念を理解する 2.現場観察の基本を理解する 2.全身状態の観察を理解する 3.局所の観察を理

解する 4.緊急度・重症度判断の概念を理解する 5.関連する機器・器材の取り扱いや処置方法を理解する 
 

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 観察総論 1（観察の目的と意義/バイタ

ルサイン） 

【学習形態】講義 【事前学習】

救急救命士標準テキスト

p300～p303 を熟読すること 

【事後学習】オンデマンド講

義を視聴し十分に復習するこ

と 

30 60 大和田均 

2 観察総論 2（観察の方法） 【学習形態】講義 【事前学習】

救急救命士標準テキスト

p300～p303 を熟読すること 

【事後学習】オンデマンド講

30 60 大和田均 



義を視聴し十分に復習するこ

と 

3 全身状態の観察 1（外見の観察） 【学習形態】講義 【事前学習】

救急救命士標準テキスト

p304～p305 を熟読すること 

【事後学習】オンデマンド講

義を視聴し十分に復習するこ

と 

30 60 大和田均 

4 全身状態の観察 2（気道/呼吸） 【学習形態】講義 【事前学習】

救急救命士標準テキスト

p305～p307 を熟読すること 

【事後学習】オンデマンド講

義を視聴し十分に復習するこ

と 

30 60 大和田均 

5 全身状態の観察 3（循環） 【学習形態】講義 【事前学習】

救急救命士標準テキスト

p307～p310 を熟読すること 

【事後学習】オンデマンド講

義を視聴し十分に復習するこ

と 

30 60 大和田均 

6 全身状態の観察 4（意識状態の観察） 【学習形態】講義 【事前学習】

救急救命士標準テキスト

p310～p311 を熟読すること 

【事後学習】オンデマンド講

義を視聴し十分に復習するこ

と 

30 60 大和田均 

7 局所の観察 1（皮膚/頭部/顔面/頸部） 【学習形態】講義 【事前学習】

救急救命士標準テキスト

p312～p316 を熟読すること 

【事後学習】オンデマンド講

義を視聴し十分に復習するこ

と 

30 60 大和田均 

8 局所の観察 2（胸部/背部） 【学習形態】講義 【事前学習】

救急救命士標準テキスト

p316～p317 を熟読すること 

【事後学習】オンデマンド講

義を視聴し十分に復習するこ

と 

30 60 大和田均 

9 局所の観察 3（腹部） 【学習形態】講義 【事前学習】

救急救命士標準テキスト

p317～p319 を熟読すること 

30 60 大和田均 



【事後学習】オンデマンド講

義を視聴し十分に復習するこ

と 

10 局所の観察 4（骨盤/四肢/手指/足趾/

爪） 

【学習形態】講義 【事前学習】

救急救命士標準テキスト

p319～p321 を熟読すること 

【事後学習】オンデマンド講

義を視聴し十分に復習するこ

と 

30 60 大和田均 

11 局所の観察 5（各種病態の観察アルゴ

リズム） 

【学習形態】講義 【事前学習】

救急救命士標準テキスト

p321 を熟読すること 【事後

学習】オンデマンド講義を視

聴し十分に復習すること 

30 60 大和田均 

12 中間まとめ（筆記試験Ⅰ）・問題の解説 【学習形態】講義 【事前学習】

授業内容の復習を十分にする

こと 【事後学習】試験の自己

採点および復習をすること 

90 60 大和田均 

13 神経所見の観察（運動麻痺/失語症と

構音障害/脳卒中スケール等） 

【学習形態】講義 【事前学習】

救急救命士標準テキスト

p322～p326 を熟読すること 

【事後学習】オンデマンド講

義を視聴し十分に復習するこ

と 

30 60 大和田均 

14 緊急度・重症度判断（緊急度と重症度

/判断の基準） 

【学習形態】講義 【事前学習】

救急救命士標準テキスト

p327～p331 を熟読すること 

【事後学習】オンデマンド講

義を視聴し十分に復習するこ

と 

30 60 大和田均 

15 まとめ（筆記試験Ⅱ） 【学習形態】講義 【事前学習】

救急救命士標準テキストの該

当頁を熟読すること 【事後学

習】定期試験の自己採点およ

び全体の復習をすること 

300 150 大和田均 

      

      

      

      

      

      



      

      

      

      

      

      

      

      

      
 

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 

1. 改訂第 10 版 救急救命士

標準テキスト 2. 必携 救急観

察処置スキルマニュアル 

1. 救急救命

士標準テキ

スト編集委

員会 2. 安

田康晴 

1. へるす出版 

2. ぱーそん書

房 

1. 2020年 04月・

19,800 円（税込） 

2. 2017年 02月・

3,780円(税込) 

1.2：1年次に購入

済み 

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】 

筆記試験Ⅰ（30%）、筆記試験Ⅱ（70％） 筆記試験Ⅰ,Ⅱとも再試験は 1 回のみ

とする。 

2/3以上の出席がない場合は、筆記試

験を受けることができない。 
 

【オフィスアワー・連絡先】 

大和田研究室：S棟 309号室 月曜 13時-18時 メールアドレス：ohwada@nuhw.ac.jp 



                 （2022年度） 

科目群 専門専攻科目群 
 

授業科目 救急救命活動基本実習Ⅰ 授業コード 27017500 

担当教員 大和田 均／竹井 豊／大松 健太郎／長谷川 恵 
 

対象学年 1年 対象学科 救急救命学科 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／ディスカッション／

その他 

単位数 3単位 時間数 135 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】 

救急救命士および看護師として実務経験を持つ複数の教員が担当する。救急救命士は、限られた人員であらゆる症例

に対して迅速かつ適切な応急処置を行うことが求められる。そのため、個々の状況を把握し、自身が行うべき役割を

認識したうえで、合理的な対連携活動を行うことが必要となる。 本実習では、救急救命士に求められる傷病者の観察・

評価方法と隊活動や心肺蘇生等の救急活動に関する基本的技術を実習する。本授業は新型コロナ感染拡大によりメデ

ィア授業にする場合がある。 

【授業の目的】 

救急救命士は、限られた人員であらゆる症例に対して迅速かつ正確な応急処置を行うことが求められる。そのため、

傷病者の状況を的確に把握し、自身が行うべき役割を認識したうえで、合理的な対連携活動を行うことが必要となる。 

本実習では、救急救命士に求められる傷病者の観察・評価方法と隊活動や心肺蘇生等の救急活動に関する基本的技術

を実習を通して修得することを目的とする。 

【学習目標】 

１． 応急手当の重要性を理解する。 ２． 市民が行う心肺蘇生の技術を修得する。 ３． 質の高い心肺蘇生を修得す

る。 ４． 医療従事者による心肺蘇生の技術を修得する。 ５． 様々な環境下で行う心肺蘇生の技術を修得する。 
 

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、心肺蘇生法につ

いて、救命の連鎖、応急手当の重要性 

【学習形態】実習 【事前学習】

テキストのうち指定された項

を熟読のこと 【事後学習】テ

キストおよび配布資料を復習

すること 

45 75 大和田均、竹井

豊、大松健太郎、

長谷川恵 

2 市民の行う心肺蘇生（胸骨圧迫：成人） 【学習形態】実習 【事前学習】

ミニ講義：オンデマンド授業

を視聴すること 【事後学習】

45 75 大和田均、竹井

豊、大松健太郎、

長谷川恵 



実習内容をメディア（オンデ

マンド）を視聴し復習するこ

と 

3 市民の行う心肺蘇生（安全確認/胸骨

圧迫/AED 取り扱い/人工呼吸の実施要

領：成人） 

【学習形態】実習 【事前学習】

ミニ講義：オンデマンド授業

を視聴すること 【事後学習】

実習内容をメディア（オンデ

マンド）を視聴し復習するこ

と 

45 75 大和田均、竹井

豊、大松健太郎、

長谷川恵 

4 市民の行う心肺蘇生（AED 取扱いを含

む心肺蘇生/ポケットマスク取扱い：

成人・小児・乳児） 

【学習形態】実習 【事前学習】

ミニ講義：オンデマンド授業

を視聴すること 【事後学習】

実習内容をメディア（オンデ

マンド）を視聴し復習するこ

と 

45 75 大和田均、竹井

豊、大松健太郎、

長谷川恵 

5 市民の行う心肺蘇生（AED 取扱いを含

む心肺蘇生の流れ/異物除去：成人・小

児・乳児） 

【学習形態】実習 【事前学習】

ミニ講義：オンデマンド授業

を視聴すること 【事後学習】

実習内容をメディア（オンデ

マンド）を視聴し復習するこ

と 

45 75 大和田均、竹井

豊、大松健太郎、

長谷川恵 

6 救急隊の行う人工呼吸（用手による気

道確保/BVM取り扱い：成人・小児・乳

児） 筆記および実技効果測定Ⅰ 

【学習形態】実習 【事前学習】

ミニ講義：オンデマンド授業

を視聴すること 【事後学習】

実習内容をメディア（オンデ

マンド）を視聴し復習するこ

と 

45 75 大和田均、竹井

豊、大松健太郎、

長谷川恵 

7 救急隊の行う心肺蘇生法（成人・小児・

乳児） 

【学習形態】実習 【事前学習】

ミニ講義：オンデマンド授業

を視聴すること 【事後学習】

実習内容をメディア（オンデ

マンド）を視聴し復習するこ

と 

45 75 大和田均、竹井

豊、大松健太郎、

長谷川恵 

8 救急隊の行う心肺蘇生法（成人・小児・

乳児） 

【学習形態】実習 【事前学習】

テキストのうち指定された項

を熟読のこと 【事後学習】実

習内容をメディア（オンデマ

ンド）を視聴し復習すること 

45 75 大和田均、竹井

豊、大松健太郎、

長谷川恵 

9 心肺蘇生法と観察資器材取り扱い（除

細動/血圧測定/パルスオキシメータ

ー） 

【学習形態】実習 【事前学習】

ミニ講義：オンデマンド授業

を視聴すること 【事後学習】

45 75 大和田均、竹井

豊、大松健太郎、

長谷川恵 



実習内容をメディア（オンデ

マンド）を視聴し復習するこ

と 

10 救急隊の行う心肺蘇生（観察資器材を

用いた蘇生後対応１） 

【学習形態】実習 【事前学習】

ミニ講義：オンデマンド授業

を視聴すること 【事後学習】

実習内容をメディア（オンデ

マンド）を視聴し復習するこ

と 

45 75 大和田均、竹井

豊、大松健太郎、

長谷川恵 

11 救急隊の行う心肺蘇生（蘇生後観察２

/観察資器材の取扱い２/救急車内で

の心肺蘇生法） 

【学習形態】実習 【事前学習】

テキストのうち指定された項

を熟読のこと 【事後学習】実

習内容をメディア（オンデマ

ンド）を視聴し復習すること 

45 75 大和田均、竹井

豊、大松健太郎、

長谷川恵 

12 救急隊の行う心肺蘇生（隊連携：蘇生

後対応含む１） 

【学習形態】実習 【事前学習】

テキストのうち指定された項

を熟読のこと 【事後学習】実

習内容をメディア（オンデマ

ンド）を視聴し復習すること 

45 75 大和田均、竹井

豊、大松健太郎、

長谷川恵 

13 救急隊の行う心肺蘇生（隊連携応用

１：屋内対応） 

【学習形態】実習 【事前学習】

テキストのうち指定された項

を熟読のこと 【事後学習】実

習内容をメディア（オンデマ

ンド）を視聴し復習すること 

45 75 大和田均、竹井

豊、大松健太郎、

長谷川恵 

14 救急隊の行う心肺蘇生（隊連携応用

２：屋内・屋外対応） 

【学習形態】実習 【事前学習】

テキストのうち指定された項

を熟読のこと 【事後学習】実

習内容をメディア（オンデマ

ンド）を視聴し復習すること 

45 75 大和田均、竹井

豊、大松健太郎、

長谷川恵 

15 救急隊の行う心肺蘇生（筆記および実

技効果測定Ⅱ） 

【学習形態】実習、講義 【事

前学習】テキストのうち指定

された項を熟読のこと 【事後

学習】定期試験の自己採点お

よび全体の復習を実施するこ

と 

75 45 大和田均、竹井

豊、大松健太郎、

長谷川恵 

      

      

      

      

      

      



      

      

      

      

      

      

      

      

      
 

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 

1. 改訂第 10版 救急救命士標

準テキスト 2. 必携 救急観察

処置スキルマニュアル 

1. 救急救命

士標準テキ

スト編集委

員会 2. 安

田康晴 

1. へるす出版 

2. ぱーそん書

房 

1. 2020 年 4 月・

19,800 円（税込） 

2. 2017 年 2 月・

3,780 円(税込) 

1-2. 他の専門科

目でも使用する

ため重複購入に

注意すること 

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】 

筆記効果測定Ⅰ（10％）、実技効果測

定Ⅰ（10％）、筆記効果測定Ⅱ（50％）、

実技効果測定Ⅱ（30％） 

1．筆記試験の再試はレポート課題と

する。 2．実技試験の再試は 1回のみ

とする。 

1．授業開始時に配布する「実習の取

り決め事項」に反する場合には、実習

への参加を認めないことがある。 2．

2/3以上の出席がない場合は、実技効

果測定を受けることができない。 
 

【オフィスアワー・連絡先】 

大和田研究室：S棟 309号室 月曜 13時-18時 メールアドレス：ohwada@nuhw.ac.jp 



                 （2022年度） 

科目群 専門専攻科目群 
 

授業科目 救急救命活動基本実習Ⅱ 授業コード 27018000 

担当教員 安達 哲浩／竹井 豊／長谷川 恵／岩﨑 隆 
 

対象学年 1年 対象学科 救急救命学科 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 必修 アクティブラ

ーニング 

その他 

単位数 3単位 時間数 135 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】 

救急救命士として実務経験をもつ複数の教員が担当する。救急救命活動基本実習Ⅰを発展させ、救急現場を想定した

状況下における一連の救急活動を小グループごとの実習形式で学習する。本授業はコロナウイルス感染拡大の状況に

よりメディア授業とする場合があります。 

【授業の目的】 

救急現場で活動する上で必要な観察・処置を習得し、救急現場を想定した状況下における一連の救急活動を実習し、

行うべき役割を認識したうえで、合理的な隊連携活動を行うことができることを目的とする。 

【学習目標】 

１． 救急救命処置に必要な資機材の取り扱い技術を修得する。 ２． 救急活動における基本的な観察と処置の知識と

技術を修得する。 ３． 傷病者の体位管理の技術を修得する。 ４． 傷病者の搬出・搬送技術を修得する。 ５． 救急

現場を想定した状況下で救急活動を行える知識と技術を修得する。 
 

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 ボディメカニクス・徒手搬送 【授業形態】実習 【事前学習】

指定テキストのボディーメカ

ニクス部分を熟読すること 

【事後学習】実習した箇所に

ついて再度指定テキストを読

み復習する 

30 30 安達哲浩、竹井 

豊、長谷川 恵、

岩﨑 隆 

2 器具による搬送１ 【授業形態】実習 【事前学習】

指定テキストの器具による搬

送部分を熟読すること 【事後

学習】実習した箇所について

再度指定テキストを読み復習

30 30 安達哲浩、竹井 

豊、長谷川 恵、

岩﨑 隆 



する 

3 器具による搬送２ 【授業形態】実習 【事前学習】

指定テキストのストレッチャ

ー部分を熟読すること 【事後

学習】実習した箇所について

再度指定テキストを読み復習

する 

30 30 安達哲浩、竹井 

豊、長谷川 恵、

岩﨑 隆 

4 気道確保１ 【授業形態】実習 【事前学習】

指定テキストの気道確保部分

を熟読すること 【事後学習】

実習した箇所について再度指

定テキストを読み復習する 

30 30 安達哲浩、竹井 

豊、長谷川 恵、

岩﨑 隆 

5 気道確保２ 【授業形態】実習 【事前学習】

指定テキストの気道確保部分

を熟読すること 【事後学習】

実習した箇所について再度指

定テキストを読み復習する 

30 30 安達哲浩、竹井 

豊、長谷川 恵、

岩﨑 隆 

6 観察・評価１ 【授業形態】実習 【事前学習】

指定テキストの観察部分を熟

読すること 【事後学習】実習

した箇所について再度指定テ

キストを読み復習する 

30 30 安達哲浩、竹井 

豊、長谷川 恵、

岩﨑 隆 

7 観察・評価２ 【授業形態】実習 【事前学習】

指定テキストの観察部分を熟

読すること 【事後学習】実習

した箇所について再度指定テ

キストを読み復習する 

30 30 安達哲浩、竹井 

豊、長谷川 恵、

岩﨑 隆 

8 観察・評価・処置１ 【授業形態】実習 【事前学習】

指定テキストの観察部分を熟

読すること 【事後学習】実習

した箇所について再度指定テ

キストを読み復習する 

30 30 安達哲浩、竹井 

豊、長谷川 恵、

岩﨑 隆 

9 観察・評価・処置２ 【授業形態】実習 【事前学習】

指定テキストのこれまで実習

した部分を復習すること 【事

後学習】実習したまとめにつ

いて再度指定テキストを読む

こと 

30 30 安達哲浩、竹井 

豊、長谷川 恵、

岩﨑 隆 

10 前半のまとめ 【授業形態】実習 【事前学習】

指定テキストの隊活動部分を

熟読すること 【事後学習】実

30 30 安達哲浩、竹井 

豊、長谷川 恵、

岩﨑 隆 



習した箇所について再度指定

テキストを読み復習する 

11 救急現場活動１ 【授業形態】実習 【事前学習】

指定テキストの過去に実習し

た部分について復習すること 

【事後学習】実習した箇所に

ついて再度指定テキストを読

み復習する 

30 30 安達哲浩、竹井 

豊、長谷川 恵、

岩﨑 隆 

12 救急現場活動２ 【授業形態】実習 【事前学習】

指定テキストの過去に実習し

た部分について復習すること 

【事後学習】実習した箇所に

ついて再度指定テキストを読

み復習する 

30 30 安達哲浩、竹井 

豊、長谷川 恵、

岩﨑 隆 

13 救急現場活動３ 【授業形態】実習 【事前学習】

指定テキストの過去に実習し

た部分について復習すること 

【事後学習】実習した箇所に

ついて再度指定テキストを読

み復習する 

30 30 安達哲浩、竹井 

豊、長谷川 恵、

岩﨑 隆 

14 救急現場活動４ 【授業形態】実習 【事前学習】

指定テキストの過去に実習し

た部分について復習すること 

【事後学習】実習した箇所に

ついて再度指定テキストを読

み復習する 

30 30 安達哲浩、竹井 

豊、長谷川 恵、

岩﨑 隆 

15 まとめ 【授業形態】実習 【事前学習】

指定テキストの過去に実習し

た部分について復習すること 

【事後学習】実習した箇所に

ついて再度指定テキストを読

み復習する 

30 30 安達哲浩、竹井 

豊、長谷川 恵、

岩﨑 隆 

      

      

      

      

      

      

      

      

      



      

      

      

      

      

      
 

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 

1.改訂第 10版 救急救命士標

準テキスト 2.必携 救急観察

処置スキルマニュアル 3.必携 

救急資器材マニュアル 

1.救急救命

士標準テキ

スト編集委

員会 2・3．安

田康晴 

1．へるす出版 

2・3．ぱーそん

書房 

1.2020 年 4 月・

19,800 円（税込） 

2.2017 年 2 月・

3,780 円（税込） 

3.2015 年 12 月・

2,200円（税込） 

1・2.救急救命活

動基本実習Ⅰで

購入済 

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】 

実技効果測定（80％）、課題提出（15％）

ミニテスト（5％） 

実技効果測定で不合格の場合は再試

験を１回行う。 

１．救急救命活動基本実習Ⅰの単位を

取得済みのこと ２．授業開始時に配

布する「実習の取り決め事項」に反す

る場合には、実習への参加を認めない

ことがある。 ３．2/3以上の出席がな

い場合は、実技効果測定を受けること

ができない。 
 

【オフィスアワー・連絡先】 

研究室：S棟３０５研究室 木曜日 9時から 17時 tetsuhiro-adachi@nuhw.ac.jp 



                 （2022年度） 

科目群 専門専攻科目群 
 

授業科目 救急救命活動高度実習Ⅰ 授業コード 27018500 

担当教員 神藏 貴久／竹井 豊／大松 健太郎／安達 哲浩／大和田 均／岩﨑 隆 
 

対象学年 2年 対象学科 救急救命学科 授業形態 対面・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 

ディスカッション 

単位数 4単位 時間数 180 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】 

救急救命士（消防吏員）として豊富な実務経験を持つ複数の教員が担当する。本科目では医師の具体的指示で行う救

急救命処置および包括的指示で行う救急救命処置について、実践的な技術を学ぶ。本科目は新型コロナウイルス感染

拡大の状況によりメディア授業とする場合がある。 

【授業の目的】 

医師の具体的指示で行う救急救命処置および包括的指示で行う救急救命処置（隊連携での電気ショック、ブドウ糖投

与前の血糖測定、自己注射用アドレナリン製剤の投与）の技術を修得する。また、救急救命処置を必要とする傷病者の

観察・評価、処置、その処置の評価について専門的な技術を修得する。また、トラブルシューティングについても試行

錯誤、実践し、自ら知を構築していく。 

【学習目標】 

1.心肺停止傷病者に対し、次のことができる。 （声門上気道デバイスによる気道確保、気管挿管、静脈路確保、アド

レナリン投与) 2.生命が危険な状態にある傷病者に対し、次のことができる。 （ブドウ糖投与、ショックへの輸液） 

3.自己注射用アドレナリン製剤（エピペン）の投与ができる。 4.血糖測定ができる。  5.心肺停止傷病者に対し、

良質な心肺蘇生を行うことができる。 6.ショック適応の心肺停止傷病者に対し、速やかに電気ショックができる。 7.

医師に対し、簡潔明瞭に指示要請を行うことができる。 8.ショック非適応の心肺停止傷病者に対し、速やかにアドレ

ナリンの投与ができる。 9.自己心拍が再開した傷病者に対し、適切な処置ができる。 10.各処置のメリットやデメリ

ットを理解し、傷病者の予後改善のための処置を考察できる。 
 

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 ①実習開始オリエンテーション ②用

手的気道確保、エアウエイを用いた気

道確保 ③声門上気道デバイス 

①【授業形態】講義 【事前事

後学習】不要（コースパック

を配布し、本科目の概要、到

達目標、評価、履修上の注意

などについて説明する）  ②、

③【授業形態】実習 【事前学

30 60 神藏 貴久、竹

井 豊、大和田 

均、大松 健太

郎、安達 哲浩、

岩﨑 隆 



習】テキスト p345-348、p351-

357 およびスキルマニュアル

p44-45、p52-61、p136-146を

熟読すること。自己学習サイ

トの関連動画を視聴しておく

こと。  【事後学習】指定さ

れたテキストの範囲および関

連する問題・解説集の復習を

十分に実施すること。自己学

習サイトの関連動画を視聴

し、復習を十分に行うこと。 

2 声門上気道デバイス（スキルチェッ

ク） 【ディスカッション｜心停止の心

電図】 

【授業形態】実習、ディスカ

ッション 【事前学習】テキス

ト p351-358 およびスキルマ

ニュアル p136-146 を熟読す

ること。自己学習サイトの関

連動画を視聴しておくこと。  

【事後学習】指定されたテキ

ストの範囲および関連する問

題・解説集の復習を十分に実

施すること。自己学習サイト

の関連動画を視聴し、復習を

十分に行うこと。 

30 60 神藏 貴久、竹

井 豊、大和田 

均、大松 健太

郎、安達 哲浩、

岩﨑 隆 

3 気管挿管 【授業形態】実習 【事前学習】

テキスト p358-368 およびス

キルマニュアル p147-161 を

熟読すること。自己学習サイ

トの関連動画を視聴しておく

こと。  【事後学習】指定さ

れたテキストの範囲および関

連する問題・解説集の復習を

十分に実施すること。自己学

習サイトの関連動画を視聴

し、復習を十分に行うこと。 

30 60 神藏 貴久、竹

井 豊、大和田 

均、大松 健太

郎、安達 哲浩、

岩﨑 隆 

4 気管挿管（スキルチェック） 【ディス

カッション｜カプノグラム】 

【授業形態】実習、ディスカ

ッション 【事前学習】テキス

ト p358-368 およびスキルマ

ニュアル p147-161 を熟読す

ること。自己学習サイトの関

連動画を視聴しておくこと。  

【事後学習】指定されたテキ

30 60 神藏 貴久、竹

井 豊、大和田 

均、大松 健太

郎、安達 哲浩、

岩﨑 隆 



ストの範囲および関連する問

題・解説集の復習を十分に実

施すること。自己学習サイト

の関連動画を視聴し、復習を

十分に行うこと。 

5 輸液ラインの作成（スキルチェック） 

【ディスカッション｜心停止の原因

検索】 

【授業形態】実習、ディスカ

ッション 【事前学習】テキス

ト p383-388 およびスキルマ

ニュアル p163-168 を熟読す

ること。自己学習サイトの関

連動画を視聴しておくこと。  

【事後学習】指定されたテキ

ストの範囲および関連する問

題・解説集の復習を十分に実

施すること。自己学習サイト

の関連動画を視聴し、復習を

十分に行うこと。 

30 60 神藏 貴久、竹

井 豊、大和田 

均、大松 健太

郎、安達 哲浩、

岩﨑 隆 

6 静脈路確保 【授業形態】実習 【事前学習】

テキスト p383-388 およびス

キルマニュアル p163-168 を

熟読すること。自己学習サイ

トの関連動画を視聴しておく

こと。  【事後学習】指定さ

れたテキストの範囲および関

連する問題・解説集の復習を

十分に実施すること。自己学

習サイトの関連動画を視聴

し、復習を十分に行うこと。 

30 60 神藏 貴久、竹

井 豊、大和田 

均、大松 健太

郎、安達 哲浩、

岩﨑 隆 

7 アドレナリン投与 【授業形態】実習 【事前学習】

テキスト p388-392 およびス

キルマニュアル p169-171 を

熟読すること。自己学習サイ

トの関連動画を視聴しておく

こと。  【事後学習】指定さ

れたテキストの範囲および関

連する問題・解説集の復習を

十分に実施すること。自己学

習サイトの関連動画を視聴

し、復習を十分に行うこと。 

30 60 神藏 貴久、竹

井 豊、大和田 

均、大松 健太

郎、安達 哲浩、

岩﨑 隆 

8 アドレナリン投与（スキルチェック） 

【ディスカッション｜エピペンの使

【授業形態】実習、ディスカ

ッション 【事前学習】テキス

30 60 神藏 貴久、竹

井 豊、大和田 



用】 ト p388-392 およびスキルマ

ニュアル p169-171 を熟読す

ること。自己学習サイトの関

連動画を視聴しておくこと。  

【事後学習】指定されたテキ

ストの範囲および関連する問

題・解説集の復習を十分に実

施すること。自己学習サイト

の関連動画を視聴し、復習を

十分に行うこと。 

均、大松 健太

郎、安達 哲浩、

岩﨑 隆 

9 血糖測定・ブドウ糖投与（スキルチェ

ック） 【ディスカッション｜自動心肺

蘇生器の使用】 

【授業形態】実習、ディスカ

ッション 【事前学習】テキス

ト p392-395 およびスキルマ

ニュアル p172-173 を熟読す

ること。自己学習サイトの関

連動画を視聴しておくこと。  

【事後学習】指定されたテキ

ストの範囲および関連する問

題・解説集の復習を十分に実

施すること。自己学習サイト

の関連動画を視聴し、復習を

十分に行うこと。 

30 60 神藏 貴久、竹

井 豊、大和田 

均、大松 健太

郎、安達 哲浩、

岩﨑 隆 

10 シナリオトレーニング （ショックへ

の輸液、心肺停止①） 

【授業形態】実習、ディスカ

ッション 【事前学習】本科目

の該当頁すべてを熟読するこ

と。自己学習サイトの関連動

画を視聴しておくこと。  

【事後学習】指定されたテキ

ストの範囲および関連する問

題・解説集の復習を十分に実

施すること。自己学習サイト

の関連動画を視聴し、復習を

十分に行うこと。 

30 60 神藏 貴久、竹

井 豊、大和田 

均、大松 健太

郎、安達 哲浩、

岩﨑 隆 

11 シナリオトレーニング （ショックへ

の輸液、心肺停止②） 

【授業形態】実習、ディスカ

ッション 【事前学習】本科目

の該当頁すべてを熟読するこ

と。自己学習サイトの関連動

画を視聴しておくこと。  

【事後学習】指定されたテキ

ストの範囲および関連する問

題・解説集の復習を十分に実

30 60 神藏 貴久、竹

井 豊、大和田 

均、大松 健太

郎、安達 哲浩、

岩﨑 隆 



施すること。自己学習サイト

の関連動画を視聴し、復習を

十分に行うこと。 

12 シナリオトレーニング （ショックへ

の輸液、心肺停止③） 

【授業形態】実習、ディスカ

ッション 【事前学習】本科目

の該当頁すべてを熟読するこ

と。自己学習サイトの関連動

画を視聴しておくこと。  

【事後学習】指定されたテキ

ストの範囲および関連する問

題・解説集の復習を十分に実

施すること。自己学習サイト

の関連動画を視聴し、復習を

十分に行うこと。 

30 60 神藏 貴久、竹

井 豊、大和田 

均、大松 健太

郎、安達 哲浩、

岩﨑 隆 

13 シナリオトレーニング （ショックへ

の輸液、心肺停止④） 

【授業形態】実習、ディスカ

ッション 【事前学習】本科目

の該当頁すべてを熟読するこ

と。自己学習サイトの関連動

画を視聴しておくこと。  

【事後学習】指定されたテキ

ストの範囲および関連する問

題・解説集の復習を十分に実

施すること。自己学習サイト

の関連動画を視聴し、復習を

十分に行うこと。 

30 60 神藏 貴久、竹

井 豊、大和田 

均、大松 健太

郎、安達 哲浩、

岩﨑 隆 

14 まとめ① 【授業形態】実習 【事前学習】

本科目の該当頁すべてを熟読

すること。自己学習サイトの

関連動画を視聴しておくこ

と。  【事後学習】指定され

たテキストの範囲および関連

する問題・解説集の復習を十

分に実施すること。自己学習

サイトの関連動画を視聴し、

復習を十分に行うこと。 

30 60 神藏 貴久、竹

井 豊、大和田 

均、大松 健太

郎、安達 哲浩、

岩﨑 隆 

15 まとめ② 【授業形態】実習 【事前学習】

本科目の該当頁すべてを熟読

すること。自己学習サイトの

関連動画を視聴しておくこ

と。  【事後学習】指定され

たテキストの範囲および関連

30 60 神藏 貴久、竹

井 豊、大和田 

均、大松 健太

郎、安達 哲浩、

岩﨑 隆 



する問題・解説集の復習を十

分に実施すること。自己学習

サイトの関連動画を視聴し、

復習を十分に行うこと。 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
 

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 

1.改訂第 10版 救急救命士標

準テキスト 2.必携 救急観察

処置スキルマニュアル 

1. 救急救命

士標準テキ

ス編集委員

会 2. 安田

康晴 

1. へるす出版 

2. ぱーそん書

房 

1. 2020年 04月・

19,800 円（税込） 

2. 2017年 02月・

3,780 円（税込） 

重複購入に注意

すること。 

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】 

課題提出 10％、ミニテスト 10％、筆

記試験 30％、実技試験 50％ 

再試験は 1回のみ実施する。 ・救急救命活動基本実習Ⅱの単位を

取得済みのこと。 ・「実習の取り決め

事項」に反する場合には、実習への参

加を認めないことがある。 ・2/3以上

の出席がない場合は、筆記試験・実技

試験を受けることができない。 ・本

科目では自己学習サイトを開設する。

予習復習に活用すること。 
 

【オフィスアワー・連絡先】 

オフィスアワー：月曜 12時～14時 研究室：S棟 312号室  メール：kamikura@nuhw.ac.jp 不在の場合はメールアド

レスまでご連絡ください。 



                 （2022年度） 

科目群 専門専攻科目群 
 

授業科目 救急救命活動高度実習Ⅱ 授業コード 27019000 

担当教員 竹井 豊／神藏 貴久／大和田 均／岩﨑 隆 
 

対象学年 2年 対象学科 救急救命学科 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 

その他 

単位数 4単位 時間数 180 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】 

救急救命士として実務経験をもつ複数の教員が担当する。救急救命士は、限られた人員であらゆる症例に対して迅速

かつ正確な応急処置を行うことが求められる。そのため、個々の状況を把握し、自身が行うべき役割を認識した上で、

合理的な隊連携活動を行うことが必要となる。本授業は、救急救命活動基本実習 I・II 及び救急救命活動高度実習Ⅰ

で学習した内容をもとにして、救急現場を想定した状況下において、傷病者を観察・評価し、救急処置・医療機関との

連携・搬送・引継を行うまでの内容を実習する。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み合わ

せ）を含む。また、新型コロナウイルス感染拡大の状況によりメディア授業とする場合がある。 

【授業の目的】 

傷病者を観察・評価し、救急処置・医療機関との連携・搬送・引継を実践できる技術を修得する。 また、救急救命処

置学Ⅱと関連づけ、傷病者の状態を判別するために必要な知識を実践に反映させ、理解を深める。 

【学習目標】 

1.医学的根拠をもった観察・評価ができる。 2.病態に適した処置ができる。 3.安全・確実に器材を取り扱える。 4.

統率がとれた隊連携活動ができる。 5.病態に適した体位管理・搬送ができる。 6.関係者・傷病者とコミニュケーシ

ョンをとり情報収集ができる。 7.医療機関へ簡潔明瞭な情報伝達ができる。 
 

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 外因性疾患(1) 活動アルゴリズム 授業形態：シミュレーション

方式 事前学習：救急救命士標

準テキスト P３００-４５１、

688-785 および関連する箇所

を熟読しておくこと。 事後学

習：テキスト該当箇所および

配布資料等を読み返し、理解

を深める。 

60 60 竹井 豊、神藏 

貴久、大和田 

均、岩﨑 隆 

2 外因性疾患(2) 活動アルゴリズム 授業形態：シミュレーション 60 60 竹井 豊、神藏 



方式 事前学習：救急救命士標

準テキスト P３００-４５１、

688-785 および関連する箇所

を熟読しておくこと。 事後学

習：テキスト該当箇所および

配布資料等を読み返し、理解

を深める。 

貴久、大和田 

均、岩﨑 隆 

3 外因性疾患(3) 胸部・腹部外傷に関連

した観察・処置 

授業形態：シミュレーション

方式 事前学習：救急救命士標

準テキスト P３００-４５１、

688-785 および関連する箇所

を熟読しておくこと。 事後学

習：テキスト該当箇所および

配布資料等を読み返し、理解

を深める。 

60 60 竹井 豊、神藏 

貴久、大和田 

均、岩﨑 隆 

4 外因性疾患(4) 頭部・顔面・骨盤・四

肢外傷に関連した観察・処置 

授業形態：シミュレーション

方式 事前学習：救急救命士標

準テキスト P３００-４５１、

688-785 および関連する箇所

を熟読しておくこと。 事後学

習：テキスト該当箇所および

配布資料等を読み返し、理解

を深める。 

60 60 竹井 豊、神藏 

貴久、大和田 

均、岩﨑 隆 

5 外因性疾患(5) 脊椎・脊髄外傷、皮膚

軟部組織外傷及び小児・高齢者・妊婦

の外傷に関連する観察・処置 

授業形態：シミュレーション

方式 事前学習：救急救命士標

準テキスト P３００-４５１、

688-785 および関連する箇所

を熟読しておくこと。 事後学

習：テキスト該当箇所および

配布資料等を読み返し、理解

を深める。 

60 60 竹井 豊、神藏 

貴久、大和田 

均、岩﨑 隆 

6 外因性疾患(6) 熱傷、化学損傷、電撃

症・雷撃症、溢頸・絞頸、刺咬症（傷）

に関連した観察・処置 

授業形態：シミュレーション

方式 事前学習：救急救命士標

準テキスト P３００-４５１、

688-785 および関連する箇所

を熟読しておくこと。 事後学

習：テキスト該当箇所および

配布資料等を読み返し、理解

を深める。 

60 60 竹井 豊、神藏 

貴久、大和田 

均、岩﨑 隆 

7 外因性疾患(7) まとめと効果測定 1 授業形態：OSCE 方式 事前学

習：救急救命士標準テキスト

60 60 竹井 豊、神藏 

貴久、大和田 



P３００-４５１、688-785 お

よび関連する箇所を熟読して

おくこと。 事後学習：テキス

ト該当箇所および配布資料等

を読み返し、理解を深める。 

均、岩﨑 隆 

8 内因性疾患(1) 活動アルゴリズム 授業形態：シミュレーション

方式 事前学習：救急救命士標

準テキスト P３００-４５１、

688-785 および関連する箇所

を熟読しておくこと。 事後学

習：テキスト該当箇所および

配布資料等を読み返し、理解

を深める。 

60 60 竹井 豊、神藏 

貴久、大和田 

均、岩﨑 隆 

9 内因性疾患(2) 呼吸器系疾患（呼吸困

難、喀血）に関連した観察・処置 

授業形態：シミュレーション

方式 事前学習：救急救命士標

準テキスト P３００-４５１、

688-785 および関連する箇所

を熟読しておくこと。 事後学

習：テキスト該当箇所および

配布資料等を読み返し、理解

を深める。 

60 60 竹井 豊、神藏 

貴久、大和田 

均、岩﨑 隆 

10 内因性疾患(3) 循環器系疾患（胸痛、

動悸）に関連した観察・処置 

授業形態：シミュレーション

方式 事前学習：救急救命士標

準テキスト P３００-４５１、

688-785 および関連する箇所

を熟読しておくこと。 事後学

習：テキスト該当箇所および

配布資料等を読み返し、理解

を深める。 

60 60 竹井 豊、神藏 

貴久、大和田 

均、岩﨑 隆 

11 内因性疾患(4) 消化器系疾患（腹痛、

吐血、下血）に関連した観察・処置 

授業形態：シミュレーション

方式 事前学習：救急救命士標

準テキスト P３００-４５１、

688-785 および関連する箇所

を熟読しておくこと。 事後学

習：テキスト該当箇所および

配布資料等を読み返し、理解

を深める。 

60 60 竹井 豊、神藏 

貴久、大和田 

均、岩﨑 隆 

12 内因性疾患(5) 泌尿・生殖系疾患（腰

痛、背部痛）、代謝・内分泌・栄養系疾

患（体温上昇）に関連した観察・処置 

授業形態：シミュレーション

方式 事前学習：救急救命士標

準テキスト P３００-４５１、

688-785 および関連する箇所

60 60 竹井 豊、神藏 

貴久、大和田 

均、岩﨑 隆 



を熟読しておくこと。 事後学

習：テキスト該当箇所および

配布資料等を読み返し、理解

を深める。 

13 内因性疾患(6) 血液・免疫系疾患、筋・

骨格系疾患、皮膚系疾患に関連した観

察・処置 

授業形態：シミュレーション

方式 事前学習：救急救命士標

準テキスト P３００-４５１、

688-785 および関連する箇所

を熟読しておくこと。 事後学

習：テキスト該当箇所および

配布資料等を読み返し、理解

を深める。 

60 60 竹井 豊、神藏 

貴久、大和田 

均、岩﨑 隆 

14 内因性疾患(7） 眼耳鼻の疾患、感染

症、精神障害に関連した観察・処置 小

児及び高齢者に特有な疾患、妊娠・分

娩と救急疾患に関連した観察・処置 

授業形態：シミュレーション

方式 事前学習：救急救命士標

準テキスト P３００-４５１、

688-785 および関連する箇所

を熟読しておくこと。 事後学

習：テキスト該当箇所および

配布資料等を読み返し、理解

を深める。 

60 60 竹井 豊、神藏 

貴久、大和田 

均、岩﨑 隆 

15 まとめと効果測定 授業形態：OSCE 方式 事前学

習：救急救命士標準テキスト

P３００-４５１、688-785 お

よび関連する箇所を熟読して

おくこと。 事後学習：テキス

ト該当箇所および配布資料等

を読み返し、理解を深める。 

60 60 竹井 豊、神藏 

貴久、大和田 

均、岩﨑 隆 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



      
 

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 

改訂第 10 版 救急救命士標準

テキスト 

救急救命士

標準テキス

ト編集委員

会 

へるす出版 2020 年 4 月 ・

19,800円（税込） 

1年次購入済み 

参考書 

1.JPTECガイドブック改訂第 2

版 2.PEMECガイドブック 2017 

1.一般社団

法人 JPTEC協

議会 2.日本

臨床救急医

学会 

1.へるす出版 

2.へるす出版 

1.2016 年 3 月・

3,780 円（税込） 

2.2017 年 2 月・

2,160円（税込） 

 

その他の

資料 
     

 

【評価方法】 再試・追加指導 【履修上の留意点】 

実技効果測定（100%） 評価が不合格の場合は 1 回のみ再評

価を行なう。 

本科目の履修は救急救命活動基本実

習Ⅰ/Ⅱおよび救急救命活動高度実習

Ⅰの単位取得を要する。 
 

【オフィスアワー・連絡先】 

授業開始時に案内します。 



〈医療技術学部 診療放射線学科〉                      （2022年度） 

科目群 専門基礎科目群 
 

授業科目 救急医療学 授業コード 28003000 

担当教員 大徳 尚司 
 

対象学年 1年 対象学科 放射 授業形態 対面 

開講時期 後期 必修・選択 必修 アクティブラ

ーニング 

PBL／反転授業／ディスカ

ッション 

単位数 2単位 時間数 30 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】 

医療従事者として、病院内外における一次救命処置を的確に実施できるよう、救急医療の基本的な救命処置、また二

次救命処置における知識を修得する。また、集団災害時における医療班の一員として派遣された際の使命や役割につ

いても修得できるよう、授業を展開する。  ＜授業科目に関連する担当教員の実務経験＞ 本科目は、診療放射線技師

として実務（臨床）経験をもつ教員が担当する科目である。 

【授業の目的】 

医療従事者として病院内・外における一次救命処置を的確に実施できる。医療チームの一員として救急医療の基本的

な救命処置の意味を説明できる。また、二次救命処置における知識も広める。さらに、集団災害時における医療班の一

員としての使命や役割についても習得する。 

【学習目標】 

（１）救急医療学における診療放射線技師の役割を理解できる。 （２）応急手当(Frist Aid)を実施できる。 （３）

緊急時において冷静かつ適切な一次救命処置（BLS）の実施および病態について説明できる。 （４）二次救命処置の役

割および病態について説明できる。 （５）集団災害医療におけるトリアージや救護所における役割について説明でき

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 総論・救急医療学とは 講義（P1-10）。予習・復習を

