
回数 日程 授業形態

1 4/8 講義

2 4/8 講義

3 4/15 講義

4 4/15 講義

5 4/22 講義

6 4/22 講義

7 4/29 講義

8 4/29 講義

9 5/6 講義

10 5/6 講義

11 5/13 講義

12 5/13 講義

13 5/20 講義

14 5/20 講義

5/27 講義

15 5/27 試験 試験の復習

準備学習　時間外学習 毎回講義内容を復習する。教科書を読む。

【使用教科書・教材・参考書】 標準理学療法学・作業療法学、グレイ解剖学、人体の正常構造と機能

内分泌系 講義内容の復習

内分泌系 講義内容の復習

解剖学Ⅱのまとめを行う 講義内容の復習

消化器系 講義内容の復習

泌尿生殖器系 講義内容の復習

泌尿生殖器系 講義内容の復習

呼吸器系 講義内容の復習

消化器系 講義内容の復習

消化器系 講義内容の復習

循環器系 講義内容の復習

循環器系 講義内容の復習

呼吸器系 講義内容の復習

内臓器官の基本構造 講義内容の復習

循環器系 講義内容の復習

循環器系 講義内容の復習

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

学科・ｺｰｽ 理学療法科　Ⅰ部

教員の略歴 東北大学病院　歯科麻酔疼痛管理科に勤務し理学療法科の解剖学担当となる。

授業の学習内容
解剖学では正常な人体の構造について学ぶ。
生理学、病理学など他の基礎医学系科目を理解するためには解剖学の知識は必須である。
解剖学Ⅱでは特に内臓器系（循環器系、呼吸器系、消化器系、泌尿生殖器系、内分泌系）について知識を深める。

到達目標　 内臓器系の基本的な構造と機能を理解する。

評価方法と基準 1) 定期テスト100％

授業計画・内容

担当教員 田中志典

授業
形態

講義
総時間

（単位）
30
(1)

開講区分
曜日・時限

前期
金曜日
1.2限

1科目名
（英）

解剖学Ⅱ
(　 Anatomy Ⅱ　)

必修
選択

必修 年次



回数 日程 授業形態

1 4/11 講義

2 4/18 講義

3 4/25 講義

4 5/9 講義

5 5/16 講義

6 5/23 講義

7 5/30 講義

8 6/20 講義

9 6/27 講義

10 7/4 講義

11 7/11 講義

12 8/29 講義

13 9/5 講義

14 9/12 講義

15 9/26 講義

生物学（循環）について記することができる． 講義の復習

準備学習　時間外学習 授業の復習

生物学（呼吸）について記することができる．

生物学（排出）について記することができる．

生物学（神経）について記することができる．

生物学（筋骨格）について記することができる．

物理学（エネルギー）について記することができる．

生物学（消化）について記することができる．

講義の復習

化学（物質の成り立ち）について記することができる．②

化学（物質の成り立ち）について記することができる．①

生物学（遺伝）について記することができる．

科目名
（英）

学科・ｺｰｽ

授業計画・内容

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

教員の略歴

授業の学習内容

理学療法を学ぶにあたり基礎となる学問として運動学，生理学，解剖学がある．
この講義ではその礎となる物理，化学，生物分野の基礎的な内容を学び，以降に学ぶ運動学，生理学，解剖学へと繋
げる.
また，科学を利用する際に利用される簡単な数学の知識についても適宜整理を行う．

評価方法と基準 出席（45％），レポート（物理，化学，生物：45％）（数学：10％）

到達目標　
物理分野の基礎的な知識を運動学へ繋げることができる．
生物，化学分野の基礎的な知識を解剖学，生理学へ繋げることができる．
基礎的な数学演算が習得できる．

担当教員 高橋　未倫

授業
形態

理学療法士として８年間の実務経験.　修士（理学），Golf physio trainer(2017取得)

1

理学療法科　Ⅰ部
前期講義

総時間
（単位）

必修
選択

必修 年次自然科学
(Natural Science)

30
(2)