すること。 

120 120 大徳 尚司 

2 ファーストエイド（内科的・外科的・

環境要因による緊急事態） 

講義（P8、P35-36)、（別資料

配布）。予習・復習をすること。 

120 120 大徳 尚司 

3 アナフィラキシーガイドライン・エピ

ペンの使用法 

講義（P14-15)、（別資料配布）。

予習・復習をすること。 

120 120 大徳 尚司 

4 BLS（成人に対する一次救命処置） 講義（P17-28)。予習・復習を

すること。 

120 120 大徳 尚司 

5 BLS（AED・バックバルブマスクの使用 講義（P29-35)。（別資料配布） 120 120 大徳 尚司 



法及びチームダイナミクス） 予習・復習をすること。 

6 BLS（小児・乳児に対する一次救命処置

と窒息） 

講義（P111-138)。予習・復習

をすること。 

120 120 大徳 尚司 

7 心電図の読み方 講義（別資料配布）復習をす

ること。 

120 120 大徳 尚司 

8 二次救命処置（ACLS)の概論及び気道

確保・換気・補助器具 

講義（P39-45、P56-71)。予習・

復習をすること。 

120 120 大徳 尚司 

9 VF・VT及び PEA・心静止 講義（P46-65)。予習・復習を

すること。 

120 120 大徳 尚司 

10 徐脈及び頻拍 講義（P72-77)。予習・復習を

すること。 

120 120 大徳 尚司 

11 脳卒中及び急性冠症候群 講義（P179-194、P197-216)。

予習・復習をすること.。 

120 120 大徳 尚司 

12 多数傷病者対応概論 講義（別資料）。 120 120 大徳 尚司 

13 集団災害現場の救護所におけるトリ

アージ 

講義（別資料）。復習をするこ

と。 

120 120 大徳 尚司 

14 特殊災害（NBC・テロ災害） 講義（別資料）。復習をするこ

と.。 

120 120 大徳 尚司 

15 まとめ 講義。総復習をすること。 120 120 大徳 尚司 

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 

改訂 6 版 救急蘇生法の指針 

2020 医療従事者用 

佐藤 枢 へるす出版 2022年・3,900円  

参考書 
多数傷病者対応 MCLSテキスト 大友康裕 日本集団災害

医学会 

2,000円  

その他の

資料 
     

 



【評価方法】 再試・追加指導 【履修上の留意点】 

定期試験（100％）で評価する。 再試・追試は基本的に対面による試験

を実施する。 

教科書の予習・復習を行うこと。 各

回の学習の主題は進行状況に応じて

変更する可能性がある。 
 

【オフィスアワー・連絡先】 

月曜日 12:10〜13:00、T棟 405研究室、E-mail：daitoku@nuhw.ac.jp 



                 （2022年度） 

科目群 専門基礎科目群 
 

授業科目 電気電子工学 授業コード 28004000 

担当教員 笠井 聡 
 

対象学年 1年 対象学科 放射 授業形態 対面 

開講時期 前期 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 30 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】 

電気電子工学の技術は、医療機器の中心的技術を果たしており、応用技術も多岐にわたっている。電気電子工学に関

係する直流回路、交流回路、静電気現象および磁気現象等の電気の基礎が学べるよう、授業を展開する。  ＜授業科

目に関連する担当教員の実務経験＞ 本科目は、医療機器開発企業において実務経験をもつ教員が担当する科目であ

る。 

【授業の目的】 

電気・電子工学の技術は医療機器の中心的技術を果たしており、応用技術も多岐にわたっている。電気・電子工学の授

業ではこれらに関するいろいろな法則を理解し修得できるようにする。また、電気・電子工学に関係する直流回路、交

流回路、静電気現象および磁気現象等の電気の基礎が理解できるように指導していく。 

【学習目標】 

１．電気電子工学の法則を理解し、その法則の測定法及び計算法を学修する。 ２．各種の物理現象を学修する。 ３．

電気電子工学に必要な抵抗、コンデンサ、コイル等の各種特性を学修する。 ４．各種回路計算を学修するする。 ５．

直流と交流の特徴と違いを学修する。 
 

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 電磁気の基礎 授業形態：講義 事後学習とし

て教科書の該当箇所 p.1〜

p.35 をノートにまとめるこ

と。 

0 120 笠井 聡 

2 直流回路の基本 授業形態：講義 事前学習とし

て教科書の該当箇所 p.39〜

p.52を読んでくること。事後

学習として教科書の該当箇所

p.39〜p.52 をノートにまと

めること。 

120 120 笠井 聡 



3 電力と熱量 授業形態：講義 事前学習とし

て教科書の該当箇所 p.53〜

p.55を読んでくること。事後

学習として教科書の該当箇所

p.53〜p.55 をノートにまと

めること。 

120 120 笠井 聡 

4 交流現象、受動素子の動き 授業形態：講義 事前学習とし

て教科書の該当箇所 p.57〜

p.64を読んでくること。事後

学習として教科書の該当箇所

p.57〜p.64 をノートにまと

めること。 

120 120 笠井 聡 

5 回路と計算、共振現象 授業形態：講義 事前学習とし

て教科書の該当箇所 p.65〜

p.74を読んでくること。事後

学習として教科書の該当箇所

p.65〜p.74 をノートにまと

めること。 

120 120 笠井 聡 

6 過渡現象 授業形態：講義 事前学習とし

て教科書の該当箇所 p.75〜

p.86を読んでくること。事後

学習として教科書の該当箇所

p.75〜p.86 をノートにまと

めること。 

120 120 笠井 聡 

7 基本的性質、ダイオード 授業形態：講義 事前学習とし

て教科書の該当箇所 p.87〜

p.106 を読んでくること。事

後学習として教科書の該当箇

所 p.87〜p.106 をノートにま

とめること。 

120 120 笠井 聡 

8 トランジスタ 授業形態：講義 事前学習とし

て教科書の該当箇所 p.107〜

p.116 を読んでくること。事

後学習として教科書の該当箇

所 p.107〜p.116 をノートに

まとめること。 

120 120 笠井 聡 

9 半導体素子 授業形態：講義 事前学習とし

て教科書の該当箇所 p.117〜

p.128 を読んでくること。事

後学習として教科書の該当箇

所 p.117〜p.128 をノートに

120 120 笠井 聡 



まとめること。 

10 増幅回路 授業形態：講義 事前学習とし

て教科書の該当箇所 p.129〜

p.149 を読んでくること。事

後学習として教科書の該当箇

所 p.129〜p.149 をノートに

まとめること。 

120 120 笠井 聡 

11 AD/DA変換 授業形態：講義 事前学習とし

て教科書の該当箇所 p.150〜

p.157 を読んでくること。事

後学習として教科書の該当箇

所 p.150〜p.157 をノートに

まとめること。 

120 120 笠井 聡 

12 整流回路、二極新曲管 授業形態：講義 事前学習とし

て教科書の該当箇所 p.158〜

p.168 を読んでくること。事

後学習として教科書の該当箇

所 p.158〜p.168 をノートに

まとめること。 

120 120 笠井 聡 

13 変圧器の原理と特性 授業形態：講義 事前学習とし

て教科書の該当箇所 p.169〜

p.178 を読んでくること。事

後学習として教科書の該当箇

所 p.169〜p.178 をノートに

まとめること。 

120 120 笠井 聡 

14 電磁気の人体への影響 授業形態：講義 事前学習とし

て教科書の該当箇所 p.179〜

p.181 を読んでくること。事

後学習として教科書の該当箇

所 p.179〜p.181 をノートに

まとめること。 

120 120 笠井 聡 

15 医療機器の安全対策 授業形態：講義 事前学習とし

て教科書の該当箇所 p.181〜

p.183 を読んでくること。事

後学習として教科書の該当箇

所 p.181〜p.183 をノートに

まとめること。 

120 120 笠井 聡 

16      

17      

18      

19      
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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 

診療放射線基礎テキストシリ

ーズ 医用工学 

富永 孝宏 共立出版 2019年  

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】 

小テスト 30％，定期試験 70％ 小テストおよび期末試験で所定の点

数に満たなかった場合、1回のみ再試

を行う。 正当な理由で期末試験を受

けられなかった場合、1回のみ追試を

行う。 

1．2/3以上の出席がない場合は、試験

を受けることができない。 2．定期試

験期間中に定期試験を実施する。 

 

【オフィスアワー・連絡先】 

Email：satoshi-kasai@nuhw.ac.jp 



                 （2022年度） 

科目群 専門専攻科目群 
 

授業科目 診療画像検査技術学Ⅰ 授業コード 28011500 

担当教員 橋本 薫／長谷川 晃／櫻井 典子 
 

対象学年 2年 対象学科 放射 授業形態 対面 

開講時期 前期 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 30 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】 

現在、医療における画像診断の重要性は益々高まっており、診療放射線技師に求められる知識と撮影技術を教授し、

診断能の高い X 線画像や CT 画像を診断者（医師）に提供するために必要な標準的な X 線撮影法や X 線 CT 撮影法につ

いて学べるよう、授業を展開する。  ＜授業科目に関連する担当教員の実務経験＞ 本科目は、診療放射線技師として

実務（臨床）経験をもつ複数の教員が担当する科目である。 

【授業の目的】 

医療における診療放射線技師の役割を理解し、診断能の高い X線画像や CT画像を診断する医師に提供するため、標準

的な X 線撮影法や X 線 CT 撮影法について学ぶ。被検者の正しいポジショニングと適切な撮影条件の設定法、CT の造

影理論と造影剤の副作用に対する知識、X線撮影や CT撮影時の被検者安全管理、被ばく低減、臨床画像評価などにつ

いて学ぶ。 

【学習目標】 

1．デジタル X線画像の基礎知識と一般撮影に必要な基準線・基準面を説明できる。 2．X線撮影に必要な X線解剖学

の知識と撮影体位、X線中心線などの基本的な撮影技術を習得する。 3．X線写真の画像評価について説明できる。 4．

骨折や胸部・腹部等の基本的な異常所見について指摘できる。（胸部 X線写真のシルエットサイン等） 5．X線 CT装置

の原理と構造を説明できる。 6．X線 CTの画像再構成と画像表示について説明できる。 7．X線 CT撮影における設定

パラメーターの影響と撮影技術、造影理論を理解できる。 8．X線 CT画像における、分解能、コントラスト、アーチ

ファクトなどの画質評価、画像処理に関係する知識の理解と被ばく低減について説明できる。 9．X線撮影、X線 CT撮

影時の患者の安全管理に必要な知識を修得する。 10．患者に検査方法の説明ができる。 
 

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 X 線撮影(1)DR の基礎と最適化へのア

プローチ、撮影基準面と体位 

授業形態：講義 事前事後学

習：教科書①ｐ2-ｐ41を熟読

すること。復習ノートを作成

し、 CR とフラットパネル

（FPD）の原理と特性、両者の

120 120 橋本 薫 



違いについてまとめておくこ

と。 学習課題：教科書①ｐ24-

ｐ41の撮影基準面（線）と体

位」をシェーマ等でノートに

まとめる。 

2 X線撮影(2)頭部・頸部撮影法 授業形態：講義 事前事後学

習：教科書①「頭部・頸部」

の該当箇所 p44-p67 を熟読す

ること。頭部撮影法の体位、

中心線、撮影ポイントなどを

復習ノートにまとめる。 学習

課題：頭部撮影時の基準線

（面）を覚える（小テストの

実施） 

120 120 橋本 薫 

3 X線撮影(3)胸部・胸郭、腹部撮影法 授業形態：講義 事前事後学習

として教科書①「胸部・胸郭・

腹部」の該当箇所 p70-p108を

熟読しておくこと。講義で指

摘した重要箇所を復習ノート

にまとめておく。 学習課題：

臨床写真での異常所見とシル

エットサインとの関連性を理

解する。 

120 120 橋本 薫 

4 X線撮影(4)乳房撮影法 授業形態：講義 事前事後学習

として教科書①「乳房」の該

当箇所 p110-p125 を熟読する

こと。復習ノートを作成し講

義で指摘した重要箇所をまと

める。 学習課題：乳房撮影時

の乳房圧迫やブラインドエリ

アについて理解する。 備考：

定期的に復習ノートを確認す

る。 

120 120 櫻井 典子 

5 X線撮影(5)骨盤・股関節撮影法 授業形態：講義 事前事後学

習：教科書①「骨盤・股関節」

の該当箇所 p128-p161 を熟読

すること。講義で指摘した重

要箇所を復習ノートにまとめ

る。 

120 120 橋本 薫 

6 X線撮影(6)脊椎撮影法 授業形態：講義 事前事後学

習：教科書①「脊椎」の該当

120 120 橋本 薫 



箇所 p164-p204 を熟読するこ

と。講義で指摘した重要事項

を復習ノートにまとめておく

こと。 備考：定期的に復習ノ

ートを確認する。 

7 X線撮影(7)上肢撮影法 授業形態：講義 事前 j事後学

習：教科書①「上肢」の該当

箇所 p206-p257 を熟読するこ

と。講義で指摘した重要箇所

を復習ノートにまとめておく

こと。 学習課題：目的に応じ

た肩関接の様々な撮影法につ

いて理解する。 手根骨の名称

と解剖学的位置を理解するこ

と。 

120 120 橋本 薫 

8 X線撮影(8)下肢撮影法 授業形態：講義 事前事後学

習：教科書①「下肢」の該当

箇所 p260-p310 を熟読する。 

講義中に指摘した重要箇所を

復習ノートにまとめる。 

120 120 橋本 薫 

9 X 線 CT(1)画像の原理と構造、画像再

構成と画像表示 

授業形態：講義 事前事後学

習：教科書②「CT装置の原理

と構造」、「画像再構成と画像

表示」の該当箇所 p2-p29を熟

読すること。 学習課題：教科

書②ｐ28，ｐ29にある演習問

題を解き、解答を復習ノート

に記載する。 

120 120 橋本 薫 

10 X線 CT(2)CTスキャン 授業形態：講義 事前事後学

習：教科書②「CTスキャン」

の該当箇所 p32-p47 を熟読す

る。 学習課題：教科書②p47、

ｐ48の演習問題を解き、解答

を復習ノートに記載し、不明

な点は後日質問すること。 備

考：小テスト実施 

120 120 橋本 薫 

11 X線 CT(3)アーチテクト、画像処理 授業形態：講義 事前事後学

習：教科書②「X線 CT画像の

アーチファクト」、「CTの画像

処理」の該当箇所 p50-p75 を

熟読する。 学習課題：教科書

120 120 橋本 薫 



②ｐ56、ｐ75の演習問題を解

き、復習ノートに解答を記載

する。 備考：小テスト実施 

12 X線 CT(4)性能評価、線量評価 授業形態：講義 事前事後学

習：教科書②「CT の性能評

価」、「CTにおける線量評価」

の該当箇所 p78-p126 を熟読

すること。 学習課題：教科書

②p111、ｐ112、ｐ126の演習

問題を解き、解答を復習ノー

トに記載する。 

120 120 橋本 薫 

13 X線 CT(5)造影検査、安全管理 授業形態：講義 事前事後学

習：教科書②「造影検査」、「CT

の安全管理」の該当箇所

p128-p149を熟読する。 学習

課題：教科書②ｐ140，ｐ148

の該当する演習問題を解き、

解答を復習ノートに記載す

る。 

120 120 橋本 薫 

14 X線 CT(6)CT検査の実際 1 授業形態：講義 事前事後学

習：教科書②「CT検査の実際」

の該当箇所 p152-p172 を熟読

する。 学習課題：教科書②ｐ

205、ｐ206 の演習問題を解

き、解答を復習ノートに記載

する。 備考：定期的に復習ノ

ートを確認する。 

120 120 橋本 薫 

15 X線(7)CT検査の実際 2 授業形態：講義 事前事後学

習：教科書②「CT検査の実際」

の該当箇所 p173-p205 を熟読

する。 学習課題：教科書②ｐ

206-ｐ209 の該当する演習問

題を解き、復習ノートに解答

を記載する。 備考：小テスト

実施 

120 120 橋本 薫 

      

      

      

      

      

      



      

      

      

      

      

      

      

      

      
 

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 

① X線撮影技術学(改訂 3版) 

② CT撮影技術学(改訂 3版) 

①  日本放

射線技術学

会 監修 ② 

日本放射線

技 術 学 会 

監修 

① オーム社 

② オーム社 

① 2020 年・5800

円 +税  ②  2017

年・4800円+税 

 

参考書 
CT super basic 市 川 勝 弘 

編著 

オーム社 2015 年・3600 円+

税 

 

その他の

資料 
教員が資料を作成     

 

【評価方法】 再試・追加指導 【履修上の留意点】 

定期試験（80％）、小テスト（20％）で

評価する。 合格基準：定期テスト、

小テストを合わせて 60％以上を合格

とする。 

合格基準が 60%未満の場合、再試験を

実施する。 

予習：授業前までに教科書の該当箇所

を読んでおくこと 復習：授業を振り

返り、要点をまとめて解剖シェーマを

ノートに記載しておくこと。必要に応

じて解剖学で使用する教科書を持参

すること。CT 関連の章の最後に演習

問題があるので、復習ノートに解答を

記載し整理しておくこと。 定期的に

小テストを行う。 定期試験期間中に

試験を実施する。 2/3 以上の出席が

ない場合は、試験を受けることができ

ない。 
 

【オフィスアワー・連絡先】 

【橋本】水曜日 5限（16：30〜18：00）、研究室 T棟 403 ：E-mail kaoru-hashimoto@nuhw.ac.jp 【櫻井】火曜５

限（16：30〜18：00）研究室 T棟 410 ：E-mail noriko-sakurai@nuhw.ac.jp 



                 （2022年度） 

科目群 専門専攻科目群 
 

授業科目 診療画像検査技術学Ⅱ 授業コード 28012000 

担当教員 長谷川 晃／櫻井 典子 
 

対象学年 2年 対象学科 放射 授業形態 対面 

開講時期 後期 必修・選択 必修 アクティブラ

ーニング 

ディスカッション 

単位数 2単位 時間数 30 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 ◎ 
 

【授業の概要】 

MRIの原理や装置の特性を理解し、金属持ち込みなどの危険性を認識し、安全な検査方法を身につけ、検査で求められ

る情報を得るための撮像技術の習得を目指す。また、パルスシーケンスの構成や撮像パラメータと画質の特性を理解

し、アーチファクトの発生機序について学び、その対処方法を修得できるよう、授業を展開する。  ＜授業科目に関

連する担当教員の実務経験＞ 本科目は、診療放射線技師として実務（臨床）経験をもつ複数の教員が担当する科目で

ある。 

【授業の目的】 

MRIの原理や装置の特性を理解し、金属持ち込みなどの危険性を認識し安全な検査方法を身につけ、検査で求められる

情報を得るための撮像技術の習得を目指す。パルスシーケンスの構成や撮像パラメータと画質の特性を理解し、アー

チファクトの機序について学び、その対処方法を理解する。また、MRI 用造影剤についても基本的な知識を学ぶ。 超

音波検査については、超音波の物理特性、アーチファクト、超音波断層装置の操作方法および検査法、これによる生体

の超音波断層画像の臨床的意義について理解する。更に臨床現場では超音波検査担当者が報告 

【学習目標】 

1．MRI の基本的原理と MRI 検査で必要なパルスシーケンスの特徴について説明できる。 2．MRI のアーチファクトの

機序とその対策について説明できる。 3．MRI用造影剤のメカニズム、造影剤の種類及び使用禁忌と副作用について説

明できる。 4．MRIでの各部位ごとの撮像方法と画像解剖について説明できる。 5．MRI検査室内での金属吸引の危険

性を理解し、安全な検査の実施について説明できる。 6．超音波の基本原理と超音波検査で必要な操作方法が説明で

きる。 7．超音波検査に必要な解剖学と各臓器における走査法について説明できる。 8．超音波検査報告書に必要な

シェーマと記入について学習する。 
 

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 MRI の撮像条件・パルスシーケンス・

Preparation pulse 

授業形態・：講義 事後学習と

して教科書 「撮影条件」の該

当箇所 p87-p150 をノートに

まとめておくこと。 

0 120 長谷川 晃 



2 MRIの造影剤・MRA 授業形態・：講義 事前事後学

習として、教科書「造影剤に

ついて」、「MRA」の該当箇所ｐ

151-p193 を読み不明な点を

ノートの書きだし、参考書等

を調べて理解すること。 

120 120 長谷川 晃 

3 MRIのアーチファクト 授業形態・：講義 事前事後学

習として、教科書「アーチフ

ァクト」の該当箇所ｐ195-ｐ

218 を読み不明な点をノート

の書きだし参考書などから調

べて理解すること。 

120 120 長谷川 晃 

4 MRIの安全性 授業形態・：講義 事前事後学

習として、教科書「安全性」

の該当箇所ｐ221-ｐ234 を読

み不明な点をノートの書きだ

し、参考書などを調べて理解

すること。 

120 120 長谷川 晃 

5 MRIその他の知識 授業形態・：講義 事前事後学

習として、教科書「そのほか

知っていきたい知識」」の該当

箇所ｐ236-ｐ272 を読み不明

な点をノートの書きだし、参

考書などを調べて理解するこ

と。 

120 120 長谷川 晃 

6 MRI撮像の実践 授業形態・：講義 事前事後学

習として、教科書「撮像の実

践」」の該当箇所ｐ317-ｐ327

を読み不明な点をノートの書

きだし、参考書などで調べ理

解すること。 

120 120 長谷川 晃 

7 MRI検査の準備・特徴・検査部位 授業形態・：講義 事前学習と

して、教科書「各部における

MRI検査」」の該当箇所ｐ274-

ｐ281 を読み不明な点をノー

トに書きだし、参考書などを

調べて理解すること。 

120 120 長谷川 晃 

8 MRI検査(1)頭部・脊椎・脊髄 授業形態・：講義 事前学習と

して、教科書「各部における

MRI検査」」の該当箇所ｐ281-

ｐ287 を読み不明な点をノー

120 120 長谷川 晃 



トの書きだす。事後学習とし

て教科書 「各部における MRI

検査」」の該当箇所ｐ281-ｐ

287 をノートにまとめておく

こと。 

9 MRI検査(2)心臓・乳房・腹部 授業形態・：講義 事前学習と

して、教科書「各部における

MRI検査」」の該当箇所ｐ288-

ｐ294 を読み不明な点をノー

トの書きだす。事後学習とし

て教科書 「各部における MRI

検査」」の該当箇所ｐ288-ｐ

294 をノートにまとめておく

こと。 

120 120 長谷川 晃 

10 MRI検査(3)骨盤部・四肢・関節・血管 授業形態・：講義 事前学習と

して、教科書「各部における

MRI検査」」の該当箇所ｐ295-

ｐ311 を読み不明な点をノー

トの書きだす。事後学習とし

て教科書 「各部における MRI

検査」」の該当箇所ｐ295-ｐ

311 をノートにまとめておく

こと。 

120 120 長谷川 晃 

11 超音波検査の実際 授業形態・：講義 事前学習と

して、教科書「超音波検査の

実際」」の該当箇所ｐ395-ｐ

400 を読み不明な点をノート

の書きだす。事後学習として

教科書 「超音波検査の実際」」

の該当箇所ｐ395-ｐ400 をノ

ートにまとめておくこと。 

120 120 櫻井 典子 

12 超音波検査_腹部領域 授業形態・：講義 事前学習と

して、教科書「腹部領域にお

ける検査」」の該当箇所ｐ401-

ｐ443 を読み不明な点をノー

トの書きだす。事後学習とし

て教科書 「腹部領域における

検査」」の該当箇所ｐ401-ｐ

443 をノートにまとめておく

こと。 

120 120 櫻井 典子 

13 超音波検査_心臓領域 授業形態・：講義 事前学習と 120 120 櫻井 典子 



して、教科書「心臓領域にお

ける検査」」の該当箇所ｐ467-

ｐ487 を読み不明な点をノー

トの書きだす。事後学習とし

て教科書 「「心臓領域におけ

る検査」」の該当箇所ｐ467-ｐ

487 をノートにまとめておく

こと。 

14 超音波検査_体表臓器・血管領域 授業形態・：講義 事前学習と

して、教科書「血管領域にお

ける検査」」の該当箇所ｐ488-

ｐ502 を読み不明な点をノー

トの書きだす。事後学習とし

て教科書 「血管領域における

検査」」の該当箇所ｐ488-ｐ

502 をノートにまとめておく

こと。 

120 120 櫻井 典子 

15 超音波装置の安全性 授業形態・：講義 事前学習と

して、教科書「超音波装置の

安全性」」の該当箇所ｐ503-ｐ

515 を読み不明な点をノート

の書きだす。事後学習として

教科書 「超音波装置の安全

性」」の該当箇所ｐ503-ｐ515

をノートにまとめておくこ

と。 

120 120 櫻井 典子 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
 



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 

MR・超音波・眼底 第 2版 新津 守監修 金原出版株式

会社 

2018 年・6800 円+

税 

 

参考書 

① 一目でわかる MRI 超ベー

シック ② MRIに強くなるた

めの原理の基本優しく、深く教

えます 

①  百島祐

貴  押尾晃

一  訳  ② 

山 下 康 行 

著 

① メディカ

ル・サイエン

ス・インターナ

ショナル  ② 

羊土社 

① 2017 年・3200

円 +税  ②  2018

年・3500円+税 

 

その他の

資料 
教員が資料を作成     

 

【評価方法】 再試・追加指導 【履修上の留意点】 

定期試験 100点で評価。 60点以上を

合格基準とする。 

定期試験で 60 点に満たない学生は、

再試験を課す。 再試験で合格点を満

たさない学生は、各項目で追加指導の

上、レポートを課す。 

・授業を振り返り、要点をまとめるた

めに解剖シェーマ作成をしノートに

記載しておくこと（90分程度） ・必

要に応じて診療画像検査機器学Ⅱと

解剖学で使用する教科書を持参する

こと。 ・参考書等を調べても分から

ない場合は、直接研究室へ来て質問す

ること。 ・定期試験期間中に試験を

実施する。 ・2/3以上の出席がない場

合は、試験を受けることができない。 
 

【オフィスアワー・連絡先】 

【長谷川】水曜日 5限 16：30-18：00 研究室：T棟 416 E-mail：akira-hasegawa@nuhw.ac.jp 【櫻井】水曜日 5限 

16：30-18：00 研究室 T棟 410 E-mail：noriko-sakurai@nuhw.ac.jp 



                 （2022年度） 

科目群 専門専攻科目群 
 

授業科目 診療画像検査機器学Ⅰ 授業コード 28014000 

担当教員 鷲見 和幸／長谷川 晃／吉田 皓文 
 

対象学年 2年 対象学科 放射 授業形態 対面 

開講時期 前期 必修・選択 必修 アクティブラ

ーニング 

反転授業 

単位数 2単位 時間数 30 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】 

近年の技術革新に伴って、各種放射線発生機器の進歩は目覚ましい。装置を使いこなすために、X線管、X線用高電圧

発生装置、各種関連器具および X線 CT装置の構造を中心に理論を学べるよう、授業を展開する。  ＜授業科目に関連

する担当教員の実務経験＞ 本科目は、診療放射線技師の実務（臨床）経験をもつ複数の教員が担当する科目である。 

【授業の目的】 

最新の技術革新に伴って各種放射線発生機器の進歩は目覚しいものがある。 診療放射線技師として装置を使いこなす

ためには基本的な原理と構造・機能・諸特性について十分に知り、さらに操作・測定・評価が可能であることは言うま

でもない。 診療画像検査機器学Ⅰでは X線管、X線用高電圧発生装置、各種の関連器具およびＸ線ＣＴを中心に理論

とその概念の習得に重点を置き講義を行なう。  講義内容は別途行なわれる診療画像検査機器学実習をとおして、そ

の理解を確実にするよう計画している。 

【学習目標】 

１．Ｘ線の発生、発生効率について学修する。 ２．特殊Ｘ線管について構造、特性、用途について学修する。 ３．高

電圧発生装置の種類、構成、特性について学修する。 ４．各種のＸ線関連器具について学修する。 ５．Ｘ線ＣＴの原

理、構造、特性について学修する。 
 

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 画像診断装置の概要、一般 X線撮影装

置、X線の物理（X線の発生と物質との

相互作用） 

授業形態：講義 事前学習：教

科書 p. 3-11, 17-22, および

313-322 を熟読する 学習課

題：画像診断装置の種類、一

般 X 線撮影装置の概要と種

類、X 線の特性と画像形成原

理をまとめる 事後学習：復習

ノートを作成する 

0 120 吉田皓文 

2 X 線管装置と付属器具、X 線高電圧装 授業形態：講義 事前学習：教 120 120 吉田皓文 



置 科書 p.323-393 を熟読する 

学習課題：X 線管と高電圧発

生装置の原理と特性をまとめ

る 事後学習：復習ノートを作

成する 

3 X 線高電圧装置、自動露出制御装置と

操作パネル 

授業形態：講義 事前学習：教

科書 p.394-434 を熟読する 

学習課題：高電圧発生装置、

自動露出制御機構の原理と特

性をまとめる 事後学習：復習

ノートを作成する 

120 120 吉田皓文 

4 デジタル一般 X線撮影装置、デジタル

X線テレビ装置 

授業形態：講義 事前学習：教

科書 p.435-478 を熟読する 

学習課題：デジタル一般 X 線

撮影装置とデジタル X 線テレ

ビ装置の仕組みと特性をまと

める 事後学習：復習ノートを

作成する 

120 120 吉田皓文 

5 画像センサと表示装置（１） 授業形態：講義 事前学習：教

科書 p.479-530 を熟読する 

学習課題：CRと FPDの違い、

それぞれの動作原理、特性を

まとめる。 事後学習：復習ノ

ートを作成する 

120 120 吉田皓文 

6 画像センサと表示装置（２） 授業形態：講義 事前学習：教

科書 p.502-530 を熟読する 

学習課題：X線 I.I.、撮像管、

CCD の動作原理、特性をまと

める。また、ディスプレイの

構造、動作、特性、品質管理

方法をまとめる 事後学習：復

習ノートを作成する 

120 120 吉田皓文 

7 消化管透視撮影装置、消化管内視鏡検

査装置 

授業形態：講義 事前学習：教

科書 p.23-44 を熟読する 学

習課題：消化管系検査装置の

特徴をまとめる 事後学習：復

習ノートを作成する 

120 120 吉田皓文 

8 特殊 X線撮影装置 授業形態：講義 事前学習：教

科書 p.61-87 を熟読する 学

習課題：外科用イメージ、マ

ンモグラフィ、トモシンセシ

120 120 吉田皓文 



ス、パントモの装置の特性を

まとめる 事後学習：復習ノー

トを作成する 

9 X線 CTの原理 授業形態：講義 事前学習：教

科書 p.89-97 を熟読する 学

習課題：CTの投影原理と画像

再構成の理論をまとめる 事

後学習：復習ノートを作成す

る 

120 120 長谷川晃 

10 X線 CT装置の基本構成 授業形態：講義 事前学習：教

科書 p.98-105 を熟読する 学

習課題：CT-AECの原理、ボウ

タイフィルタの特性、コリメ

ータの原理をまとめる 事後

学習：復習ノートを作成する 

120 120 長谷川晃 

11 X線 CT画像 授業形態：講義 事前学習：教

科書 p.106-111 を熟読する 

学習課題：各アーチファクト

の特徴と原因をまとめる 事

後学習：復習ノートを作成す

る 

120 120 長谷川晃 

12 ヘリカルスキャン 授業形態：講義 事前学習：教

科書 p.112-115 を熟読する 

学習課題：ヘリカルスキャン

の展開図が描けるようにする 

事後学習：復習ノートを作成

する 

120 120 長谷川晃 

13 マルチスライス CT装置 授業形態：講義 事前学習：教

科書 p.116-121 を熟読する 

学習課題：シングルスライス

CT とマルチスライス CT の違

いをまとめる 事後学習：復習

ノートを作成する 

120 120 長谷川晃 

14 特殊 CT 授業形態：講義 事前学習：教

科書 p.122-124, 128-148 を

熟読する 学習課題：CT コロ

ノグラフィ、心臓 CT、Dual 

Energy スキャン、FPD を使っ

た CT 装置、コーンビーム CT

についてまとめる 事後学習：

復習ノートを作成する 

120 120 長谷川晃 



15 X線 CT装置の品質管理と画質評価 授業形態：講義 事前学習：教

科書 p.125-127 を熟読する 

学習課題：CT装置の受入試験

と不変性試験の項目、画質評

価法についてまとめる 事後

学習：復習ノートを作成する 

120 120 長谷川晃 

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 

新医用放射線学科講座 診療

画像機器学 第 2版 

岡部哲夫・小

倉敏裕・石田

隆行 

医歯薬出版株

式会社 

2016年 7,600+税  

参考書 

① CT super basic ② 改訂新

版 放射線機器工学(Ⅰ) 診療

画像機器 

①市川勝弘

編 ②青柳泰

治・安部真治 

①オーム社 ②

コロナ社 

①2021年、3,960円 

②2015年、4,700円 

 

その他の

資料 
     

 

【評価方法】 再試・追加指導 【履修上の留意点】 

1. 定期試験(100点) ・定期試験で 60点に満たない学生は、

再試験を課す。 ・再試験で合格点を

満たさない学生は、各項目で追加指導

の上、レポートを課す。 

1．2/3以上の出席がない場合は、試験

を受けることができない。 2．定期試

験期間中に定期試験を実施する。 

 

【オフィスアワー・連絡先】 

【長谷川晃】 水曜日：16:30-18:00 研究室：T棟 416研究室 連絡先：akira-hasegawa@nuhw.ac.jp  【吉田皓文】 水

曜日：16:30-18:00 研究室：T棟 410合同研究室 連絡先：akfumi-yoshida@nuhw.ac.jp 



                 （2022年度） 

科目群 専門専攻科目群 
 

授業科目 画像解剖学 授業コード 28015500 

担当教員 安達 登志樹／織部 祐介 
 

対象学年 2年 対象学科 放射 授業形態 対面 

開講時期 前期 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 30 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】 

今日の医療では、生体の内部の構造がどのような形状を成しているか、エックス線写真、超音波検査、エックス線 CT、

MRI、血管撮影などの画像で把握することができ、診断と治療を進めるうえで基本的な情報となっている。 この基本

情報を収集作成する専門家としての診療放射線技師にとって必要な人体の諸構造の医療画像における見え方を学ぶ。  

＜授業科目に関連する担当教員の実務経験＞ 本科目は、診療放射線技師の実務（臨床）経験を持つ複数の教員が担当

する科目である。 

【授業の目的】 

人体の諸部位において、様々な臓器がエックス線写真、超音波検査、エックス線 CT、MRI、血管撮影などの画像でどの

ように見えるか、理解する。 

【学習目標】 

脳神経系、腹部、胸部、循環器系、骨格軟部系の各部位において、エックス線写真、超音波検査、エックス線 CT、MRI、

血管撮影などの画像における正常解剖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 画像解剖学概論 授業形態：講義  事前学習と

して、教科書の該当箇所 p2～

ｐ41を読み、不明点を書き出

す。 事後学習として不明点の

うち明らかになったものにつ

いてその内容をノートにまと

める。 

120 120 安達登志樹 織

部祐介 

2 頭部 I （単純 X線画像） 授業形態：講義  事前学習と

して、教科書の該当箇所ｐ52

～ｐ72を読み、不明点を書き

出す。 事後学習として不明点

120 120 安達登志樹 



のうち明らかになったものに

ついてその内容をノートにま

とめる。 

3 頭部 II （X線 CT・MRI） 授業形態：講義  事前学習と

して、教科書の該当箇所ｐ84

～ｐ130 を読み、不明点を書

き出す。 事後学習として不明

点のうち明らかになったもの

についてその内容をノートに

まとめる。 

120 120 安達登志樹 

4 頭頚部（血管造影・超音波） 授業形態：講義  事前学習と

して、教科書の該当箇所ｐ73

～ｐ83、ｐ154～179を読み、

不明点を書き出す。 事後学習

として不明点のうち明らかに

なったものについてその内容

をノートにまとめる。 

120 120 織部祐介 

5 脊椎・脊髄 授業形態：講義  事前学習と

して、教科書の該当箇所ｐ194

～ｐ240 を読み、不明点を書

き出す。 事後学習として不明

点のうち明らかになったもの

についてその内容をノートに

まとめる。 

120 120 織部祐介 

6 胸部 I （X線撮影・CT・MRI） 授業形態：講義  事前学習と

して、教科書の該当箇所ｐ242

～ｐ290 を読み、不明点を書

き出す。 事後学習として不明

点のうち明らかになったもの

についてその内容をノートに

まとめる。 

120 120 安達登志樹 

7 胸部 II （超音波・血管撮影など） 授業形態：講義  事前学習と

して、教科書の該当箇所ｐ291

～ｐ316 を読み、不明点を書

き出す。 事後学習として不明

点のうち明らかになったもの

についてその内容をノートに

まとめる。 

120 120 織部祐介 

8 腹部 I （X線撮影・CT・MRI） 授業形態：講義  事前学習と

して、教科書の該当箇所ｐ348

～ｐ396 を読み、不明点を書

120 120 安達登志樹 



き出す。 事後学習として不明

点のうち明らかになったもの

についてその内容をノートに

まとめる。 

9 腹部 II （超音波・血管撮影など） 授業形態：講義  事前学習と

して、教科書の該当箇所ｐ397

～ｐ428、ｐ523～ｐ533 を読

み、不明点を書き出す。 事後

学習として不明点のうち明ら

かになったものについてその

内容をノートにまとめる。 

120 120 織部祐介 

10 腹部 III （胆道・泌尿器・シンチ） 授業形態：講義  事前学習と

して、教科書の該当箇所ｐ472

～ｐ494 を読み、不明点を書

き出す。 事後学習として不明

点のうち明らかになったもの

についてその内容をノートに

まとめる。 

120 120 安達登志樹 

11 骨盤部 授業形態：講義  事前学習と

して、教科書の該当箇所ｐ496

～ｐ522 を読み、不明点を書

き出す。 事後学習として不明

点のうち明らかになったもの

についてその内容をノートに

まとめる。 

120 120 安達登志樹 

12 乳房・胸腹部補遺 授業形態：講義  事前学習と

して、教科書の該当箇所ｐ540

～ｐ562 を読み、不明点を書

き出す。 事後学習として不明

点のうち明らかになったもの

についてその内容をノートに

まとめる。 

120 120 安達登志樹 

13 四肢 I （X線撮影・CT） 授業形態：講義  事前学習と

して、教科書の該当箇所ｐ564

～ｐ610 を読み、不明点を書

き出す。 事後学習として不明

点のうち明らかになったもの

についてその内容をノートに

まとめる。 

120 120 織部祐介 

14 四肢 II （MRI・血管造影・超音波） 授業形態：講義  事前学習と

して、教科書の該当箇所ｐ611

120 120 織部祐介 



～ｐ650 を読み、不明点を書

き出す。 事後学習として不明

点のうち明らかになったもの

についてその内容をノートに

まとめる。 

15 まとめ 授業形態：講義  事前学習と

して、これまでの授業におけ

る不明点を書き出す。 事後学

習として不明点のうち明らか

になったものについてその内

容をノートにまとめる。 

120 120 安達登志樹 織

部祐介 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
 

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 

若葉マークの画像解剖学 第

3版 

監修：松村 

明、阿武 泉 

編集：磯辺 

智範 

株式会社メジ

カルビュー社 

2019 年 8,140 円

（税込） 

 

参考書 

CT・MRI 解体新書  −正常解剖

− 

似 鳥 俊 明 ,

佐々木康夫 

編著 

株式会社リブ

ロ・サイエンス 

2012 年 1 月 本体

2000円＋税 

 

その他の

資料 
     

 

【評価方法】 再試・追加指導 【履修上の留意点】 

対面授業に付随する manaba での小テ

ストや課題提出（30％）、定期試験

（70％）で総合評価する。 ただし、

コロナ禍での授業環境の変化に伴っ

総合評価が 60％未満の場合は、再試

験またはレポートを課す。 

教科書に沿って講義を進めるが、各回

の学習の主題は進行状況に応じて変

更する可能性がある。 



て変更する可能性あり。 総合評価：

課題提出、定期試験の合計が 60％以

上が合格とする。  出席日数が 2/3未

満の場合は評価の対象外とする。 
 

【オフィスアワー・連絡先】 

安達登志樹：火曜日 5限（16:30～18:00）T棟 4階 406室 Email：toshiki-adachi@nuhw.ac.jp  織部祐介 ：月曜日

3限（13:10～14:40）T棟 4階 410室（合同研究室） Email：oribe@nuhw.ac.jp 



                 （2022年度） 

科目群 専門専攻科目群 
 

授業科目 放射線治療技術学Ⅰ 授業コード 28020000 

担当教員 前島 偉 
 

対象学年 2年 対象学科 放射 授業形態 対面 

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 30 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 ○ 
 

【授業の概要】 

放射線治療の歴史的背景、概要、原理について理解するとともに、診療放射線技師の役割を学ぶ。また、放射線治療の

利点と欠点などを修得できるよう、授業を展開する。  ＜授業科目に関連する担当教員の実務経験＞ 本科目は、診療

放射線技師として実務（臨床）経験をもつ教員が担当する科目である。 

【授業の目的】 

がんの放射線治療の意義と技術を理解し、放射線治療を行うために必要な様々な放射線治療の術式と手順、放射線生

物学的作用、放射線治療装置の仕組み、放射線治療の安全確保などを理解する。 

【学習目標】 

放射線治療技術の基礎に関する知識を習得できる。 ①放射線治療を行うために必要な各種放射線による治療の術式と

手順などを習得できる。 ②放射線治療装置、放射線治療の安全確保ができる。 
 

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 放射線治療と癌 授業形態：講義 事後学習とし

て教科書 P2-P17を復習し、練

習問題がある場合は、全て解

くこと。 

0 120 前島 偉 

2 放射線治療効果と歴史 授業形態：講義 事前学習とし

て教科書 P2-P26 を予習して

おくこと。事後学習として教

科書 P2-P26 をノートにまと

め、練習問題がある場合は、

全て解くこと。 

120 120 前島 偉 

3 放射線治療の生物学的作用機序(1)放

射線生物学的作用 

授業形態：講義 事前学習とし

て教科書 P52-P76 を予習して

おくこと。事後学習として教

120 120 前島 偉 



科書 P52-P76 をノートにまと

め、練習問題がある場合は、

全て解くこと。 

4 放射線治療の生物学的作用機序(2)細

胞、組織、個体レベルの放射線の影響

と有害事象 

授業形態：講義 事前学習とし

て教科書 P52-P76 を予習して

おくこと。事後学習として教

科書 P52-P76 をノートにまと

め、練習問題がある場合は、

全て解くこと。 

120 120 前島 偉 

5 放射線治療装置と関連機器 授業形態：講義 事前学習とし

て教科書 P94-P125 を予習し

ておくこと。事後学習として

教科書 P94-P125 をノートに

まとめ、練習問題がある場合

は、全て解くこと。 

120 120 前島 偉 

6 線量分布(1)高エネルギーX線、γ線 授業形態：講義 事前学習とし

て教科書 P126-P141 を予習し

ておくこと。事後学習として

教科書 P126-P141 をノートに

まとめ、練習問題がある場合

は、全て解くこと。 

120 120 前島 偉 

7 線量分布(2)高エネルギー電子線、密

封小線源 

授業形態：講義 事前学習とし

て 教 科 書 P126-P141(P267-

P284)を予習しておくこと。事

後学習として教科書 P126-

P141(P267-P284)をノートに

まとめ、練習問題がある場合

は、全て解くこと。 

120 120 前島 偉 

8 放射線治療計画(1)放射線治療計画の

流れ シミュレーション 

授業形態：講義 事前学習とし

て教科書 P202-P234 を予習し

ておくこと。事後学習として

教科書 P202-P234 をノートに

まとめ、練習問題がある場合

は、全て解くこと。 

120 120 前島 偉 

9 放射線治療計画(2)線量計算アルゴリ

ズム、外部放射線治療 

授業形態：講義 事前学習とし

て教科書 P202-P234 を予習し

ておくこと。事後学習として

教科書 P202-P234 をノートに

まとめ、練習問題がある場合

は、全て解くこと。 

120 120 前島 偉 

10 外部放射線治療法（1)根治的、姑息的 授業形態：講義 事前学習とし 120 120 前島 偉 



照射法、手術と放射線治療 て教科書 P182-P218 を予習し

ておくこと。事後学習として

教科書 P182-P218 をノートに

まとめ、練習問題がある場合

は、全て解くこと。 

11 外部放射線治療法（2)各種照射法、特

殊照射法、IMRT照射法、時間的配分、

その他治療法など 

授業形態：講義 事前学習とし

て教科書 P182-P218 を予習し

ておくこと。事後学習として

教科書 P182-P218 をノートに

まとめ、練習問題がある場合

は、全て解くこと。 

120 120 前島 偉 

12 密封放射線治療(1) 授業形態：講義 事前学習とし

て教科書 P258-P284 を予習し

ておくこと。事後学習として

教科書 P258-P284 をノートに

まとめ、練習問題がある場合

は、全て解くこと。 

120 120 前島 偉 

13 密封放射線治療(2) 放射線治療の照

射・照合・記録 

授業形態：講義 事前学習とし

て教科書 P286-P298 を予習し

ておくこと。事後学習として

教科書 P286-P298 をノートに

まとめ、練習問題がある場合

は、全て解くこと。 

120 120 前島 偉 

14 放射線治療の安全確保 授業形態：講義 事前学習とし

て教科書 P300-P313 を予習し

ておくこと。事後学習として

教科書 P300-P313 をノートに

まとめ、練習問題がある場合

は、全て解くこと。 

120 120 前島 偉 

15 放射線治療技術学Ⅰのまとめ 授業形態：講義 事前学習とし

て教科書全講義範囲を予習し

ておくこと。事後学習として

教科書全講義範囲をノートに

まとめ、練習問題がある場合

は、全て解くこと。 

120 120 前島 偉 

      

      

      

      

      

      



      

      

      

      

      

      

      

      

      
 

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 

放射線治療技術学 熊谷 孝三 オーム社 2016年・5600円＋

税 

 

参考書 

①放射線治療 基礎知識図解

ノート ②放射線治療技術標準

テキスト ③イエローノート 

①磯辺  智

範 ②日本放

射線治療専

門放射線技

師認定機構 

③福士  政

広 

①金原出版 ②

医 学 書 院 

③MEDICAL 

VIEW 

①2017年・6500円

＋税 ②2019 年・

7000 円 ＋ 税 

③2017年・6800円

＋税 

 

その他の

資料 
適宜資料配布     

 

【評価方法】 再試・追加指導 【履修上の留意点】 

小テストとレポート課題（20％）、定

期試験（80％）、合計 100%で評価する。 

再試験：評価合計が合格点に達してお

らず（60%未満）、かつ担当教員が必要

と認めた場合にのみ改めて実施する。  

追試験：病気その他やむを得ない事情

（※）により定期試験を受験できなか

った学生を対象に実施する。※対象と

なる事由は「３ ．定期試験に関する

注意事項」を参照のこと 

2/3以上の出席がない場合は、試験を

受けることができない。 

 

【オフィスアワー・連絡先】 

水曜日 5 講時 あるいは時間があれば随時可能 研究室：T 棟 407 研究室 連絡先：maeshima@nuhw.ac.jp 授業に関す

る質問等は、メールアドレスまたは直接来て下さい。 



〈健康科学部 健康栄養学科〉                        （2022年度） 

科目群 専門専攻科目群 
 

授業科目 臨床栄養学Ⅰ 授業コード 31020000 

担当教員 永井 徹 
 

対象学年 2年 対象学科 健栄 授業形態 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／ディスカッション／

プレゼンテーション 

単位数 2単位 時間数 30 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】 

栄養素の代謝は、疾患の発症予防および治療において重要である。臨床栄養学 Iは､臨床栄養学実習、臨床栄養管理演

習にむけて基礎科目と位置づけられるため、臨床医学と関連づけて理解する。 本科目は、管理栄養士の実務（臨床）

経験をもつ教員が担当する。 

【授業の目的】 

傷病者の病態や特徴に基づいた適切な栄養管理を行うために、疾患により栄養管理が異なることを理解し、栄養評価

の方法、栄養管理計画の立案方法を修得する。 

【学習目標】 

1.主要な臨床検査値について、栄養管理と関連して異常値を説明できる。2.疾病の予防および治療における臨床栄養

学の位置づけを理解できる。3.経腸栄養管理と静脈栄養管理の違いを説明できる。4.生活習慣病における食事療法の

意義を説明できる。 
 

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 臨床栄養の概念、摂食嚥下に関する基

礎知識 

授業形態：講義 学習課題：教

科書の第 1 章について事前事

後学習を行う 

120 120 永井 徹 

2 栄養管理プロセス 授業形態：講義 学習課題：教

科書の第 2 章について事前事

後学習を行う 

120 120 永井 徹 

3 栄養スクリーニングとアセスメント

（臨床診査および臨床検査） 

授業形態：講義 学習課題：教

科書の第 2 章について事前事

後学習を行う 

120 120 永井 徹 

4 栄養スクリーニングとアセスメント

（身体計測） 

授業形態：課題による学習 学

習課題：教科書の第 3 章につ

いて事前事後学習を行う 

120 120 永井 徹 



5 食事療法と栄養補給法（経口栄養補給

法） 

授業形態：講義 学習課題：教

科書の第 4 章について事前事

後学習を行う 

120 120 永井 徹 

6 食事療法と栄養補給法（経腸栄養補給

法、経静脈栄養補給法） 

授業形態：講義 学習課題：教

科書の第 4 章について事前事

後学習を行う 

120 120 永井 徹 

7 薬と栄養・食物の相互作用 授業形態：講義 学習課題：教

科書の第 7 章について事前事

後学習を行う 

120 120 永井 徹 

8 栄養ケアプロセスにおける栄養介入

の記録、モニタリング 

授業形態：講義 学習課題：教

科書の第 6 章について事前事

後学習を行う 

120 120 永井 徹 

9 栄養障害 授業形態：講義 学習課題：教

科書の第 9 章について事前事

後学習を行う 

120 120 永井 徹 

10 代謝・内分泌疾患（肥満、メタボリッ

クシンドローム） 

授業形態：講義 学習課題：教

科書の第 10 章について事前

事後学習を行う 

120 120 永井 徹 

11 代謝・内分泌疾患（１型糖尿病） 授業形態：講義 学習課題：教

科書の第 10 章について事前

事後学習を行う 

120 120 永井 徹 

12 代謝・内分泌疾患（２型糖尿病） 授業形態：講義 学習課題：教

科書の第 10 章について事前

事後学習を行う 

120 120 永井 徹 

13 代謝・内分泌疾患（脂質異常症） 授業形態：講義 学習課題：教

科書の第 10 章について事前

事後学習を行う 

120 120 永井 徹 

14 代謝・内分泌疾患（高尿酸血症・痛風、

その他の内分泌疾患） 

授業形態：講義 学習課題：教

科書の第 10 章について事前

事後学習を行う 

120 120 永井 徹 

15 まとめ 授業形態：講義 学習課題：教

科書の関連部分について事前

事後学習を行う 

120 120 永井 徹 

16      
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【評価方法】 再試・追加指導 【履修上の留意点】 

期末試験 100％とする。 再試験 1回、再々試験を 1回まで行う 2/3以上の出席がない場合は、期末の

試験を受けることができない 
 

【オフィスアワー・連絡先】 

研究室：F206 toru-nagai@nuhw.ac.jp 授業などの質問等は、上記アドレスまで、ご連絡下さい。 



                 （2022年度） 

科目群 専門専攻科目群 
 

授業科目 臨床栄養学Ⅱ 授業コード 31020500 

担当教員 永井 徹 
 

対象学年 2年 対象学科 健栄 授業形態 対面 

開講時期 後期 必修・選択 必修 アクティブラ

ーニング 

PBL／ディスカッション／

プレゼンテーション 

単位数 2単位 時間数 30 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】 

臨床栄養学 I で学習した疾患、病態をさらに発展させ、疾患の栄養管理に必要な知識を修得するとともに、病態およ

び病期における栄養補給法の選択を学ぶ。 本科目は、管理栄養士の実務（臨床）経験をもつ教員が担当する。 

【授業の目的】 

傷病者の病態や特徴に基づいた適切な栄養管理を行うために、疾患により栄養管理が異なることを理解し、栄養評価、

栄養状態の判定および栄養管理計画の立案方法を修得する。 

【学習目標】 

１．傷病者の病態や栄養状態に基づいた適正な栄養管理を説明できる。２．栄養管理プロセス基づいた栄養管理計画

の作成、実施、モニタリングに関する総合的なマネジメントの考え方を理解できる。３．疾患、病状に応じた適切な栄

養補給法を選択できる。 
 

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 代謝・内分泌疾患の栄養管理（甲状腺

機能亢進症・低下症、クッシング症候

群） 

授業形態：講義 学習課題：教

科書の第 10 章について事前

事後学習を行う 

120 120 永井 徹 

2 循環器疾患の栄養管理（高血圧、動脈

硬化症） 

授業形態：講義 学習課題：教

科書の第 13 章について事前

事後学習を行う 

120 120 永井 徹 

3 循環器疾患の栄養管理（狭心症、心筋

梗塞、心不全） 

授業形態：講義 学習課題：教

科書の第 13 章について事前

事後学習を行う 

120 120 永井 徹 

4 骨粗鬆症、骨格疾患の病態と栄養管理 授業形態：講義 学習課題：教

科書の第 19 章について事前

事後学習を行う 

120 120 永井 徹 

5 糖尿病腎症の病態と栄養管理 授業形態：講義 学習課題：教 120 120 永井 徹 



科書の第 14 章について事前

事後学習を行う 

6 腎疾患 １（糸球体腎炎とネフローゼ

症候群の病態と栄養管理） 

授業形態：講義 学習課題：教

科書の第 14 章について事前

事後学習を行う 

120 120 永井 徹 

7 腎疾患 ２（慢性腎臓病の栄養管理） 授業形態：講義 学習課題：教

科書の第 14 章について事前

事後学習を行う 

120 120 永井 徹 

8 腎疾患 ３（血液透析と腹膜透析の栄

養管理） 

授業形態：講義 学習課題：教

科書の第 14 章について事前

事後学習を行う 

120 120 永井 徹 

9 呼吸器疾患の病態と栄養管理 授業形態：講義 学習課題：教

科書の第 17 章について事前

事後学習を行う 

120 120 永井 徹 

10 血液疾患、感染症の病態と栄養管理 授業形態：課題による学習 学

習課題：教科書の第 18章につ

いて事前事後学習を行う 

120 120 永井 徹 

11 消化器疾患 １（胃腸、クローン病、

潰瘍性大腸炎の栄養管理） 

授業形態：講義 学習課題：教

科書の第 12 章について事前

事後学習を行う 

120 120 永井 徹 

12 消化器疾患 ２（肝炎、肝硬変、脂肪

肝の栄養管理） 

授業形態：講義 学習課題：教

科書の第 12 章について事前

事後学習を行う 

120 120 永井 徹 

13 消化器疾患 ３（胆石症、胆のう炎、

膵疾患の栄養管理） 

授業形態：講義 学習課題：教

科書の第 12 章について事前

事後学習を行う 

120 120 永井 徹 

14 免疫、アレルギー疾患の病態と栄養管

理 

授業形態：講義 学習課題：教

科書の第 20 章について事前

事後学習を行う 

120 120 永井 徹 

15 まとめ 授業形態：講義 学習課題：教

科書の関連部分について事前

事後学習を行う 

120 120 永井 徹 
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【評価方法】 再試・追加指導 【履修上の留意点】 

期末試験 100％とする。 再試験は 1回、再々試験は 1回、筆記

にて行う 

2/3以上の出席がない場合は、期末の

試験を受けることができない 
 

【オフィスアワー・連絡先】 

研究室：F206 toru-nagai@nuhw.ac.jp 授業の質問等は、上記アドレスまで、ご連絡下さい。 



                 （2022年度） 

科目群 専門専攻科目群 
 

授業科目 臨床栄養学Ⅲ 授業コード 31021000 

担当教員 永井 徹 
 

対象学年 3年 対象学科 健栄 授業形態 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／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 2単位 時間数 30 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】 

臨床栄養学 IIIは、臨床栄養学 I、II、臨床栄養学実習で学習してきた一連の科目の集大成と位置付けられる。これま

でに履修した臨床栄養学に関する科目すべてを理解し、傷病者に応じた栄養治療計画を立案できる技量を高める。 本

科目は、管理栄養士の実務（臨床）経験をもつ教員が担当する。 

【授業の目的】 

傷病者の病態や病期に応じた適切な栄養管理を行うために、傷病者の生活背景やライフステージにより栄養管理が異

なることを理解し、栄養補給法の選択と栄養管理計画を立案できる総合力を修得する。 

【学習目標】 

１．疾病者の病態や栄養状態に応じた栄養管理を説明できる。２．栄養管理プロセスに基づいた栄養管理計画の作成、

実施、モニタリングに関する総合的なマネジメントの考え方を説明できる。３．疾患、病期に応じた栄養補給法を選択

できる。４．傷病者の生活背景、ライフステージをに応じた栄養管理計画を立案できる。 
 

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 疾患の最新治療ガイドライン（栄養管

理に関する内容 内科系） 

授業形態：講義 学習課題：教

科書の栄養管理に関わるガイ

ドラインを事前事後学習する 

120 120 永井 徹 

2 疾患の最新治療ガイドライン（栄養管

理に関する内容 外科系） 

授業形態：講義 学習課題：教

科書の栄養管理に関わるガイ

ドラインを事前事後学習する 

120 120 永井 徹 

3 外科疾患 １ （術前・術後の栄養管

理） 

授業形態：講義 学習課題：教

科書の第 23 章について事前

事後学習する 

120 120 永井 徹 

4 外科疾患 ２ （術前・術後の栄養管

理） 

授業形態：講義 学習課題：教

科書の第 23 章について事前

120 120 永井 徹 



事後学習する 

5 がんの栄養管理 １（化学療法中の栄

養管理） 

授業形態：講義 学習課題：教

科書の第 22 章について事前

事後学習する 

120 120 永井 徹 

6 がんの栄養管理 ２（緩和ケア、悪液

質、終末期の栄養管理） 

授業形態：講義 学習課題：教

科書の第 22 章について事前

事後学習する 

120 120 永井 徹 

7 クリティカル・ケア 授業形態：講義 学習課題：教

科書の第 24 章について事前

事後学習する 

120 120 永井 徹 

8 褥瘡の栄養管理 授業形態：講義 学習課題：教

科書の第 29 章について事前

事後学習する 

120 120 永井 徹 

9 神経疾患・摂食機能障害、発達障害に

対する栄養管理 

授業形態：講義 学習課題：教

科書の第 15 章について事前

事後学習する 

120 120 永井 徹 

10 乳幼児、小児疾患の栄養管理 授業形態：講義 学習課題：教

科書の第 27 章について事前

事後学習する 

120 120 永井 徹 

11 妊娠、授乳期疾患の栄養管理 授業形態：講義 学習課題：教

科書の第 28 章について事前

事後学習する 

120 120 永井 徹 

12 高齢者疾患の栄養管理（老年症候群、

サルコぺニアの対応） 

授業形態：講義 学習課題：教

科書の第 19 章,第 29 章につ

いて事前事後学習する 

120 120 永井 徹 

13 複合疾患における栄養補給法の選択 

１（症例提示） 

授業形態：講義 学習課題：教

科書の第 2 章から第 6 章につ

いて事前事後学習する 

120 120 永井 徹 

14 複合疾患における栄養補給法の選択 

２（症例提示） 

授業形態：講義 学習課題：教

科書の第 2 章から第 6 章につ

いて事前事後学習する 

120 120 永井 徹 

15 まとめ 授業形態：課題による学習 学

習課題：教科書の第 2 章から

第 6 章について事前事後学習

する 

120 120 永井 徹 
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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 

カレント臨床栄養学  建帛社 2021 年・3,800 円

＋税 

前年度までに購

入済み 

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】 

期末試験 100%とする。 再試験 1回、再々試験 1回、筆記にて

行う 

2/3以上の出席がない場合は、期末の

試験を受けることができない 
 

【オフィスアワー・連絡先】 

研究室：F206 toru-nagai@nuhw.ac.jp 授業に関する質問等は、上記アドレスまで、ご連絡下さい。 



                 （2022年度） 

科目群 専門専攻科目群 
 

授業科目 臨床栄養学実習Ⅰ 授業コード 31021500 

担当教員 永井 徹 
 

対象学年 2年 対象学科 健栄 授業形態 対面 

開講時期 後期 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 1単位 時間数 45 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】 

本科目は 1 回あたり 2 コマの連続授業である。臨床栄養学で学んだ疾患の発生機序・病態・病期における治療を理解

し、疾患の栄養治療の意義と実践の方法に基づいて栄養管理計画を作成する。介入実習を通して対象患者に適した栄

養療法を学ぶ。本科目は、管理栄養士の実務（臨床）経験をもつ教員が担当する。 

【授業の目的】 

傷病者の病態や特徴に基づいた栄養管理計画の立案から食事提供を行うために、さまざまな栄養補給方法を理解し、

対象患者の生活の質を考慮した栄養療法ができることを目指す。 

【学習目標】 

１．疾患別（病態・病期）における適切な献立作成ができる。２．対象患者に適した食品構成と栄養管理計画を作成し

て食事提供ができる。３．病態の異なる傷病者に対して、適切な栄養補給方法を選択できる。 
 

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 食品構成表の分類と作成 授業形態：実習 学習課題：関

連する教科書の内容につい

て、事前事後学習を行う 

120 120 永井 徹 他 

2 高齢患者に対する栄養管理計画（易消

化の食事形態） 

授業形態：実習 学習課題：関

連する教科書の内容につい

て、事前事後学習を行う 

120 120 永井 徹 他 

3 高齢患者に対する易消化の食事提供 授業形態：実習 学習課題：関

連する教科書の内容につい

て、事前事後学習を行う 

120 120 永井 徹 他 

4 糖尿病患者に対する食品構成、栄養管

理計画 

講義、糖尿病食事療法食品交

換表を用いた食事管理計画 

120 120 永井 徹 他 

5 糖尿病患者に対する献立作成と食事 授業形態：実習 学習課題：関 120 120 永井 徹 他 



計画 連する教科書の内容につい

て、事前事後学習を行う 

6 糖尿病患者に対する食事提供 授業形態：実習 学習課題：関

連する教科書の内容につい

て、事前事後学習を行う 

120 120 永井 徹 他 

7 小児糖尿病患者に対する食品構成、栄

養管理計画 

授業形態：実習 学習課題：関

連する教科書の内容につい

て、事前事後学習を行う 

120 120 永井 徹 他 

8 小児糖尿病患者に対する献立作成と

食事計画 

授業形態：実習 学習課題：関

連する教科書の内容につい

て、事前事後学習を行う 

120 120 永井 徹 他 

9 小児糖尿病患者に対する食事提供 授業形態：実習 学習課題：関

連する教科書の内容につい

て、事前事後学習を行う 

120 120 永井 徹 他 

10 脂質異常症患者に対する食品構成、栄

養管理計画 

授業形態：実習 学習課題：関

連する教科書の内容につい

て、事前事後学習を行う 

120 120 永井 徹 他 

11 脂質異常症患者に対する献立作成と

食事計画 

授業形態：実習 学習課題：関

連する教科書の内容につい

て、事前事後学習を行う 

120 120 永井 徹 他 

12 脂質異常症患者に対する食事提供 授業形態：実習 学習課題：関

連する教科書の内容につい

て、事前事後学習を行う 

120 120 永井 徹 他 

13 炎症性腸疾患患者に対する食品構成、

栄養管理計画 

授業形態：実習 学習課題：関

連する教科書の内容につい

て、事前事後学習を行う 

120 120 永井 徹 他 

14 炎症性腸疾患患者に対する献立作成

と食事計画 

授業形態：実習 学習課題：関

連する教科書の内容につい

て、事前事後学習を行う 

120 120 永井 徹 他 

15 炎症性腸疾患患者に対する食事提供 授業形態：実習 学習課題：関

連する教科書の内容につい

て、事前事後学習を行う 

120 120 永井 徹 他 

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 

ステップアップ臨床栄養学実

習-栄養診断に基づく栄養・食

事計画- 糖尿病食事療法のた

めの食品交換表 

桑 原 節 子 

永井徹  他 

日本糖尿病

学会 

建帛社 文光堂 2020 年・2,000 円

＋税 2019年・900

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】 

各症例の栄養介入計画レポート

（70%)、課題症例レポート（30%)によ

る評価 

再試験はレポートにて 1回行う  

 

【オフィスアワー・連絡先】 

研究室：F206 toru-nagai@nuhw.ac.jp 授業等の相談は、上記アドレスまで、ご連絡下さい。 



                 （2022年度） 

科目群 専門専攻科目群 
 

授業科目 臨床栄養学実習Ⅱ 授業コード 31022000 

担当教員 永井 徹 
 

対象学年 3年 対象学科 健栄 授業形態 対面 

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 1単位 時間数 45 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】 

本科目は 1 回あたり 2 コマの連続授業である。「臨床栄養学実習 I」に含まれなかった分野および領域について学習す

る。周術期、要介護者および摂食嚥下障害などの病態・病期における治療、ケアを理解し、複合疾患における栄養管理

計画を作成する。また、栄養診断から介入計画の立案を通して対象患者、要介護者に適した栄養補給法を学ぶ。 本科

目は、管理栄養士の実務（臨床）経験をもつ教員が担当する。 

【授業の目的】 

傷病者の病態または介護者の状態に応じた栄養管理計画作成から食事の提供を行うために、さまざまな栄養補給方法

を理解し、対象者の生活の質を考慮した栄養療法ができることを目指す。 

【学習目標】 

１．疾患別（病態・病期）または対象者の介護状態に応じた適切な栄養・食事計画を立案できる。２．対象者の生活背

景を考慮した経口・経腸栄養補給法の栄養管理計画を立案できる。３．対象者の摂食嚥下機能に応じた栄養介入がで

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 慢性腎臓病患者に対する食品構成、栄

養管理計画 

授業形態：実習 学習課題：教

科書の関連する内容につい

て、事前事後学習を行う 

120 120 永井 徹 他 

2 慢性腎臓病患者に対する献立作成と

食事計画 

授業形態：実習 学習課題：教

科書の関連する内容につい

て、事前事後学習を行う 

120 120 永井 徹 他 

3 慢性腎臓病患者に対する栄養管理計

画 

授業形態：実習 学習課題：教

科書の関連する内容につい

て、事前事後学習を行う 

120 120 永井 徹 他 

4 周術期における経腸栄養管理 授業形態：実習 学習課題：教 120 120 永井 徹 他 



科書の関連する内容につい

て、事前事後学習を行う 

5 周術期患者における食品構成、食事計

画 

授業形態：実習 学習課題：教

科書の関連する内容につい

て、事前事後学習を行う 

120 120 永井 徹 他 

6 周術期患者に対する栄養管理計画 授業形態：実習 学習課題：教

科書の関連する内容につい

て、事前事後学習を行う 

120 120 永井 徹 他 

7 要介護高齢者に対する食事管理（誤嚥

予防、食事摂取時の姿勢、食具、食事

介助） 

授業形態：実習 学習課題：教

科書の関連する内容につい

て、事前事後学習を行う 

120 120 永井 徹 他 

8 要介護高齢者に対する栄養管理計画

（脳血管疾患） 

授業形態：実習 学習課題：教

科書の関連する内容につい

て、事前事後学習を行う 

120 120 永井 徹 他 

9 要介護高齢者に対する献立作成と食

事計画（脳血管疾患） 

授業形態：実習 学習課題：教

科書の関連する内容につい

て、事前事後学習を行う 

120 120 永井 徹 他 

10 要介護高齢者（脳血管疾患）に対する

栄養管理計画 

授業形態：実習 学習課題：教

科書の関連する内容につい

て、事前事後学習を行う 

120 120 永井 徹 他 

11 口腔管理と摂食嚥下機能評価 授業形態：実習 学習課題：教

科書の関連する内容につい

て、事前事後学習を行う 

120 120 永井 徹 他 

12 病院実習における課題と課題解決 傷

病者の栄養管理計画 

授業形態：実習 学習課題：教

科書の関連する内容につい

て、事前事後学習を行う 

120 120 永井 徹 他 

13 高齢者福祉施設実習における課題と

課題解決 

授業形態：実習 学習課題：教

科書の関連する内容につい

て、事前事後学習を行う 

120 120 永井 徹 他 

14 要介護入所者に対する栄養介入 授業形態：実習 学習課題：教

科書の関連する内容につい

て、事前事後学習を行う 

120 120 永井 徹 他 

15 傷病者、要介護者に対する栄養管理プ

ロセス まとめ 

授業形態：実習 学習課題：教

科書の関連する内容につい

て、事前事後学習を行う 

120 120 永井 徹 他 

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 

ステップアップ臨地校外実習 

腎臓病食品交換表第 9版 

長谷川輝美・

永井徹  他 

黒川清 他 

建帛社 医歯薬

出版 

2,200 円 ＋ 税 

1,500円＋税 

教科書「ステップ

アップ臨床栄養

学実習」は前年度

購入済み 

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】 

各回における症例の栄養管理計画レ

ポート（70%）、課題症例レポート

（30%）。 

再試験はレポートにて 1回行う。 臨床栄養学実習Ⅰにて使用した教科

書「ステップアップ臨床栄養学実習-

栄養診断に基づく栄養・食事計画-」

は、臨床栄養学実習Ⅱにおいても使用

する。 
 

【オフィスアワー・連絡先】 

研究室：F206 toru-nagai@nuhw.ac.jp 授業等に関する質問は、上記アドレスまで。 



                 （2022年度） 

科目群 専門専攻科目群 
 

授業科目 給食経営管理論Ⅰ 授業コード 31025500 

担当教員 星野 芙美 
 

対象学年 2年 対象学科 健栄 授業形態 対面 

開講時期 後期 必修・選択 必修 アクティブラ

ーニング 

ディスカッション 

単位数 2単位 時間数 30 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】 

給食とは特定かつ多数の者に対して継続的に食事を提供する事である。そのためには、給食の目的、意義、対象の特性

及管理栄養士の役割を理解し、給食を運営する上で必要な計画の立て方、実施方法及び評価について学ぶ。本授業は

メディア授業（同時双方型とオンデマンド型の組み合わせ）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、管理栄養士として実務経験をもつ教員が担当する。 

【授業の目的】 

卒後の実務に直結する学問として、管理栄養士を目指す者にとって専門職の根幹を作る重要な科目である。実務の中

心となる「給食経営管理」を深く学び、実践に活かせるよう基本的な知識を習得する。 

【学習目標】 

１．給食の目的、意義、施設別対象の特性を理解し、管理栄養士としての適切な運営管理について理解する。 ２．給

食における栄養管理と栄養教育、食事管理と献立管理、食材料管理、作業管理、衛生・安全管理、施設と設備管理及び

評価について理解する。 
 

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 ガイダンス・給食の概要 ・給食の目

的、施設・設備管理 

授業形態：講義 学習課題：指

定 教 科 書 の 関 連 部 分

（P1~6,P45～60）について、

事前事後学習を行うこと 

120 120 星野 芙美 

2 施設・設備管理 ※本学の厨房の実

際 ・作業区分と設備のレイアウト 

授業形態：講義 学習課題：指

定教科書の関連部分につい

て、事前事後学習を行うこ

と ・本学の厨房図面のレイア

ウトを確認しておくこと 

120 120 星野 芙美 

3 リスクマネジメント① ・給食におけ

るリスクマネジメントの概要 ・給食

授業形態：講義 学習課題：指

定教科書の関連部分（ｐ38～

120 120 星野 芙美 



施設の衛生管理 ～44）について、事前事後学

習を行うこと 

4 リスクマネジメント② ・安全・衛生の

実際 給食における HACCP の運用、大

量調理施設衛生管理マニュアル、食中

毒対応 

授業形態：講義 学習課題：指

定教科書の関連部分（ｐ90～

99、ｐ198～215）について、

事前事後学習を行うこと 

120 120 星野 芙美 

5 食材管理 ・食材管理の概要〜評価 授業形態：講義 学習課題：指

定教科書の関連部分（ｐ26～

37）について、事前事後学習

を行うこと 

120 120 星野 芙美 

6 小括Ⅰ 授業形態：講義 学習課題：指

定教科書の第 1 回～5 回の関

連部分について、事前事後学

習を行うこと⇒小テスト

①  ・特に「大量調理施設衛

生管理マニュアル」を熟読し、

重要事項の復習と確認をして

おくこと 

120 120 星野 芙美 

7 給食の生産管理① ・給食システム 授業形態：講義 学習課題：指

定教科書の関連部分（P17~25）

について、事前事後学習を行

うこと ・給食システムの特徴

をしっかり理解する 

120 120 星野 芙美 

8 生産管理② 調理作業工程管理〜労務

管理 

授業形態：講義 学習課題：指

定教科書の関連部分（P32~37）

について、事前事後学習を行

うこと 

120 120 星野 芙美 

9 給食の運営に加え、給食管理の視点が

必要な管理項目 ●栄養・食事管理 

授業形態：講義 学習課題：指

定教科書の関連部分（P61~83）

について、事前事後学習を行

うこと 

120 120 星野 芙美 

10 給食の運営に加え、給食管理の視点が

必要な管理項目 ●品質管理 

授業形態：講義 学習課題：指

定教科書の関連部分（P84~93）

について、事前事後学習を行

うこと 

120 120 星野 芙美 

11 給食の運営に加え、給食管理の視点が

必要な管理項目 ●危機管理とリスク

管理、事故対応と災害時対応 

授業形態：講義 学習課題：指

定 教 科 書 の 関 連 部 分

（P94~106）について、事前事

後学習を行うこと 

120 120 星野 芙美 

12 給食施設の特徴と法的根拠 ・「健康増

進法」における給食施設と関連法規 

授業形態：講義 学習課題：指

定教科書の関連部分（P7~15、

120 120 星野 芙美 



231～237）について、事前事

後学習を行うこと 

13 小括Ⅱ 授業形態：講義 学習課題：指

定教科書の第 6回～12回の関

連部分について、事前事後学

習を行うこと⇒小テスト② 

120 120 星野 芙美 

14 レビュー（課題） 授業形態：講義 学習課題：指

定教科書の関連部分につい

て、事前事後学習を行うこと 

120 120 星野 芙美 

15 まとめ(総括） 授業形態：講義 学習課題：指

定教科書の関連部分につい

て、事前事後学習を行うこ

と  ・全体のまとめ 確認問題

を復習しておくこと 

120 120 星野 芙美 

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 

栄養科学シリーズ 給食経営

管理論 第 4版 

幸林友男、曽

川美佐子、神

田知子、市川

陽子 

講談社 2019年・3,000円+

税 

 

参考書 

給食経営管理用語辞典 影山光代、加

藤秀雄、河合

洋見 

第一出版 2020 年（最版）

2,500円+税 

 

その他の

資料 
     

 

【評価方法】 再試・追加指導 【履修上の留意点】 

定期試験 50%、小テスト 40％及び課題 定期試験で基準点に満たない場合、再 ・管理栄養士業務のうち、特定給食施



10%により評価する 試験を行います。小テスト、課題に不

足がある場合、個別に連絡し、追加指

導を行います。 

設における栄養・食事管理及び運営の

基礎となる科目なので、確実に理解す

ること。 ・2/3以上の出席がない場合

は、定期試験をうけることができな

い。 
 

【オフィスアワー・連絡先】 

原則として、来室はメールでアポイントを取って（日時の約束をして）からいらして下さい。            

メールでの質問・相談などは、いつでも Okです。 研究室：F202a(F棟 2階）   メール：fumi-h@nuhw.ac.jp 



                 （2022年度） 

科目群 専門専攻科目群 
 

授業科目 給食経営管理論Ⅱ 授業コード 31026000 

担当教員 星野 芙美 
 

対象学年 3年 対象学科 健栄 授業形態 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 

ディスカッション 

単位数 2単位 時間数 30 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】 

平成 14年に栄養士法が改正され、それを受けて管理栄養士養成課程のカリキュラムが大幅に変更された。給食経営管

理もその一つで従来の給食管理の運営に加え、経営の内容を盛り込むことが示された。 今後は管理栄養士・栄養士

の活躍範囲がさらに広まり、特定給食施設における栄養管理はもとより、給食の委託化に伴う経営の手法が求められ

ることになる。当教科では給食にかかわる経営の基本から評価までを学ぶ。   ＜授業科目に関連する担当教員の実務

経験＞ 本科目は、管理栄養士として実務経験をもつ教員が担当する。 

【授業の目的】 

特定多数の人々の健康状態・栄養状態の改善・維持・向上、QOLの向上を目標とした栄養・食事管理を効率的、かつ効

果的に継続して実施していくためのシステムおよびマネジメントについて、経営管理の理論に基づき学修する。 

【学習目標】 

1.特定給食施設における管理栄養士・栄養士がこれからの給食のあり方についてのビジョンを持ち、給食経営の計画

から運営・評価に至るまでの過程について理解する。 2.将来、管理栄養士として合理的な給食経営管理ができるよう

理論について理解する。 
 

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 ガイダンス 給食運営と給食管理 ・栄

養、食事管理 各種給食施設の給食運

営の特徴 ・事業所給食 

授業形態：講義  事前学習 テ

キストｐ61～78・80およびｐ

163〜169を熟読し、キーワー

ドを把握する。  事後学習 ノ

ート資料の作成 確認問題を

実施し、採点確認 

120 120 星野 芙美 

2 各種給食施設の給食運営の特徴 ・学

校給食 

授業形態：講義  事前学習 テ

キストｐ79 およびｐ153〜

162 を熟読し、キーワードを

把握する。  事後学習 ノート

120 120 星野 芙美 



資料の作成 確認問題を実施

し、採点確認 

3 各種給食施設の給食運営の特徴 ・医

療施設給食（病院給食） 

授業形態：講義  事前学習 テ

キストｐ81 およびｐ170〜

180 を熟読し、キーワードを

把握する。  事後学習 ノート

資料の作成 確認問題を実施

し、採点確認 

120 120 星野 芙美 

4 各種給食施設の給食運営の特徴 ・高

齢者施設給食，介護保険施設給食 

授業形態：講義  事前学習 テ

キストｐ82 およびｐ181〜

197 を熟読し、キーワードを

把握する。  事後学習 ノート

資料の作成 確認問題を実施

し、採点確認 

120 120 星野 芙美 

5 各種給食施設の給食運営の特徴 ・障

害者福祉施設給食 

授業形態：講義  事前学習 テ

キストｐ83 およびｐ190〜

197 を熟読し、キーワードを

把握する。  事後学習 ノート

資料の作成 確認問題を実施

し、採点確認 

120 120 星野 芙美 

6 各種給食施設の給食運営の特徴 ・児

童福祉施設給食 

授業形態：講義  事前学習 テ

キストｐ142〜151を熟読し、

キーワードを把握する。  事

後学習 ノート資料の作成 確

認問題を実施し、採点確認 

120 120 星野 芙美 

7 小括 1（小テスト） 授業形態：講義（小括）  事

前学習 第 1 回～第 6 回授業

の重要項目を復習する。  事

後学習 小テストの見直し・ま

とめ 

120 120 星野 芙美 

8 給食経営管理に必要な管理項目 ・給

食経営管理の意義・目的 ・経営管理の

基本 

授業形態：講義  事前学習 テ

キストｐ107〜115を熟読し、

キーワードを把握する。  事

後学習 ノート資料の作成 確

認問題を実施し、採点確認 

120 120 星野 芙美 

9 給食における経営管理の基本 ② ・マ

ーケティング戦略 

授業形態：講義  事前学習 テ

キストｐ115〜125を熟読し、

キーワードを把握する。  事

後学習 ノート資料の作成 確

認問題を実施し、採点確認 

120 120 星野 芙美 

10 給食における経営管理の基本 ③ ・給 授業形態：講義  事前学習 テ 120 120 星野 芙美 



食運営の委託 キストｐ125〜127を熟読し、

キーワードを把握する。 授業

資料の確認と把握  事後学習 

ノート資料の作成 確認問題

を実施し、採点確認 

11 給食における経営管理の基本 ・人事

管理,労務管理 

授業形態：講義  事前学習 テ

キストｐ127〜130を熟読し、

キーワードを把握する。 授業

資料の確認と把握  事後学習 

ノート資料の作成 確認問題

を実施し、採点確認 

120 120 星野 芙美 

12 給食における経営管理の基本 ・会計、

原価管理 

授業形態：講義  事前学習 テ

キストｐ130〜136を熟読し、

キーワードを把握する。  事

後学習 ノート資料の作成 確

認問題を実施し、採点確認 

120 120 星野 芙美 

13 小括 2（小テスト） 授業形態：講義（小括）  事

前学習 第 1 回～第 6 回授業

の重要項目を復習する。  事

後学習 小テストの見直し・ま

とめ 

120 120 星野 芙美 

14 給食経営管理 基本と応用 授業形態：講義  学習課題：

指定教科書の後期関連部分お

よび給食施設関連法規につい

て、事前事後学習を行うこと 

120 120 星野 芙美 

15 まとめ(総括） 授業形態：講義  学習課題：

指定教科書の関連部分全般に

ついて、事前事後学習を行う

こと 

120 120 星野 芙美 

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 

栄養科学シリーズ 給食経営

管理論 第 4版 

幸林友男、曽

川美佐子、神

田知子、市川

陽子 

講談社 2019 年・3000 円+

税 前年度までに

購入済み 

 

参考書 

給食経営管理用語辞典 影山光代、加

藤秀雄、河合

洋見 

第一出版 2020 年（最新版）  

2,500円+税 

 

その他の

資料 
     

 

【評価方法】 再試・追加指導 【履修上の留意点】 

定期試験 50%、小テスト 40％、課題 10%  

により評価する 

定期試験で基準点に満たない場合、再

試験を行います。小テスト、課題内容

が不足の場合には個別に連絡し、追加

指導を行います。 

・将来、給食施設はもとより外食、中

食の分野まで視野に入れた実力のあ

る管理栄養士を目指してほしい。 ・

2/3以上の出席が無い場合は、定期試

験を受けることができない。 
 

【オフィスアワー・連絡先】 

原則として、来室はメールでアポイントを取って（日時の約束をして）からいらして下さい。            

メールでの質問・相談などは、いつでも Okです。 研究室：F202a(F棟 2階）   メール：fumi-h@nuhw.ac.jp 



                 （2022年度） 

科目群 専門専攻科目群 
 

授業科目 給食経営管理実習Ⅰ 授業コード 31026500 

担当教員 星野 芙美 
 

対象学年 2年 対象学科 健栄 授業形態 対面 

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／プレゼンテーシ

ョン 

単位数 1単位 時間数 45 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】 

本科目は 1 回あたり 2 コマの連続授業である。本科目を履修する前に、すでに学んだ栄養学、食品学、食品衛生学、

調理学、献立作成演習や実習と並行して学ぶ給食経営管理論などの知識を生かして、学内の 100 名を対象にした、食

事計画、食品管理、大量調理、調理作業の計画と実際、原価管理、施設・設備、衛生管理などの実務を通し、給食の管

理運営に携わる管理栄養士のあり方について学習する。   ＜授業科目に関連する担当教員の実務経験＞ 本科目は、

管理栄養士として実務経験をもつ教員が担当する。 

【授業の目的】 

本学学生を対象に給食サービスの実習を行う。食事計画、献立作成、運営計画、大量調理の方法と技術、栄養教育、帳

票類の作成、評価等について学ぶ。また、給食施設における管理栄養士の役割について理解する。 

【学習目標】 

１．学内実習において、給食管理業務一連の流れを理解する。 ２．給食における食事計画、献立作成、食材管理、運

営計画、衛生管理、供食サービスの実際、栄養教育、評価等について理解し、実践できるようになる。 ３．管理栄養

士の役割を理解し、行動できるようになる。 
 

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 献立計画と検討 授業形態：実習 給食経営管理

論Ⅰの関連箇所を復習してお

くこと 

60  星野 芙美 

2 .計画実習 ・献立計画（期間・日別） 

献立検討、厨房ツアー 

授業形態：実習 ・献立作成の

留意点（ポイント）を確し、

試作計画に活かすこと 

  星野 芙美 

3 献立作成と検討（試作の食材料の発

注） スチームコンベクションオーブ

ン講習会 

授業形態：実習 ・「衛生管理

＆調理技術マニュアル」ｐ

53.54を熟読しておくこと 

60  星野 芙美 



4 ・試作、評価① 献立再検討 授業形態：実習   星野 芙美 

5 試作、評価② 献立再検討 授業形態：実習   星野 芙美 

6 ・総合評価会の概要説明、 ・細菌検査、

水質検査のデモンストレーション ・

最終献立決定 ・係マニュアルの確認、

テーマ決め 

授業形態：実習 「給食経営管

理論実習Ⅰマニュアル」より、

各自担当係マニュアルを熟読

しておくこと 

60  星野 芙美 

7 ・事前準備（各係、各班活動） 授業形態：実習 1年生への食

券配布 

  星野 芙美 

8 ・供食サービス実習（栄養士・調理員

として業務を交互に担当) ・喫食、栄

養教育評価 

授業形態：実習 「大量料理施

設衛生管理マニュアル」に準

じた食事提供 

  星野 芙美 

9 ・供食サービス実習（栄養士・調理員

として業務を交互に担当) ・喫食、栄

養教育評価 

授業形態：実習 「大量料理施

設衛生管理マニュアル」に準

じた食事提供 

  星野 芙美 

10 ・供食サービス実習（栄養士・調理員

として業務を交互に担当) ・喫食、栄

養教育評価 

授業形態：実習 「大量料理施

設衛生管理マニュアル」に準

じた食事提供 

  星野 芙美 

11 ・供食サービス実習（栄養士・調理員

として業務を交互に担当) ・喫食、栄

養教育評価 

授業形態：実習 「大量料理施

設衛生管理マニュアル」に準

じた食事提供 

  星野 芙美 

12 ・供食サービス実習（栄養士・調理員

として業務を交互に担当) ・喫食、栄

養教育評価 

授業形態：実習 「大量料理施

設衛生管理マニュアル」に準

じた食事提供 

  星野 芙美 

13 ・供食サービス実習（栄養士・調理員

として業務を交互に担当) ・喫食、栄

養教育評価 

授業形態：実習 「大量料理施

設衛生管理マニュアル」に準

じた食事提供 

  星野 芙美 

14 ・総合評価会の打ち合わせ、結果のま

とめと分析、媒体作 ・総合評価会 ppt

の上映リハーサル 

授業形態：実習 ・全体のまと

め 各係で事前に資料を準備

しておくこと 

 60 星野 芙美 

15 ・総合評価会 個人課題の整理、考察、

まとめ 

授業形態：実習 ・全体のまと

め 

  星野 芙美 

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 

給食の運営管理実習テキスト  

大量調理  衛生管理＆調理技

術マニュアル 

石田裕美、松

月弘恵、堀端 

薫  殿塚婦

美子  文部

科学省スポ

ーツ青少年

局学校健康

教育課 

第一出版  学

建書院  学建

書院 

2019年・1,600円+

税  2020年・2,700

円+税  2018 年・

1,000円+税 

 