物理学（運動）について記することができる．

物理学（圧力，浮力）について記することができる．

化学（化学反応）について記することができる．②

化学（化学反応）について記することができる．①

化学（化学変化）について記することができる．

講義の復習

講義の復習

開講区分
曜日・時限

【使用教科書・教材・参考書】 資料を適宜配布

講義の復習

講義の復習

講義の復習

講義の復習

講義の復習

講義の復習

講義の復習

講義の復習

講義の復習

講義の復習

講義の復習



回数 日程 授業形態

1 講義

2 講義

3 講義

4 講義

5 講義

6 講義

7 講義

8 講義

9 実技

10 実技

11 実技

12 実技

13 実技

14 実技

15 実技

バレーボールを通し、人間の身体機能と構造について習得
するとともに体力維持・向上を図る

身体機能と構造の予習復習

バレーボールを通し、人間の身体機能と構造について習得
するとともに体力維持・向上を図る

身体機能と構造の予習復習

バスケットボールを通し、人間の身体機能と構造について
習得するとともに体力維持・向上を図る

身体機能と構造の予習復習

バレーボールを通し、人間の身体機能と構造について習得
するとともに体力維持・向上を図る

身体機能と構造の予習復習

バスケットボールを通し、人間の身体機能と構造について
習得するとともに体力維持・向上を図る

身体機能と構造の予習復習

バスケットボールを通し、人間の身体機能と構造について
習得するとともに体力維持・向上を図る

身体機能と構造の予習復習

血圧・血糖・コレステロールを把握する
プリントの復習

血圧・血糖・コレステロールを把握する
プリントの復習

バレーボールを通し、人間の身体機能と構造について習得
するとともに体力維持・向上を図る

身体機能と構造の予習復習

トレーニング理論（プログラム変数）を理解する
プリントの復習

トレーニング理論（筋力向上）を理解する
プリントの復習

トレーニング理論（栄養及び減量）を理解する
プリントの復習

機能解剖（上肢の骨・筋）を理解する
プリントの復習

機能解剖（下肢の骨・筋）を理解する
プリントの復習

機能解剖（体幹部の骨・筋）を理解する
プリントの復習

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

学科・ｺｰｽ 理学療法科　Ⅰ部

教員の略歴
平成15年3月　中学・高等学校教諭一種免許（保健体育）取得 平成26年4月　スポーツ＆コンディショニング
「SteadyFive」みやぎのはら接骨院開業

授業の学習内容
体力向上のための実技として球技などを通し身体機能・構造を習得する。
また、健康な体づくりのための授業として栄養などをテーマとし保健分野の知識を習得する。
人間の運動にかかわる身体の機能と構造についてを知る

到達目標　
健康な体づくり、体力向上のための体育分野と
保健分野の専門知識と技術を身につける。

評価方法と基準 １）定期テスト（筆記50％　実技参加態度意欲50％）

授業計画・内容

担当教員 吉田晴彦

授業
形態

講義
実習

総時間
（単位）

60
(2)

開講区分
曜日・時限

通年

1科目名
（英）

保健科学
(     　Health Science　　)

必修
選択

必修 年次



16 実技

17 実技

18 実技

19 実技

20 実技

21 実技

22 実技

23 実技

24 実技

25 実技

26 実技

27 実技

28 実技

29 実技

30 実技

31 実技

【使用教科書・教材・参考書】
トレーニング指導者テキスト実践編・理論編（大修館書店）

フライングディスクを通し、人間の身体機能と構造につい
て習得するとともに体力維持・向上を図る

身体機能と構造の予習復習

準備学習　時間外学習
身体機能と構造の予習復習

フライングディスクを通し、人間の身体機能と構造につい
て習得するとともに体力維持・向上を図る

身体機能と構造の予習復習

フライングディスクを通し、人間の身体機能と構造につい
て習得するとともに体力維持・向上を図る

身体機能と構造の予習復習

フライングディスクを通し、人間の身体機能と構造につい
て習得するとともに体力維持・向上を図る

身体機能と構造の予習復習

フライングディスクを通し、人間の身体機能と構造につい
て習得するとともに体力維持・向上を図る

身体機能と構造の予習復習

フライングディスクを通し、人間の身体機能と構造につい
て習得するとともに体力維持・向上を図る

身体機能と構造の予習復習

フライングディスクを通し、人間の身体機能と構造につい
て習得するとともに体力維持・向上を図る

身体機能と構造の予習復習

バスケットボールを通し、人間の身体機能と構造について
習得するとともに体力維持・向上を図る

身体機能と構造の予習復習

バスケットボールを通し、人間の身体機能と構造について
習得するとともに体力維持・向上を図る

身体機能と構造の予習復習

フライングディスクを通し、人間の身体機能と構造につい
て習得するとともに体力維持・向上を図る

身体機能と構造の予習復習

バスケットボールを通し、人間の身体機能と構造について
習得するとともに体力維持・向上を図る

身体機能と構造の予習復習

バレーボールを通し、人間の身体機能と構造について習得
するとともに体力維持・向上を図る

身体機能と構造の予習復習

バレーボールを通し、人間の身体機能と構造について習得
するとともに体力維持・向上を図る

身体機能と構造の予習復習

バスケットボールを通し、人間の身体機能と構造について
習得するとともに体力維持・向上を図る

身体機能と構造の予習復習

バレーボールを通し、人間の身体機能と構造について習得
するとともに体力維持・向上を図る

身体機能と構造の予習復習

バスケットボールを通し、人間の身体機能と構造について
習得するとともに体力維持・向上を図る

身体機能と構造の予習復習



回数 日程 授業形態

1 10/31 講義

2 11/7 講義

3 11/14 講義

4 11/21 講義

5 11/28 講義

6 12/12 講義

7 12/19 講義

8 1/16 講義

9 1/23 講義

10 1/23 講義

11 1/30 講義

12 1/30 講義

13 2/6 講義

14 2/6 講義

15 2/13 講義

準備学習　時間外学習 授業の復習　小レポート提出

【使用教科書・教材・参考書】 当日資料を配布します。

心理学者に学ぶ① 授業の復習　小レポート提出

心理学者に学ぶ② 授業の復習　小レポート提出

心理学者に学ぶ③ 授業の復習　小レポート提出

コミュニケーションについて考える② 授業の復習　小レポート提出

コーチングについて考える① 授業の復習　小レポート提出

コーチングについて考える② 授業の復習　小レポート提出

人の行動と学習について学ぶ① 授業の復習　小レポート提出

人の行動と学習について学ぶ② 授業の復習　小レポート提出

コミュニケーションについて考える① 授業の復習　小レポート提出

人の性格について学ぶ 授業の復習　小レポート提出

人と社会との関係について学ぶ① 授業の復習　小レポート提出

人と社会との関係について学ぶ② 授業の復習　小レポート提出

オリエンテーション 特に必要なし

教育について考える① 授業の復習　小レポート提出

教育について考える② 授業の復習　小レポート提出

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

学科・ｺｰｽ 理学療法科　Ⅰ部

教員の略歴 理学療法士として８年間の実務経験.　修士（理学），Golf physio trainer(2017取得)

授業の学習内容
「教育」「理学療法」「コミュニケーション」の３つを主軸にグループワークなどを通じて協調性を図り，自身の意
思（考え）を言葉や文章でしっかりと伝えることができるように参加型の授業となります．
教育学の基本的な考え方を学び，｢学ぶ｣｢教える｣といった情緒領域に必要な知識について学習する．

到達目標　
本教科は一般教養となります．「教育学」のテーマに沿う形で教育とは何か，なぜ教育が必要なのかを理解し，さら
には社会的な側面や理学療法士となっていく過程の中での人間形成へと話を発展させ，学生の皆様がこれから過ごす4
年間の重要性について理解を深めることを目標としていきます．

評価方法と基準 出席　３０％　レポート　７０％

授業計画・内容

担当教員 高橋　未倫

授業
形態

講義
総時間

（単位）
30
(2)

開講区分
曜日・時限

1科目名
（英）

教育学
(Education)

必修
選択

必修 年次



回数 日程 授業形態

1 4/12 講義

2 4/19 講義

3 4/26 講義

4 5/10 講義

5 5/17 講義

6 5/24 講義

7 5/31 講義

8 6/7 講義

9 6/14 講義

10 6/21 講義

11 6/28 講義

12 7/5 講義

13 7/12 講義

14 7/19 講義

7/26 試験

15 8/2 講義 解説

準備学習　時間外学習 学んだ概念を、日々の生活で感じ・思い返して復習してください。

【使用教科書・教材・参考書】 医療の行動科学Ⅰ　医療行動科学のためのミニマム・サイコロジー(北大路書房)