参考書 

新ビジュアル食品成分表 新

訂版 

新しい食生

活を考える

会 

大修館書店 最新版・1,000 円+

税 

 

その他の

資料 

給食経営管理実習Ⅰマニュア

ル   随時、プリント使用 

本学健康栄

養学科 

   

 

【評価方法】 再試・追加指導 【履修上の留意点】 

個人レポート（80％）、グループレポ

ート（20％）によりに評価する。 

レポートに不足がある場合は個別に

連絡し、追加指導します 

学内実習は給食管理で学んだことを

ベースにしたグループ実習となるの

で、管理栄養士の役割を認識して取り

組む事。 
 

【オフィスアワー・連絡先】 

原則として、来室はメールでアポイントを取って（日時の約束をして）からいらして下さい。メールでの質問・相談な

どは、いつでも Okです。 研究室：F202a(F棟 2階）   メール：fumi-h@nuhw.ac.jp 



                 （2022年度） 

科目群 専門専攻科目群 
 

授業科目 給食経営管理実習Ⅱ 授業コード 31027000 

担当教員 星野 芙美 
 

対象学年 3年 対象学科 健栄 授業形態 対面 

開講時期 前期 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／プレゼンテーシ

ョン 

単位数 1単位 時間数 45 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】 

本科目は 1回あたり 2コマの連続授業である。「給食経営管理実習 Ⅰ」では、大学生と教員を対象に 100 食の大量調

理を経験した。本実習ではその経験を基に、病院・学校・事業所・社会福祉施設の各特定給食施設における異なる対象

者に、その特性やニーズを把握・分析して、それぞれの施設ごとに栄養アセスメント、栄養計画、食事計画、献立作成

を行う。給食の応用編として複雑な内容を同時進行しながら、時間内に提供することを目指すことで、ワンランク上

の対応力を修得する。  ＜授業科目に関連する担当教員の実務経験＞ 本科目は、 管理栄養士として実務経験をもつ

教員が担当する。 

【授業の目的】 

本実習では、給食管理に関する講義・学内実習その他の関連教科で学んだことを基に、病院・学校・事業所・社会福祉

施設等の各特定給食施設における特性に応じた栄養計画および食事計画を立てることができ、より実践的な能力を身

につける。 

【学習目標】 

１．各給食施設の特性を理解し、事例を通して栄養管理計画書や栄養ケアマネジメントにおける栄養管理計画書を作

成できる。 ２．食品群別荷重平均栄養成分表を用いて食品構成を作成し、各給食施設の特性に応じた栄養計画および

食事計画を立体的思考で作成できる。 3．計画に沿って現場の調理員に的確な指示をすることで、複雑な献立を平行

しながら時間内に完成し供食できる。 
 

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 オリエンテーション事業所給食につ

いて事例 1 事業所（年齢、性別、PAL

を考慮した給与栄養目標量の設定と

食品構成の作成）複数献立の選択食に

ついて 

授業形態：実習 学習課題：「日

本人の食事摂取基準」を復習

しておくこと 

60  星野 芙美 

2 学校給食について学校給食（低学年、 授業形態：実習 学習課題：給 60  星野 芙美 



中学年、高学年の対応）の各対象のア

セスメントと給与栄養量の設定学校

給食献立作成のポイント 

食経営管理論Ⅱ該当箇所を復

習しておくこと 

3 高齢者福祉施設給食について栄養ケ

アマネジメントにおける栄養ケア計

画書事例 2 事例をアセスメントし、

栄養ケア計画書の作成ユニバーサル

デザインの 5段階の献立への活用 

授業形態：実習 学習課題：給

食経営管理論Ⅱ該当箇所を復

習しておくこと 

60  星野 芙美 

4 病院給食についておよび病院給食に

おける栄養管理計画書事例 3 事例を

アセスメントし栄養管理計画書の作

成 

授業形態：実習 学習課題：給

食経営管理論Ⅱ該当箇所を復

習しておくこと 

60  星野 芙美 

5 各担当給食施設の献立作成・検討（1班 

事業所給食、2 班 高齢者福祉施設給

食、3班 学校給食、4班 病院給食） 

授業形態：実習 試作献立の検

討 

  星野 芙美 

6 各担当給食施設の献立作成・検討各給

食施設の決定した献立の発表・各係の

前準備 

授業形態：実習 試作献立の決

定 

  星野 芙美 

7 各担当給食施設の献立作成・検討と事

前準備 

授業形態：実習 最終献立の再

調整 

  星野 芙美 

8 事業所給食の供食実習 授業形態：実習 予定献立の実

施、提供 

  星野 芙美 

9 学校給食の供食実習 授業形態：実習 予定献立の実

施、提供 

  星野 芙美 

10 高齢者施設給食（ユニバーサルデザイ

ンの 5段階の献立）の供食実習 

授業形態：実習 予定献立の実

施、提供 

  星野 芙美 

11 病院給食の供食実習 授業形態：実習 予定献立の実

施、提供 

  星野 芙美 

12 ・病院における栄養管理の実際につい

て ・臨床現場の嚥下調整食について 

授業形態：実習 備考：臨床現

場における食事課題の体験 

  星野 芙美 

13 総合評価会の打ち合わせ、結果のまと

めと分析、媒体作成（施設別・係別） 

授業形態：実習 備考：全体の

まとめ 

  星野 芙美 

14 総合評価会 授業形態：実習 備考：全体の

まとめ、発表、評価 

  星野 芙美 

15 個人課題の整理・考察・まとめ 授業形態：実習 備考：総評 事

後学習：個人課題のまとめ 

 90 星野 芙美 

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 

給食の運営管理実習テキスト  

大量調理  衛生管理＆調理技

術マニュアル  対象者別給食

献立 

石田裕美、松

月弘恵、堀端 

薫  殿塚婦

美子  文部

科学省スポ

ーツ青少年

局学校健康

教育課  鈴

木久乃・殿塚

婦美子・長田

早苗 

第一出版  建

学書院  建学

書院  建帛社 

2019年・1,600円+

税・前年度購入済

み  2020年・2,700

円+税・前年度購入

済み  2018 年・

1,000 円+税・前年

度購入済み  2017

年・2500円+税 

 

参考書 

新ビジュアル食品成分表 新

訂版 

新しい食生

活を考える

会 

大修館書店 2019年・1,000円+

税 

 

その他の

資料 

給食経営管理実習Ⅰマニュア

ル 

本学健康栄

養学科 

   

 

【評価方法】 再試・追加指導 【履修上の留意点】 

個人レポート（80％）、グループレポ

ート（20％）から評価する 

レポートに不足が生じた場合は、個別

に連絡をし、追加指導を行います 

本学でいままで学んだ知識と技術の

すべてを稼動し、実践を想定した本実

習に十分生かしていただきたい。 
 

【オフィスアワー・連絡先】 

原則として、来室はメールでアポイントを取って（日時の約束をして）からいらして下さい。            

メールでの質問・相談などは、いつでも Okです。 研究室：F202a(F棟 2階）   メール：fumi-h@nuhw.ac.jp 



〈健康科学部 健康スポーツ学科〉                      （2022年度） 

科目群 専門専攻科目群 
 

授業科目 テーピング・ストレッチ実習 授業コード 32540501 

担当教員 熊崎 昌／三瀬 貴生 
 

対象学年 2年 対象学科 スポ 授業形態 対面・オンデマンド 

開講時期 前期 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 30 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】 

代表的なコンディショニング手法であるテーピング・ストレッチング・アイシング・スポーツマッサージについて、解

剖学の知識を基盤としながら実習する。 本授業は一部メディア授業（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、アスレティックトレーナーとして実務経験をもつ教員が担当する科目で

ある。 

【授業の目的】 

アスリートのコンディショニング技法として広く用いられているテーピング・ストレッチング・アイシング・スポー

ツマッサージについて、その知識と基本的な技術を実践の場で展開できる能力を身につける。 

【学習目標】 

1．テーピングおよびストレッチングに関する知識と技術を身につける。 2．アイシングおよび固定法に関する知識と

技術を学ぶ。 
 

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 ガイダンス：スポーツにおけるテーピ

ング・ストレッチング・アイシング・

マッサージ総論 

学習方法：対面授業（実習） 

準備学習、学習課題：授業内

で配布された資料よく確認す

る。 

0 60 熊崎 昌、三瀬 

貴生 

2 スポーツにおけるストレッチングの

理論と実際：下肢 

授業形態：対面授業（実習） 

準備学習、学習課題：配布資

料および動画資料をもとに事

前事後学習を行う。 

30 30 熊崎 昌 

3 スポーツにおけるストレッチングの

理論と実際：上肢 

授業形態：対面授業（実習） 

準備学習、学習課題：配布資

料および動画資料をもとに事

前事後学習を行う。 

30 30 三瀬 貴生 



4 アスレティックテーピング 足部・足

関節のテーピング：足関節捻挫に対す

るテーピング 

授業形態：対面授業（実習） 

準備学習、学習課題：参考書

籍および動画資料をもとに対

象部位のテーピング方法を事

前事後学習する。 

30 30 熊崎 昌 

5 アスレティックテーピング 足部・足

関節のテーピング：足関節捻挫に対す

るテーピング② 

授業形態：オンデマンド型（e-

campus） 準備学習、学習課題：

参考書籍および動画資料をも

とに対象部位のテーピング方

法を事前事後学習する。 

30 30 熊崎 昌 

6 アスレティックテーピング 足部・足

関節のテーピング：足関節捻挫に対す

るテーピング③ 

授業形態：対面授業（実習） 

準備学習、学習課題：配布資

料および動画資料をもとに事

前事後学習を行う。 

30 30 熊崎 昌 

7 アスレティックテーピング 足部・足

関節のテーピング：底背屈制限および

アキレス腱に対するテーピング 

授業形態：対面授業（実習） 

準備学習、学習課題：配布資

料および動画資料をもとに事

前事後学習を行う。 

30 30 熊崎 昌 

8 アスレティックテーピング 下肢の

テーピング：アキレス腱および下腿部

に対するテーピング 

授業形態：対面授業（実習） 

準備学習、学習課題：配布資

料および動画資料をもとに事

前事後学習を行う。 

30 30 熊崎 昌 

9 アスレティックテーピング 下肢の

テーピング：膝関節靭帯損傷に対する

テーピング① 

授業形態：オンデマンド型（e-

campus） 準備学習、学習課題：

参考書籍および動画資料をも

とに対象部位のテーピング方

法を事前事後学習する。 

30 30 熊崎 昌 

10 アスレティックテーピング 下肢の

テーピング：膝関節靭帯損傷に対する

テーピング② 

授業形態：対面授業（実習） 

準備学習、学習課題：配布資

料および動画資料をもとに事

前事後学習を行う。 

30 30 熊崎 昌 

11 アスレティックテーピング 体幹部

のテーピング：腰背部、肩関節へのテ

ーピング 

授業形態：オンデマンド型（e-

campus） 準備学習、学習課題：

参考書籍および動画資料をも

とに対象部位のテーピング方

法を事前事後学習する。 

30 30 熊崎 昌 

12 アスレティックテーピング 上肢の

テーピング：肘関節、前腕部へのテー

ピング 

授業形態：対面授業（実習） 

準備学習、学習課題：配布資

料および動画資料をもとに事

前事後学習を行う。 

30 30 三瀬 貴生 

13 アイシング（RICE処置）の理論と実際 授業形態：対面授業（実習） 30 30 三瀬 貴生 



準備学習、学習課題：配布資

料および動画資料をもとに事

前事後学習を行う。 

14 テーピング：足部・足関節の復習 授業形態：対面授業（実習） 

準備学習、学習課題：配布資

料および動画資料をもとに事

前事後学習を行う。 

30 30 三瀬 貴生 

15 まとめ 授業形態：対面授業（実習） 

準備学習、学習課題：配布資

料および動画資料をもとに事

前事後学習を行う。 

30 30 熊崎 昌、三瀬 

貴生 

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 

     

参考書 
公認アスレティックトレーナ

ー専門テキスト⑥ 

（財）日本ス

ポーツ協会 

（財）日本スポ

ーツ協会 

  

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 100% 期末試験と同等の内容で実施する。 実習で使用するテープ代（7,000円程

度）が必要である。また複数クラス開

講を予定しているため、初回オリエン

テーションにて説明されたクラスに

履修登録すること。 授業への出席が

2/3 に満たない学生は実技試験を受

験することができない。 本講義は一



部オンデマンド形式で行う予定であ

り、詳細は初回オリエンテーションに

て説明する。 
 

【オフィスアワー・連絡先】 

kumazaki@nuhw.ac.jp 授業に関する質問などは、メールアドレスまでご連絡ください。 



                 （2022年度） 

科目群 専門専攻科目群 
 

授業科目 コンディショニング実習Ⅰ 授業コード 32542000 

担当教員 熊崎 昌 
 

対象学年 3年 対象学科 スポ 授業形態 対面・オンデマンド 

開講時期 前期 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 30 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】 

スポーツにおける怪我の予防やパフォーマンスの向上に関与する「コンディショニング」について、実技を通じて実

際の指導方法を学ぶ。 ＜授業科目に関連する担当教員の実務経験＞ 本科目は、アスレティックトレーナーの実務経

験をもつ教員が担当する科目である。 

【授業の目的】 

スポーツ競技選手のパフォーマンス発揮／向上に必要不可欠なコンディショニングについて科学的基礎を理解したう

えで、競技種目や環境、個別性をふまえた適切なコンディショニング方法を作成および指導できるようになる。 

【学習目標】 

１．コンディショニングの各種方法の特徴を理解できる。 ２．目的に応じたコンディショニング方法を選択できる。 

３．アスリートの個々の状況に応じたコンディショニング・プログラムを作成および指導できる。 
 

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 オリエンテーション 学習方法：講義 準備学習、学

習課題：参考書籍をもとに授

業内容について事前に確認し

ておくこと 

30 30 熊崎 昌 

2 コンディショニングトレーニング① 

代謝系トレーニング 

学習方法：講義および実習 準

備学習、学習課題：参考書籍

をもとに授業内容について事

前に確認しておくこと 

30 30 熊崎 昌 

3 コンディショニングトレーニング② 

筋力トレーニング 

学習方法：講義および実習 準

備学習、学習課題：参考書籍

をもとに授業内容について事

前に確認しておくこと 

30 30 熊崎 昌 

4 コンディショニングトレーニング③ 学習方法：講義および実習 準 30 30 熊崎 昌 



コーディネーショントレーニング 備学習、学習課題：参考書籍

をもとに授業内容について事

前に確認しておくこと 

5 コンディショニングトレーニング④ 

スタビリティトレーニング 

学習方法：講義および実習 準

備学習、学習課題：参考書籍

をもとに授業内容について事

前に確認しておくこと 

30 30 熊崎 昌 

6 コンディショニングトレーニング⑤ 

アジリティトレーニング 

学習方法：講義および実習 準

備学習、学習課題：参考書籍

をもとに授業内容について事

前に確認しておくこと 

30 30 熊崎 昌 

7 スプリントトレーニング 学習方法：実習 準備学習、学

習課題：参考書籍をもとに授

業内容について事前に確認し

ておくこと 

30 30 熊崎 昌 

8 エンデュランストレーニング 学習方法：実習 準備学習、学

習課題：参考書籍をもとに授

業内容について事前に確認し

ておくこと 

30 30 熊崎 昌 

9 サーキットトレーニング 学習方法：実習 準備学習、学

習課題：参考書籍をもとに授

業内容について事前に確認し

ておくこと 

30 30 熊崎 昌 

10 ウォーミングアップ 学習方法：実習 準備学習、学

習課題：参考書籍をもとに授

業内容について事前に確認し

ておくこと 

30 30 熊崎 昌 

11 クーリングダウン 学習方法：実習 準備学習、学

習課題：参考書籍をもとに授

業内容について事前に確認し

ておくこと 

30 30 熊崎 昌 

12 疲労回復（リカバリー）を目的とした

方法 

学習方法：実習 準備学習、学

習課題：参考書籍をもとに授

業内容について事前に確認し

ておくこと 

30 30 熊崎 昌 

13 フィットネス（基礎体力）テスト 学習方法：実習 準備学習、学

習課題：参考書籍をもとに授

業内容について事前に確認し

ておくこと 

30 30 熊崎 昌 

14 フィールド（専門体力）テスト 学習方法：実習 準備学習、学

習課題：参考書籍をもとに授

30 30 熊崎 昌 



業内容について事前に確認し

ておくこと 

15 まとめ 学習方法：講義 準備学習、学

習課題：参考書籍をもとに授

業内容について事前に確認し

ておくこと 

30 30 熊崎 昌 

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 

     

参考書 
公認アスレティックトレーナ

ー専門テキスト⑥ 

（財）日本ス

ポーツ協会 

（財）日本スポ

ーツ協会 

  

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 100% 期末試験と同等の内容で再試験を実

施する。 

コンディショニング論の内容を前提

として実習授業を進めるため、予習を

十分に行ったうえで履修すること。 

授業への出席が 2/3 に満たない学生

は実技試験を受験することができな

い。 また、実技授業ですので運動が

できる格好で参加すること。怪我等を

理由に実技参加ができない場合は、事

前に申し出ること。 
 

【オフィスアワー・連絡先】 

kumazaki@nuhw.ac.jp 授業に関する質問などは、メールアドレスまでご連絡ください。 



                 （2022年度） 

科目群 専門専攻科目群 
 

授業科目 コンディショニング実習Ⅱ 授業コード 32542500 

担当教員 三瀬 貴生 
 

対象学年 3年 対象学科 スポ 授業形態 対面 

開講時期 後期 必修・選択 選択 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 

単位数 1単位 時間数 30 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】 

スポーツにおける怪我の予防やパフォーマンスの向上に関与する「コンディショニング」について、実技を通じて実

際の指導方法を学ぶ。コンディショニング実習Ⅱでは主に競技特性を踏まえた傷害予防へのアプローチや環境づくり

の方法などを学ぶ。  ＜授業科目に関連する担当教員の実務経験＞ 本科目は、アスレティックトレーナーの実務経

験をもつ教員が担当する科目である。 

【授業の目的】 

スポーツ競技選手のパフォーマンス発揮／向上に必要不可欠なコンディショニングについて科学的基礎を理解したう

えで、競技種目や環境、個別性をふまえた適切なコンディショニング方法を作成および指導できるようになる。 

【学習目標】 

１．コンディショニングの各種方法の特徴を理解できる。２．目的に応じたコンディショニング方法を選択できる。

３．アスリートの個々の状況に応じたコンディショニング・プログラムを作成および指導できる。 
 

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 オリエンテーション 学習方法：講義 準備学習、学

習課題：参考書籍をもとに授

業内容について事前に確認し

ておくこと 

30 30 三瀬 貴生 

2 コンディショニングの基礎知識 学習方法：講義および実習 準

備学習、学習課題：参考書籍

をもとに授業内容について事

前に確認しておくこと 

30 30 三瀬 貴生 

3 競技力向上を目的としたコンディシ

ョニングの方法 

学習方法：講義および実習 準

備学習、学習課題：参考書籍

をもとに授業内容について事

前に確認しておくこと 

30 30 三瀬 貴生 



4 傷害予防を目的としたコンディショ

ニングの方法 

学習方法：講義および実習 準

備学習、学習課題：参考書籍

をもとに授業内容について事

前に確認しておくこと 

30 30 三瀬 貴生 

5 競技種目特性とコンディショニング 学習方法：講義および実習 準

備学習、学習課題：参考書籍

をもとに授業内容について事

前に確認しておくこと 

30 30 三瀬 貴生 

6 冬季競技のコンディショニング① 学習方法：講義および実習 準

備学習、学習課題：参考書籍

をもとに授業内容について事

前に確認しておくこと 

30 30 三瀬 貴生 

7 冬季競技のコンディショニング② 学習方法：実習（グループ学

習） 準備学習、学習課題：こ

れまでの学習内容や参考書籍

を参考に事前に出された課題

に取り組むこと。 

60 30 三瀬 貴生 

8 記録系競技のコンディショニング① 学習方法：講義および実習 準

備学習、学習課題：参考書籍

をもとに授業内容について事

前に確認しておくこと 

30 30 三瀬 貴生 

9 記録系競技のコンディショニング② 学習方法：実習（グループ学

習） 準備学習、学習課題：こ

れまでの学習内容や参考書籍

を参考に事前に出された課題

に取り組むこと。 

60 30 三瀬 貴生 

10 球技系競技のコンディショニング① 学習方法：講義および実習 準

備学習、学習課題：参考書籍

をもとに授業内容について事

前に確認しておくこと 

30 30 三瀬 貴生 

11 球技系競技のコンディショニング② 学習方法：実習（グループ学

習） 準備学習、学習課題：こ

れまでの学習内容や参考書籍

を参考に事前に出された課題

に取り組むこと。 

60 30 三瀬 貴生 

12 球技系競技のコンディショニング③ 学習方法：実習（グループ学

習） 準備学習、学習課題：こ

れまでの学習内容や参考書籍

を参考に事前に出された課題

に取り組むこと。 

60 30 三瀬 貴生 

13 採点競技・格技系競技のコンディショ 学習方法：講義および実習 準 30 30 三瀬 貴生 



ニング① 備学習、学習課題：参考書籍

をもとに授業内容について事

前に確認しておくこと 

14 採点競技・格技系競技のコンディショ

ニング② 

学習方法：実習（グループ学

習） 準備学習、学習課題：こ

れまでの学習内容や参考書籍

を参考に事前に出された課題

に取り組むこと。 

60 30 三瀬 貴生 

15 まとめ 学習方法：講義および実習 準

備学習、学習課題：これまで

の学習内容を十分に復習して

おくこと 

60 30 三瀬 貴生 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
 

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 

公認アスレティックトレーナ

ー専門科目テキスト 6 予防

とコンディショニング 

（財）日本ス

ポーツ協会 

（財）日本スポ

ーツ協会 

  

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】 

定期試験 50％、レポート課題 50％ 定期試験と同等の内容で実施する。 公認アスレティックトレーナー資格

に関連した授業であり、資格試験であ

る筆記および実技試験を受験するこ

とを前提とした授業である。 
 

【オフィスアワー・連絡先】 

研究室：O棟 407 メール：mise@nuhw.ac.jp 授業に関する質問等は、メールアドレスまでご連絡ください。 



                 （2022年度） 

科目群 専門専攻科目群 
 

授業科目 アスレティックリハビリテーション論 授業コード 32543000 

担当教員 三瀬 貴生 
 

対象学年 3年 対象学科 スポ 授業形態 オンデマンド 

開講時期 前期 必修・選択 選択 アクティブラ

ーニング 

該当無し 

単位数 2単位 時間数 30 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】 

アスレティックリハビリテーションの考え方を解説し，各部位の外傷ごとに具体的なアスレティックリハビリテーシ

ョンプログラムを学ぶ。 ＜授業科目に関連する担当教員の実務経験＞ 本科目は、アスレティックトレーナーの実務

経験をもつ教員が担当する科目である。 

【授業の目的】 

スポーツ外傷・障害の受傷機転や病態，リスクを理解したうえで、各部位の外傷ごとにアスレティックリハビリテー

ションプログラムを作成できるようになる。 

【学習目標】 

1．アスレティックリハビリテーションの考え方を理解する。2．外傷ごとのリハビリテーション上のリスクを説明す

る。3．外傷後とのリハビリテーションプログラムを立案する。 
 

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 アスレティックリハビリテーション

の考え方 

学習方法：講義 事前学習（目

安 30 分）：教科書を事前に熟

読すること 事後学習（目安

30分）：レポート作成 

30 30 三瀬 貴生 

2 頚椎捻挫，腰部疾患へのアスレティッ

クリハビリテーション 

学習方法：講義 事前事後学

習：教科書を事前に確認して

おくこと 学習課題：本講義の

アスレティックリハビリテー

ションプログラム作成 

30 30 三瀬 貴生 

3 肩関節前方脱臼へのアスレティック

リハビリテーション 

学習方法：講義 事前事後学

習：教科書を事前に確認して

おくこと 学習課題：本講義の

アスレティックリハビリテー

30 30 三瀬 貴生 



ションプログラム作成 

4 投球障害肩へのアスレティックリハ

ビリテーション 

学習方法：講義 事前事後学

習：教科書を事前に確認して

おくこと 学習課題：本講義の

アスレティックリハビリテー

ションプログラム作成 

30 30 三瀬 貴生 

5 外傷性肘 MCL損傷へのアスレティック

リハビリテーション 

学習方法：講義 事前事後学

習：教科書を事前に確認して

おくこと 学習課題：本講義の

アスレティックリハビリテー

ションプログラム作成 

30 30 三瀬 貴生 

6 上腕骨内側上顆炎，外側上顆炎，非外

傷性肘関節側副靱帯損傷，手関節捻挫

へのアスレティックリハビリテーシ

ョン 

学習方法：講義 事前事後学

習：教科書を事前に確認して

おくこと 学習課題：本講義の

アスレティックリハビリテー

ションプログラム作成 

30 30 三瀬 貴生 

7 足関節捻挫へのアスレティックリハ

ビリテーション 

学習方法：講義 事前事後学

習：教科書を事前に確認して

おくこと 学習課題：本講義の

アスレティックリハビリテー

ションプログラム作成 

30 30 三瀬 貴生 

8 膝内側側副靭帯損傷へのアスレティ

ックリハビリテーション 

学習方法：講義 事前事後学

習：教科書を事前に確認して

おくこと 学習課題：本講義の

アスレティックリハビリテー

ションプログラム作成 

30 30 三瀬 貴生 

9 膝前十字靱帯損傷へのアスレティッ

クリハビリテーション 

学習方法：講義 事前事後学

習：教科書を事前に確認して

おくこと 学習課題：本講義の

アスレティックリハビリテー

ションプログラム作成 

30 30 三瀬 貴生 

10 大腿屈筋群肉離れへのアスレティッ

クリハビリテーション 

学習方法：講義 事前事後学

習：教科書を事前に確認して

おくこと 学習課題：本講義の

アスレティックリハビリテー

ションプログラム作成 

30 30 三瀬 貴生 

11 扁平足障害へのアスレティックリハ

ビリテーション 

学習方法：講義 事前事後学

習：教科書を事前に確認して

おくこと 学習課題：本講義の

アスレティックリハビリテー

ションプログラム作成 

30 30 三瀬 貴生 



12 脛骨過労性骨障害へのアスレティッ

クリハビリテーション 

学習方法：講義 事前事後学

習：教科書を事前に確認して

おくこと 学習課題：本講義の

アスレティックリハビリテー

ションプログラム作成 

30 30 三瀬 貴生 

13 鵞足炎へのアスレティックリハビリ

テーション 

学習方法：講義 事前事後学

習：教科書を事前に確認して

おくこと 学習課題：本講義の

アスレティックリハビリテー

ションプログラム作成 

30 30 三瀬 貴生 

14 膝蓋大腿関節障害へのアスレティッ

クリハビリテーション 

学習方法：講義 事前事後学

習：教科書を事前に確認して

おくこと 学習課題：本講義の

アスレティックリハビリテー

ションプログラム作成 

30 30 三瀬 貴生 

15 まとめ 学習方法：討議 事前事後学

習：これまでの授業内容を復

習しておくこと 学習課題：ア

スレティックリハビリテーシ

ョンの総合レポート 

30 30 三瀬 貴生 

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 

公認アスレティックトレーナ

ー専門科目テキスト 7 アス

レティックリハビリテーショ

ン 

（財）日本ス

ポーツ協会 

（財）日本スポ

ーツ協会 

  

参考書 スポーツ外傷・障害の理学診 編集：臨床ス 文光堂 2015年・7700円  



断・理学療法ガイド第 2版 ポーツ医学

編集委員会 

その他の

資料 
     

 

【評価方法】 再試・追加指導 【履修上の留意点】 

定期試験 50%、授業各回のレポート

課題 50％ 

再試験は定期試験と同等の内容で実

施する。 

機能解剖Ⅰおよび機能解剖学Ⅱ、スポ

ーツ医学（整形外科）を履修したうえ

で授業に参加することが望ましい。 
 

【オフィスアワー・連絡先】 

研究室：O棟 407 メール：mise@nuhw.ac.jp 授業に関する質問等は、メールアドレスまでご連絡ください。 



                 （2022年度） 

科目群 専門専攻科目群／健康医科学コース 
 

授業科目 アスレティックリハビリテーション実習 授業コード 32106000 

担当教員 三瀬 貴生／熊崎 昌 
 

対象学年 4年 対象学科 スポ 授業形態 対面 

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 30 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】 

アスレティックリハビリテーションの基本的理論をもとに、部位別および外傷別のアスレティックリハビリテーショ

ンのプログラム作成と指導方法を学ぶ。  ＜授業科目に関連する担当教員の実務経験＞ 本科目は、アスレティックト

レーナーとして実務経験をもつ教員が担当する科目である。 

【授業の目的】 

スポーツ外傷・障害の受傷機転や病態，リスクを理解したうえで、各部位の外傷ごとにアスレティックリハビリテー

ションプログラムを指導できるようになる。 

【学習目標】 

1．部位別のアスレティックリハビリテーションプログラムを作成できる。 2．アスレティックリハビリテーションに

おけるリスク管理を説明することができる。 3．アスレティックリハビリテーションプログラムを指導することがで

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 上肢のスポーツ傷害とアスレティッ

クリハビリテーション （1）肩関節前

方脱臼 

学習方法：実習 準備学習、学

習課題：教科書を事前に確認

しておくこと 

30 30 熊崎 昌、三瀬 

貴生 

2 上肢のスポーツ傷害とアスレティッ

クリハビリテーション （2）投球傷害

肩 

学習方法：実習 準備学習、学

習課題：教科書を事前に確認

しておくこと 

30 30 熊崎 昌、三瀬 

貴生 

3 上肢のスポーツ傷害とアスレティッ

クリハビリテーション （3）肘 MCL損

傷、上腕骨内外側上顆炎 

学習方法：実習 準備学習、学

習課題：教科書を事前に確認

しておくこと 

30 30 熊崎 昌、三瀬 

貴生 

4 体幹のスポーツ傷害とアスレティッ

クリハビリテーション （1）頸椎捻挫 

学習方法：実習 準備学習、学

習課題：教科書を事前に確認

しておくこと 

30 30 熊崎 昌、三瀬 

貴生 



5 体幹のスポーツ傷害とアスレティッ

クリハビリテーション （2）腰部疾患 

学習方法：実習 準備学習、学

習課題：教科書を事前に確認

しておくこと 

30 30 熊崎 昌、三瀬 

貴生 

6 下肢のスポーツ傷害とアスレティッ

クリハビリテーション （1）足関節捻

挫 

学習方法：実習 準備学習、学

習課題：教科書を事前に確認

しておくこと 

30 30 熊崎 昌、三瀬 

貴生 

7 下肢のスポーツ傷害とアスレティッ

クリハビリテーション （2）膝 MCL・

ACL・MM・LM損傷 

学習方法：実習 準備学習、学

習課題：教科書を事前に確認

しておくこと 

30 30 熊崎 昌、三瀬 

貴生 

8 下肢のスポーツ傷害とアスレティッ

クリハビリテーション （3）大腿伸

筋・屈筋群の肉離れ 

学習方法：実習 準備学習、学

習課題：教科書を事前に確認

しておくこと 

30 30 熊崎 昌、三瀬 

貴生 

9 下肢のスポーツ傷害とアスレティッ

クリハビリテーション （4）鵞足炎、

膝蓋大腿関節障害、タナ障害等 

学習方法：実習 準備学習、学

習課題：教科書を事前に確認

しておくこと 

30 30 熊崎 昌、三瀬 

貴生 

10 下肢のスポーツ傷害とアスレティッ

クリハビリテーション （5）扁平足障

害、脛骨過労性骨障害 

学習方法：実習 準備学習、学

習課題：教科書を事前に確認

しておくこと 

30 30 熊崎 昌、三瀬 

貴生 

11 アスレティックリハビリテーション

のケーススタディ 

学習方法：実習 準備学習、学

習課題：教科書を事前に確認

しておくこと 

30 30 熊崎 昌、三瀬 

貴生 

12 アスレティックリハビリテーション

のシミュレーション１ 

学習方法：実習 準備学習、学

習課題：教科書を事前に確認

しておくこと 

30 30 熊崎 昌、三瀬 

貴生 

13 アスレティックリハビリテーション

のシミュレーション２ 

学習方法：実習 準備学習、学

習課題：教科書を事前に確認

しておくこと 

30 30 熊崎 昌、三瀬 

貴生 

14 アスレティックリハビリテーション

のシミュレーション３ 

学習方法：実習 準備学習、学

習課題：教科書を事前に確認

しておくこと 

30 30 熊崎 昌、三瀬 

貴生 

15 まとめ 学習方法：実習 準備学習、学

習課題：教科書を事前に確認

しておくこと 

30 30 熊崎 昌、三瀬 

貴生 

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 

公認アスレティックトレーナ

ー 専門科目テキスト１~９ 

（財）日本ス

ポーツ協会 

（財）日本スポ

ーツ協会 

  

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 100% 定期試験と同等の内容で実施する。 公認アスレティックトレーナー資格

に関連した授業であり、資格試験であ

る筆記および実技試験を受験するこ

とを前提とした授業である。 
 

【オフィスアワー・連絡先】 

kumazaki@nuhw.ac.jp mise@nuhw.ac.jp 授業に関する質問などは、メールアドレスまでご連絡ください。その際、宛

先には教員 2名のアドレスを含めること。 



                 （2022年度） 

科目群 教職科目 
 

授業科目 教職概論 授業コード 30000001 

担当教員 佐藤 裕紀／吉田 重和 
 

対象学年 1年 対象学科 健栄・スポ・看護 授業形態 オンデマンド 

開講時期 前期 必修・選択 選択 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 

単位数 2単位 時間数 30 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 〇 〇 ◎ 
 

【授業の概要】 

一部授業回で、小学校・中学校で教諭・校長経験をもつ複数の教員が担当する。本授業は、教職課程の導入科目であ

る。受講者が教職の意義・役割・職務内容と求められる資質・能力について、そして各専門分野の基礎的な知識を習得

することで、教職に対する自らの適性を考察する機会を提供する。講義形式は、各回テーマに応じ、当該テーマが専門

の教員によるオムニバス形式で行う。 

【授業の目的】 

本講義は、受講者が、教職の意義・役割・職務内容について理解し、教職に対する自らの適性を考察し、今後の教職課

程を履修し続けるかどうかを決定できるようになることを目標とする。本講義を通じて、教育の専門家として必要な

基礎的知識を身に付けるとともに、教育者に求められる使命感や教育愛を養うことが期待される。 

【学習目標】 

１．公教育の目的とその担い手である教員の存在意義を理解している。  ２．進路選択に向け、他の職業との比較を

通して、教職の職業的特徴を理解している。  ３．教職観の変遷を踏まえ、今日の教員に求められる役割を理解して

いる。  ４．今日の教員に求められる基礎的な資質能力を理解している。  ５．幼児、児童及び生徒への指導及び指

導以外の校務を含めた教員の職務の全体像を理解している。  ６．教員研修の意義及び制度上の位置付け並びに専門

職として適切に職務を遂行するため生涯にわたって  学び続けることの必要性を理解している。  ７．教員に課せら

れる服務上・身分上の義務及び身分保障を理解している。  ８．校内の教職員や多様な専門性を持つ人材と効果的に

連携・分担し、チームとして組織的に諸課題に  対応することの重要性を理解している。 
 

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 講義、グループワーク（教科

書の指定箇所を熟読） 

120 120 佐藤裕紀、吉田

重和、針谷美智

子 

2 教師とは？ 講義、グループワーク（教科

書の指定箇所を熟読） 

120 120 佐藤裕紀、吉田

重和、西原康行 

3 小学校教諭の仕事とは？ 講義、グループワーク（教科 120 120 佐藤裕紀、吉田



書の指定箇所を熟読） 重和、高田大輔 

4 中学校教諭の仕事とは？ 講義、グループワーク（教科

書の指定箇所を熟読） 

120 120 佐藤裕紀、吉田

重和、若月弘久 

5 高校教諭の仕事とは？ 講義、グループワーク（教科

書の指定箇所を熟読） 

120 120 佐藤裕紀、吉田

重和、濱野礼奈 

6 授業とは？ 講義、グループワーク（教科

書の指定箇所を熟読） 

120 120 佐藤裕紀、吉田

重和、杵渕洋美 

7 評価とは？ 講義、グループワーク（教科

書の指定箇所を熟読） 

120 120 佐藤裕紀、吉田

重和、杉崎弘周 

8 養護教諭、栄養教諭の仕事とは？ 講義、グループワーク（教科

書の指定箇所を熟読） 

120 120 佐藤裕紀、吉田

重和、森泉哲也、

丸山幸恵 

9 教員の服務とは？ 講義、グループワーク（教科

書の指定箇所を熟読） 

120 120 佐藤 裕紀、吉田

重和、脇野哲郎 

10 教師の専門性とは？ 講義、グループワーク（教科

書の指定箇所を熟読） 

120 120 吉田重和、佐藤 

裕紀 

11 教師を取り巻く環境とは？ 講義、グループワーク（教科

書の指定箇所を熟読） 

120 120 佐藤 裕紀、吉田

重和 

12 学校給食と食育とは？ 講義、グループワーク（教科

書の指定箇所を熟読） 

120 120 佐藤裕紀、吉田

重和、森泉哲也 

13 不登校、いじめとは？ 講義、グループワーク（教科

書の指定箇所を熟読） 

120 120 吉田重和、佐藤

裕紀 

14 学校内外での連携の在り方とは？ 講義、グループワーク（教科

書の指定箇所を熟読） 

120 120 佐藤裕紀、吉田

重和、上田純平 

15 まとめ、進路選択に向けて 履修希望調査、ふりかえり（教

科書の指定箇所を熟読） 

120 120 佐藤裕紀、吉田

重和 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



 

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 

新版 教職概論：ワークシート

を用いた実践的理解 

新潟医療福

祉大学教職

実践研究会 

大学教育出版 2019年  

参考書 その他、資料は適宜配布する     

その他の

資料 
     

 

【評価方法】 再試・追加指導 【履修上の留意点】 

各回の課題提出(75%)、最終レポート

(25%) 

各回課題について３分の２以上の提

出がなされている者のうち、最終レポ

ートを出したものの合格点に満たな

い者のみを対象として、追加課題で再

評価を行う。 

教職課程における最初の科目である。

教員免許の取得を目指す学生は 1 年

次に履修すること。 

 