心理検査 　種類と分類、誤用と悪用、測定可能範囲につい
て説明できる。

心理テストと心理ゲームの違いや何が測れて
何が測れないのかについて予想しておく

これまでに学んだ心理用語・概念について説明できる。 それぞれの単元の理解度をチェックしておく

筆記試験

社会と人間　自己と自我、自己呈示や自己開示、パーソナ
ルスペースについて説明できる。

友人にどんな人と思われたいか考えておく
人に流された経験について思い出しておく

知能 　知能の定義と構成要素、知能指数の測定、創造性や
順応力について説明できる。

頭がよいとはどういうことか、学歴や偏差値
でわかること・わからないことについて考え

性格 　性格の構成要素、歴史的分類、変容に必要な用件に
ついて説明できる。

性格は変わるのか、変わるなら変えるために
必要なものは何かについて考えておく

学習 　経験による思考や行動の変化、古典的条件づけ、オ
ペラント条件付けについて説明できる。

幼少期からの他者とは異なる習慣、どうせ
やっても自分には無理と思っていることにつ

動機づけ　やる気の持続、自己効力感・学習性無力感、内
発的・外発的動機づけについて説明できる。

これまでに挫折したことや、｢自分にはどう
せ○○はできない｣と思っている事を考えて

感情 　喜怒哀楽や不安の種類や特徴、アンガーマネージメ
ントについて説明できる。

最近嬉しかった・怒った・不安に思ったこ
と・仲間はずれにされるのでは、と思ったこ

感覚・知覚・認知 　五感の働き、センサーの特徴、知覚的
体制化、運動知覚について説明できる。。

哲学から独立した流れを説明できるようにし
ておく

記憶 Ⅰ　記憶の過程、時間的変遷、種類と分類について説
明できる。

自分の得意な記憶と苦手な記憶、考えなくて
も半自動的に動ける体の記憶について考えて

記憶 Ⅱ　記憶の定着と忘却（エビングハウスの忘却曲線、
逆行抑制、記憶術）について説明できる。

これまでの勉強や学習の方法について考えて
おく

講義の進め方、教科書の使い方、ノートのとり方、評価方
法を理解する。心理学を学ぶ目的を理解する。

心理学に対するイメージを考えておく

基礎心理学と応用心理学の違い、心理学的知識の活用に対
する功罪について説明できる。

心理学が誤用・悪用されている例を考えてお
く

心理学史 哲学からの独立、その後の自然科学からの影響を
説明できる。

哲学から独立した流れを説明できるようにし
ておく

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

学科・ｺｰｽ 理学療法科　Ⅰ部

教員の略歴 大学院にて心理学を専攻。その後、産業・学校・医療領域にて約15年間、教育、相談業務に従事。

授業の学習内容

心理学の成り立ちや基礎的な心理学用語・概念を学ぶことで、多くの人が持つ誤解や偏見から脱し、人が持つ考え方
や捉え方の特徴について学びます。身体にダメージを受ければ必ず心にも何らかの不調を来たします。理学療法士は
身体の専門家ですが、心身不可分（心と体は密接に関係しているので、分けて考える事はできない）の為、心につい
ても理解を深め、心身両面をサポートできる人材になることが求められます。また、自分自身を支える一つの柱とし

到達目標　

心理学の歴史や他の周辺領域との関連性、用語や概念を学術的基盤に則って学ぶことにより、雑学的な知識ではなく
人間を理解する一助としての基礎心理学について理解する。
これらの学びを、客観的な自己把握・自己理解のために用いることができるようになる。
他者を主観的又は好き嫌いの感情的な枠組のみで捉えるのではなく、特に自分と考えや行動が異なる場合、知的好奇

評価方法と基準 定期試験100%（選択式と記述式）

授業計画・内容

担当教員 江崎浩明

授業
形態

講義
総時間

（単位）
30
(2)

開講区分
曜日・時限

前期
火曜・5限

1科目名
（英）

心理学
(　Psychology 　)

必修
選択

必修 年次



回数 日程 授業形態

1 4/7 講義

2 4/14 講義

3 4/21 講義

4 4/28 講義

5 5/12 講義

6 5/19 講義

7 5/26 講義

8 6/2 講義

9 6/9 講義

10 6/16 講義

11 6/23 講義

12 6/30 講義

13 7/7 講義

14 7/14 講義

7/21 試験

15 7/28 講義 試験の解説、これまでに学習した内容の復習

準備学習　時間外学習

【使用教科書・教材・参考書】 医療英語コミュニケーション

Chapter 16
処方箋の支払いについて説明出来る

教科書の復習

Chapter 17
処方箋とくすりについて説明出来る

教科書の復習

定期試験

Chapter 12
整形外科に関連した語彙を覚える

教科書の復習

Chapter 13
リハビリについて説明出来る

教科書の復習

Chapter 14
リハビリや人工装具について説明出来る

教科書の復習

Chapter 7　患者に基本的な指示を出すことが出来る
身長と体重を測定する表現が分かる

教科書の復習

Chapter 8
バイタルサインを説明することが出来る

教科書の復習

Chapter 10　手術や治療について説明することが出来る
注射について説明出来る

教科書の復習

Chapter 4　様々な病症を説明出来る
「I feel/I have a/I have」の使い方が分かる

教科書の復習

Chapter 5
患者の過去の病歴や家族の病歴について話すことが出来る

教科書の復習

Chapter 6　アレルギーやライフスタイルについて質問出
来る

教科書の復習

Chapter 1　患者の個人情報を聞き出すことが出来る
受付用語が使える

教科書の復習

Chapter 2
病院案内が出来る

教科書の復習

Chapter 3
身体の部位や痛みの程度（強弱）を説明出来る

教科書の復習

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

学科・ｺｰｽ 理学療法科　Ⅰ部

教員の略歴 福島大学卒業義、一般企業勤務の後学校法人滋慶学園入職

授業の学習内容

滋慶学園の英語教育に長期に渡って携わり、Active Learningに取り組んできたネイティブの英語教員が、
学生が専門分野に関連した専門英語の基本的な表現を使って、外国人を前に怖がったり、恥ずかしがったりせず、
流暢でなくても意思疎通を図ろうとする「姿勢」を身につけることを目的としたコミュニケーション主体の授業を行
う。

到達目標　
医療英語テキストに基づき、医療の現場における様々なシチュエーションでの基本的な文法や語彙を習得する。
医療の場面で簡単な英語コミュニケーションが出来るようになる。

評価方法と基準
評価は、１００点満点の筆記試験で行う。授業で学習した内容の定着度を確認する。
評価は学則規定に準ずる。

授業計画・内容

担当教員 小椋佳久

授業
形態

講義
総時間

（単位）
30

(２)
開講区分

曜日・時限
前期

木曜・2限

1科目名
（英）

英語Ⅰ
(　 English ConversationⅠ 　)

必修
選択

必修・選
択必修・
選択等

年次



回数 日程 授業形態

1 4/12 講義

2 4/19 講義

3 4/26 講義

4 5/10 講義

5 5/17 講義

6 5/24 講義

7 5/31 講義

8 6/7 講義

9 6/14 講義

10 6/21 講義

11 6/28 講義

12 7/5 講義

13 7/12 講義

14 7/19 講義

15 7/26 試験

準備学習　時間外学習 グループ学習を毎回実施するにあたり課題を出す

【使用教科書・教材・参考書】
コミュニケーション技法（キャリア教育総合研究所）
コミュニケーション技法ワークブック（キャリア教育総合研究所

コミュニケーション技法のおける要点の整理①
を説明できる

指定教科書該当ページの予読

コミュニケーション技法のおける要点の整理②
を説明できる

指定教科書該当ページの予読

コミュニケーション技法の活用方法を
説明できる

指定教科書該当ページの予読

自分探しの技法①を述べることができる 指定教科書該当ページの予読

自分探しの技法②を述べることができる 指定教科書該当ページの予読

インタビュー仕事の基本的技術を
述べることができる

指定教科書該当ページの予読

読み上手の技法②を述べることができる 指定教科書該当ページの予読

書き上手の技法を述べることができる 指定教科書該当ページの予読

テーマ探しの技法を述べることができる 指定教科書該当ページの予読

聞き上手の技法を述べることができる 指定教科書該当ページの予読

話し上手の技法を述べることができる 指定教科書該当ページの予読

読み上手の技法①を述べることができる 指定教科書該当ページの予読

理学療法評価に必要なコミュニケーションを説明できる。 資料配布

コミュニケーション技法について
述べることができる

指定教科書該当ページの予読

ブレインストーミング法、KJ法を説明できる 指定教科書該当ページの予読

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

学科・ｺｰｽ 理学療法科　Ⅰ部

教員の略歴 理学療法士、300人以上の学生にコミュニケーション技法を指導した経験を有する

授業の学習内容

事前学習を行い、当日授業は、「導入」、「事前学習の発表会」、「解説」、「演習（ワーク）」、「グループ学
習」、個人の「振り返り」で構成される。これらの内容を通して、自分の意見を持ち、人の考えを正しく汲み取るこ
との難しさを知る。そして、自分の考えを大切にすること、皆で決めたことを守ることを両立する態度を身につけ、
自己信頼を育むことが出来るようになる。

到達目標　
受講者（学生）が「聞く、話す、読む、書く」ということばを使ったコミュニケーションを上手に行うための基本的
な技法（目の付け所と、方法）を知り、それを（何度も使うことにより）使う「習慣」を身につけることを目指す。

評価方法と基準 レポート(指定のワークブック)　70％・　出席率30％

授業計画・内容

担当教員 片岡洋樹

授業
形態

講義
総時間

（単位）
30
(2)

開講区分
曜日・時限

前期
火曜日
１時限

1科目名
（英）

コミュニケーション論
(Communication )