【オフィスアワー・連絡先】 

代表連絡先：hiroki-sato@nuhw.ac.jp（佐藤裕紀 O513研究室） オフィスアワー：第 1・第 3水曜 昼休み 



                 （2022年度） 

科目群 教職科目 
 

授業科目 教育実習指導論 授業コード 32504000 

担当教員 脇野 哲郎 
 

対象学年 4年 対象学科 スポ 授業形態 対面・オンデマンド 

開講時期 前期 必修・選択 選択 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 

単位数 1単位 時間数 30 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】 

小学校・中学校で教諭・校長の経験をもつ教員が授業回を担当する。教育実習は、学生が教育実践に携わることのでき

る初めての機会である。短期間ではあるが、実習校で一般教職員として教育実習をすることの責任は極めて重大であ

る。教育実習の意義と目的を理解し、学習指導、生徒指導、学級経営などの教育課程の実際を学び、教育実習で求めら

れる実践的指導力の基礎を身につける演習などを行う。 

【授業の目的】 

教育実習において、これまでに受講した教職科目や教科教育法等の知識と技能を統合し、教育者としての基本的な態

度や実践的力量を身に付けることができるようにすることを目的とする。 

【学習目標】 

１ 学校教育目標の達成に向けて協働する学校組織の活動内容や運営について説明する。２ 生徒指導の基盤となる、

児童生徒理解の基本的な技法がわかる。３ 教材研究の基本的な技法について知り、学習指導要領や教育課程を踏ま

えて学習指導案を作成し、それに基づく模擬授業を行う。４ 自他の模擬授業を分析し、基本的な教育技術のポイン

トを押さえるとともに、授業の改善点を発見する。５ 模擬授業の進行を皆で協力して的確に行う。６ 学校運営に

おける体育担当教師の果たすべき役割を述べる。７ 学級・学年目標の実現に向けた、児童生徒の組織や活動のマネ

ジメントについて説明する。８ 教師として必要な法令について述べる。９ 教育実習を振り返り、教師になるため

の力量の高め方を述べる。 
 

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 教育実習の目的と意義 【授業形態】講義、演習 【事

前学習】ハンドブックｐ１～

９ を読み、自分にとっての

教育実習の意義、特に期待す

ること、工夫したいこと注意

したいことなどをレポートに

まとめる。 【事後学習】授業

120 120 脇野 哲郎、久

保 晃 



での講義や演習を基に、事前

学習でまとめたレポートに赤

字で付け足しを書く。 

2 学校の組織編成、教育課程の編成とそ

の工夫 

【授業形態】講義、演習 【事

前学習】配布資料とハンドブ

ックｐ10～18を読み、特に重

要だと思う部分にアンダーラ

インを引く。さらに質問と感

想を含め自分の考えをレポー

トにまとめる。 【事後学習】

授業での講義や演習を基に、

事前学習でまとめたレポート

に赤字で付け足しを書く。 

120 120 脇野 哲郎、久

保 晃 

3 生徒指導の現状と児童生徒理解の現

状 

【授業形態】講義、演習 【事

前学習】配布資料とハンドブ

ックｐ20～25までを読み、特

に重要だと考えることや工夫

したいことなどをレポートに

まとめる。 【事後学習】授業

での講義や演習を基に、事前

学習でまとめたレポートに赤

字で付け足しを書く。 

120 120 脇野 哲郎、久

保 晃 

4 授業成立要件と評価、教材研究の方

法、学習指導案の作成の仕方 

【授業形態】講義、演習 【事

前学習】配布資料とハンドブ

ックｐ26～27までを読み、特

に重要だと考えることや工夫

したいことなどをレポートに

まとめる。 【事後学習】授業

での講義や演習を基に、事前

学習でまとめたレポートに赤

字で付け足しを書く。 

120 120 脇野 哲郎、久

保 晃 

5 体育教師として?集団指導の方法１ 【授業形態】講義、演習 【事

前学習】配布資料を基に集団

行動の方法で重要な点を整理

する。さらに、話し方、号令、

笛などについて練習し、練習

を自己評価した結果などをレ

ポートにまとめる。 【事後学

習】講義や演習を基に、事前

学習でまとめたレポートに赤

字で付け足しを書く。 

120 120 脇野 哲郎、久

保 晃 



6 体育教師として?集団指導の方法２ 【授業形態】講義、演習 【事

前学習】配布資料を基に集団

行動の方法で重要な点を整理

する。さらに、話し方、号令、

笛などを練習し、練習を自己

評価した結果などをレポート

にまとめる。 【事後学習】講

義や演習を基に、事前学習で

まとめたレポートに赤字で付

け足しを書く。 

120 120 脇野 哲郎、久

保 晃 

7 学習指導案の作成１ 【授業形態】講義、演習 【事

前学習】配布資料を基に学習

指導案を作成する。 【事後学

習】講義と演習を基に、指導

案検討についての感想と指導

案の修正についてまとめたレ

ポートを作成する。 

120 120 脇野 哲郎、久

保 晃 

8 模擬授業と授業考察 【授業形態】講義、演習 【事

前学習】配布資料を基に学習

指導案を作成する。 【事後学

習】模擬授業で学んだことと

指導案の修正点についてまと

める。 

120 120 脇野 哲郎、久

保 晃 

9 学習指導案の作成２ 【授業形態】講義、演習 【事

前学習】配布資料を基に学習

指導案を作成する。 【事後学

習】講義と演習を基に、指導

案検討についての感想と指導

案の修正についてまとめたレ

ポートを作成する。 

120 120 脇野 哲郎、久

保 晃 

10 模擬授業と授業考察 【授業形態】講義、演習 【事

前学習】配布資料を基に学習

指導案を作成する。 【事後学

習】模擬授業で学んだことと

指導案の修正点についてまと

める。 

120 120 脇野 哲郎、久

保 晃 

11 学習指導案の作成３ 【授業形態】講義、演習 【事

前学習】配布資料を基に学習

指導案を作成する。 【事後学

習】講義と演習を基に、指導

案検討についての感想と指導

120 120 脇野 哲郎、久

保 晃 



案の修正についてまとめたレ

ポートを作成する。 

12 模擬授業と授業考察 【授業形態】講義、演習 【事

前学習】配布資料を基に学習

指導案を作成する。 【事後学

習】模擬授業で学んだことと

指導案の修正点についてまと

める。 

120 120 脇野 哲郎、久

保 晃 

13 学校で求められる体育担当教師の役

割、教員と法令 

【授業形態】講義、演習 【事

前学習】配布資料を基に体育

担当教師の役割と法令につい

てレポートにまとめる。 【事

後学習】講義と演習を基に、

自分が理想とする体育担当教

師の具体像と特にじゅうよう

であると考える法令について

まとめたレポートを作成す

る。 

120 120 脇野 哲郎、久

保 晃 

14 教育実習振り返り１ 【授業形態】講義、演習 【事

前学習】配布資料を基に教育

実習の振り返りのレポートを

作成する。 【事後学習】ほか

の人の発表から学んだことを

まとめたレポートを作成す

る。 

120 120 脇野 哲郎、久

保 晃 

15 教育実習振り返り２ 【授業形態】講義、演習 【事

前学習】配布資料を基に教育

実習の振り返りのレポートを

作成する。 【事後学習】ほか

の人の発表から学んだことを

まとめたレポートを作成す

る。 

120 120 脇野 哲郎、久

保 晃 

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 

中学校学習指導要領解説 保

健体育編 

文部科学省 東山書房 2017 年・416 円＋

税 

 

参考書      

その他の

資料 
授業時に適宜配付する。     

 

【評価方法】 再試・追加指導 【履修上の留意点】 

毎時間の課題、指導案、模擬授業 

100％ 

３分の２以上の出席があるが、合格点

に達しない場合、追加課題によって再

評価する。 

教員養成に関わる各種科目の単位を

取得していることを受講要件とする。 

 

【オフィスアワー・連絡先】 

連絡先 wakino@nuhw.ac.jp Ｏ棟 508研究室 



                 （2022年度） 

科目群 教職科目 
 

授業科目 教育実習 授業コード 32504500 

担当教員 脇野 哲郎 
 

対象学年 4年 対象学科 スポ 授業形態 対面 

開講時期 前期 必修・選択 選択 アクティブラ

ーニング 

ディスカッション／フィー

ルドワーク 

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】 

小学校・中学校で教諭・校長の経験をもつ教員の監督の下、主として卒業研究の指導担当教員が実習巡回指導を担当

する。教育実習は、学生という立場でありながら実習校においては指導教員の指導を受け、実際に生徒に授業を行っ

たり指導をしたりしていきます。教育実習は通常 15日間行います。実習の前半は、実習校での講義や講話を通して教

師としての心構えや教師に求められる使命感・責任感等について理解していきます。併せて指導教員の授業参観によ

って授業の行い方を理解するとともに、教材研究を行いながら学習指導案の作成を行っていきます。そして実習の中

頃から、作成した指導案をもとに、実際の授業を行っていきます。また実習後半には、学習指導案（細案）の作成を行

い研究授業を行います。併せて実習期間中には、学級指導や部活動指導の補助を行うことがあります。 

【授業の目的】 

教職に関する教養、保健体育専門に関する知識や実技能力など、これまで習得してきた知識・技能を実際の教育現場

において適用し、教師になるために必要な知識・技能・態度を習得することを目的としています。教師には絶えず研究

と修養が求められることから、深い教材研究のもと実習での授業を行い、その授業を省察し、次の授業の改善を図っ

ていく態度と能力を養うことや、生徒の良さを見取り、生徒の気持ちに寄り添った指導ができるようになることを目

的としています。 

【学習目標】 

１．保健体育の授業を進めるにあたっての教師の工夫している点を、授業のマネジメントの観点から述べることがで

きる。２．学習指導要領の主旨を生かした学習指導案を作成し、それに基づいた授業を行うことができる。３．自己の

授業や教育活動を振り返り、問題点を明らかにして、その改善策を作成できる。４．生徒とラポートを深めたり、生徒

一人一人の個性の伸張を図ったりするための教師の工夫点について述べることができる。５．教師の学級経営上の配

慮や工夫について述べることができる。６．校務分掌を理解し、教師として学校運営にいかに寄与しているかを説明

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 ・実習校の教育活動の理解 ・職員とし

て自覚の高揚 

【授業形態】実習 【事前学習】

実習校の特徴、環境、特色あ

120 120 実習先指導担

当、脇野 哲郎 



る教育活動等についてホーム

ページや資料を基にレポート

にまとめる。 【事後学習】指

導者の説明、環境づくりや生

徒や教育活動の様子を観察し

て分かったことを、事前学習

でまとめたレポートに赤字で

付け足しを書く。 

2 ・講義、講話（教育実習の意義、求め

られる教師像、教師の服務・勤務） 

【授業形態】実習 【事前学習】

実習校の教育計画等の資料を

基に、特色ある教育活動、学

校評価の結果をどのように生

かしているか等についてレポ

ートにまとめる。 【事後学習】

指導者の説明と観察や体験で

分かったことを、事前学習で

まとめたレポートに赤字で付

け足しを書く。 

120 120 実習先指導担

当、脇野 哲郎 

3 ・観察（諸教育活動、教師の指導、学

習環境、学級経営、課外活動） 

【授業形態】実習 【事前学習】

実習校の各種教育計画、学校

教育の方針などの資料をもと

に、実習校の目指す教育活動

や生徒の姿、さらにそのため

の特色ある方策や重点等をレ

ポートにまとめる。 【事後学

習】実際に教育活動を観察し

て分かったことを、レポート

にまとめる。 

120 120 実習先指導担

当、脇野 哲郎 

4 ・参加（生徒の活動、学級経営、学習

指導、特別活動） 

【授業形態】実習 【事前学習】

実習校の校内研修計画や授業

づくりの資料をもとに、実習

校の目指す授業づくりの特徴

や重点等をレポートにまとめ

る。 【事後学習】実際に授業

を観察して分かったことを、

レポートにまとめる。 

120 120 実習先指導担

当、脇野 哲郎 

5 ・朝学活や終学活の指導 【授業形態】実習 【事前学習】

朝学活、終学活の計画を作成

する。 【事後学習】指導者の

助言を基に、朝学活、終学活

を振り返り、改善点をレポー

120 120 実習先指導担

当、脇野 哲郎 



トにまとめる。さらに、先に

作成した計画案に修正点を赤

字で記入する。 

６～８ ・学習指導案（保健体育）の作成と教

材研究、授業実施 

【授業形態】実習 【事前学習】

保健体育の指導案を作成す

る。 【事後学習】指導者の助

言を基に授業を振り返り、改

善点をれレポートにまとめ

る。さらに、実施した授業の

指導案に修正点を赤字で記入

する。 

120 120 実習先指導担

当、脇野 哲郎 

9～12 ・学習指導案（保健体育）（細案）の作

成と教材研究、公開授業及び協議会 

【授業形態】実習 【事前学習】

保健体育の指導案（細案）を

作成する。 【事後学習】協議

会での意見、指導者の助言な

どを基に授業を振り返り、改

善点をレポートにまとめる。

さらに、実施した授業の指導

案に修正点を赤字で記入す

る。 

120 120 実習先指導担

当、脇野 哲郎 

13 ・学習指導案（道徳）の作成と教材研

究、授業実施＜中学校＞ 

【授業形態】実習 【事前学習】

道徳の指導案を作成する。 

【事後学習】指導者の助言を

基に授業を振り返り、改善点

をれレポートにまとめる。さ

らに、実施した授業の指導案

に修正点を赤字で記入する。 

120 120 実習先指導担

当、脇野 哲郎 

14 ・部活動指導補助 【授業形態】実習 【事前学習】

担当する部活動の実態や方針

について調べ、自分が担当す

る役割、注意すべきこと、工

夫することなどをレポートに

まとめる。 【事後学習】実際

に部活動の指導補助をして学

んだことをレポートにまとめ

る。 

120 120 実習先指導担

当、脇野 哲郎 

15 ・全体のまとめと反省 【授業形態】実習 【事前学習】

実習全体を振り返り、成果と

課題をレポートにまとめる。 

【事後学習】指導担当の教員

の指導や自己の振り返りを基

120 120 実習先指導担

当、脇野 哲郎 



に、事前学習のレポートに加

筆・修正する。 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
 

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 

     

参考書 
教育実習日誌 教育実習ハ

ンドブック 

   

その他の

資料 
     

 

【評価方法】 再試・追加指導 【履修上の留意点】 

実習校の所見及び評価や本学教員の

訪問指導時における観点別評価、また

実習日誌や学習目標への到達状況 

100% 

合格点に達しない場合、追加課題によ

って再評価する。 

教育実習を受講するためには、（1）前

提となる条件を満たしていること（2）

教員になるという強固な意志を有し

ていること（3）教職課程が別に定め

る手続きを行っていること が必要

である。教育実習では実習生といえど

も生徒にとって教師の一員であり、そ

のために最低限求められる知識・技

能・態度を身につけていることが必要

である。 
 



【オフィスアワー・連絡先】 

連絡先 wakino@nuhw.ac.jp Ｏ棟 508研究室 



                 （2022年度） 

科目群 教職科目 
 

授業科目 教職実践演習（中・高） 授業コード 32505000 

担当教員 吉田 重和／杉崎 弘周／佐藤 裕紀／高田 大輔／脇野 哲郎／針谷 美智子／上田 純平／杵渕 

洋美 
 

対象学年 4年 対象学科 スポ 授業形態 対面 

開講時期 後期 必修・選択 選択 アクティブラ

ーニング 

反転授業／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 2単位 時間数 30 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】 

本科目は、教職課程における学びの総まとめとして行われるものである。受講者はこれまで、教職科目や教育実習等

を通し、教師となるための基礎的な力量を身に付けてきた。本科目では「教職実践演習ポートフォリオ」を振り返りな

がら、教師になるために必要な資質・能力や自らの強み・弱みを改めて把握し、実践的な演習を通してより高次の力量

を身に付ける。 ※小学校・中学校で教諭・校長の実務経験をもつ複数名の教員が担当する。 

【授業の目的】 

本科目は、教職課程「教育実践に関する科目」の一科目である。教職課程の他の授業科目の履修や、教職課程外での

様々な活動を通じて受講生が身に付けてきた資質能力は、教員として最小限必要な資質能力として有機的に統合され、

形成されているか。本科目では、本学及び本学科の養成する教員像や到達目標等に照らして、これを最終的に確認す

る。 

【学習目標】 

1. 教師として必要となる使命感、責任感、規範意識を持つことができる。 2. 自らが教師としてこれまでも今後も成

長していくイメージを持ち，今後の成長のために必要なことが説明できる。 3. 教師として必要な資質を理論的事項

を中心に把握し、自らが取り組む実践をイメージしながらこれを説明できる。 4. 学校の教育課程全体との関連にお

いて保健体育の教育課程を計画・実施・評価・改善し、適切な教育方法を選択するための手順が説明できる。 5. 他

者と協働しながら、様々な場面で教員として適切に対応できるようになる。 6. 学習指導要領にもとづいて保健の学

習指導案を作成し、授業を行うことができる。 7. 体育の指導内容を系統的に整理し、指導方法を工夫した授業を行

い、授業検討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 改めて、教師とは？：専門性と規範意

識を手がかりに 

授業形態：講義・グループワ

ーク 事前学習：特になし 事

後学習：授業内容に基づいた

0 120 若月 弘久 



課題レポートの作成 

2 本学及び本学科の教員養成の理念と

目指す教師像 

授業形態：講義・グループワ

ーク 事前学習：特になし 事

後学習：授業内容に基づいた

課題レポートの作成 

0 120 吉田 重和 

3 教師の成長 授業形態：講義・グループワ

ーク 事前学習：特になし 事

後学習：授業内容に基づいた

課題レポートの作成 

0 120 脇野 哲郎 

4 ポートフォリオの振り返り：教師とし

ての弱みと強みを把握する 

授業形態：講義・グループワ

ーク 事前学習：「教職実践演

習ポートフォリオ」の記入・

振り返り 事後学習：授業内容

に基づいた課題レポートの作

成 

120 120 吉田 重和 

5 教師の資質(1)：生徒と対峙するため

の理論的基盤を中心に 

授業形態：講義・グループワ

ーク 事前学習：配布資料の読

解 事後学習：授業内容に基づ

いた課題レポートの作成 

60 120 吉田 重和 

6 教師の資質(2)：生徒を指導するため

の実践的技法を中心に 

授業形態：講義・グループワ

ーク 事前学習：配布資料の読

解 事後学習：授業内容に基づ

いた課題レポートの作成 

60 120 佐藤 裕紀 

7 教師の資質(3)：生徒を理解するため

の心理的事項を中心に 

授業形態：講義・グループワ

ーク 事前学習：配布資料の読

解 事後学習：授業内容に基づ

いた課題レポートの作成 

60 120 上田 純平 

8 学校の教育課程と保健体育の教育課

程 

授業形態：講義・グループワ

ーク 事前学習：配布資料の読

解 事後学習：授業内容に基づ

いた課題レポートの作成 

60 120 杵渕 洋美 

9 3学科連携教職実践演習(1) 授業形態：グループワーク 事

前学習：指定された内容に関

する資料作成 事後学習：授業

内容に基づいた課題レポート

の作成 

120 120 脇野 哲郎 佐

藤 裕紀 杵渕 

洋美ほか 

10 3学科連携教職実践演習(2) 授業形態：グループワーク 事

前学習：指定された内容に関

する資料作成 事後学習：授業

内容に基づいた課題レポート

の作成 

120 120 脇野 哲郎 佐

藤 裕紀 杵渕 

洋美ほか 



11 保健の授業づくりと実践(1) 授業形態：講義（模擬授業含

む）・グループワーク 事前学

習：指定された内容に関する

資料作成 事後学習：授業内容

に基づいた課題レポートの作

成 

120 120 杉崎 弘周 

12 保健の授業づくりと実践(2) 授業形態：講義（模擬授業含

む）・グループワーク 事前学

習：指定された内容に関する

資料作成 事後学習：授業内容

に基づいた課題レポートの作

成 

120 120 杉崎 弘周 

13 指導の系統性を考慮した体育授業の

展開と授業検討(1) 

授業形態：講義（模擬授業含

む）・グループワーク 事前学

習：指定された内容に関する

資料作成 事後学習：授業内容

に基づいた課題レポートの作

成 

120 120 脇野 哲郎 若

月 弘久 久保 

晃 高田 大輔 

針谷 美智子 

14 指導の系統性を考慮した体育授業の

展開と授業検討(2) 

授業形態：講義（模擬授業含

む）・グループワーク 事前学

習：指定された内容に関する

資料作成 事後学習：授業内容

に基づいた課題レポートの作

成 

120 120 脇野 哲郎 若

月 弘久 久保 

晃 高田 大輔 

針谷 美智子 

15 指導の系統性を考慮した体育授業の

展開と授業検討(3) 

授業形態：講義（模擬授業含

む）・グループワーク 事前学

習：指定された内容に関する

資料作成 事後学習：授業内容

に基づいた課題レポートの作

成 

120 120 脇野 哲郎 若

月 弘久 久保 

晃 高田 大輔 

針谷 美智子 

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 

特に指定しない     

参考書      

その他の

資料 
授業中に適宜資料を配布する     

 

【評価方法】 再試・追加指導 【履修上の留意点】 

・各回の授業で提示される全 13 課題

の内容（100％）により評価する。な

お単位認定にあたっては、「教職実践

演習ポートフォリオ」及び全課題が提

出・評価される必要がある。 ・教師

として必要とされる基礎的な知識・技

能・資質を修得したことを確認できた

者に単位修得を認める。なおこれらの

知識・技能・資質については、ポート

フォリオ及び各課題の内容をもって

確認する。 

指示された課題の修正を期日までに

完了した対象者に対し、学修内容に即

したレポート課題及びプレゼンテー

ション課題（模擬授業・場面指導含む）

を課す。 

・「教職実践演習ポートフォリオ」が

4 年次前期分まで記入済であるこ

と。 ・原則として中学校もしくは高

等学校での「教育実習」を終えている

こと。 ・教員免許取得に向けた強い

意志を有していること。 ・中学校ま

たは高等学校の「保健」教科書を各自

で用意すること。 

 

【オフィスアワー・連絡先】 

代表連絡先：yoshida@nuhw.ac.jp（吉田重和／O515）オフィスアワー：第 2・第 3水曜日 昼休み 



〈看護学部 看護学科〉                           （2022年度） 

科目群 専門基礎科目群 
 

授業科目 健康社会学 授業コード 33070500 

担当教員 杉本 洋 
 

対象学年 1年 対象学科 看護学科 授業形態 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 

グループワーク／ディスカ

ッション 

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 

◎ 〇 〇 〇 〇 
 

【授業の概要】 

保健師としての実務経験をもつ教員が担当する。講義・ディスカッションを通して、「健康」をめぐる現象・活動を理

解するための社会学的知識を修得し、保健医療の現象を社会学の立場から見据え、今後の健康施策・保健医療につい

ての考察を深める。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）を活用して行います。 

【授業の目的】 

１．「健康」をめぐる現象・方法を理解するための社会学の基礎的知識を修得する。 ２．健康施策・保健医療を社会学

的な立場から多面的に考察する素養を身に着ける。 

【学習目標】 

１．「健康」を理解するための社会学的理論を理解する。 ２．保健・医療の対象となる人々、医療を構成するシステム

を社会学的観点に基づいて理解する。 ３．保健・医療・健康に関係する問題・現象を社会学的観点を踏まえて説明で

きる。 ４．保健・医療・健康にかかわる現状、問題、対策について、社会学の概念を踏まえて考察できる。 
 

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 授業の概要について 健康社会学の全

体像 社会事象と健康 

授業形態：講義、ディスカッ

ション 事前学習：関心のある

保健医療の課題について考え

てくること 事後学習：今後の

保健社会学の講義を通して考

えたいことを調べ、まとめて

おくこと 

60 120 杉本 洋 

2 「健康」の社会学的考察 1：健康の概

念と健康生成論 

授業形態：講義、ディスカッ

ション 事前学習：「健康」の

概念について調べておくこと 

事後学習：「健康」の概念につ

いて考察したことをまとめて

120 120 杉本 洋 



おくこと 

3 「健康」の社会学的考察 2：健康生成

論の背景と健康の連続性 

授業形態：講義、ディスカッ

ション 事前学習：自分なりの

「健康」の概念について考察

してくること 事後学習：ディ

スカッションした内容を元

に、自らの考察を深めておく

こと 

120 120 杉本 洋 

4 健康生成論的知見の応用 病人役割論 

社会統制としての医療 

授業形態：講義、ディスカッ

ション 事前学習：学習したこ

とと実社会の関係について考

えておくこと 事後学習：医療

の社会に対する影響について

考察しておくこと 

120 120 杉本 洋 

5 近代医療と病人役割 医療における権

力 

授業形態：講義、ディスカッ

ション 事前学習：医療と社会

の権力の関係を調べ、考察し

てくること 事後学習：内在化

された規範について自らの体

験を踏まえた考察を深めてお

くこと 

120 120 杉本 洋 

6 逸脱と医療化 授業形態：講義、ディスカッ

ション 事前学習：医療化につ

いて調べておくこと 事後学

習：身近な医療化を取り上げ、

その問題の解決に向けての考

察をすること 

120 120 杉本 洋 

7 病いの社会的構築 逸脱への医療的管

轄権の拡張と倫理 

授業形態：講義、ディスカッ

ション 準備学習：逸脱が医療

化されていく影響を考察して

おくこと 事後学習：逸脱の医

療化について現在の社会情勢

と照らし合わせて考察を深め

ること 

120 120 杉本 洋 

8 健康の保持増進における社会学の意

義 まとめ 

授業形態：講義、ディスカッ

ション 事前学習：健康の保持

増進における社会学の意義に

ついて考えてくること 事後

学習：「健康」にかかわる自ら

テーマを設定し、社会学的観

点を踏まえて考察を深めるこ

120 180 杉本 洋 
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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 

     

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】 

課題 30%程度、最終提出レポート 70%

程度 

最終提出レポートが合格基準に満た

ない場合、再提出を課し、再度評価を

行う。 

 

 

【オフィスアワー・連絡先】 

水曜日 12:00-13:00 連絡先 e-mail: sugimoto@nuhw.ac.jp 



                 （2022年度） 

科目群 専門専攻科目群 
 

授業科目 基礎看護学演習Ⅰ 授業コード 33011001 

担当教員 石塚 敏子／石綿 啓子 
 

対象学年 1年 対象学科 看護学科 授業形態 対面 

開講時期 後期 必修・選択 必修 アクティブラ

ーニング 

その他 

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】 

基礎看護学Ｉで学んだ日常生活援助の基本的知識を基に、対象の状態に応じた看護を実践できるよう基本的看護技術

を実践する。対象への看護提供のためには、援助者として必要な態度と人間関係を築けることが重要である。学生同

士が看護師役・患者役として取り組み、技術の振り返りを行う。さらに援助者としてのかかわり方についても振り返

りを行いながら学習する。看護師として臨床経験のある教員が担当する。 

【授業の目的】 

対象に応じた看護を実践するために必要な日常生活の基本的技術・態度を修得する。 

【学習目標】 

１．各看護技術の原理原則を踏まえた実践ができる。２．対象に応じて基本的看護技術を変化させていく必要性につ

いて説明することができる。３．模擬患者体験を通して、援助を受ける側の身体的・心理的影響について考察すること

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 ガイダンス・看護技術とは ， ボディ

メカニクス 

学習方法：講義（対面） 事前

学習：シラバスを印刷してく

る。テキスト「序章」の内容、

「活動・休息」のボディメカ

ニクスについて読んでくる。

不明な語句については調べ、

意味を理解しておく。 学習課

題：授業後のミニテスト 事後

学習：ミニテストの出題箇所

についてテキストで確認す

る。 

60 30 石塚 敏子 

2・3 手指衛生・リネンの取り扱い方 学習方法：DVD・演習（対面） 60 30 石塚敏子 石綿



事前学習：基礎看護技術Ⅰ基

礎看護学②テキスト２章「感

染防止の技術」A 感染とその

予防の基礎知識、B 標準予防

策 の内容を読んでくる。 備

考：基礎看護学実習室ガイド

を読み持参する。 事後学習：

テキスト・資料の該当箇所を

読んで復習する。 

啓子 山田葉子 

圡 田 千 歳     

他 

4・5 ベッドメーキング 学習方法：演習 事前学習：授

業資料でベッドメーキングの

手順を確認する。 備考：基礎

看護学実習室ガイドを必ず持

参する。 学習課題：演習後課

題を提出する。 

30 30 石塚敏子 石綿

啓子 山田葉子 

圡田千歳   他 

6・7 臥床患者のシーツ交換・環境整備 学習方法：演習 事前学習：授

業資料でベッドメーキングの

手順を確認してくる。 備考：

基礎看護学実習室ガイドを必

ず持参する。 学習課題：演習

後課題を提出する。 この演習

前までにくずれにくいベッド

メーキングができるよう練習

する。 

30 60 石塚敏子 石綿

啓子 山田葉子 

圡田千歳   他 

8・ 9 

10 

安楽な体位・体位変換 学習方法：演習、DVD視聴 事

前学習：「左右への移動」、「仰

臥位から側臥位への移動」に

ついてテキストの写真、QRコ

ードで動画を確認し、イメー

ジしておく。 「安楽な姿勢」

について、看護が見える「活

動援助」のポジショニングを

確認する。 学習課題：演習後

課題をテキスト・資料を活用

して記載する。 

30 30 石塚敏子 石綿

啓子 山田葉子 

圡田千歳   他 

11 12 

13 

移乗、移送 学習方法：演習、DVD視聴 事

前学習：テキストで「車椅子

への移乗」「ストレッチャーへ

の移乗」内容を理解してくる。

QRコードで動画を見てくる。 

車椅子、ストレッチャーの名

30 30 石塚敏子 石綿

啓子 山田葉子 

圡田千歳   他 



称を確認してくる。その上で 

学習課題：演習後の課題をテ

キスト・資料を活用し、提出

する。 

14 清潔（入浴・モーニングケア） 学習方法：DVD 視聴 事前学

習：入浴・モーニングケアの

テキストの該当箇所について

理解する。 学習課題：DVD内

容・テキストを参考にしまと

める。 事後学習：課題の不足

点について追加する。 

20 20 石塚敏子 石綿

啓子 山田葉子 

圡田千歳   他 

15 16 衣生活（寝衣交換） 学習方法：演習 事前学習：和

式寝衣から上下寝衣の交換方

法・留意点について DVD/テキ

スト動画などを参考に、資料

にまとめ演習時に提出する

（図示を含む）。 学習課題：

演習後課題と事前学習に追

加・修正したものを提出する。 

60 30 石塚敏子 石綿

啓子 山田葉子 

圡田千歳   他 

17 18 

19 20 

清潔（清拭） 学習方法：演習、DVD視聴 事

前学習：DVD・資料を読み、（ ）

内に必要事項を記載しておく 

タオルの絞り方・たたみ方を

練習し、デモンストレーショ

ンできるようにしておく 学

習課題：演習後の課題をテキ

スト・資料を活用し、提出す

る。  備考：フェイスタオル、

バスタオル、ビニール袋持参 

60 30 石塚敏子 石綿

啓子 山田葉子 

圡田千歳   他 

21 22 清潔（洗髪） 学習方法：演習、DVD視聴 事

前学習：資料を読み、（ ）内

に必要事項を記載しておく 

学習課題：演習後の課題をテ

キスト・資料を活用し、提出

する。 備考：フェイスタオル、

バスタオル持参 

60 30 石塚敏子 石綿

啓子 山田葉子 

圡田千歳   他 

23 24 清潔（足浴・陰部洗浄） 学習方法：DVD 視聴 事前学

習：テキストの足浴、陰部洗

浄の該当箇所を理解する。 学

習課題：DVD・テキスト等を参

考に足浴、陰部洗浄の方法、

20 20 石塚敏子 石綿

啓子 山田葉子 

圡田千歳   他 



留意点についてまとめる。 事

後学習：課題の不足点につい

て追加する。 

25 食事（食事介助） 学習方法：DVD 視聴 事前学

習：テキストの食事の該当箇

所を読んで理解する。 学習課

題：DVD・テキスト等を参考食

事介助の方法、留意点につい

てまとめる。 事後学習：課題

の不足点について追加する。 

20 20 石塚敏子 石綿

啓子 山田葉子 

圡田千歳   他 

26 27 排泄（排尿・排便の介助） 学習方法：演習 事前学習：演

習内容・方法について該当箇

所を読んでくる。排泄の介助

に関する事前配布課題を実施

する。 腹部マッサージの方

法、圧を確認してくる。 学習

課題：事後の課題をテキスト

等を参考に実施する。 

30 30 石塚敏子 石綿

啓子 山田葉子 

圡田千歳   他 

28 29 

30 

技術確認 学習方法：事例に基づき清潔

の援助技術（上半身清拭）の

確認を受ける。 事前学習：DVD

を参考に練習を十分に行う。 

学習課題：技術の確認を受け

たら、振り返りを行い、自ら

の課題を明らかにする。練習

を行い、実践に活用できるよ

うにする。 

120 60 石塚敏子 石綿

啓子 山田葉子 

圡田千歳   他 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



      

      
 

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 

１．系統看護学講座専門分野Ⅰ

基礎看護技術Ⅱ基礎看護学③ 

２．看護が見える vol.1 基礎

看護技術 

1．茂野香お

る他  2．藤

本真記子他 

１．医学書院 

２．メディック

メディア 

1．2021年・3190円  

2．2021年・3300円

＋税 

 

参考書 

１. 新訂版 看護技術講義・演

習ノート第二版上巻 日常生

活援助技術篇 ２.新体系看護

学全書  基礎看護学３ 基礎

看護技術Ⅱ 

１．山口瑞穂

子編著 ２．

深井喜代子

編 

１．サイオ出版 

２．メヂカルフ

レンド社 

１． 2016年・3600

円＋税 ２. 2021

年・3200円＋税 

 

その他の

資料 
配布資料     

 

【評価方法】 再試・追加指導 【履修上の留意点】 

筆記試験(60％）演習レポート・授業

後ミニレポート（20％）技術試験(20%） 

再試験は筆記試験と技術チェックに

ついて実施する。原則１回とする。 

１．演習への参加は必須である。２．

演習前には事前学習として、テキス

ト・DVDその他教材をフル活用して技

術習得のために主体的に学ぶこと。

３．１つの演習項目につき１回の授業

となるため、繰り返しての練習が看護

技術修得の鍵となる。４．この科目は

基礎看護学実習 II を履修するにあた

っての前提科目となる。 
 

【オフィスアワー・連絡先】 

オフィスアワー：月・木曜日 17：00～18：30，Ｋ５０７研究室，連絡先はガイダンス時にお伝えします。 



                 （2022年度） 

科目群 専門専攻科目群 
 

授業科目 小児看護学概論 授業コード 33014000 

担当教員 松井 由美子／荒木 恵子／佐藤 真由美 
 

対象学年 2年 対象学科 看護 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 

グループワーク／プレゼン

テーション 

単位数 2単位 時間数 30 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】 

小児看護の歴史を学び小児看護の役割について理解を深める。小児看護における主な理論を知り子どもの権利や権利

擁護の意義についても学習する。また、健康問題を持つ子どもとその家族の特徴や看護について学び、子どもの QOL 

サポーターとしての援助者の役割について考察する。事例学習を通して看護診断プロセスを学習し、健康問題を持つ

子どもとその家族の権利を擁護した QOL サポートのあり方を講義を通して深めていく。本科目は看護師として実務経

験のある教員が担当する。 

【授業の目的】 

小児看護の特徴や理論を踏まえ健康問題を持つ子どもとその家族の QOL について事例学習を通して学び QOL サポータ

ーとしての役割について考察する。また、小児看護における看護診断について学習し、子どもとその家族の権利や QOL

を重視した看護プロセスについて学習する。 

【学習目標】 

1 ． 小 児 看 護 の 歴 史 と 意 義 に つ い て 説 明 で き る 。                                        

2 ． 子 ど も の 権 利 と 権 利 擁 護 に 対 す る 看 護 師 の 役 割 を 述 べ ら れ る 。                               

3 ． 子 ど も に 関 わ る 理 論 に つ い て 説 明 で き る 。                                        

4 ． 健 康 障 害 や 入 院 が 子 ど も と そ の 家 族 に 与 え る 影 響 に つ い て 述 べ ら れ る 。                           

5 ． 子 ど も に 見 ら れ る お も な 症 状 の 特 徴 に つ い て 述 べ ら れ る 。                                  

6 ． 特 徴 的 な 子 ど も の 疾 患 の 病 態 生 理 ・ 診 断 ・ 治 療 に つ い て 説 明 で き る 。                             

7．健康障害を持つ子どもの看護と QOL について発表できる。 
 

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 小児看護の歴史とその意義 授業形態：対面または同時双

方向 事前事後学習：小児看護

の歴史について教科書を読ん

でおく 学習課題：小児看護学

概論、子どもの歴史について

30 30 松井 由美子 



ふり返り子どもは各時代でど

ういう存在であったのか考え

てみよう 

2 子どもの権利とその擁護 授 業 形 態 ： 対 面          

事前事後学習：第 1 章 子ど

もの権利、「児童の権利に関す

る条約」を読む 学習課題：子

どもの権利とは 

30 30 松井 由美子 

3 小児看護に関する主要理論 授 業 形 態 ： 対 面          

事前事後学習：小児発達保健

論で学んだ子どもの成長発達

について復習、重要な法律に

ついてまとめる 学習課題：小

児関連法規について学ぶ 

30 30 松井 由美子 

4 健康障害や入院が子どもとその家族

に与える影響 

学 習 方 法 ： 対 面          

事前事後学習：健康障害や入

院が子どもとその家族に与え

る影響について 学習課題：子

どもの入院と家族への影響 

30 30 松井 由美子 

5 子どもに見られる主な症状 授 業 形 態 ： 対 面          

事前事後学習：子どもの症状

にはどんなものがあるか調べ

てみよう 学習課題：子どもに

見られる主な症状の特徴 

30 30 松井 由美子 

6 さまざまな検査や処置、治療を受ける

子どもとその家族の看護 

授 業 形 態 ： 対 面          

事前事後学習：課題：検査・

処置を受ける子どもの看護を

読み、事後にノートにまとめ

る 学習課題：プリパレーショ

ン。・ディストラクションにつ

いて調べてみよう 

30 30 松井 由美子 

7 先天異常、新生児疾患を持つ子どもと

その家族の QOLと看護 

授業形態：対面 事前事後学

習：先天性疾患、新生児疾患

のテキストを読む 学習課題：

担当事例学習、こどもとその

家族の QOL を考える 

120 60 佐藤  真由美 

荒木 恵子 松

井 由美子 

8 呼吸器疾患、循環器疾患を持つ子ども

とその家族の QOLと看護 

学 習 方 法 ： 対 面          

事前事後学習：担当事例学習、

発表資料の作成 学習課題:担

当以外の事例学習 

120 60 佐藤  真由美 

荒 木  恵 子  

松井 由美子 

9 消化器疾患、血液疾患、悪性腫瘍を持 学 習 方 法 ： 対 面          120 60 佐藤  真由美 



つ子どもとその家族の QOLと看護 事前事後学習：担当事例学習、

発表資料の作成 学習課題:担

当以外の事例学修 

荒木 恵子 松

井 由美子 

10 代謝性・内分泌疾患、アレルギー疾患、

腎・泌尿器疾患を持つ子どもとその家

族の QOLと看護 

授業形態:対面 事前事後学

習：担当事例学習、発表資料

の作成 学習課題:担当以外の

事例学修 

120 60 佐藤  真由美 

荒木 恵子 松

井 由美子 

11 神経疾患、運動器疾患、精神疾患を持

つ子どもとその家族の QOLと看護 

学 習 方 法 ： 対 面          

事前事後学習：担当事例学習、

発表資料の作成 学習課題:担

当以外の事例学修 

120 60 佐藤  真由美 

荒木 恵子 松

井 由美子 

12 事故、外傷、虐待を受けた子どもとそ

の家族の QOLと看護 

学 習 方 法 ： 対 面          

事前事後学習：担当事例学習、

発表資料の作成 学習課題:担

当以外の事例学習 

120 60 佐藤  真由美 

荒木 恵子 松

井 由美子 

13 課題学習・レポート作成 学 習 方 法 ： 対 面          

事前事後学習：レポート作成 

学習課題:学習内容の復讐 

60 30 佐藤  真由美 

荒木 恵子 松

井 由美子 

14 課題学習・レポート作成 授業形態：対面 事前事後学

習:これまでの学習のまとめ 

学習課題：これまでの授業で

わからないことの確認 

60 60 佐藤  真由美 

荒木 恵子 松

井 由美子 

15 課題提出・国家試験関連問題の学習 学習方法：対面 事前事後学

習：小児の国家試験問題の確

認 学習課題：テキストの復讐 

60 30 松井  由美子 

佐藤  真由美 

荒木 恵子 

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 

小児臨床看護各論 奈良間  美

保、丸  光

惠、西野 郁

子 他 

医学書院 2020 年・3,300 円

＋税 

 

参考書 
こどもの病気の地図帳 鴨下重彦、柳

澤正義監修 

講談社 2020 年・3,000 円

＋税 

 

その他の

資料 
     

 

【評価方法】 再試・追加指導 【履修上の留意点】 

レポート提出 必要に応じて追加指導を行う。 課題のレポートを提出しましょう。 
 

【オフィスアワー・連絡先】 

メ ー ル ： matsui@nuhw.ac.jp  研 究 室 ： K 棟 403 号 室  オ フ ィ ス ア ワ ー ： 木 曜 午 前 中                        

＊授業に関する質問などは、メールにてご連絡ください。 



                 （2022年度） 

科目群 専門専攻科目群 
 

授業科目 成人急性期看護学 授業コード 33016000 

担当教員 渡邉 千春／貝瀬 友子／桶谷 涼子 
 

対象学年 2年 対象学科 看護 授業形態 対面 

開講時期 後期 必修・選択 必修 アクティブラ

ーニング 

その他 

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】 

重大な身体損傷や疾患の急性転化や急性増悪、侵襲的な治療に伴う健康状態の急激な変化により、生命の危機状態に

ある対象者とその家族に対し、心身の状態を的確にアセスメントし、侵襲からの保護と回復促進に必要な基礎的知識

と援助について理解する。 本科目は看護師として実務経験のある教員が担当する。 

【授業の目的】 

 重大な身体損傷や疾患の急性転化や急性増悪、侵襲的な治療に伴う健康状態の急激な変化により、生命の危機状態

にある対象者・家族を理解し、生命の維持、苦痛の緩和、合併症予防、回復促進や社会復帰を目指した看護を行うため

に必要な基礎的な知識・態度を習得する。 

【学習目標】 

１．急性期（周手術期、救急医療・集中治療）にある対象（患者・家族）の特徴および看護の役割について説明でき

る。 ２．麻酔・手術侵襲による影響や生体反応、合併症発生や回復過程を予測し、患者・家族の個別性に応じた周術

期 （術前・   術中・術後）看護について説明できる。 ３．手術による身体・心理・社会的状況の変化を理解し、

退院後の生活の再構築に向けて必要な看護の継続性について説明できる。 ４．急性期医療における多職種連携とチー

ム医療の必要性および、看護の果たす役割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 オリエンテーション、急性期看護とは 

急性期にある患者・家族の特徴、看護

の役割 

授業形態：講義 学習課題：病

態生理・治療学Ⅱの学習内容

について事前・事後学習を行

うこと 

90 90 渡邉 千春 

2 周手術期看護 1：手術とは、麻酔・手

術による 生体侵襲と合併症、術前の

患者の看護 

授業形態：講義 学習課題：病

態生理・治療学Ⅱ、および前

回講義の学習内容について事

前・事後学習を行うこと 

90 90 渡邉 千春 

3 周手術期看護 2：術中の看護、手術室 授業形態：講義 学習課題：病 90 90 渡邉 千春 



の構造と環境、手術室看護師の役割 態生理・治療学Ⅱ、および前

回講義の学習内容について事

前・事後学習を行うこと 

4 周手術期看護 3：術後の看護、手術侵

襲による苦痛の緩和や回復の促し、合

併症予防の看護 

授業形態：講義 学習課題：病

態生理・治療学Ⅱ、および前

回講義の学習内容について事

前・事後学習を行うこと 

90 90 渡邉 千春 

5 【周手術期にある患者の看護 1】 胃

がんにより胃切除術を受ける患者の

看護 

授業形態：講義 学習課題：病

態生理・治療学Ⅱ、および前

回講義の学習内容について事

前・事後学習を行うこと 

90 90 渡邉 千春 

6 【周手術期にある患者の看護 2】 肺

がんにより肺切除術を受ける患者の

看護 

授業形態：講義 学習課題：病

態生理・治療学Ⅱ、および前

回講義の学習内容について事

前・事後学習を行うこと 

90 90 渡邉 千春 

7 クリティカルケアの基本概念 1．クリ

ティカルケアが必要な対象の理解 2.