必修
選択

必修 年次



60 開講区分

（　2　） 曜日・時限

回数 日程 授業形態

1 4/27 講義

2 5/11 講義

3 5/18 講義

4 5/25 講義

5 6/1 講義

6 6/8 講義

7 6/15 講義

8 6/22 講義

9 6/29 講義

10 7/6 講義

11 7/13 講義

12 7/20 講義

13 7/27 講義

14 8/31 講義

15 9/7 講義

16 9/14 講義

顔面頭蓋： 頬骨、下鼻甲介、涙骨、鼻骨、
鋤骨、口蓋骨、舌骨の理解

同上

頭蓋の全体的観察、
頭蓋の縫合、軟骨結合、顎関節の理解

同上

内頭蓋底の諸孔と、それらを通る脳神経・
大きな脈管の理解

同上

椎骨：　頚椎、胸椎、腰椎、仙椎、尾椎、
脊柱の連結の理解

同上

骨連結、関節と靱帯、　脊柱の構成の理解 同上
脳頭蓋：　前頭骨、頭頂骨、後頭骨、

蝶形骨の理解 同上

脳頭蓋：　側頭骨、篩骨の理解
顔面頭蓋：　上顎骨、下顎骨の理解

同上

骨組織、全身の骨格の理解
同上

人体各部位の詳細な解剖学名に慣れること
同上

骨格系概説、　および関節の分類の理解 同上

　骨組織、血液とリンパ、多能性幹細胞の理
解

同上

の理解
同上

皮膚と知覚：　皮膚の構造、知覚神経終末、
皮膚線および毛、爪の構造の理解

同上

解剖学の歴史と分類、人体の構成の理解 プリントとノートによる予習と復習

細胞の構造、細胞分裂と遺伝子
の理解

同上

解
同上

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

学科・ｺｰｽ 理学療法科　Ⅰ部

教員の略歴 弘前大学卒業後、山形大学・東北大学大学院医学系研究科准教授を歴任

授業の学習内
容

解剖学は理解する学問であることを念頭に置き、解剖組織図で理解を深め、標本や生体に触れて、具
体的な人体構造と機能を学習させる。

到達目標　
細胞学、組織学、発生学を基礎として、その上に人体の構造・機能を、系統学的に理解できるようにす
る。

評価方法と基準 確認試験50％、定期試験50％。　２つの試験問題の６割以上を正しく解答できること。

授業計画・内容

担当教員 溝口二郎

(　　　　　　　　　Anatomy　Ⅰ　                 ) 授業
形態 講義

総時間
（単位）

前期
水曜日2・3

限

1年次科目名
（英）

　解剖学Ⅰ　
必修
選択 必修 年次



回数 日程 授業形態

17 9/21 講義

18 9/28 講義

19 10/5 講義

20 10/12 講義

21 10/19 講義

22 10/26 講義

23 11/2 講義

24 11/9 講義

25 11/16 講義

26 11/30 講義

27 12/7 講義

28 12/14 講義

29 1/11 講義

30 1/18 講義

31 1/25 試験

準備学習　時間外学習 　　　プリント、教科書、参考書を予習・復習する。

　【使用教科書・教材・参考書】　

「解剖学」編集　野村嶬　医学書院
「ネッター解剖学アトラス」訳　相磯貞和　南江堂
「入門人体解剖学」藤田恒夫　南江堂
「分担解剖学　１、２、３」森　於菟　他　金原出版
「プロメテウス解剖学アトラス」監訳　板井建雄　医学書院