経過から見た患者の特徴 3.救急医療

と救急医療体制 4.クリティカルな状

態にある患者家族への看護援助 

授業形態：講義 学習課題：成

人看護学概論にある急性期看

護について記載されている箇

所および本科目１コマ目の学

習内容について事前・事後学

習を行うこと 

90 90 桶谷 涼子 

8 クリティカルケアが必要な患者への

援助の実際  ⚫ 急性心筋梗塞患者を

例にして、患者・家族に必要な援助を

理解する。 1. 疾患・病態の理解 2. 

事例のアセスメントと看護の問題点 

3. 急性期ケアと心臓リハビリテーシ

ョン 4. 退院後の生活の再構築への

支援 

授業形態：講義 学習課題：急

性心筋梗塞（疾患、病態およ

び治療の種類・特徴）、心臓リ

ハビリテーションの目的や実

際、看護師の役割等について

事前・事後学習を行うこと 

90 90 桶谷 涼子 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
 

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 

①看護学テキスト NIⅭE 成

人看護学 急性期看護Ⅰ概論・

周手術期看護 改定第３版 ②

看護学テキスト NIⅭE 成人

看護学 急性期看護Ⅱ救急看

護・クリティカルケア改定第３

版 

① 林 直 子 

他 ②佐藤ま

ゆみ 他 

①南江堂 ②南

江堂 

①2019年・3000円

＋税 ②2019 年・

2800円＋税 

 

参考書 
ナーシング・グラフィカ成人看

護学４ 周術期看護 

中島恵美子 メディカ出版 2018年  

その他の

資料 
     

 

【評価方法】 再試・追加指導 【履修上の留意点】 

定期試験 定期試験により合格点に満たない場

合、再試験（筆記試験）を行う。 

 急性期にある患者・家族がどのよう

な状況にあるのかを理解し、看護とし

て何ができるのかを学習する科目で

す。3年次には、急性期実習で実際の

援助場面にも出会います。本科目にお

いて、周術期の一連の流れを理解し、

侵襲に伴う生体反応や合併症の機序、

また回復促進の援助について系統的

に学習を進めてください。 
 

【オフィスアワー・連絡先】 

オフィスアワーは特に指定しませんので、事前に渡邉までメール（chiharu-watanabe@nuhw.ac.jp）にて連絡を下さい。 



                 （2022年度） 

科目群 専門専攻科目群 
 

授業科目 高齢者看護方法論 授業コード 33055500 

担当教員 小山 千加代／井澤 玲奈／宅井 さやか 
 

対象学年 2年 対象学科 看護学科 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 30 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】 

 高齢者特有の加齢に伴う健康問題（疾患、症状、生活機能障害）や検査・治療・看護について、倫理的問題にも関心

を向けながら授業構成する。本科目は看護師として実務経験のある教員が担当する。 

【授業の目的】 

高齢者の健康状態をアセスメントし、その人に適した方法で看護実践できる能力を養う。 

【学習目標】 

1．高齢者の心身機能低下および治療に伴う健康上のリスクを理解し、「高齢者の生活のしずらさ」への配慮とその人

の持てる力を活かした看護について述べることができる。 2．生活機能という視点から高齢者の基本的な心身状況を

整える看護（食事、排泄、清潔）の方法について述べることができる。 3．生活機能という視点から高齢者の活動と休

息への援助方法について述べることができる。 4．高齢者が安全に薬物療法を継続できるための観察の要点と看護の

方法について述べることができる。 5．高齢者の転倒、転落事故および脱水、褥瘡などの症状に対する看護について

予防的視点から述べることができる。 6．高齢者特有の治療に伴うリスクとその看護について述べることができる。 

7．高齢者の終末期における倫理的課題を「その人の望む最後までの生き方」という視点から考察し、高齢者の全人生

のしめくくりとしての終末期の看護について理解する。 
 

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 高齢者看護の活動と休息：生活リズ

ム、睡眠のアセスメントと看護 

講義、グループワーク 【事前

学習】テキスト p185-198を精

読 【事後学習】本日の学習内

容の復習 

0 0 井澤 小山（千） 

小林 宅井 花矢 

2 高齢者の清潔：高齢者に多い臨床症

状、安全な入浴の援助 

講義、グループワーク 【事前

学習】テキスト p172-185を精

読 【事後学習】本日の学習内

容の復習 

0 0 井澤 小山（千） 

小林 宅井 花矢 

3 高齢者体験 演習 【事前学習】テキスト 0 0 宅井 小山（千） 



p.81-99を精読 【事後学習】

本日の学習内容の復習 

小林 井澤 花矢 

4 高齢者体験 演習 【事前学習】テキスト

p.81-99を精読 【事後学習】

本日の学習内容の復習 

0 0 宅井 小山（千） 

小林 井澤 花矢 

5 食事を整える 食事環境、摂食と嚥下 講義 【事前学習】テキスト

p146-161を精読 【事後学習】

本日の学習内容の復習 

0 0 井澤 小山（千） 

小林 宅井 花矢 

6 食事を整える 栄養管理、胃瘻 講義、グループワーク 【事前

学習】参考書 p146-161を精読 

【事後学習】本日の学習内容

の復習 

0 0 井澤 小山（千） 

小林 宅井 花矢 

7 排泄を整える 尿失禁と看護、スキン

ケア 

講義 【事前学習】参考書

p161-171を精読 【事後学習】

本日の学習内容の復習 

0 0 宅井 小山（千） 

小林 井澤 花矢 

8 高齢者の脱水 特徴、予防、看護 講義 【事前学習】テキスト

p238-241を精読 【事後学習】

本日の学習内容の復習 

0 0 井澤 小山（千） 

小林 宅井 花矢 

9 ADL の低下した高齢者への看護 廃用

症候群、転倒・転落の危険 

講義、グループワーク 【事前

学習】テキスト p111-146を精

読 【事後学習】本日の学習内

容の復習 

0 0 井澤 小山（千） 

小林 宅井 花矢 

10 ADL の低下した高齢者への看護 高齢

者のリハビリテーション 

講義、グループワーク 【事前

学習】テキストｐ334-338 を

精読 【事後学習】本日の学習

の復習 

0 0 井澤 小山（千） 

小林 宅井 花矢 

11 薬物療法と看護 講義、グループワーク 【事前

学習】テキストｐ321-326 を

精読 【事後学習】本日の学習

の復習 

0 0 井澤 小山（千） 

小林 宅井 花矢 

12 高齢者にとっての手術 講義 【事前学習】テキストｐ

327-331、講義ノート第 3章の

精読 【事後学習】本日の学習

の復習 

0 0 井澤 小山（千） 

小林 宅井 花矢 

13 疾患を持つ高齢者への看護ケア:COPD

と看護 

講義 【事前学習】テキストの

精読ｐ85-89, 244-248  ナー

シンググラフィカ p206-207 

老年看護学講義ノート(改訂

版)COPDの章 【事後学習】本

日の学習の復習 

0 0 小林 小山（千） 

井澤 宅井 花矢 

14 終末期の看護 講義 【事前学習】テキストの 0 0 井澤 小山（千） 



精読ｐ348-358 老年看護学

(改訂版)高齢者の看取りの章 

【事後学習】本日の学習の復

習 

小林 宅井 花矢 

15 まとめ 【事前学習】全講義の復習 

【事後学習】単位試験の復習 

0 0 井澤 小山（千） 

小林 宅井 花矢 

  ＊内容・進め方は変更する場

合がある 

   

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
 

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 

系統看護学講座専門分野Ⅱ  

根拠と事故防止からみた 老年

看護技術 第 3版 

北川公子、井

出訓、植田恵 

他  亀井智

子 

医学書院  医

学書院 

2020 年・2,000 円

＋ 税   2020 年 

4400＋税 

 

参考書 

ナーシンググラフィカ 老年看

護学１最新改定版  高齢者の

健康と障害  老年看護学講義

ノート(改訂版) 

堀 内 ふ き 

大渕律子、諏

訪さゆり、 

他  小山千

加代編著 

メディカ出版    

編集工房球 

2018 年・2,700 円

＋税    2022年 4

月発行 

 

その他の

資料 
     

 

【評価方法】 再試・追加指導 【履修上の留意点】 

大学学則に基づいて評価する 終講試

験、レポート課題 : 100% 

個別通知の上、指導を行う。 1 年次の高齢者発達保健論や病態学

等の理解に基づいて授業展開するた

め、復習をして臨むこと。 
 

【オフィスアワー・連絡先】 

【office hour】平日の 8:30-17:00【研究室】K413【e-mail】reina-izawa@nuhw.ac.jp 



                 （2022年度） 

科目群 専門専攻科目群 
 

授業科目 精神看護学演習 授業コード 33020500 

担当教員 外間 直樹 
 

対象学年 2年 対象学科 看護 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 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 1単位 時間数 30 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 
 

【授業の概要】 

精神看護の臨床でよく行われている援助技法を演習を通して学ぶ。具体的には、SST、リスクマネジメントの実際等で

ある。また援助技法を学ぶうえで基盤となる、自己理解と事例展開の実際も演習を通して学ぶ。本科目は看護師とし

て実務経験のある教員が担当する。 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】 

精神科臨床でよく行われている援助技法を演習を通して学ぶ。 

【学習目標】 

１．精神科領域における災害看護と急性期看護について理解できる。 ２．精神科領域におけるリスクマネジメントの

概要とその実際を理解できる。 ３．プロセスレコードを通じて自身の傾向を理解する方法を説明できる。 ４．PBLを

通して、精神疾患患者への看護過程の一部を行える。 
 

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 精神科領域における災害看護と急性

期看護 

・授業形態 : 講義 ・事前事

後の学習 : 授業テーマに関

する情報収集 ・学習課題：教

科書の当該箇所を熟読する 

60 60 外間直樹、他 

2 精神看護の看護過程 ・授業形態 : 講義 ・事前事

後の学習 : 授業テーマに関

する情報収集 ・学習課題：教

科書の当該箇所を熟読する 

60 60 外間 直樹 

3 精神科リスクマネジメント ・授業形態 : 講義 ・事前事

後の学習 : 授業テーマに関

する情報収集 ・学習課題：教

科書の当該箇所を熟読する 

60 60 外間 直樹 



4 プロセスレコード 学習方法：講義・演習・グル

ープワーク 学習課題：教科書

の該当箇所を熟読し、ノート

にまとめる。また実際に日常

の対人交流場面をプロセスレ

コードで整理する。 

60 60 外間直樹、他 

5 プロセスレコード検討会 1 学習方法：講義・演習・グル

ープワーク 学習課題：教科書

の該当箇所を熟読し、ノート

にまとめる。また実際に日常

の対人交流場面をプロセスレ

コードで整理する。 

60 60 外間直樹、他 

6 プロセスレコード検討会 2 ・授業形態 : 講義 ・事前事

後の学習 : 授業テーマに関

する情報収集 ・学習課題：教

科書の当該箇所を熟読する 

60 60 外間直樹、他 

7 家族システムとそのダイナミック ・授業形態 : 講義 ・事前事

後の学習 : 授業テーマに関

する情報収集 ・学習課題：教

科書の当該箇所を熟読する 

60 60 外間直樹、他 

8 事例 1 うつ病① ・授業形態 : 講義 ・事前事

後の学習 : 授業テーマに関

する情報収集 ・学習課題：教

科書の当該箇所を熟読する 

60 60 外間直樹、他 

9 事例 1 うつ病② ・授業形態 : 講義 ・事前事

後の学習 : 授業テーマに関

する情報収集 ・学習課題：教

科書の当該箇所を熟読する 

60 60 外間直樹、他 

10 事例 2 統合失調症急性期① ・授業形態 : 講義 ・事前事

後の学習 : 授業テーマに関

する情報収集 ・学習課題：教

科書の当該箇所を熟読する 

60 60 外間直樹、他 

11 事例 2  統合失調症急性期② ・授業形態 : 講義 ・事前事

後の学習 : 授業テーマに関

する情報収集 ・学習課題：教

科書の当該箇所を熟読する 

60 60 外間直樹、他 

12 事例 3 統合失調症慢性期 ・授業形態 : 講義 ・事前事

後の学習 : 授業テーマに関

する情報収集 ・学習課題：教

科書の当該箇所を熟読する 

60 60 外間直樹、他 

13 事例 4 アルコール依存症① ・授業形態 : 講義 ・事前事 60 60 外間直樹、他 



後の学習 : 授業テーマに関

する情報収集 ・学習課題：教

科書の当該箇所を熟読する 

14 事例 4 アルコール依存症② ・授業形態 : 講義 ・事前事

後の学習 : 授業テーマに関

する情報収集 ・学習課題：教

科書の当該箇所を熟読する 

60 60 外間直樹、他 

15 まとめ 実習に向けて ・授業形態 : 講義 ・事前事

後の学習 : 授業テーマに関

する情報収集 ・学習課題：授

業の振り返りと臨地実習につ

いて 

60 60 外間直樹、他 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
 

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 

2021年 精神看護の基礎①、精

神看護の展開② 医学書院 

    

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】 

・課題レポート 60% ・リフレクショ

ンシート 20% ・出席状況 20% 

対象者がいる場合に検討する ・積極的な発言と事前学習が必要に

なります。 
 

【オフィスアワー・連絡先】 

・オフィスアワー : 水曜日 午前 11時～12時 ・連絡先：hokama@nuhw.ac.jp ・研究室：K棟 402号 



                 （2022年度） 

科目群 専門専攻科目群 
 

授業科目 ﾘﾌﾟﾛﾀﾞｸﾃｨﾌﾞﾍﾙｽｹｱ 授業コード 33022000 

担当教員 山口 典子／中澤 紀代子 
 

対象学年 2年 対象学科 看護 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 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 

単位数 2単位 時間数 30 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】 

助産師としての実務経験をもつ教員が担当する。周産期にある対象の身体的・精神的・社会的側面を理解し、正常に経

過するための看護を学ぶとともに、周産期における女性のセルフケアや育児能力を高める看護についても学ぶ。また、

正常から逸脱した場合の看護を学ぶ。さらにライフサイクルにおける健康問題を理解するとともに関係機関との連絡

調整を図るための社会資源を活用することを学ぶ。本授業は対面授業とメディア授業（同時双方向とオンデマンド）

で実施します。 

【授業の目的】 

周産期にある対象を取り巻く社会的な背景や環境は、日々目まぐるしく変化している。対象が置かれている状況を十

分に理解し、その対象にあった周産期ケアを提供するために学習する。 

【学習目標】 

１．妊娠期の身体的・心理的・社会的側面をふまえた看護を説明できる。 ２．妊娠期における対象のアセスメントに

必要な技術を実践できる。 ３．分娩期の身体的・心理的・社会的側面をふまえた看護を説明できる。 ４．産褥期の身

体的・心理的・社会的側面をふまえた看護を説明できる。 ５．新生児期の身体的・心理的・社会的側面をふまえた看

護を説明できる。 
 

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 正常な経過をたどる妊婦の身体的・心

理的・社会的特性 

授業形態：講義  事前学習：

使用図書の第 3 章を熟読して

から授業に臨むこと  事後学

習：本時の学習内容をリフレ

クションし、整理する 

120 120 山口 典子 

2 妊娠期のアセスメントの視点と看護

①妊婦健康診査 

授業形態：講義  事前学習：

使用図書の第 3 章を熟読して

から授業に臨むこと  事後学

120 120 山口 典子 



習：本時の学習内容をリフレ

クションし、整理する 

3 妊娠期のアセスメントの視点と看護

②保健指導 

授業形態：講義  事前学習：

使用図書の第 3 章を熟読して

から授業に臨むこと  事後学

習：本時の学習内容をリフレ

クションし、整理する 

120 120 山口 典子 

4 ハイリスク妊婦の特性と看護 授業形態：講義  事前学習：

使用図書の第７章を熟読して

から授業に臨むこと  事後学

習：本時の学習内容をリフレ

クションし、整理する 

120 120 山口 典子 

5 妊娠期の技術 授業形態：演習、シミュレー

ション  事前学習：使用図書

の第 3 章を熟読してから授業

に臨むこと。またオンデマン

ド配信の動画を閲覧するこ

と。  事後学習：本時の学習

内容をリフレクションし、整

理する 

120 120 山口 典子他 

6 正常な分娩進行に伴う産婦の身体的・

心理的・社会的特性 

授業形態：講義  事前学習：

使用図書の第４章を熟読して

から授業に臨むこと  事後学

習：本時の学習内容をリフレ

クションし、整理する 

120 120 山口 典子 

7 分娩期のアセスメントおよび産婦と

家族への看護 

授業形態：講義  事前学習：

使用図書の第４章を熟読して

から授業に臨むこと  事後学

習：本時の学習内容をリフレ

クションし、整理する 

120 120 山口 典子 

8 分娩の異常およびその対象への看護 授業形態：講義  事前学習：

使用図書の第７章を熟読して

から授業に臨むこと  事後学

習：本時の学習内容をリフレ

クションし、整理する 

120 120 山口 典子 

9 褥婦の身体的・精神的・社会的特性 授業形態：講義  事前学習：

使用図書の第６章を熟読して

から授業に臨むこと  事後学

習：本時の学習内容をリフレ

クションし、整理する 

120 120 中澤 紀代子 

10 産褥期のアセスメントの視点と看護 授業形態：講義  事前学習： 120 120 中澤 紀代子 



使用図書の第６章を熟読して

から授業に臨むこと  事後学

習：本時の学習内容をリフレ

クションし、整理する 

11 産褥期の異常と看護 授業形態：講義  事前学習：

使用図書の第７章を熟読して

から授業に臨むこと  事後学

習：本時の学習内容をリフレ

クションし、整理する 

120 120 中澤 紀代子 

12 新生児の生理とアセスメント① 授業形態：講義  事前学習：

使用図書の第５章を熟読して

から授業に臨むこと  事後学

習：本時の学習内容をリフレ

クションし、整理する 

120 120 佐藤 郁美 

13 新生児の生理とアセスメント② 授業形態：講義  事前学習：

使用図書の第５章を熟読して

から授業に臨むこと  事後学

習：本時の学習内容をリフレ

クションし、整理する 

120 120 佐藤 郁美 

14 新生児の退院までの看護と異常 授業形態：講義  事前学習：

使用図書の第 5、7章を熟読し

てから授業に臨むこと  事後

学習：本時の学習内容をリフ

レクションし、整理する 

120 120 佐藤 郁美 

15 母子の看護過程 授業形態：講義  事前学習：

使用図書の付章を熟読してか

ら授業に臨むこと  事後学

習：本時の学習内容をリフレ

クションし、整理する 

120 120 佐藤 郁美 

      

17      

18      

19      

20      

21      

22      

23      

24      

25      

26      

27      



28      

29      

      
 

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 

「母性看護学各論」 森恵美他 医学書院   

参考書      

その他の

資料 

「リプロダクティブヘルスケ

ア・リプロダクティブヘルスケ

ア演習ガイドブック」 

    

 

【評価方法】 再試・追加指導 【履修上の留意点】 

試験 80％、課題 20% 評価において合格点に満たない場合

は、1回のみ再試験を実施する。 

事前学習・事後学習は必ず取り組むこ

と。 
 

【オフィスアワー・連絡先】 

山口 典子 オフィスアワー：水曜日 研究室：K棟 4階 410研究室 連絡先：noriko-yamaguchi@nuhw.ac.jp 授業に関

する質問等については、メールにてご連絡ください。 また他の担当教員に関しては、初回授業の際に提示します。 
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科目群 専門専攻科目群 
 

授業科目 在宅看護学概論 授業コード 33023000 

担当教員 稲垣 千文／宇田 優子／岩野 千尋 
 

対象学年 2年 対象学科 看護 授業形態 対面 

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／プレゼンテーシ

ョン 

単位数 2単位 時間数 30 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】 

在宅看護を必要とする社会情勢、在宅看護学の理論等を講義、個人ワーク・グループワークで学ぶ。 本科目は、看護

師の実務（臨床）経験を持つ複数の教員が担当する科目である。 

【授業の目的】 

社会の変化によって、在宅ケアのニーズは増大している。  在宅看護学では保健・医療・福祉の有機的な連携を基盤

として、在宅療養をしている人とその家族を、「地域で生活すること」「その人らしく生きること」に視点をおいて理解

し、在宅看護の機能と役割、訪問看護制度について学習する。 

【学習目標】 

１．在宅看護が必要とされる背景と根拠を説明できる ２．在宅看護の対象と生活の場、在宅看護の提供方法、在宅療

養者が利用できる社会資源を説明できる ３. 在宅看護の目的、役割、機能を説明できる（安全管理、家族支援、療養

の場の移行に伴う看護、医療機関との連携、チームケア、ケアマネジメント） ４．訪問看護の制度、サービス提供の

仕組みを説明できる ５．在宅看護の対象者の特性（高齢者・疾患等）をふまえた在宅看護を概説できる ６．訪問看護

計画立案の基本（アセスメント・優先順位の検討）を説明できる ７．在宅での倫理的課題について学び、看護の役割

について説明ができる。 
 

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 ・在宅看護学概論授業計画について ・

在宅看護とは              ・訪問

看護計画立案の基礎 その 1 

準備学習は、教科書南江堂在

宅看護論 P2、P110~112の講義

に該当する内容を読み、わか

らない個所など整理する。  

学習方法は、講義を受講する。  

学習課題は、適宜授業中に提

示する。 

60 60 稲垣 千文 

2 ・日本の在宅看護の成立（在宅看護の 準備学習は、教科書南江堂 p1 60 60 宇田 優子 



概念、社会の諸情勢と在宅看護の歩

み） ・日本の社会文化的背景 ・高齢

者の理解（老年的超越とは） ・介護保

険制度 

～37 の講義に該当する内容

を読み、わからない個所など

整理する。  学習方法は、講

義を受講する。  学習課題

は、適宜授業中に提示する。 

3 ・訪問看護計画立案の基礎その 2  

看護過程の展開 アセスメントにつ

いて 

準備学習は、教科書 南江堂 

在宅看護論 P113～P129。メデ

ィカ出版 在宅療養を支える

技術 P17~24 の講義に該当す

る内容を読み、わからない個

所など整理する。  学習方法

は、講義を受講する。  学習

課題は、適宜授業中に提示す

る。 

60 60 稲垣 千文 

4 ・ワークシートフィードバック ・対象

別在宅看護の特徴（要介護高齢者・認

知症）について 

準備学習は、教科書南江堂在

宅看護論 P136~156 の講義に

該当する内容を読み、わから

ない個所などチェックして臨

むこと。  学習方法は、講義

を受講する。  学習課題は、

適宜授業中に提示する。 

60 60 稲垣 千文 

5 ・在宅看護における連携 （退院支援、

チームケア、他職種や他機関との連

携） ・リスクマネジメント 

準備学習は、教科書南江堂在

宅看護論 P74~107 の講義に該

当する内容を読み、わからな

い個所などチェックして臨む

こと。  学習方法は、講義を

受講する。  学習課題は、適

宜授業中に提示する。 

60 60 稲垣 千文 

6 ・ワークシートフィードバック ・訪問

看護計画立案の基礎 その３ 看護過

程の展開 関連図・優先順位の検討に

ついて 

準備学習は、教科書 南江堂 

在宅看護論 P122～P129、メデ

ィカ出版 在宅療養を支える

技術 P17～12 の講義に該当す

る内容を読み、わからない個

所などチェックして臨むこ

と。  学習方法は、講義を受

講する。  学習課題は、適宜

授業中に提示する。 

60 60 稲垣 千文 

7 ・ALS（筋萎縮性側索硬化症）につい

て ・在宅療養者・家族の体験から学ぶ 

準備学習は、筋萎縮性側索硬

化症（ALS）について、難病情

報センターのサイト内の情報

を閲覧し、病態などの概要を

90 30 稲垣 千文、在

宅療養者とご家

族 



理解する。  学習方法は、講

義を受講する。  学習課題

は、適宜授業中に提示する。 

8 ・対象別在宅看護の特徴（難病）につ

いて 

準備学習は、教科書南江堂在

宅看護論 P166~177 の講義に

該当する内容を読み、わから

ない個所などチェックして臨

むこと。  学習方法は、講義

受講する。  学習課題は、適

宜授業中に提示する。 

60 60 岩野千尋、稲垣 

千文 

9 ・訪問看護における倫理的課題につい

て ・ワークシートフィードバック ・

訪問看護計画立案の基礎 その 4 ・模

擬事例グループワーク学習について

第 10～12回の説明 

倫理的課題について 事前学

習として、教科書「在宅看護

論」P130~134を読み、倫理的

課題について理解する。 学習

方法は、講義動画を視聴し、

在宅での倫理的課題に対する

看護師の役割などについて学

ぶ。 事後学習は、課題事例に

沿って倫理的課題と看護師の

役割について考察する。 個人

ワークシートについて 準備

学習は、提出した課題の内容

の確認を行い、不明な点を明

らかにしておく。  学習方法

は講義を受講する。学習課題

は、個人ワークのフィードバ

ックの内容に沿って対象者の

支援についてアセスメントを

行い、理解を深める。 事後 

30 90 稲垣 千文 

10 模擬事例グループ学習・討議 その 1   

アセスメントの共有 

準備学習は、個人ワークで行

った、アセスメント内容をグ

ループディスカッションでき

るよう内容を整理する。 学習

方法は、アセスメントの内容

をグループ内で、共有・討議

を行い、在宅療養者・家族へ

の支援について考察する。 

30 90 稲垣 千文、宇

田 優子他 

11 模擬事例グループ学習・討議 その 2    

関連図・優先順位の検討 

準備学習は、個人ワークで行

った、内容をグループディス

カッションできるよう内容を

整理する。 学習方法は、グル

30 90 稲垣 千文、宇

田 優子他 



ープで、関連図、療養上の課

題を共有・討議を行い、在宅

療養者・家族への支援につい

て考察する。 

12 模擬事例グループ学習・討議 その３   

全大会討議準備 

準備学習は、グループワーク

で検討した内容を、他グルー

プの内容と比較できるように

内容を整理する。 学習方法

は、他グループが検討したア

セスメント、関連図、療養上

の課題についてと自らのグル

ープワークで検討した内容と

比較する。さらにグループで

検討を行い、全体会での討議

の準備を行う。 

60 60 稲垣 千文、宇

田 優子他 

13 模擬事例全体学習  発表・討議・まと

め 

準備学習は、グループで行っ

た検討内容を全大会で共有・

検討できるよう内容を整理す

る。  学習方法は、全大会で、

アセスメント、療養上の課題

など検討を行う。 学習課題

は、発表・討議を通して在宅

療養者・家族への支援につい

て考察する。 

60 60 稲垣千文、宇田 

優子他 

14 ・在宅看護の法的基盤とシステム（介

護保険制度、訪問看護制度） ・在宅医

療と居宅等における医行為 ・訪問看

護ステーションの運営と管理 

準備学習は、教科書 南江堂 

在宅看護論 P33~72 の講義に

該当する内容を読み、わから

ない個所などチェックして臨

むこと。 学習方法は、講義を

受講する。 学習課題は、適宜

授業中に提示する。 

60 60 岩野 千尋 宇

田 優子 

15 ・地域包括ケアシステムと看護（地域

包括支援センター看護職、介護支援専

門員等の介護保険制度含む） ・諸外国

の在宅看護 

準備学習は、教科書 南江堂 

在宅看護論 P38-41、376-389

の講義に該当する内容を読

み、わからない個所などチェ

ックして臨むこと。 学習方法

は、講義を受講する。 学習課

題は、適宜授業中に提示する。 

60 60 宇田 優子 

 ＊各回の進行・内容は変更する場合が

あります 

講義形態は状況により、対面

または、オンラインとなる場

合があります。 
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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 

①在宅看護論 改訂第 2版  ②

ナーシンググラフィカ 在宅

看護論② 在宅療養を支える

技術 

①石垣和子、

上 野 ま り  

②臺  有佳 

他 編集 

①南江堂  ②

メディカ出版 

①2018年・2,800円

＋税  ②2022 年 

2,800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】 

提出課題 50％程度、筆記試験 50％程

度 

再試、再々試は筆記試験を行う。 2年次科目の「家族看護学」「保健医療

福祉制度論」「基礎看護学実習」「看護

倫理」と関連付けて積極的な態度で学

ぶこと 
 

【オフィスアワー・連絡先】 

オフィスアワー：9：00～12：00、13：00～17：00 （休日除く）  宇田優子 yuko-uda@nuhw.ac.jp  稲垣千文 

inagaki@nuhw.ac.jp  実習指導などで不在あり、事前にメール連絡すること 



〈社会福祉学部 社会福祉学科〉                       （2022年度） 

科目群 専門基礎科目群 
 

授業科目 地域福祉論Ⅰ 授業コード 55007000 

担当教員 渡邊 豊 
 

対象学年 2年 対象学科 社会福祉学科 授業形態 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 

その他 

単位数 2単位 時間数 30 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】 

本科目は、社会福祉協議会で社会福祉士の実務経験をもつ教員が担当する。 １．地域福祉の基本的な考え方について

理解する。２．福祉行財政システムについて理解する。３．福祉計画の意義と種類、策定と運用について理解する。 

なお、担当教員は、授業科目に関連する実務経験を有している。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）で実施する。 

【授業の目的】 

地域福祉の基本的な考え方、福祉行財政システム、福祉計画について理解し、地域福祉について基本的な理解を深め

る。 

【学習目標】 

１．地域福祉の基本的な考え方、展開、動向について理解する。２．地域福祉における主体と対象を理解し、住民の主

体形成の概念を理解する。３．地域福祉を推進するための、福祉行財政の実施体制と果たす役割について理解する。

４．地域福祉計画をはじめとした福祉計画の意義・目的及び展開を理解する。 
 

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 学習方法：講義  60 渡邊 豊 

2 地域福祉の概念と理論 学習方法：講義 準備学習：

教科書 P116～P124 を読んで

おくこと。 

30 30 渡邊 豊 

3 地域福祉の歴史 学習方法：講義 準備学習：

教科書 P125～P134 を読んで

おくこと。 

30 30 渡邊 豊 

4 地域福祉の動向 学習方法：講義 準備学習：

教科書 P135～P138 を読んで

おくこと。 

30 30 渡邊 豊 

5 地域福祉の推進主体 学習方法：講義 準備学習： 30 30 渡邊 豊 



教科書 P139～P148 を読んで

おくこと。 

6 地域福祉の主体と形成 学習方法：講義 準備学習：

教科書 P149～P156 を読んで

おくこと。 

30 30 渡邊 豊 

7 国、都道府県の役割 学習方法：講義 準備学習：

教科書 P286～P291 を読んで

おくこと。 

30 30 渡邊 豊 

8 市町村の役割、国と地方の関係 学習方法：講義 準備学習：

教科書 P292～P300 を読んで

おくこと。 

30 30 渡邊 豊 

9 福祉行政の組織及び専門職の役割 学習方法：講義 準備学習：

教科書 P301～P311 を読んで

おくこと。 

30 30 渡邊 豊 

10 福祉における財源 学習方法：講義 準備学習：

教科書 P312～P323 を読んで

おくこと。 

30 30 渡邊 豊 

11 地域福祉の意義・目的と展開 学習方法：講義 準備学習：

教科書 P240～P247 を読んで

おくこと。 

30 30 渡邊 豊 

12 市町村地域福祉計画・都道府県地域福

祉支援計画の内容 

学習方法：講義 準備学習：

教科書Ｐ248～P258 を読んで

おくこと。 

30 30 渡邊 豊 

13 福祉計画の策定過程と方法 学習方法：講義 準備学習：

教科書 P259～P267 を読んで

おくこと。 

30 30 渡邊 豊 

14 福祉計画の実施と評価 学習方法：講義 準備学習：

教科書 P268～P283 を読んで

おくこと。 

30 30 渡邊 豊 

15 まとめ 学習方法：講義  60 渡邊 豊 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



      

      

      

      
 

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 

最新・社会福祉士養成講座６

『地域福祉と包括的支援体制』 

日本ソーシ

ャルワーク

教育学校連

盟 

中央法規出版 2021 年・2,900 円

（税別） 

 

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】 

定期試験 レポートで１回行う。  
 

【オフィスアワー・連絡先】 

オフィスアワー：木曜日 17:00〜18:00 研究室：Ｅ棟 316 メール：yutaka-watanabe@nuhw.ac.jp 



                 （2022年度） 

科目群 専門基礎科目群 
 

授業科目 地域福祉論Ⅱ 授業コード 55007500 

担当教員 渡邊 豊 
 

対象学年 2年 対象学科 社会福祉学科 授業形態 同時双方向・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 

その他 

単位数 2単位 時間数 30 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】 

本科目は、社会福祉協議会で社会福祉士の実務経験をもつ教員が担当する。 １．地域社会の変化と多様化・複雑化し

た地域生活課題について理解する。２．地域共生社会の実現に向けた包括的支援体制について理解する。３．地域共生

の実現に向けた多機関協働について理解する。４．災害時における総合的かつ包括的な支援体制について理解する。

５．地域福祉と包括的支援体制の課題と展望について理解する。 なお、担当教員は、授業科目に関連する実務経験を

有している。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）で実施する。 

【授業の目的】 

地域社会の変化と地域生活課題、地域共生社会の実現に向けた包括的支援体制と多機関協働、災害時における支援体

制、地域福祉と包括的支援体制の課題と展望について理解し、地域福祉の実践的な理解を図る。 

【学習目標】 

１．包括的支援体制の考え方と、多職種及び多機関協働の意義と実際について理解する。２．地域生活課題の変化と現

状を踏まえ、包括的支援体制における社会福祉士及び精神保健福祉士の役割を理解する。 
 

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 学習方法：講義  60 渡邊 豊 

2 地域社会の概念と理論、地域社会の変

化 

学習方法：講義 準備学習：

教科書 P2～P10 を読んでおく

こと。 

30 30 渡邊 豊 

3 多様化・複雑化した地域生活課題の現

状とニーズ 

学習方法：講義 準備学習：

教科書 P20～P30 を読んでお

くこと。 

30 30 渡邊 豊 

4 地域福祉と社会的孤立 学習方法：講義 準備学習：

教科書 P31～P36 を読んでお

くこと。 

30 30 渡邊 豊 

5 包括的支援体制 学習方法：講義 準備学習： 30 30 渡邊 豊 



教科書 P55～P60 を読んでお

くこと。 

6 地域包括ケアシステム 学習方法：講義 準備学習：

教科書 P38～P43 を読んでお

くこと。 

30 30 渡邊 豊 

7 生活困窮者自立支援の考え方 学習方法：講義 準備学習：

教科書 P44～P54 を読んでお

くこと。 

30 30 渡邊 豊 

8 地域共生社会の実現に向けた各種施

策 

学習方法：講義 準備学習：

教科書 P65～P74 を読んでお

くこと。 

30 30 渡邊 豊 

9 多機関協働を促進する仕組み 学習方法：講義 準備学習：

教科書 P83～P91 を読んでお

くこと。 

30 30 渡邊 豊 

10 多職種連携 学習方法：講義 準備学習：

教科書 P92～P103 を読んでお

くこと。 

30 30 渡邊 豊 

11 福祉以外の分野との機関協働の実際 学習方法：講義 準備学習：

教科書 P104～P115 を読んで

おくこと。 

30 30 渡邊 豊 

12 非常時や災害時における総合的かつ

包括的な支援 

学習方法：講義 準備学習：

教科書 P200～P237 を読んで

おくこと。 

30 30 渡邊 豊 

13 地域福祉ガバナンス 学習方法：講義 準備学習：

教科書Ｐ76～Ｐ82 を読んで

おくこと。 

30 30 渡邊 豊 

14 地域共生社会の構築 学習方法：講義 準備学習：

教科書 P61～P64 を読んでお

くこと。 

30 30 渡邊 豊 

15 まとめ 学習方法：講義  60 渡邊 豊 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



      

      

      

      
 

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 

最新社会福祉士養成講座６『地

域福祉と包括的支援体制』 

日本ソーシ

ャルワーク

教育学校連

盟 

中央法規出版 2021 年・2,900 円

（税別） 

 

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】 

定期試験 レポートで１回行う。  
 

【オフィスアワー・連絡先】 

オフィスアワー：木曜日 17:00〜18:00 研究室：Ｅ棟 316 メール：yutaka-watanabe@nuhw.ac.jp 



                 （2022年度） 

科目群 専門専攻科目群 
 

授業科目 介護過程Ⅰ 授業コード 56008000 

担当教員 森田 裕之 
 

対象学年 1年 対象学科 社会（介護福祉コース必修） 授業形態 対面・同時双方向 

開講時期 後期 必修・選択 選択 アクティブラ

ーニング 

その他 

単位数 1単位 時間数 30 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】 

介護過程の意義・目的についての理解を深め、介護過程における各展開過程においての留意点、方法について学習す

る。介護福祉士の実務（臨床）経験を持つ教員が担当する科目である。なお、メディア授業も適宜取り入れながら行っ

ていく。 

【授業の目的】 

本人の全体像の理解、生活課題の分析による介護ニーズの抽出、根拠に基づく介護実践を伴う課題解決の思考過程を

修得する。 

【学習目標】 

①介護過程の意義と目的が説明できる。 ②介護サービス計画（ケアプラン）と個別介護計画との関係性について説明

することができる。 ③介護過程の展開と過程における留意点を説明できる。 ④介護過程に関したシート（情報整理

分析シート、ニーズ抽出シート、介護計画書）への記載ができる。 
 

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 介護過程の意義について理解する 講義 【事前学習】 指定され

た教科書のページを読んでお

く。 【事後学習】 授業の資

料を再度、確認し授業内容の

ポイントを説明できるように

する。 【学習課題】 講義終

了時に、リアクションペーパ

ーの作成を行う（授業内容の

まとめと感想）。 

0 0 森田裕之 

2 介護過程とケアマネジメント 講義 【事前学習】 前回の授

業内で指定された教科書のペ

ージを読んでおく。 【事後学

0 0 森田裕之 



習】 授業の資料を再度、確認

し授業内容のポイントを説明

できるようにする。 【学習課

題】 講義終了時に、リアクシ

ョンペーパーの作成を行う

（授業内容のまとめと感想）。 

3 アセスメント 講義 【事前学習】 前回の授

業内で指定された教科書のペ

ージを読んでおく。 【事後学

習】 授業の資料を再度、確認

し授業内容のポイントを説明

できるようにする。 【学習課

題】 講義終了時に、リアクシ

ョンペーパーの作成を行う

（授業内容のまとめと感想）。 

0 0 森田裕之 

4 アセスメント 講義 【事前学習】 前回の授

業内で指定された教科書のペ

ージを読んでおく。 【事後学

習】 授業の資料を再度、確認

し授業内容のポイントを説明

できるようにする。 【学習課

題】 講義終了時に、リアクシ

ョンペーパーの作成を行う

（授業内容のまとめと感想）。 

0 0 森田裕之 

5 アセスメント 講義 【事前学習】 前回の授

業内で指定された教科書のペ

ージを読んでおく。 【事後学

習】 授業の資料を再度、確認

し授業内容のポイントを説明

できるようにする。 【学習課

題】 講義終了時に、リアクシ

ョンペーパーの作成を行う

（授業内容のまとめと感想）。 

0 0 森田裕之 

6 支援計画 講義 【事前学習】 前回の授

業内で指定された教科書のペ

ージを読んでおく。 【事後学

習】 授業の資料を再度、確認

し授業内容のポイントを説明

できるようにする。 【学習課

題】 講義終了時に、リアクシ

ョンペーパーの作成を行う

0 0 森田裕之 



（授業内容のまとめと感想）。 

7 介護過程におけるアセスメントの視

点を理解する 

講義 【事前学習】 前回の授

業内で指定された教科書のペ

ージを読んでおく。 【事後学

習】 授業の資料を再度、確認

し授業内容のポイントを説明

できるようにする。 【学習課

題】 講義終了時に、リアクシ

ョンペーパーの作成を行う

（授業内容のまとめと感想）。 

0 0 森田裕之 

8 介護過程におけるアセスメントの視

点を理解する 

講義 【事前学習】 前回の授

業内で指定された教科書のペ

ージを読んでおく。 【事後学

習】 授業の資料を再度、確認

し授業内容のポイントを説明

できるようにする。 【学習課

題】 講義終了時に、リアクシ

ョンペーパーの作成を行う

（授業内容のまとめと感想）。 

0 0 森田裕之 

9 介護過程の展開（演習） 講義 【事前学習】 前回の授

業内で指定された教科書のペ

ージを読んでおく。 【事後学

習】 授業の中で理解が進まな

かったところ、助言を受けた

ところを再度確認し、不明点

をまとめる。 【学習課題】 講

義終了時に、リアクションペ

ーパーの作成を行う（授業内

容のまとめと感想）。 

0 0 森田裕之 

10 介護過程の展開（演習） 講義 【事前学習】 前回の授

業内での不明な点を明確化し

ておく。 【事後学習】 授業

の中で理解が進まなかったと

ころ、助言を受けたところを

再度確認し、不明点をまとめ

る。 【学習課題】 講義終了

時に、リアクションペーパー

の作成を行う（授業内容のま

とめと感想）。 

0 0 森田裕之 

11 介護過程の展開（演習） 講義 【事前学習】 前回の授

業内での不明な点を明確化し

0 0 森田裕之 



ておく。 【事後学習】 授業

の中で理解が進まなかったと

ころ、助言を受けたところを

再度し、不明点をまとめる。 

【学習課題】 講義終了時に、

リアクションペーパーの作成

を行う（授業内容のまとめと

感想）。 

12 介護過程の展開（演習） 講義 【事前学習】 前回の授

業内での不明な点を明確化し

ておく。 【事後学習】 授業

の中で理解が進まなかったと

ころ、助言を受けたところを

再度し、不明点をまとめる。 

【学習課題】 講義終了時に、

リアクションペーパーの作成

を行う（授業内容のまとめと

感想）。 

0 0 森田裕之 

13 介護過程の展開（演習）のまとめ 講義 【事前学習】 前回の授

業内での不明な点を明確化し

ておく。 【事後学習】 授業

の中で理解が進まなかったと

ころ、助言を受けたところを

再度確認し、不明点をまとめ

る。  【学習課題】 講義終

了時に、リアクションペーパ

ーの作成を行う（授業内容の

まとめと感想）。 

0 0 森田裕之 

14 介護過程における留意点 講義 【事前学習】 指定され

た教科書のページ及び今まで

に配布した資料を再度読んで

おく。 【事後学習】 授業の

資料を再度、確認し授業内容

のポイントを説明できるよう

にする。 【学習課題】 講義

終了時に、リアクションペー

パーの作成を行う（授業内容

のまとめと感想）。 

0 0 森田裕之 

15 まとめ 講義 【事前学習】 これまで

に配布した資料を再度整理

し、確認しておく。 【事後学

0 0 森田裕之 



習】 授業の資料を再度、確認

し授業内容のポイントを説明

できるようにする。   【学

習課題】 課題レポートを作成

する。 

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 

最新介護福祉全書７ 介護 

介護過程 

石野育子 メヂカルフレ

ンド社 

2014年・3300円  

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】 

課題 4０％ レポート 60％ にて評価

する。 

状況に応じて課題・レポートの再提出

を求める。 

①各回、連続したつながりのある内容

ですので、欠席をしないようにしてく

ださい。 ②授業の中で、演習を行い

ます。演習を通して、自身が理解でき

ていない部分などが見えたり、疑問点

が出てきます。積極的に質問するなど

して参加してください。 ③授業内で、

課題提出があります。提出の際は、提

出期限を厳守してください。 
 

【オフィスアワー・連絡先】 

初回授業で確認すること。 



                 （2022年度） 

科目群 専門専攻科目群 
 

授業科目 介護過程Ⅱ 授業コード 56008500 

担当教員 森田 裕之 
 

対象学年 2年 対象学科 社会（介護福祉コース必修） 授業形態 対面・同時双方向 

開講時期 前期 必修・選択 選択 アクティブラ

ーニング 

その他 

単位数 1単位 時間数 30 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】 

介護実践における介護過程の意義の理解を踏まえ、介護過程を展開するための一連のプロセスと着眼点について学ぶ。 

個別の事例を通じて、対象の状態や状況に応じた介護過程の展開につながる内容について学ぶ。介護福祉士の実務（臨

床）経験を持つ教員が担当する科目である。本授業では、主を対面での講義とするが、適宜、メディア授業も取り入れ

る 

【授業の目的】 

本人の望む生活の実現に向けて、生活課題の分析を行い、根拠に基づく介護実践を伴う課題解決の思考過程を修得す

る。 

【学習目標】 

学科におけるアセスメントシート・情報整理分析シート・介護計画書シートを使って、介護過程の展開ができるよう

になる。 
 

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 介護過程の展開とは何か 講義 【事前学習】 介護過程

Ⅰでの学習をまとめておく。 

【事後学習】 授業の資料を再

度、確認し授業内容のポイン

トを説明できるようにする。  

【学習課題】 講義終了時に、

リアクションペーパーの作成

を行う（授業内容のまとめと

感想）。 

0 0 森田裕之 

2 情報の整理と分析（ICF シートの使い

方） 

講義 【事前学習】 ICF につ

いて、復習しておく。 【事後

学習】 授業の資料を再度、確

0 0 森田裕之 



認し授業内容のポイントを説

明できるようにする。 【学習

課題】 講義終了時に、リアク

ションペーパーの作成を行う

（授業内容のまとめと感想）。 

3 情報の整理と分析（ICFシートの活用） 講義 【事前学習】 前回の授

業資料を基に内容を整理して

おく。 【事後学習】 授業の

資料を再度、確認し授業内容

のポイントを説明できるよう

にする。 【学習課題】 講義

終了時に、リアクションペー

パーの作成を行う（授業内容

のまとめと感想）。 

0 0 森田裕之 

4 情報の整理と分析(ICF シート記載確

認） 

【事前学習】 前回の授業資料

を基に内容を整理しておく。 

【事後学習】 授業の資料を再

度、確認し授業内容のポイン

トを説明できるようにする。 

【学習課題】 講義終了時に、

リアクションペーパーの作成

を行う（授業内容のまとめと

感想）。 

0 0 森田裕之 

5 アセスメント（演習） 講義 【事前学習】 事前に提

示された事例を読んでおく。 

【事後学習】 授業の資料を再

度、確認し授業内容のポイン

トを説明できるようにする。 

【学習課題】 講義終了時に、

リアクションペーパーの作成

を行う（授業内容のまとめと

感想）。 

0 0 森田裕之 

6 アセスメント（演習） 講義 【事前学習】 前回の演

習シートを確認し、本日の演

習作業ペースを把握してお

く。 【事後学習】 授業の資

料を再度、確認し授業内容の

ポイントを説明できるように

する。 【学習課題】 講義終

了時に、リアクションペーパ

ーの作成を行う（授業内容の

0 0 森田裕之 



まとめと感想）。 

7 情報の整理と分析(演習） 講義 【事前学習】 情報整理

と分析に関する復習をしてお

く。 【事後学習】 授業の資

料を再度、確認し授業内容の

ポイントを説明できるように

する。 【学習課題】 講義終

了時に、リアクションペーパ

ーの作成を行う（授業内容の

まとめと感想）。 

0 0 森田裕之 

8 ニーズ把握（演習） 講義 【事前学習】 ニーズ抽

出に関する復習をしておく。 

【事後学習】 授業の資料を再

度、確認し授業内容のポイン

トを説明できるようにする。 

【学習課題】 講義終了時に、

リアクションペーパーの作成

を行う（授業内容のまとめと

感想）。 

0 0 森田裕之 

9 介護計画の立案（演習：長期目標・短

期目標） 

講義 【事前学習】 介護計画

立案に関する復習をしてお

く。 【事後学習】 授業の資

料を再度、確認し授業内容の

ポイントを説明できるように

する。 【学習課題】 講義終

了時に、リアクションペーパ

ーの作成を行う（授業内容の

まとめと感想）。 

0 0 森田裕之 

10 介護計画の立案（演習：支援内容の作

成） 

講義 【事前学習】 前回の演

習シートを確認し、本日の演

習作業ペースを把握してお

く。 【事後学習】 授業の資

料を再度、確認し授業内容の

ポイントを説明できるように

する。 【学習課題】 講義終

了時に、リアクションペーパ

ーの作成を行う（授業内容の

まとめと感想）。 

0 0 森田裕之 

11 演習のまとめ 講義 【事前学習】 自身の演

習で作成したシートを確認し

ておく。 【事後学習】 授業

0 0 森田裕之 



の資料を再度、確認し授業内

容のポイントを説明できるよ

うにする。 【学習課題】 講

義終了時に、リアクションペ

ーパーの作成を行う（授業内

容のまとめと感想）。 

12 チームとして介護過程を展開するこ

との意義や方法 

講義 【事前学習】 指定され

た資料を読んでおく。 【事後

学習】 授業の資料を再度、確

認し授業内容のポイントを説

明できるようにする。 【学習

課題】 講義終了時に、リアク

ションペーパーの作成を行う

（授業内容のまとめと感想）。 

0 0 森田裕之 

13 介護過程の展開における注意点 講義 【事前学習】 指定され

た資料を読んでおく。 【事後

学習】 授業の資料を再度、確

認し授業内容のポイントを説

明できるようにする。 【学習

課題】 講義終了時に、リアク

ションペーパーの作成を行う

（授業内容のまとめと感想）。 

0 0 森田裕之 

14 介護過程の展開における注意点 講義 【事前学習】 指定され

た資料を読んでおく。 【事後

学習】 授業の資料を再度、確

認し授業内容のポイントを説

明できるようにする。 【学習

課題】 講義終了時に、リアク

ションペーパーの作成を行う

（授業内容のまとめと感想）。 

0 0 森田裕之 

15 まとめ 講義 【事前学習】 指定され

た資料を読んでおく。 【事後

学習】 課題レポートを作成す

る。 

0 0 森田裕之 

16      

17      

18      

19      

20      

21      

22      
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24      

25      
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使用図書 ＜書名＞ ＜著者名＞ ＜発行所＞ ＜発行年・価格＞ ＜備考＞ 
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必ず購入

する書籍 

     

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】 

授業中に課すワークシートへの取り

組み３０％ 試験レポート７０％ 

状況に応じて追再試験に応じる。  

 

【オフィスアワー・連絡先】 

初回授業時に確認のこと 



                 （2022年度） 

科目群 専門専攻科目群 
 

授業科目 介護過程Ⅲ 授業コード 56009000 

担当教員 森田 裕之 
 

対象学年 2年 対象学科 社会（介護福祉コース必修） 授業形態 対面 

開講時期 後期 必修・選択 選択 アクティブラ

ーニング 

その他 

単位数 1単位 時間数 30 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】 

介護サービス計画や協働する他の専門職のケア計画と個別介護計画との関係性、チームとして介護過程を展開するこ

との意義や方法を理解する。介護福祉士の実務（臨床）経験を持つ教員が担当する科目である。本授業は主に対面授業

であるが、適宜メディア授業も適宜、取り入れて実施する。 

【授業の目的】 

本人の望む生活の実現に向けて、生活課題の分析を行い、根拠に基づく介護実践を伴う課題解決の思考過程を修得す

る。 

【学習目標】 

①対象者の心身の状況に応じて、必要な書式を活用し、アセスメント（情報収集・分析）・介護計画立案の介護過程を

展開できる。 ②チームとして介護過程を展開することの意義や方法を説明できる。 
 

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 介護過程の展開とは何か 講義 【事前学習】 介護過程

Ⅱの授業資料を確認してお

く。 【事後学習】 授業の資

料を再度、確認し授業内容の

ポイントを説明できるように

する。 

0 0 森田裕之 

2 対象の状態や状況に応じた介護過程

の展開① 

講義 【事前学習】 事前に提

示された事例を読んでおく。 

【事後学習】 授業の資料を再

度、確認し授業内容のポイン

トを説明できるようにする。 

0 0 森田裕之 

3 対象の状態や状況に応じた介護過程

の展開① 

講義 【事前学習】 前回の演

習シートを確認し、本日の演

0 0 森田裕之 



習作業ペースを把握してお

く。 【事後学習】 授業の資

料を再度、確認し授業内容の

ポイントを説明できるように

する。 

4 対象の状態や状況に応じた介護過程

の展開① 

講義 【事前学習】 前回の演

習シートを確認し、本日の演

習作業ペースを把握してお

く。 【事後学習】 授業の資

料を再度、確認し授業内容の

ポイントを説明できるように

する。 

0 0 森田裕之 

5 対象の状態や状況に応じた介護過程

の展開① 

講義 【事前学習】 前回の演

習シートを確認し、本日の演

習作業ペースを把握してお

く。 【事後学習】 授業の資

料を再度、確認し授業内容の

ポイントを説明できるように

する。 

0 0 森田裕之 

6 対象の状態や状況に応じた介護過程

の展開① 

講義 【事前学習】 前回の演

習シートを確認し、本日の演

習作業ペースを把握してお

く。 【事後学習】 授業の資

料を再度、確認し授業内容の

ポイントを説明できるように

する。 

0 0 森田裕之 

7 対象の状態や状況に応じた介護過程

の展開② 

講義 【事前学習】 前回の演

習シートを確認し、本日の演

習作業ペースを把握してお

く。 【事後学習】 授業の資

料を再度、確認し授業内容の

ポイントを説明できるように

する。 

0 0 森田裕之 

8 対象の状態や状況に応じた介護過程

の展開② 

講義 【事前学習】 事前に提

示された事例を読んでおく。 

【事後学習】 授業の資料を再

度、確認し授業内容のポイン

トを説明できるようにする。 

0 0 森田裕之 

9 対象の状態や状況に応じた介護過程

の展開② 

講義 【事前学習】 前回の演

習シートを確認し、本日の演

習作業ペースを把握してお

0 0 森田裕之 



く。 【事後学習】 授業の資

料を再度、確認し授業内容の

ポイントを説明できるように

する。 

10 対象の状態や状況に応じた介護過程

の展開② 

講義 【事前学習】 前回の演

習シートを確認し、本日の演

習作業ペースを把握してお

く。 【事後学習】 授業の資

料を再度、確認し授業内容の

ポイントを説明できるように

する。 

0 0 森田裕之 

11 対象の状態や状況に応じた介護過程

の展開③ 

講義 【事前学習】 前回の演

習シートを確認し、本日の演

習作業ペースを把握してお

く。 【事後学習】 授業の資

料を再度、確認し授業内容の

ポイントを説明できるように

する。 

0 0 森田裕之 

12 対象の状態や状況に応じた介護過程

の展開③ 

講義 【事前学習】 前回の演

習シートを確認し、本日の演

習作業ペースを把握してお

く。 【事後学習】 授業の資

料を再度、確認し授業内容の

ポイントを説明できるように

する。 

0 0 森田裕之 

13 対象の状態や状況に応じた介護過程

の展開③ 

講義 【事前学習】 前回の演

習シートを確認し、本日の演

習作業ペースを把握してお

く。 【事後学習】 授業の資

料を再度、確認し授業内容の

ポイントを説明できるように

する。 

0 0 森田裕之 

14 対象の状態や状況に応じた介護過程

の展開③ 

講義 【事前学習】 前回の演

習シートを確認し、本日の演

習作業ペースを把握してお

く。 【事後学習】 授業の資

料を再度、確認し授業内容の

ポイントを説明できるように

する。 

0 0 森田裕之 

15 まとめ 講義 【事前学習】 前回の演

習シートを確認し、本日の演

0 0 森田裕之 



習作業ペースを把握してお

く。 【事後学習】 課題レポ

ートを作成する。 

16      
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【評価方法】 再試・追加指導 【履修上の留意点】 

授業で指示するレポートの提出 50%・

最終授業での課題 50% 

状況に応じてレポートの再提出等を

求める。 

 

 

【オフィスアワー・連絡先】 

初回授業時に確認のこと 



                 （2022年度） 

科目群 専門専攻科目群 
 

授業科目 介護過程Ⅳ 授業コード 56009500 

担当教員 森田 裕之 
 

対象学年 3年 対象学科 社会（介護福祉コース必修） 授業形態 対面・同時双方向 

開講時期 前期 必修・選択 選択 アクティブラ

ーニング 

その他 

単位数 1単位 時間数 30 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】 

介護過程の展開を通じてチームアプローチについて学び、介護実践のモニタリングを行う。介護福祉士の実務（臨床）

経験を持つ教員が担当する科目である。本授業は主に対面授業であるが、適宜メディア授業も取り入れる。 

【授業の目的】 

本人の望む生活の実現に向けて、生活課題の分析を行い、根拠に基づく介護実践を伴う課題解決の思考過程を修得す

る。 

【学習目標】 

①チームアプローチにおける介護福祉士の役割について説明ができる。 ②模擬カンファレンスをとおして、介護サー

ビス計画（ケアプラン）と介護福祉士の実践を関連付けることができる。 
 

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 事例検討 1 講義 【事前学習】 介護過程

に関する資料を見直して、ま

とめておく。 【事後学習】 授

業の資料を再度、確認し授業

内容のポイントを説明できる

ようにする。 【学習課題】 講

義終了時に、リアクションペ

ーパーの作成を行う（授業内

容のまとめと感想）。 

0 0 森田裕之 

2 事例検討 2 講義 【事前学習】 前回の授

業資料を見直しておく。 【事

後学習】 授業の資料を再度、

確認し授業内容のポイントを

説明できるようにする。 【学

0 0 森田裕之 



習課題】 講義終了時に、リア

クションペーパーの作成を行

う（授業内容のまとめと感

想）。 

3 事例検討 3 模擬カンファレンス 講義 【事前学習】 前回の授

業資料を見直しておく。 【事

後学習】 授業の資料を再度、

確認し授業内容のポイントを

説明できるようにする。 【学

習課題】 講義終了時に、リア

クションペーパーの作成を行

う（授業内容のまとめと感

想）。 

0 0 森田裕之 

4 事例検討 4 模擬カンファレンス 講義 【事前学習】 前回の授

業資料を見直しておく。 【事

後学習】 授業の資料を再度、

確認し授業内容のポイントを

説明できるようにする。 【学

習課題】 講義終了時に、リア

クションペーパーの作成を行

う（授業内容のまとめと感

想）。 

0 0 森田裕之 

5 事例検討 5 模擬カンファレンス 講義 【事前学習】 前回の授

業資料を見直しておく。 【事

後学習】 授業の資料を再度、

確認し授業内容のポイントを

説明できるようにする。 【学

習課題】 講義終了時に、リア

クションペーパーの作成を行

う（授業内容のまとめと感

想）。 

0 0 森田裕之 

6 事例検討 6 模擬カンファレンス 講義 【事前学習】 前回の授

業資料を見直しておく。 【事

後学習】 授業の資料を再度、

確認し授業内容のポイントを

説明できるようにする。 【学

習課題】 講義終了時に、リア

クションペーパーの作成を行

う（授業内容のまとめと感

想）。 

0 0 森田裕之 

7 事例検討 7  介護計画書の修正 講義 【事前学習】 前回の授 0 0 森田裕之 



業資料を見直しておく。 【事

後学習】 授業の資料を再度、

確認し授業内容のポイントを

説明できるようにする。 【学

習課題】 講義終了時に、リア

クションペーパーの作成を行

う（授業内容のまとめと感

想）。 

8 チームアプローチの実際（運営方法） 講義 【事前学習】 前回の授

業資料を見直しておく。 【事

後学習】 授業の資料を再度、

確認し授業内容のポイントを

説明できるようにする。 【学

習課題】 講義終了時に、リア

クションペーパーの作成を行

う（授業内容のまとめと感

想）。 

0 0 森田裕之 

9 チームアプローチの実際（他職種の理

解） 

講義 【事前学習】 前回の授

業資料を見直しておく。 【事

後学習】 授業の資料を再度、

確認し授業内容のポイントを

説明できるようにする。  

【学習課題】 講義終了時に、

リアクションペーパーの作成

を行う（授業内容のまとめと

感想）。 

0 0 森田裕之 

10 チームアプローチの実際（他職種の理

解） 

講義 【事前学習】 前回の授

業資料を見直しておく。 【事

後学習】 授業の資料を再度、

確認し授業内容のポイントを

説明できるようにする。 【学

習課題】 講義終了時に、リア

クションペーパーの作成を行

う（授業内容のまとめと感

想）。 

0 0 森田裕之 

11 チームアプローチの実際（サービス担

当者会議） 

講義 【事前学習】 前回の授

業資料を見直しておく。 【事

後学習】 授業の資料を再度、

確認し授業内容のポイントを

説明できるようにする。  

【学習課題】 講義終了時に、

0 0 森田裕之 



リアクションペーパーの作成

を行う（授業内容のまとめと

感想）。 

12 チームアプローチの実際（サービス担

当者会議） 

講義 【事前学習】 前回の授

業資料を見直しておく。 【事

後学習】 授業の資料を再度、

確認し授業内容のポイントを

説明できるようにする。 【学

習課題】 講義終了時に、リア

クションペーパーの作成を行

う（授業内容のまとめと感

想）。 

0 0 森田裕之 

13 チームアプローチの実際（サービス担

当者会議） 

講義 【事前学習】 前回の授

業資料を見直しておく。 【事

後学習】 授業の資料を再度、

確認し授業内容のポイントを

説明できるようにする。 【学

習課題】 講義終了時に、リア

クションペーパーの作成を行

う（授業内容のまとめと感

想）。 

0 0 森田裕之 

14 チームアプローチの実際（介護福祉士

が担う役割） 

講義 【事前学習】 前回の授

業資料を見直しておく。 【事

後学習】 授業の資料を再度、

確認し授業内容のポイントを

説明できるようにする。 【学

習課題】 講義終了時に、リア

クションペーパーの作成を行

う（授業内容のまとめと感

想）。 

0 0 森田裕之 

15 まとめ 講義 【事前学習】 前回の授

業資料を見直しておく。 【事

後学習】【学習課題】 課題レ

ポートの作成 

0 0 森田裕之 

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 

     

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】 

授業で指示するレポートの提出 50%・

最終授業での課題 50% 

状況に応じてレポート・課題の再提出

を求める。 

 

 

【オフィスアワー・連絡先】 

初回授業時に確認のこと 



                 （2022年度） 

科目群 専門専攻科目群 
 

授業科目 介護過程Ⅴ 授業コード 56010000 

担当教員 森田 裕之 
 

対象学年 3年 対象学科 社会（介護福祉コース必修） 授業形態 対面・同時双方向 

開講時期 前期 必修・選択 選択 アクティブラ

ーニング 

その他 

単位数 1単位 時間数 30 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】 

介護実践の科学的探究を行う。介護福祉士の実務（臨床）経験を持つ教員が担当する科目である。本授業は主に対面授

業で実施するが、適宜、メディア授業も取り入れる。 

【授業の目的】 

本授業は、介護実践研究方法の修得を目指す。介護実習Ⅱにおいて展開した介護過程の事例を基に、事例から探求し

たい課題を設定し、先行研究に基づきながら考察を行っていくことで、研究方法や問題解決までの思考過程を修得し

ていく。 

【学習目標】 

①介護過程の展開事例において、先行研究に基づいて考察ができるようになる。 ②介護実践研究方法を修得し、プレ

ゼンテーションができるようになる。 
 

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 介護実践研究とは何か 講義 【事前学習】 シラバス

を確認し、授業概要を把握し

ておく。 【事後学習】 授業

の資料を再度、確認し授業内

容のポイントを説明できるよ

うにする。 【学習課題】 講

義終了時に、リアクションペ

ーパーの作成を行う（授業内

容のまとめと感想）。 

0 0 森田裕之 

2 介護実践研究におけるテーマ設定 講義 【事前学習】 課題テー

マについて、明確にしておく。 

【事後学習】 授業の資料を再

度、確認し授業内容のポイン

0 0 森田裕之 



トを説明できるようにする。 

【学習課題】 講義終了時に、

リアクションペーパーの作成

を行う（授業内容のまとめと

感想）。 

3 介護実践研究における先行研究レビ

ューの方法を理解する 

講義 【事前学習】 課題テー

マについて、さらに深め明確

にしておく。 【事後学習】 授

業の資料を基に、文献検索を

行う。 【学習課題】 講義終

了時に、リアクションペーパ

ーの作成を行う（授業内容の

まとめと感想）。 

0 0 森田裕之 

4 介護実践について先行研究レビュー

をする 

講義 【事前学習】 前回の授

業資料を確認しておく。 【事

後学習】 レビュー資料を作成

する.。 【学習課題】 講義終

了時に、リアクションペーパ

ーの作成を行う（授業内容の

まとめと感想）。 

0 0 森田裕之 

5 介護実践に関する先行研究レビュー

をまとめる 

講義 【事前学習】 作成した

レビュー資料を再度、見直し

ておく。 【事後学習】 授業

の資料を再度、確認し授業内

容のポイントを説明できるよ

うにする。 【学習課題】 講

義終了時に、リアクションペ

ーパーの作成を行う（授業内

容のまとめと感想）。 

0 0 森田裕之 

6 文献の引用方法を学ぶ・研究倫理を理

解する 

講義 【事前学習】 事前に配

布した資料を読んでおく。 

【事後学習】 授業の資料を再

度、確認し授業内容のポイン

トを説明できるようにする。 

【学習課題】 講義終了時に、

リアクションペーパーの作成

を行う（授業内容のまとめと

感想）。 

0 0 森田裕之 

7 個別事例の介護実践結果を評価する 講義 【事前学習】 介護実習

Ⅱの記録物の整理、見直しを

しておく。 【事後学習】 授

0 0 森田裕之 



業の資料を再度、確認し授業

内容のポイントを説明できる

ようにする。介護実習Ⅱ記録

をまとめる。 【学習課題】 講

義終了時に、リアクションペ

ーパーの作成を行う（授業内

容のまとめと感想）。 

8 個別事例の介護実践結果から考察す

る 

講義 【事前学習】 前回の授

業資料を見直しておく。 【事

後学習】 授業の資料を再度、

確認し授業内容のポイントを

説明できるようにする。 【学

習課題】 講義終了時に、リア

クションペーパーの作成を行

う（授業内容のまとめと感

想）。 

0 0 森田裕之 

9 個別事例の介護実践結果から考察す

る 

講義 【事前学習】 前回の授

業資料を見直しておく。 【事

後学習】 授業の資料を再度、

確認し授業内容のポイントを

説明できるようにする。 【学

習課題】 講義終了時に、リア

クションペーパーの作成を行

う（授業内容のまとめと感

想）。 

0 0 森田裕之 

10 個別事例の介護実践結果から考察す

る 

講義 【事前学習】 前回の授

業資料を見直しておく。 【事

後学習】 授業の資料を再度、

確認し授業内容のポイントを

説明できるようにする。 【学

習課題】 講義終了時に、リア

クションペーパーの作成を行

う（授業内容のまとめと感

想）。 

0 0 森田裕之 

11 個別事例の介護実践結果から考察す

る 

講義 【事前学習】 前回の授

業資料を見直しておく。 【事

後学習】 授業の資料を再度、

確認し授業内容のポイントを

説明できるようにする。 【学

習課題】 講義終了時に、リア

クションペーパーの作成を行

0 0 森田裕之 



う（授業内容のまとめと感

想）。 

12 個別事例のプレゼンテーション用の

パワーポイント作成方法を学ぶ 

講義 【事前学習】 前回の授

業資料を見直しておく。 【事

後学習】 授業の資料を再度、

確認し授業内容のポイントを

説明できるようにする。 【学

習課題】 講義終了時に、リア

クションペーパーの作成を行

う（授業内容のまとめと感

想）。 

0 0 森田裕之 

13 個別事例のプレゼンテーション用の

パワーポイント作成 

講義 【事前学習】 配布資料

を確認しておく。 【事後学習】 

授業の資料を再度、確認し授

業内容のポイントを説明でき

るようにする。 【学習課題】 

講義終了時に、リアクション

ペーパーの作成を行う（授業

内容のまとめと感想）。 

0 0 森田裕之 

14 個別事例のプレゼンテーション用の

パワーポイント作成 

講義 【事前学習】 前回の授

業資料を見直しておく。 【事

後学習】 授業の資料を再度、

確認し授業内容のポイントを

説明できるようにする。 【学

習課題】 講義終了時に、リア

クションペーパーの作成を行

う（授業内容のまとめと感

想）。 

0 0 森田裕之 

15 まとめ 講義 【事前学習】 前回の授

業資料を見直しておく。 【事

後学習】【学習課題】 課題レ

ポートを作成する。 

0 0 森田裕之 

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 

     

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】 

授業中に課すワークシートへの取り

組み５０％ 試験レポート５０％ 

状況に応じて追再試験に応じる。 演習が中心の科目ですので、高い参加

意識で出席してください。 
 

【オフィスアワー・連絡先】 

初回授業時に確認のこと 



                 （2022年度） 

科目群 専門専攻科目群 
 

授業科目 精神保健福祉論Ⅰ 授業コード 55030000 

担当教員 渡邉 恵司 
 

対象学年 3年 対象学科 社会（精神保健福祉コース必

修） 

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 選択 アクティブラ

ーニング 

ディスカッション 

単位数 4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 ◎ ◎ ◎ 
 

【授業の概要】 

精神保健福祉士の実務経験をもつ教員が本科目を担当する。精神障害者の相談援助活動と精神保健福祉法との関わり

について知るとともに、精神障害者の支援に関する制度、福祉サービスや関係諸機関について理解する。また、社会資

源の調整・開発に係わる社会調査の概要と活用について基礎的な知識を身につける。 

【授業の目的】 

本講義では、精神障害者の置かれてきた社会的状況を念頭におき、精神保健福祉士として求められる知識と視点の習

得を目的としている。1.精神障害者の相談援助活動と法（精神保健福祉法）との関わりについて理解する。2.精神障害

者の支援に関連する制度及び福祉サービスの知識と支援内容について理解する。3.精神障害者の支援において係わる

施設、団体、関連機関等について理解する。4.更生保護制度と医療観察法について理解する。5.社会資源の調整・開発

に係わる社会調査の概要と活用について基礎的な知識を理解する。 

【学習目標】 

1．精神保健福祉法の意義と内容を説明することができる。2．精神障害者の福祉制度の概要と福祉サービスの内容を

説明することができる。3．精神障害者に関連する社会保障制度の概要を説明することができる。4．相談援助に係わる

施設、団体、関係機関及び専門職や地域住民との協働について述べることができる。5．更生保護制度の概要と精神障

害者福祉との関わりについて説明することができる。6．医療観察法の概要を説明することができる。7．医療観察法に

おける精神保健福祉士の専門性と役割を説明することができる。8．社会資源の調整・開発に係わる社会調査の意義、

目的、倫理、方法及び活用の仕方について述べることができる。さらに、人と「向き合い」、「寄り添い」、そして「支

援する」ということを一緒に考え、主体的にできることを到達目標としている。 
 

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／精神保健福祉

に関する制度とサービスについて 

学習方法）講義 事前学習・学

習課題） 教科書の全体を把握

して授業に臨むこと 事後学

習） 授業の内容を振り返り、

60 60 渡邉 恵司 



整理すること 

2 社会保障全体からみた精神保健福祉

に関する制度とサービス１ 

学習方法）講義 事前学習・学

習課題） 教科書第１章 P２〜

P２３の内容を捉えて授業に

臨むこと 事後学習） 授業の

内容を振り返り、整理するこ

と 

60 60 渡邉 恵司 

3 社会保障全体からみた精神保健福祉

に関する制度とサービス２ 

学習方法）講義 事前学習・学

習課題） 教科書第１章 P２〜

P２３の内容を捉えて授業に

臨むこと 事後学習） 授業の

内容を振り返り、整理するこ

と 

60 60 渡邉 恵司 

4 社会保障全体からみた精神保健福祉

に関する制度とサービス３ 

学習方法）講義 事前学習・学

習課題） 教科書第１章 P２〜

P２３の内容を捉えて授業に

臨むこと 事後学習） 授業の

内容を振り返り、整理するこ

と 

60 60 渡邉 恵司 

5 精神保健福祉法の成立までの経緯と

意義、その後の変化１ 

学習方法）講義 事前学習・学

習課題） 教科書第２章 P２５

〜P４１の内容を捉えて授業

に臨むこと 事後学習） 授業

の内容を振り返り、整理する

こと 

60 60 渡邉 恵司 

6 精神保健福祉法の成立までの経緯と

意義、その後の変化２ 

学習方法）講義 事前学習・学

習課題） 教科書第２章 P２５

〜P４１の内容を捉えて授業

に臨むこと   事後学習） 

授業の内容を振り返り、整理

すること 

60 60 渡邉 恵司 

7 精神保健福祉法の成立までの経緯と

意義、その後の変化３ 

学習方法）講義 事前学習・学

習課題） 教科書第２章 P２５

〜P４１の内容を捉えて授業

に臨むこと 事後学習） 授業

の内容を振り返り、整理する

こと 

60 60 渡邉 恵司 

8 精神保健福祉法の概要 1 学習方法）講義 事前学習・学

習課題） 教科書第３章 P４４

〜P８４の内容を捉えて授業

に臨むこと 事後学習） 授業

60 60 渡邉 恵司 



の内容を振り返り、整理する

こと 

9 精神保健福祉法の概要２ 学習方法）講義 事前学習・学

習課題） 教科書第３章 P４４

〜P８４の内容を捉えて授業

に臨むこと 事後学習） 授業

の内容を振り返り、整理する

こと 

60 60 渡邉 恵司 

10 現場から学ぶ１（ゲストスピーカー・

病院 PSW：精神保健福祉士） 

学習方法）講義 事前学習・学

習課題） これまでの授業を振

り返り、授業に臨むこと 事後

学習） 授業の内容を振り返

り、整理すること 

60 60 渡邉 恵司 

11 精神障害者等の福祉制度の概要と福

祉サービス 1 

学習方法）講義 事前学習・学

習課題） 教科書第４章 P８５

〜P１７１の内容を捉えて授

業に臨むこと 事後学習） 授

業の内容を振り返り、整理す

ること 

60 60 渡邉 恵司 

12 精神障害者等の福祉制度の概要と福

祉サービス２ 

学習方法）講義 事前学習・学

習課題） 教科書第４章 P８５

〜P１７１の内容を捉えて授

業に臨むこと 事後学習） 授

業の内容を振り返り、整理す

ること 

60 60 渡邉 恵司 

13 精神障害者等の福祉制度の概要と福

祉サービス３ 

学習方法）講義 事前学習・学

習課題） 教科書第４章 P８５

〜P１７１の内容を捉えて授

業に臨むこと 事後学習） 授

業の内容を振り返り、整理す

ること 

60 60 渡邉 恵司 

14 精神障害者等の福祉制度の概要と福

祉サービス４ 

学習方法）講義 事前学習・学

習課題） 教科書第４章 P８５

〜P１７１の内容を捉えて授

業に臨むこと 事後学習） 授

業の内容を振り返り、整理す

ること 

60 60 渡邉 恵司 

15 精神保健福祉に関する制度とサービ

スについての前半振り返りと中間確

認テスト 

学習方法）講義 前半の振り返

りと中間確認テスト 事前学

習と学習課題） 前期中間テス

トに向けて、今までの授業を

120 120 渡邉 恵司 



振り返り、試験に臨むこと  

事後学習） 中間確認テストを

振り返り、自身の課題を抽出

すること 

16 精神障害者に関連する社会保障制度

の概要１ 

学習方法）講義 事前学習・学

習課題） 教科書第５章 P１７

３〜P２３５の内容を捉えて

授業に臨むこと 事後学習） 

授業の内容を振り返り、整理

すること 

60 60 渡邉 恵司 

17 精神障害者に関連する社会保障制度

の概要２ 

学習方法）講義 事前学習・学

習課題） 教科書第５章 P１７

３〜P２３５の内容を捉えて

授業に臨むこと 事後学習） 

授業の内容を振り返り、整理

すること 

60 60 渡邉 恵司 

18 視覚教材を活用しての学習（レポート

作成に向けて） 

学習方法）精神保健福祉に関

する視覚教材を使用した学習  

事後学習） 授業（視覚教材）

の内容を振り返り、レポート

にまとめること 

60 180 渡邉 恵司 

19 相談援助にかかわる組織、団体、関係

機関および専門職や地域の支援者１ 

学習方法）講義 事前学習・学

習課題） 教科書第６章 P２３

７〜P２６９の内容を捉えて

授業に臨むこと 事後学習） 

授業の内容を振り返り、整理

すること 

60 60 渡邉 恵司 

20 相談援助にかかわる組織、団体、関係

機関および専門職や地域の支援者２ 

学習方法）講義 事前学習・学

習課題） 教科書第６章 P２３

７〜P２６９の内容を捉えて

授業に臨むこと 事後学習） 

授業の内容を振り返り、整理

すること 

60 60 渡邉 恵司 

21 更生保護制度の概要と精神保健福祉

との関係１ 

学習方法）講義 事前学習・学

習課題） 教科書第７章 P２７

１〜P３１３の内容を捉えて

授業に臨むこと 事後学習） 

授業の内容を振り返り、整理

すること 

60 60 渡邉 恵司 

22 更生保護制度の概要と精神保健福祉

との関係２ 

学習方法）講義 事前学習・学

習課題） 教科書第７章 P２７

60 60 渡邉 恵司 



１〜P３１３の内容を捉えて

授業に臨むこと 事後学習） 

授業の内容を振り返り、整理

すること 

23 医療観察法の概要１ 学習方法）講義 事前学習・学

習課題） 教科書第８章 P３１

６〜P３５１の内容を捉えて

授業に臨むこと 事後学習） 

授業の内容を振り返り、整理

すること 

60 60 渡邉 恵司 

24 医療観察法の概要２ 学習方法）講義 事前学習・学

習課題） 教科書第８章 P３１

６〜P３５１の内容を捉えて

授業に臨むこと 事後学習） 

授業の内容を振り返り、整理

すること 

60 60 渡邉 恵司 

25 医療観察法の概要３ 学習方法）講義 事前学習・学

習課題） 教科書第８章 P３１

６〜P３５１の内容を捉えて

授業に臨むこと 事後学習） 

授業の内容を振り返り、整理

すること 

60 60 渡邉 恵司 

26 現場から学ぶ２（ゲストスピーカー・

社会復帰調整官：精神保健福祉士） 

学習方法）講義 事前学習・学

習課題） これまでの授業を振

り返り臨むこと 事後学習） 

授業の内容を振り返り、整理

すること 

60 60 渡邉 恵司 

27 社会資源の調整・開発にかかわる社会

調査１ 

学習方法）講義 事前学習・学

習課題） 教科書第９章 P３５

３〜P４０３の内容を捉えて

授業に臨むこと 事後学習） 

授業の内容を振り返り、整理

すること 

60 60 渡邉 恵司 

28 社会資源の調整・開発にかかわる社会

調査２ 

学習方法）講義 事前学習・学

習課題） 教科書第９章 P３５

３〜P４０３の内容を捉えて

授業に臨むこと 事後学習） 

授業の内容を振り返り、整理

すること 

60 60 渡邉 恵司 

29 現場から学ぶ３（ゲストスピーカー・

当事者） 

学習方法）講義 事前学習・学

習課題） こえまでの授業を振

60 60 渡邉 恵司 



り返り授業に臨むこと 事後

学習） 授業の内容を振り返

り、整理すること 

30 まとめ）精神保健福祉における制度と

サービスとは 

学習方法）講義 事前学習・学

習課題） 前期授業全体を振り

返っておくこと 事後学習） 

授業の全体を振り返り、整理

すること。また定期試験に向

けての学習をすること 

60 120 渡邉 恵司 
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【評価方法】 再試・追加指導 【履修上の留意点】 

中間確認試験（15回目）40％、期末試

験 50%,、レポート課題 10% 

再試とレポート等による追加指導 ・原則として「精神保健学」「精神医

学」を履修済みの者に限定する。 
 

【オフィスアワー・連絡先】 

オフィスアワー：金曜日３限 研究室：E棟３階 メール：keiji-watanabe@nuhw.ac.jp 



                 （2022年度） 

科目群 専門専攻科目群 
 

授業科目 精神保健福祉論Ⅱ 授業コード 55030500 

担当教員 渡邉 恵司 
 

対象学年 3年 対象学科 社会（精神保健福祉コース必

修） 

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 

ディスカッション 

単位数 2単位 時間数 30 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 ◎ ◎ ◎ 
 

【授業の概要】 

精神保健福祉士の実務経験をもつ教員が本科目を担当する。前期：精神保健福祉論Ⅰも踏まえ、精神障害者の生活支

援の意義と特徴を知る。その中でも特に、精神障害者の居住支援と就労支援に関する制度・施策と相談援助活動につ

いて理解する。また、行政機関における精神保健福祉士の相談援助活動について理解する。 

【授業の目的】 

1.精神障害者の生活支援の意義と特徴について理解する。2.精神障害者の居住支援に関する制度・施策と相談援助活

動について理解する。3.職業リハビリテーションの概念及び精神障害者の就労支援に関する制度・施策と相談援助活

動（その他の日中活動支援を含む）について理解する。4.行政機関における精神保健福祉士の相談援助活動について

理解する。 

【学習目標】 

1．精神障害者の概念について説明することができる。2．精神障害者の生活の実際について述べることができる。3．

精神障害者の生活と人権について述べることができる。4．精神障害者の居住支援について説明することができる。5．

精神障害者の就労支援について説明することができる。6．精神障害者の生活支援システムについて説明することがで

きる。7．市町村やその他の行政機関における相談援助活動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 オリエンテーション／精神障害につ

いて 

事前学習・学習課題） 教科書

の全体を把握して授業に臨む

こと 事後学習） 授業の内容

を振り返り、整理すること 

60 60 渡邉 恵司 

2 精神障害者の概念１ 学習方法）講義 準備学習・学

習課題） 教科書第１章 P１〜

P２７の内容を捉えて授業に

臨むこと 事後学習） 授業の

60 60 渡邉 恵司 



内容を振り返り、整理するこ

と 

3 精神障害者の概念２ 学習方法）講義 準備学習・学

習課題） 教科書第１章 P１〜

P２７の内容を捉えて授業に

臨むこと 事後学習） 授業の

内容を振り返り、整理するこ

と 

60 60 渡邉 恵司 

4 精神障害者の生活の実際１ 学習方法）講義 準備学習・学

習課題） 教科書第２章 P２９

〜P６０の内容を捉えて授業

に臨むこと 事後学習） 授業

の内容を振り返り、整理する

こと 

60 60 渡邉 恵司 

5 精神障害者の生活の実際２ 学習方法）講義 準備学習・学

習課題） 教科書第２章 P２９

〜P６０の内容を捉えて授業

に臨むこと 事後学習） 授業

の内容を振り返り、整理する

こと 

60 60 渡邉 恵司 

6 精神障害者の生活と人権 学習方法）講義・グループワ

ーク 準備学習・学習課題） 教

科書第３章 P６１〜P７７の

内容を捉えて授業に臨むこと 

事後学習） 授業の内容を振り

返り、整理すること 

60 60 渡邉 恵司 

7 精神障害者の居住支援１ 学習方法）講義 準備学習・学

習課題） 教科書第４章 P７９

〜P１２１の内容を捉えて授

業に臨むこと 事後学習） 授

業の内容を振り返り、整理す

ること 

60 60 渡邉 恵司 

8 精神障害者の居住支援２ 学習方法）講義 準備学習・学

習課題） 教科書第４章 P７９

〜P１２１の内容を捉えて授

業に臨むこと 事後学習） 授

業の内容を振り返り、整理す

ること 

60 60 渡邉 恵司 

9 精神障害者の就労支援１ 学習方法）講義 準備学習・学

習課題） 教科書第５章 P１２

３〜P１７７の内容を捉えて

60 60 渡邉 恵司 



授業に臨むこと 事後学習） 

授業の内容を振り返り、整理

すること 

10 精神障害者の就労支援２ 学習方法）講義 準備学習・学

習課題） 教科書第５章 P１２

３〜P１７７の内容を捉えて

授業に臨むこと 事後学習） 

授業の内容を振り返り、整理

すること 

60 60 渡邉 恵司 

11 現場から学ぶ４（ゲストスピーカー・

相談支援専門員：精神保健福祉士） 

学習方法）講義 準備学習・学

習課題） 教科書第５章 P１２

３〜P１７７の内容を捉えて

授業に臨むこと 事後学習） 

授業の内容を振り返り、整理

すること 

60 60 渡邉 恵司 

12 行政における相談援助 学習方法）講義 準備学習・学

習課題） 教科書第６章 P１７

９〜P２１３の内容を捉えて

授業に臨むこと 事後学習） 

授業の内容を振り返り、整理

すること 

60 60 渡邉 恵司 

13 現場から学ぶ５（ゲストスピーカー・

行政機関） 

学習方法）講義 準備学習・学

習課題） これまでの授業を振

り返り、授業に臨むこと 事後

学習） 授業の内容を振り返

り、整理すること 

60 60 渡邉 恵司 

14 精神障害者の地域生活支援システム 学習方法）講義 準備学習・学

習課題） 教科書第７章 P２１

５〜P２８１の内容を捉えて

授業に臨むこと 事後学習） 

授業の内容を振り返り、整理

すること 

60 60 渡邉 恵司 

15 まとめ）精神障害者の生活支援とは 学習方法）講義 事前学習・学

習課題） 前期全体を振り返っ

ておくこと 事後学習） 授業

の全体を振り返り、整理する

こと。また定期試験に向けて

の学習をすること 

60 60 渡邉 恵司 
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【評価方法】 再試・追加指導 【履修上の留意点】 