滑液包、膝関節の運動の理解
同上

足根骨、中足骨、趾骨、足弓、上・下跳躍関
節、ショパール・リスフラン関節、靱帯の理解

同上

定期試験

大腿骨下端部と、そこに関わる筋、靱帯、
および膝蓋骨の理解

同上

下腿の骨：脛骨、腓骨の構造と、仙腸関節、
恥骨結合の理解

同上

および運動の理解
同上

手根中手関節、中手間関節、中手指節関
節、上腕骨の後捻角と頚体角、肘角の理解

同上

下肢帯の骨格：　腸骨、恥骨、坐骨と
骨盤の構造・靱帯の理解

同上

大腿骨の上端部、骨頚、骨体後面と、
関わる筋、靱帯の理解

同上

前腕骨、手の骨の構造と運動
屈筋支帯と手根管の理解

同上

上肢帯の連結：　胸鎖関節、肩鎖関節、
肩関節と靱帯・滑液包・関節円板の理解

同上

肘関節、上・下橈尺関節、橈骨手根関節、
手根中央関節、手根間関節と運動の理解

同上

胸郭：　胸椎、胸骨、肋骨、肋間膜
胸郭の連結の理解

プリントとノートによる予習と復習

上肢帯の骨格：　鎖骨、肩甲骨と
関わる筋、靱帯の理解

同上

上腕骨および上腕骨に関わる筋、
靱帯の理解

同上

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

授業計画・内容



回数 日程 授業形態

1 6/10 講義

2 6/10 講義

3 6/17 講義

4 6/17 講義

5 6/24 講義

6 6/24 講義

7 7/1 講義

8 7/1 講義

9 7/8 講義

10 7/8 講義

11 7/15 講義

12 8/31 講義

13 8/31 講義

14 9/7 講義

15 9/7 講義

神経系(神経系総論) プリントによる講義内容の予習

神経系(神経系総論) プリントによる講義内容の予習

神経系(神経系総論) プリントによる講義内容の予習

下肢の筋 講義内容の復習

下肢の筋 講義内容の復習

神経系(神経系総論) プリントによる講義内容の予習

上肢の筋 講義内容の復習

上肢の筋 講義内容の復習

下肢の筋 講義内容の復習

体幹の筋 講義内容の復習

体幹の筋 講義内容の復習

上肢の筋 講義内容の復習

筋系総論 講義内容の復習

筋系総論 講義内容の復習

体幹の筋 講義内容の復習

到達目標　

筋系、神経系の基本的な構造、機能を理解する。
骨格筋の起始・停止、走行、神経支配を知り、その作用を理解する。
神経系が他の器官とどのように関連するかを説明できるようにする。

局所における人体内の諸構造の形状とその位置関係、体表からの同定方法について学ぶ。

評価方法と基準
1) 定期テスト90%　　2)出席数(授業態度)10%

授業計画・内容

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

学科・ｺｰｽ 理学療法科　Ⅰ部

教員の略歴
田中志典：東北大学病院　歯科麻酔疼痛管理科に勤務し理学療法科の解剖学担当となる。木村瞳：平成26年東北大学大
学院博士課程修了。その後より、理学療法科の解剖学授業に携わる。

授業の学習内容

解剖学では正常な人体の構造について学ぶ。
生理学、病理学など他の基礎医学系科目を理解するためには解剖学の知識は必須である。

解剖学実習では特に筋系、神経系、局所解剖学、体表解剖学について知識を深める。

担当教員
前期：田中
後期：木村

授業
形態

講義
総時間

（単位）
90
(2)

開講区分
曜日・時限

前期：金曜
1, 2限

後期：水曜

科目名
（英）

解剖学実習
( Practice in Anatomy)