期末試験 80%, レポート課題 20% 再試とレポート等による追加指導 原則として「精神保健学」「精神医学」

を履修済みの者に限定する。 
 

【オフィスアワー・連絡先】 

オフィスアワー：金曜日３限 研究室：E棟３階 メール：keiji-watanabe@nuhw.ac.jp 



〈医療経営管理学部 医療情報管理学科〉                   （2022年度） 

科目群 専門基礎科目群 
 

授業科目 医療制度概論 授業コード 41002500 

担当教員 瀧口 徹 
 

対象学年 2年 対象学科 情報 授業形態 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 

プレゼンテーション 

単位数 2単位 時間数 30 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 〇 〇 
 

【授業の概要】 

厚生労働省等で保健医療行政に長期間従事した経験をもつ教員（歯科医師）が担当する。医療施設、医療従事者に関す

る様々な法制度を理解し、わが国における医療の諸制度を体系的に理解する。 本授業は対面授業形式でパワーポイン

トスライドによる説明実施。手元資料はパワーポイント資料の pdf を Teams のファイルとして提供する。また、授業

毎に小テストを Google Formを用いて提供資料閲覧（可）の条件下で行う。期末テストは Google Formで提供資料閲

覧（不可）の条件下で行う。従って、各自 PCを持参すること。  ※１ 事前学習：指定教科書の該当章を閲覧し、わ

かりにくい箇所、質問のある個所をリストアップしておくこと ※２ 事後学習：授業に登場した公衆衛生に関連した

専門用語の意味を再確認し、各授業における重要な視点を再吟味すること    事後学習を兼ねて小テスト（10問）

の回答期限を翌日午前中とする ※３ 【2021年度と同様、コロナ禍対策としてメディア授業（オンディマンド型等）

に変更（全体、または一部）する場合もあるので大学メールを頻回に目を通すこと】 

【授業の目的】 

我が国は 1961年に国民皆保険制度を開始して以来、健康長寿と高度な医療を国民に遍く普及させ世界をリードしてき

た。この 50年以上の歩みの根本にあるのは我が国の医療制度である。公衆衛生的な対策による疾病予防（一次予防）、

各種検診による早期発見と即時処置（二次予防）、および廉価で高水準な医療（三次予防）のベストミックスの法的な

柱について理解を深めることを目的とする。 

【学習目標】 

１．医療制度を取り巻く様々な法制度を理解する。保健・医療・福祉サービスの質を規定するヒト（医療関係職種）、

ハコ（医療設備）、モノ（医薬品、医療器材）に関する法体系を系統的に理解する。２．上記医療制度により国民の寿

命や健康寿命がどのように延伸されてきたかを理解する。３．加えて、介護保険と医療の関係を理解する。 
 

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 医療制度と法体系（社会保障制度）１ 社会保険、公的扶助、社会福

祉、公衆衛生および医療 

0 0 瀧口 徹 

2 医療制度と法体系（社会保障制度）２ 医療制度改革の歴史と制度の

現状 

0 0 瀧口 徹 



3 保健･医療･福祉の決定因子（人口動

態、疾病構造、医療技術等） 

講義 0 0 瀧口 徹 

4 医療制度の今後（保健・医療・福祉の

連携） 

講義 0 0 瀧口 徹 

5 医療関係の施設、機関、組織 講義 0 0 瀧口 徹 

6 医療施設に関する法制度 医療法 0 0 瀧口 徹 

7 医薬品・医療機器に関する法制度 薬事法 0 0 瀧口 徹 

8 医師・看護師に関する法制度 医師法、歯科医師法、保助看

法 

0 0 瀧口 徹 

9 医療従事者に関する法制度１  0 0 瀧口 徹 

10 医療従事者に関する法制度２  0 0 瀧口 徹 

11 健康・予防・衛生に関する法制度、ガ

イドライン１ 

感染症予防法、食品衛生法 0 0 瀧口 徹 

12 健康・予防・衛生に関する法制度、ガ

イドライン２ 

健康増進法、健康日本 21 0 0 瀧口 徹 

13 介護保険法１ 高齢者保健福祉政策の経緯、

第 1 号、2 号被保険者、ドイ

ツとの比較 

0 0 瀧口 徹 

14 介護保険法２ 要介護度判定、医療機関との

連携、今後の課題 

0 0 瀧口 徹 

15 まとめ 小テスト解説 0 0 瀧口 徹 

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 

     

参

考

書 

書名：ア

ク テ ィ

ブ  公

衆 衛 生

学  ラ

ー ニ ン

グ  副

読 本 

問 題 集 

－ 医 療

関 連 資

格 試 験

対 応 問

題集(仮

称：2022

年新刊）

∸ 

編

者：

瀧口

徹、

木下

直

彦、

藤谷

克己 

出版社：ウイネット：WeNet（NSG） 

https://www.wenet.co.jp/webapp/products/detail.php?product_id=2507 

1,500

円 ＋

税（予

定） 

1：医療事

務関連資

格試験対

応問題集

(仮称：

2022 年

新刊） 書

名：アク

テ ィ ブ 

公衆衛生

学 ラー

ニ ン グ 

副 読 本 

問 題 集 

※１ 本

問題集の

領域：本

問題集は

公衆衛生

学 を

ABCD 領

域 に 分

け、A：狭

義の公衆

衛生学、 

B：医療制

度 ( 法

規）、（介

護保険制

度 を 含

む）C：医

療 管 理

（医療安



全）、D:保

健統計学

(基礎と

医 療 統

計）等か

ら構成さ

れ て い

る。 ※２ 

資格試験

対応：医

療情報管

理学科で

は、診療

情報管理

士（HIM）、

メディカ

ルクラー

ク、ドク

ターズク

ラーク等

の医療事

務関連の

資格試験

に対応す

るため、

B:医療制

度概論、

C:医療管

理 

そ

の

他

の

資

料 

     

 

【評価方法】 再試・追加指導 【履修上の留意点】 

1)毎回行う小テストの総点数を 25 点

に配点、期末テストを 75 点配点、総

計 100点配点で評価する。いずれも配

布資料閲覧可、その他資料閲覧不可                          

2)授業毎に行う小テスト(10 問）は

Google Formで行う。回答時間は事後

学習を兼ねて【授業日翌日の午前中ま

再テストは１回のみである。 講義の主体は医療と保健の２領域で

す。医療には医療圏と施設・設備を規

定する医療法、26 種の医療関係職種

の業務範囲を規定する医師法、保健

師・助産師・看護士法等の身分法、医

薬品と医療機器を規定する薬事法が

あり、また医療保険には健康保険法が



で】とする。 3)期末テストは Google 

Form＋ポータルサイト方式で行う。 

回答時間は【90分】とする。 

ある。一方、保健にも健康増進法、地

域保険法等多数の法律があります。法

律は医療関係の仕事に従事する場合

大変重要ですが目に見えないものな

ので掴みにくく特に学習が大変です。

そのため各授業時の配布資料と講義

を重視して各授業を受講してくださ

い。 
 

【オフィスアワー・連絡先】 

瀧口徹：takiguchi@nuhw.ac.jp  IA511 平日 9:30-17:00 



                 （2022年度） 

科目群 専門基礎科目群 
 

授業科目 社会保障制度論 授業コード 41003000 

担当教員 波多野 誠 
 

対象学年 2年 対象学科 情報 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 2単位 時間数 30 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】 

社会福祉士として実務経験をもつ教員が担当する。社会保障に関する法律や制度は、社会的背景や政治経済的活動に

応じて制定されてきた。また、様々な法律や制度が制定された後も、その法律や制度の狭間で生じる問題の発生等に

応じて改正され対応してきた。それらの法律や諸制度はどのようにして成立し、改正され、どのような構造になって

いるのかを学ぶことで社会全体への視野を広げる。 

【授業の目的】 

わが国の社会保障制度について理解する。 

【学習目標】 

１．社会保障について理解する。 ２．社会保険について理解する。 ３．公的扶助について理解する。 ４．社会福祉

について理解する。 
 

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 授業形態：講義(メディア授

業) 事前学習：なし 学習内

容：社会保障および社会保障

制度の大枠のイメージをつか

む 事後学習：第 1回の授業内

容に基づいた課題レポートの

作成 

0 120 波多野 誠 

2 社会保障の目的と機能 授業形態：講義(メディア授

業) 事前学習：教科書 p.276-

282 を熟読しておく 学習内

容：社会保障の目的と機能に

ついて理解する 事後学習：第

2 回の授業内容に基づいた課

60 60 波多野 誠 



題レポートの作成 

3 社会保障の財政 授業形態：講義(メディア授

業) 事前学習：教科書 p.284-

296 を熟読しておく 学習内

容：社会保障の財政について

理解する 事後学習：第 3回の

授業内容に基づいた課題レポ

ートの作成 

60 60 波多野 誠 

4 社会保障の歴史 授業形態：講義(メディア授

業) 事前学習：教科書 p.259-

276 を熟読しておく 学習内

容：社会保障の歴史について

理解する 事後学習：第 4回の

授業内容に基づいた課題レポ

ートの作成 

60 60 波多野 誠 

5 社会保険と民間保険 授業形態：講義(メディア授

業) 事前学習：教科書 p.233-

259 を熟読しておく 学習内

容：社会保険と民間保険につ

いて理解する 事後学習：第 5

回の授業内容に基づいた課題

レポートの作成 

60 60 波多野 誠 

6 医療保険 授業形態：講義(メディア授

業) 事前学習：教科書 p.13-

75 を熟読しておく 学習内

容：医療保険について理解す

る 事後学習：第 6回の授業内

容に基づいた課題レポートの

作成 

60 60 波多野 誠 

7 年金 授業形態：講義(メディア授

業) 事前学習：教科書 p.153-

195 を熟読しておく 学習内

容：年金について理解する 事

後学習：第 7 回の授業内容に

基づいた課題レポートの作成 

60 60 波多野 誠 

8 労働保険(雇用保険) 授業形態：講義(メディア授

業) 事前学習：教科書 p.197-

213 を熟読しておく 学習内

容：労働保険(雇用保険)につ

いて理解する 事後学習：第 8

回の授業内容に基づいた課題

60 60 波多野 誠 



レポートの作成 

9 労働保険(労働者災害補償保険) 授業形態：講義(メディア授

業) 事前学習：教科書 p.215-

231 を熟読しておく 学習内

容：労働保険(労働者災害補償

保険)について理解する 事後

学習：第 9 回の授業内容に基

づいた課題レポートの作成 

60 60 波多野 誠 

10 介護保険 授業形態：講義(メディア授

業) 事前学習：教科書 p.115-

151 を熟読しておく 学習内

容：介護保険について理解す

る 事後学習：第 10 回の授業

内容に基づいた課題レポート

の作成 

60 60 波多野 誠 

11 生活保護制度 授業形態：講義(メディア授

業) 事前学習：教科書 p.77-

88 を熟読しておく 学習内

容：生活保護制度について理

解する 事後学習：第 11 回の

授業内容に基づいた課題レポ

ートの作成 

60 60 波多野 誠 

12 社会手当 授業形態：講義(メディア授

業) 事前学習：教科書 p.107-

113 を熟読しておく 学習内

容：社会手当について理解す

る 事後学習：第 12 回の授業

内容に基づいた課題レポート

の作成 

60 60 波多野 誠 

13 社会福祉(障害者福祉) 授業形態：講義(メディア授

業) 事前学習：教科書 p.88-

106 を熟読しておく 学習内

容：社会福祉(障害者福祉)に

ついて理解する 事後学習：第

13 回の授業内容に基づいた

課題レポートの作成 

60 60 波多野 誠 

14 社会福祉(児童福祉) 授業形態：講義(メディア授

業) 事前学習：教科書 p.88-

106 を熟読しておく 学習内

容：社会福祉(児童福祉)につ

いて理解する 事後学習：第

60 60 波多野 誠 



14 回の授業内容に基づいた

課題レポートの作成 

15 まとめ 授業形態：講義(メディア授

業) 事前学習：なし 学習内

容：社会保障および社会保障

制度について理解する 事後

学習：第 15回の授業内容に基

づいた課題レポートの作成 

0 120 波多野 誠 

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 

はじめての社会保障 椋野美智子・

田中耕太郎 

著 

株式会社有斐

閣 

2021年・1800円＋

税 

新しい版が出て

いれば最新のも

の 

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】 

レポート 100％ 授業毎のレポートで100%評価するが、

単位認定の基準点に達していない場

合、追加課題を再試として課す。 

教科書及び配布資料で授業を進める。 

本授業はメディア授業（オンデマンド

型）であり、授業毎にレポート課題を

課す。授業毎のレポート課題の提出を

もって出席確認を行い、2/3以上の出

席がない場合は単位を取得できない

場合がある。 
 

【オフィスアワー・連絡先】 

対応可能日時：月曜日から金曜日 9:00-18:00 研究室：IA棟 512合同研究室 メール：makoto-hatano@nuhw.ac.jp 



                 （2022年度） 

科目群 専門基礎科目群 
 

授業科目 社会福祉総論 授業コード 41003500 

担当教員 波多野 誠 
 

対象学年 3年 対象学科 情報 授業形態 オンデマンド 

開講時期 前期 必修・選択 選択 アクティブラ

ーニング 

該当無し 

単位数 2単位 時間数 30 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】 

社会福祉士として実務経験をもつ教員が担当する。わが国は少子化、高齢化、貧困など多くの問題を抱えている。社会

福祉制度は生活問題を抱えている人たちを援助・支援していく制度である。国や都道府県、市町村などの公的な機関

や福祉専門職のみが携わっているのではなく、すべての人が社会福祉の担い手である。このように一人ひとりが社会

福祉の担い手として、社会において様々な関わり方があることを学ぶ。 

【授業の目的】 

わが国の社会福祉制度および関係法令について理解する。 

【学習目標】 

１．わが国の社会福祉制度および関係法令について理解する。 ２．福祉の各分野（社会保障・公的扶助、児童福祉、

高齢者福祉、障害者福祉、地域福祉）について理解する。 ３．保健・医療・福祉の三分野の各々の役割について理解

する。 
 

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 授業形態：講義(メディア授

業) 事前学習：なし 学習内

容：社会福祉の大枠のイメー

ジをつかむ 事後学習：第 1回

の授業内容に基づいた課題レ

ポートの作成 

0 120 波多野 誠 

2 社会福祉とは 授業形態：講義(メディア授

業) 事前学習：教科書 p.7-19

を熟読しておく 学習内容：社

会福祉の理念について理解す

る 事後学習：第 2回の授業内

容に基づいた課題レポートの

60 60 波多野 誠 



作成 

3 日本における社会福祉のあゆみ 授業形態：講義(メディア授

業) 事前学習：教科書 p.32-

43 を熟読しておく 学習内

容：日本における社会福祉の

あゆみについて理解する 事

後学習：第 3 回の授業内容に

基づいた課題レポートの作成 

60 60 波多野 誠 

4 イギリスにおける社会福祉のあゆみ 授業形態：講義(メディア授

業) 事前学習：教科書 p.22-

31 を熟読しておく 学習内

容：イギリスにおける社会福

祉のあゆみについて理解する 

事後学習：第 4 回の授業内容

に基づいた課題レポートの作

成 

60 60 波多野 誠 

5 社会福祉の法 授業形態：講義(メディア授

業) 事前学習：教科書 p.46-

53 を熟読しておく 学習内

容：社会福祉の法について理

解する 事後学習：第 5回の授

業内容に基づいた課題レポー

トの作成 

60 60 波多野 誠 

6 社会福祉の行政と民間組織 授業形態：講義(メディア授

業) 事前学習：教科書 p.54-

61 を熟読しておく 学習内

容：社会福祉の行政と民間組

織について理解する 事後学

習：第 6 回の授業内容に基づ

いた課題レポートの作成 

60 60 波多野 誠 

7 社会福祉の財政 授業形態：講義(メディア授

業) 事前学習：教科書 p.62-

67 を熟読しておく 学習内

容：社会福祉の財政について

理解する 事後学習：第 7回の

授業内容に基づいた課題レポ

ートの作成 

60 60 波多野 誠 

8 児童福祉 授業形態：講義(メディア授

業) 事前学習：教科書 p.70-

82 を熟読しておく 学習内

容：児童福祉について理解す

60 60 波多野 誠 



る 事後学習：第 8回の授業内

容に基づいた課題レポートの

作成 

9 障害者福祉 授業形態：講義(メディア授

業) 事前学習：教科書 p.83-

95 を熟読しておく 学習内

容：障害者福祉について理解

する 事後学習：第 9回の授業

内容に基づいた課題レポート

の作成 

60 60 波多野 誠 

10 高齢者福祉 授業形態：講義(メディア授

業) 事前学習：教科書 p.96-

106 を熟読しておく 学習内

容：高齢者福祉について理解

する 事後学習：第 10 回の授

業内容に基づいた課題レポー

トの作成 

60 60 波多野 誠 

11 生活保護 授業形態：講義(メディア授

業) 事前学習：教科書 p.112-

120 を熟読しておく 学習内

容：生活保護について理解す

る 事後学習：第 11 回の授業

内容に基づいた課題レポート

の作成 

60 60 波多野 誠 

12 社会保障の理念と範囲 授業形態：講義(メディア授

業) 事前学習：教科書 p.184-

202 を熟読しておく 学習内

容：社会保障の理念と範囲に

ついて理解する 事後学習：第

12 回の授業内容に基づいた

課題レポートの作成 

60 60 波多野 誠 

13 地域福祉 授業形態：講義(メディア授

業) 事前学習：教科書 p.122-

137 を熟読しておく 学習内

容：地域福祉について理解す

る 事後学習：第 13 回の授業

内容に基づいた課題レポート

の作成 

60 60 波多野 誠 

14 社会福祉の担い手 授業形態：講義(メディア授

業) 事前学習：教科書 p.140-

153 を熟読しておく 学習内

60 60 波多野 誠 



容：社会福祉の担い手につい

て理解する 事後学習：第 14

回の授業内容に基づいた課題

レポートの作成 

15 ソーシャルワーク 授業形態：講義(メディア授

業) 事前学習：教科書 p.156-

168 を熟読しておく 学習内

容：ソーシャルワークについ

て理解する 事後学習：第 15

回の授業内容に基づいた課題

レポートの作成 

60 60 波多野 誠 

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 

社会福祉概論－その基礎学習

のために－ 

西村昇・日開

野博・山下正

國 編 

中央法規 2022年・2600円＋

税 

新しい版が出て

いれば最新のも

の 

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】 

レポート 100％ 授業毎のレポートで100%評価するが、

単位認定の基準点に達していない場

合、追加課題を再試として課す。 

教科書及び配布資料で授業を進める。 

本授業はメディア授業（オンデマンド

型）であり、授業毎にレポート課題を

課す。授業毎のレポート課題の提出を

もって出席確認を行い、2/3以上の出

席がない場合は単位を取得できない

場合がある。 
 



【オフィスアワー・連絡先】 

対応可能日時：月曜日から金曜日 9:00-18:00 研究室：IA棟 512合同研究室 メール：makoto-hatano@nuhw.ac.jp 



                 （2022年度） 

科目群 専門専攻科目群 
 

授業科目 保健医療情報学 授業コード 41055000 

担当教員 前田 理歩／柴山 純一 
 

対象学年 2年 対象学科 医療情報管理学科 授業形態 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 

該当無し 

単位数 2単位 時間数 30 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 ◎ 
 

【授業の概要】 

保健医療とは、疾病を治療することが主たる目標である「医療」のみならず、その予防や住民の日常の健康管理、さら

に介護や福祉の領域までも包含する、より深い概念である。保健医療分野への情報通信技術の応用、すなわち保健医

療の情報化がもたらした変化は、きわめて大きい。 本科目では、保険医療分野に情報科学、情報技術の活用が必要に

なった時代背景と、保健医療情報学と診療情報管理士の関わりについて学習する。医療分野への IT導入・データの活

用方法について理解し、基本的な情報処理技術を学ぶ。 ＜授業科目に関連する担当教員の実務経験＞ 医療事務およ

び診療情報管理士として実務経験をもつ教員が担当する。 

【授業の目的】 

１．医療情報に関する幅広い知識を体系的に習得する。 ２．診療情報管理士がいかに ICTを活用した的確な保健医療

の質向上に貢献できるか学ぶ。 ３．診療情報管理士認定試験で出題される保健医療情報学分野の範囲について理解を

深める。 

【学習目標】 

１．医療情報の特性について理解し,専門職との関わりについて解説ができる。 ２．医療情報の標準化の動向や診療

情報セキュリティ管理について知識を習得する。 ３．病院情報システム導入によるメリットや課題について説明でき

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 オリエンテーション 【授業形態】  講義 （オン

デマンド型メディア授業） 

【事前学習】  特になし 【事

後学習】  課題レポート作成 

【学習課題】  レポート提出 

0 120 前田理歩 

2 保健医療情報学 【授業形態】  講義 （オン

デマンド型メディア授業） 

【事前学習】  特になし 【事

0 120 前田理歩 



後学習】 Googleform で出題

された箇所について、資料で

再確認する。 【学習課題】 

Googleform の小テストを受

験 

3 医療情報の特性と種類 【授業形態】  講義 （オン

デマンド型メディア授業） 

【事前学習】 「医療情報」、

「診療情報」とは何かを各自

で考える。 【事後学習】 

Googleform にて出題された

箇所や各自で考えた「医療情

報」、「診療情報」について再

確認する。 【学腫課題】 

Googleform の小テストを受

験 

60 60 前田理歩 

4 行政が進める保健医療の情報化政策 【授業形態】  講義  （オ

ンデマンド型メディア授業） 

【事前学習】  特になし 【事

後学習】 Googleform で出題

された箇所について資料で確

認す る。  【 学習課題 】 

Googleform の小テストを受

験 

0 120 前田理歩 

5 病院情報システム 【授業形態】  講義 （オン

デマンド型メディア授業） 

【事前学習】 病院システムに

はどのようなシステムがある

か各自で考える。 【事後学習】 

Googleform で出題された箇

所について、資料で再確認す

る。 【授業課題】 Googleform

の小テストを受験 

60 60 前田理歩 

6 オーダエントリステム（オーダリング

システム）・電子カルテシステム 

【授業形態】  講義 （オン

デマンド型メディア授業） 

【事前学習】 オーダエントリ

システムと電子カルテの違い

について各自で考える。 【事

後学習】 Googleform で出題

された箇所について、資料で

再確認する。オーダエントリ

60 60 前田理歩 



システムと電子カルテシステ

ムについて復習する。 【学習

課題】 Googleform の小テス

トを受験 

7 地域医療情報システム 【授業形態】  講義 （オン

デマンド型メディア授業） 

【事前学習】 地域医療とは何

か各自で考える。 【事後学習】 

Googleform で出題された箇

所や地域医療システムについ

て復習する。 【学習課題】 

Googleformの小テスト受験 

60 60 前田理歩 

8 前半まとめ 【授業形態】  講義 （オン

デマンド型メディア授業） 

【事前学習】 前半学習した資

料を熟読し復習する。 【事後

学習】 前半部分で各自苦手と

思うところについて復習す

る。 【学習課題】 Googleform

の小テスト受験 

60 60 前田理歩 

9 診療情報の二次的利用 【授業形態】  講義 （オン

デマンド型メディア授業） 

【事前学習】  特になし 【事

後学習】 Googleform で出題

された箇所について、資料で

確認する。 【学習課題】 

Googleformの小テスト受験 

0 120 前田理歩 

10 個人が管理する保健医療記録 【授業形態】  講義 （オン

デマンド型メディア授業） 

【事前学習】  特になし 【事

後学習】 Googleform で出題

された箇所について、資料で

再確認する。 【学習課題】 

Googleform の小テストを受

験 

0 120 前田理歩 

11 医療情報の標準化 【授業形態】  講義 （オン

デマンド型メディア授業） 

【事前学習】  特になし 【事

後学習】 Googleform で出題

された箇所について、資料で

再確認する。 【授業課題】 

0 120 前田理歩 



Googleform の小テストを受

験 

12 情報セキュリティ 【授業形態】  講義 （オン

デマンド型メディア授業） 

【事前学習】 セキュリティと

は何か各自で考える。 【事後

学習】 Googleform で出題さ

れた箇所について、資料で再

確認し情報セキュリティにつ

いてまとめる。 【学習課題】 

Googleform の小テストを受

験 

60 60 前田理歩 

13 後期まとめ 【授業形態】  講義 （オン

デマンド型メディア授業） 

【事前学習】 後半で学習した

資料を熟読し復習する。 【事

後学習】 Googleform で出題

された内容で各自が理解して

いないところをまとめ、再度

資料で確認する。 【学習課題】 

Googleformの小テスト受験 

60 60 前田理歩 

14 診療情報管理士について 【授業形態】  講義 （オン

デマンド型メディア授業） 

【事前学習】 今までの学習を

通して、保健医療情報学と診

療情報管理士の関わりについ

て各自考える。 【事後学習】 

保健医療情報学と診療情報管

理士についてのレポートをま

とめる。 【授業課題】  レ

ポート提出 

60 60 前田理歩 

15 まとめ 【授業形態】  講義 （オン

デマンド型メディア授業） 

【事前学習】  資料の全体を

復習する。 【事後学習】  特

に な し  【 授 業 課 題 】  

Googleformのテストを受験 

120 0 前田理歩 

      

      

      

      



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
 

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 

     

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】 

最終試験 80％、課題レポートや小テ

スト 20％によって評価を行います。 

教員より連絡する。 講義資料をもとに、オンデマンド授業

を行います。レポートや小テストにつ

いて提出期限を守りましょう。 
 

【オフィスアワー・連絡先】 

授業の内容についての相談等は、メールでいつでも可能です。 メール：riho-maeta@nuhw.ac.jp  また、書類提出な

ど対面での用件の場合は、IA棟 504研究室の髙野までご連絡ください。 メール：kousuke-takano@nuhw.ac.jp 



                 （2022年度） 

科目群 専門専攻科目群 
 

授業科目 国際疾病統計分類論 授業コード 41055500 

担当教員 坂井 さなえ 
 

対象学年 2年 対象学科 情 授業形態 対面 

開講時期 後期 必修・選択 選択 アクティブラ

ーニング 

その他 

単位数 2単位 時間数 30 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 〇 ◎ 
 

【授業の概要】 

国際疾病分類（ICD）の概要や歴史的背景、国際統計分類ファミリー、ICD10各章の分類体系について学習する。 ＜本

科目に関連する担当教員の実務経験＞ 診療情報管理士として実務経験をもつ教員が担当する。 

【授業の目的】 

1、国際疾病分類（ICD）の概要や歴史的背景、国際統計分類ファミリーについて理解する。 2、国際疾病分類（ICD）

を用いて傷病名を一定のルールに従って分類（コーディング）できる。 

【学習目標】 

1、国際疾病分類（ＩＣＤ）の歴史を理解した上で、意義・使用目的について解説できる。 2、ICDの分類体系および

主要病態・原死因選択ルールを理解した上で、適切な分類（コーディング）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 オリエンテーション 授業形態：講義 60 60 坂井さなえ 

2 国際疾病分類論（わが国の人口動態統

計） 

授業形態：講義 学習課題：指

定教科書の関連部分につい

て、事前事後学習を行うこと。 

60 60 坂井さなえ 

3 国際疾病分類論（国際疾病分類（ICD)

の歴史・現状・構造） 

授業形態：講義 学習課題：指

定教科書の関連部分につい

て、事前事後学習を行うこと。 

60 60 坂井さなえ 

4 国際統計分類ファミリー論（国際統計

分類ファミリーの概念と構想、国際統

計分類ファミリーに含まれる分類） 

授業形態：講義 学習課題：指

定教科書の関連部分につい

て、事前事後学習を行うこと。 

60 60 坂井さなえ 

5 国際疾病分類の利用（原死因選択ルー

ル） 

授業形態：講義 学習課題：指

定教科書の関連部分につい

て、事前事後学習を行うこと。 

60 60 坂井さなえ 

6 国際疾病分類の利用（主要病態のコー 授業形態：講義 学習課題：指 60 60 坂井さなえ 



ディングと再選択ルール） 定教科書の関連部分につい

て、事前事後学習を行うこと。 

7 診断群分類（DPC)における国際疾病分

類（ICD)の利用 

授業形態：講義 学習課題：指

定教科書の関連部分につい

て、事前事後学習を行うこと。 

60 60 坂井さなえ 

8 国際疾病分類の基本① 授業形態：講義 学習課題：指

定教科書の関連部分につい

て、事前事後学習を行うこと。 

60 60 坂井さなえ 

9 国際疾病分類の基本② 授業形態：講義 学習課題：指

定教科書の関連部分につい

て、事前事後学習を行うこと。 

60 60 坂井さなえ 

10 各章の疾病分類体系の理解と傷病名

の分類（コーディング）① 

授業形態：講義 学習課題：指

定教科書の関連部分につい

て、事前事後学習を行うこと。 

60 60 坂井さなえ 

11 各章の疾病分類体系の理解と傷病名

の分類（コーディング）② 

授業形態：講義 学習課題：指

定教科書の関連部分につい

て、事前事後学習を行うこと。 

60 60 坂井さなえ 

12 各章の疾病分類体系の理解と傷病名

の分類（コーディング）③ 

授業形態：講義 学習課題：指

定教科書の関連部分につい

て、事前事後学習を行うこと。 

60 60 坂井さなえ 

13 各章の疾病分類体系の理解と傷病名

の分類（コーディング）④ 

授業形態：講義 学習課題：指

定教科書の関連部分につい

て、事前事後学習を行うこと。 

60 60 坂井さなえ 

14 各章の疾病分類体系の理解と傷病名

の分類（コーディング）⑤ 

授業形態：講義 学習課題：指

定教科書の関連部分につい

て、事前事後学習を行うこと。 

60 60 坂井さなえ 

15 まとめ 授業形態：講義 学習課題：指

定教科書の関連部分につい

て、事前事後学習を行うこと。 

60 60 坂井さなえ 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



      

      

      
 

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 

1、診療情報管理士テキスト 診

療情報管理 専門課程編 初版 

2、疾病、傷害及び死因の統計

分類提要 ICD-10（2013年版）

準拠 第 1巻（内容例示表） 3、

疾病、傷害及び死因の統計分類

提要 ICD-10（2013年版）準拠 

第 3巻（索引表） 

 1、一般社団法

人日本病院会 

2、一般財団法

人厚生労働統

計協会 3、一般

財団法人厚生

労働統計協会 

1、2020年・10,000

円+税 2、2016年・

8,000 円+税（内容

例示表） 3、2016

年・9,000円+税（索

引表） 

 

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】 

期末試験によって成績評価を行いま

す。 

筆記による再試験を行います。 1、教科書をべースに適宜、板書・教

材を援用しながら講義を行います。 

2、各回の授業内容については、変更

になることがあります。 
 

【オフィスアワー・連絡先】 

IA 棟 5F IA509（坂井さなえ） sanae-sakai@nuhw.ac.jp  授業に関する質問等はメールアドレスまでご連絡くださ

い。 



                 （2022年度） 

科目群 専門専攻科目群 
 

授業科目 診療情報管理論 授業コード 41035500 

担当教員 坂井 さなえ 
 

対象学年 2年 対象学科 情報 授業形態 対面 

開講時期 後期 必修・選択 選択 アクティブラ

ーニング 

その他 

単位数 2単位 時間数 30 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 〇 ◎ 
 

【授業の概要】 

診療情報管理士として実務経験をもつ教員が担当する。診療情報管理の意義と役割について、系統的に理解するとと

もに、診療情報の特性や診療情報管理の基本業務、それに関連する法令や諸規則について学ぶ。さらに、医療を取り巻

く環境の変化を踏まえ、従来の紙カルテ運用における診療情報管理から電子カルテ運用における診療情報管理につい

ても理解を深める。 ＜本科目に関する担当教員の実務経験＞ 本科目は診療情報管理士に実務経験をもつ教員が担当

する。 

【授業の目的】 

１、病院内での診療情報管理部門の位置づけを学ぶ。 ２、診療情報管理部門における業務内容を理解する。 ３、診療

情報管理士に必要な法律や制度について学習する。 

【学習目標】 

１．診療情報の特性を理解し、診療情報管理の基本業務について理解する。 ２．診療情報管理に関連した法令や諸規

則について説明できる。 ３．医療を取り巻く環境の変化を認識した上で、これからの診療情報管理に求められる役割

について理解する。 
 

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 授業形態：講義 60 60 坂井さなえ 

2 診療情報管理の意義と役割 授業形態：講義 学習課題：指

定教科書の関連部分につい

て、事前事後学習を行うこと。 

60 60 坂井さなえ 

3 診療情報管理の歴史 授業形態：講義 学習課題：指

定教科書の関連部分につい

て、事前事後学習を行うこと。 

60 60 坂井さなえ 

4 診療情報管理と法規等① 授業形態：講義 学習課題：指

定教科書の関連部分につい

て、事前事後学習を行うこと。 

60 60 坂井さなえ 



5 診療情報管理と法規等② 授業形態：講義 学習課題：指

定教科書の関連部分につい

て、事前事後学習を行うこと。 

60 60 坂井さなえ 

6 診療情報管理と法規等③ 授業形態：講義 学習課題：指

定教科書の関連部分につい

て、事前事後学習を行うこと。 

60 60 坂井さなえ 

7 診療記録の記載方式 授業形態：講義 学習課題：指

定教科書の関連部分につい

て、事前事後学習を行うこと。 

60 60 坂井さなえ 

8 診療情報の記載 授業形態：講義 学習課題：指

定教科書の関連部分につい

て、事前事後学習を行うこと。 

60 60 坂井さなえ 

9 診療情報管理士について 診療情報管

理士に求められる素質 診療情報管理

士の基本業務 

授業形態：講義 学習課題：指

定教科書の関連部分につい

て、事前事後学習を行うこと。 

60 60 坂井さなえ 

10 個人情報保護の視点からの保管管理 

紙カルテ運用における診療情報管理

① 

授業形態：講義 学習課題：指

定教科書の関連部分につい

て、事前事後学習を行うこと。 

60 60 坂井さなえ 

11 紙カルテ運用における診療情報管理

② 

授業形態：講義 学習課題：指

定教科書の関連部分につい

て、事前事後学習を行うこと。 

60 60 坂井さなえ 

12 電子カルテ運用における診療情報管

理 

授業形態：講義 学習課題：指

定教科書の関連部分につい

て、事前事後学習を行うこと。 

60 60 坂井さなえ 

13 診療情報の提供に係る業務 授業形態：講義 学習課題：指

定教科書の関連部分につい

て、事前事後学習を行うこと。 

60 60 坂井さなえ 

14 診療情報管理士による改善への取り

組み 診療情報管理士の活動組織 

授業形態：講義 学習課題：指

定教科書の関連部分につい

て、事前事後学習を行うこと。 

60 60 坂井さなえ 

15 まとめ 授業形態：講義 学習課題：指

定教科書の関連部分につい

て、事前事後学習を行うこと。 

60 60 坂井さなえ 

      

      

      

      

      

      

      

      



      

      

      

      

      

      

      
 

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 

診療情報管理士テキスト 診療

情報管理Ⅲ 専門課程編 初版 

 一般社団法人 

日本病院会 

2020年・10, 000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】 

期末試験によって成績評価を行いま

す。 

筆記による再試験を行います。 1、教科書をべースに適宜、板書・教

材を援用しながら講義を行います。 

2、各回の授業内容については、変更

になることがあります。 
 

【オフィスアワー・連絡先】 

IA棟 5F IA509（坂井さなえ） sanae-sakai@nuhw.ac.jp 授業に関する質問等はメールアドレスまでご連絡ください。 

                 （2022年度） 

科目群 専門専攻科目群 
 

授業科目 診療情報管理演習 授業コード 41048500 

担当教員 坂井 さなえ 
 

対象学年 3年 対象学科 情 授業形態 対面 

開講時期 前期 必修・選択 選択 アクティブラ

ーニング 

その他 

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 〇 ◎ 
 

【授業の概要】 

診療情報管理士として実務経験をもつ教員が担当する。 1、診療情報管理士が担当している業務の中でも急速に拡大

している「DPC・医師事務作業補助者・がん登録」業務について学習する。 2、統計の理論を用いた結果、具体的に求

められる成果としてのグラフ表現や、病院で一般的に用いられる病院統計・疾病統計について学ぶ。また、臨床研究の

主な手法を学ぶとともに、研究を行うにあたっての倫理的な側面も学ぶ。 3、国際疾病分類論で学んだ傷病名の分類



（コーディング）を踏まえ、分類（コーディング）演習を行う。  ＜本科目に関連する担当教員の実務経験＞ 本科目

は、診療情報管理士の実務経験のある教員が担当する。 

【授業の目的】 

1、DPC 業務、医師事務作業補助者業務、がん登録業務といった診療情報管理士の実務を理解することによって、より

詳細な知識を身に付ける。 2、病院統計の作成とその意義ついて学び、医療評価指標や経営管理指標の概要を理解す

る。 3、傷病名を国際疾病分類（ICD)を用いて適切に分類（コーディング）できるようになる。  4、退院時要約症例

より、主傷病名等を選択する方法を学ぶ。 

【学習目標】 

1、DPC業務、医師事務作業補助者業務、がん登録業務について、実務を行う上で必要となることを学習する。 2、病

院等で使用されている統計調査および統計指標について理解する。 3、分類（コーディング）演習を通じて傷病名だ

けでなく、退院時要約症例より、適切な主傷病名等を選択し分類（コーディング）する。 
 

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 DPC制度と実務 授業形態：講義 学習課題：指

定教科書の関連部分につい

て、事前事後学習を行うこと。 

60 60 坂井さなえ 

2 医師事務作業補助者業務について が

ん登録の実務について 

授業形態：講義 学習課題：指

定教科書の関連部分につい

て、事前事後学習を行うこと。 

60 60 坂井さなえ 

3 ICDの復習 疾病分類体系の理解 授業形態：講義、演習 学習課

題：指定教科書の関連部分に

ついて、事前事後学習を行う

こと。 

60 60 坂井さなえ 

4 疾病分類体系の理解 授業形態：講義、演習 学習課

題：指定教科書の関連部分に

ついて、事前事後学習を行う

こと。 

60 60 坂井さなえ 

5 疾病分類体系の理解 授業形態：講義、演習 学習課

題：指定教科書の関連部分に

ついて、事前事後学習を行う

こと。 

60 60 坂井さなえ 

6 疾病分類体系の理解 授業形態：講義、演習 学習課

題：指定教科書の関連部分に

ついて、事前事後学習を行う

こと。 

60 60 坂井さなえ 

7 疾病分類体系の理解 授業形態：講義、演習 学習課

題：指定教科書の関連部分に

ついて、事前事後学習を行う

こと。 

60 60 坂井さなえ 

8 サマリーについて 要約症例（サマリ 授業形態：講義、演習 学習課 60 60 坂井さなえ 



ー）演習 題：指定教科書の関連部分に

ついて、事前事後学習を行う

こと。 

9 要約症例（サマリー）演習 授業形態：講義、演習 学習課

題：指定教科書の関連部分に

ついて、事前事後学習を行う

こと。 

60 60 坂井さなえ 

10 要約症例（サマリー）演習 授業形態：講義、演習 学習課

題：指定教科書の関連部分に

ついて、事前事後学習を行う

こと。 

60 60 坂井さなえ 

11 要約症例（サマリー）演習 授業形態：講義、演習 学習課

題：指定教科書の関連部分に

ついて、事前事後学習を行う

こと。 

60 60 坂井さなえ 

12 要約症例（サマリー）演習 授業形態：講義、演習 学習課

題：指定教科書の関連部分に

ついて、事前事後学習を行う

こと。 

60 60 坂井さなえ 

13 グラフのデータ表現 病院の統計資料

等 

授業形態：講義 学習課題：指

定教科書の関連部分につい

て、事前事後学習を行うこと。 

60 60 坂井さなえ 

14 原死因の復習 原死因練習問題 授業形態：講義 学習課題：指

定教科書の関連部分につい

て、事前事後学習を行うこと。 

60 60 坂井さなえ 

15 まとめ 授業形態：講義 学習課題：指

定教科書の関連部分につい

て、事前事後学習を行うこと。 

60 60 坂井さなえ 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



      

      
 

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 

1、診療情報管理士テキスト 診

療情報管理 専門課程編 初版 

2、疾病、傷害及び死因の統計

分類提要 ICD-10（2013年版）

準拠 第 1巻（内容例示表） 3、

疾病、傷害及び死因の統計分類

提要 ICD-10（2013年版）準拠 

第 3巻（索引表） 

 1、一般社団法

人日本病院会 

2、一般財団法

人厚生労働統

計協会 3、一般

財団法人厚生

労働統計協会 

1、2020年・10,000

円+税 2、2016年・

8,000 円+税（内容

例示表） 3、2016

年・9,000円+税（索

引表） 

 

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】 

期末試験によって成績評価を行いま

す。 

筆記による再試験を行います。 1、教科書をべースに適宜、板書・教

材を援用しながら講義を行います。  

2、各回の授業内容については、変更

になることがあります。 
 

【オフィスアワー・連絡先】 

IA 棟 5F IA509（坂井さなえ） sanae-sakai@nuhw.ac.jp 授業に関する質問等は、メールアドレスまでご連絡くださ

い。 

 