必修
選択

必修 年次 1



16 9/14 講義

17 9/14 講義

18 9/21 講義

19 9/21 講義

20 9/28 講義

21 9/28 講義

22 10/5 講義

23 10/5 講義

24 10/12 講義

25 10/12 講義

26 10/19 講義

27 10/19 講義

28 10/26 講義

29 10/26 講義

30 11/2 講義

31 11/2 講義

32 11/9 講義

33 11/9 講義

34 11/16 講義

35 11/16 講義

36 11/30 講義

37 11/30 講義

38 12/7 講義

39 12/7 講義

40 12/14 講義

41 12/14 講義

42 1/11 講義

43 1/11 講義

44 1/18 講義

45 1/18 講義

未定
（10月

確認テスト

1/25 定期試験

【使用教科書・教材・参考書】 標準理学療法学・作業療法学、グレイ解剖学、人体の正常構造と機能

準備学習　時間外学習 毎回講義内容を復習する。教科書を読む。

局所解剖学 プリントによる講義内容の予習

体表解剖学 プリントによる講義内容の予習

試験対策 講義内容の復習

神経系(末梢神経系) プリントによる講義内容の予習

神経系(末梢神経系) プリントによる講義内容の予習

神経系(末梢神経系) プリントによる講義内容の予習

神経系(末梢神経系) プリントによる講義内容の予習

神経系(末梢神経系) プリントによる講義内容の予習

神経系(末梢神経系) プリントによる講義内容の予習

神経系(末梢神経系) プリントによる講義内容の予習

神経系(末梢神経系) プリントによる講義内容の予習

神経系(末梢神経系) プリントによる講義内容の予習

神経系(末梢神経系) プリントによる講義内容の予習

神経系(末梢神経系) プリントによる講義内容の予習

神経系(末梢神経系) プリントによる講義内容の予習

神経系(末梢神経系) プリントによる講義内容の予習

神経系(末梢神経系) プリントによる講義内容の予習

神経系(末梢神経系) プリントによる講義内容の予習

神経系(中枢神経系) プリントによる講義内容の予習

神経系(中枢神経系) プリントによる講義内容の予習

神経系(末梢神経系) プリントによる講義内容の予習

神経系(中枢神経系) プリントによる講義内容の予習

神経系(中枢神経系) プリントによる講義内容の予習

神経系(中枢神経系) プリントによる講義内容の予習

神経系(中枢神経系) プリントによる講義内容の予習

神経系(中枢神経系) プリントによる講義内容の予習

神経系(中枢神経系) プリントによる講義内容の予習

神経系(中枢神経系) プリントによる講義内容の予習

神経系(中枢神経系) プリントによる講義内容の予習

神経系(中枢神経系) プリントによる講義内容の予習



回数 日程 授業形態

1 4/16 講義

2 4/16 講義

3 4/16 講義

4 4/16 講義

5 4/23 講義

6 4/23 講義

7 4/23 講義

8 4/23 講義

9 5/7 講義

10 5/7 講義

11 5/7 講義

12 5/7 講義

13 5/14 講義

14 5/14 講義

15 5/14 講義

体液について理解できる
教科書を読んでおくこと

酸塩基平衡について理解できる
教科書を読んでおくこと

体温のメカニズムを理解できる
教科書を読んでおくこと

白血球を中心とした生体防御作用について理解できる
教科書を読んでおくこと

非特異的防御機構について理解できる
教科書を読んでおくこと

特異的防御機構について理解できる。また細胞性免疫・液
性免疫の違い、抗体産生の流れについても理解できる

教科書を読んでおくこと

血液型・メンデルの法則を理解できる
教科書を読んでおくこと

血小板の作用について理解できる
教科書を読んでおくこと

血漿、血液凝固因子、カスケード反応について理解できる
教科書を読んでおくこと

造血のメカニズムを理解できる
教科書を読んでおくこと

赤血球の構造と働きを理解できる
教科書を読んでおくこと

赤血球の破壊について理解できる
教科書を読んでおくこと

人体とは何か、人体を表す基準について理解できる
教科書を読んでおくこと

細胞と組織の生理学的差異について理解できる
教科書を読んでおくこと

血液、血液の概要を理解できる
教科書を読んでおくこと

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

学科・ｺｰｽ 理学療法科　Ⅰ部

教員の略歴
博士（医学）を2006年に取得し、生理学を中心に公衆衛生学、医学概論等を各種専門学校で教授。現在、大学にて公
衆衛生学研究室に所属し、がん細胞の生理学的特徴の研究に従事

授業の学習内容

人間の体は複雑な構造をしている。しかし必要の無い臓器は一切無く、それぞれが生命維持のために役割を果たして
いる。生理学Ⅰにおいては細胞レベルから臓器レベルまで簡単な構造について学び、それぞれの機能を理解する。

到達目標　 理学療法士に必要な人体の機能（筋･神経、呼吸･循環、消化･吸収など）について学習する。

評価方法と基準 筆記試験80％、授業態度10％、課題レポート10％

授業計画・内容

担当教員 川上　智史

授業
形態

講義
総時間

（単位）
60
(2)

開講区分
曜日・時限

前期土曜1・
4限

後期火曜3・

1科目名
（英）

生理学Ⅰ
(PhysiologyⅠ)

必修
選択

必修 年次



16 5/14 講義

17 9/6 講義

18 9/6 講義

19 9/13 講義

20 9/13 講義

21 9/20 講義

22 9/20 講義

23 9/27 講義

24 9/27 講義

25 講義

26 講義

27 講義

28 講義

29 講義

試験

30 講義

【使用教科書・教材・参考書】
ﾅｰｼﾝｸﾞ・ｸﾞﾗﾌｨｶ人体の構造と機能①　解剖生理学（メディカ出版）

肝胆膵の役割について理解できる
教科書を読んでおくこと

準備学習　時間外学習
講義参加前に指定教科書の該当ページを読み、予習する必要あり

消化管の全容を理解できる
教科書を読んでおくこと

胃酸を含む消化酵素について理解できる
教科書を読んでおくこと

筆記試験

循環器の生理を理解できる 教科書を読んでおくこと

呼吸器の概要について理解できる
教科書を読んでおくこと

スパイロメーター・酸素解離曲線について理解できる
教科書を読んでおくこと

体循環と肺循環を理解できる
教科書を読んでおくこと

心臓の生理について理解できる
教科書を読んでおくこと

心電図について理解できる
教科書を読んでおくこと

骨格筋の機能について理解できる
教科書を読んでおくこと

筋収縮のメカニズムを理解できる
教科書を読んでおくこと

循環器概要について理解できる
教科書を読んでおくこと

外皮・発汗作用について理解できる
教科書を読んでおくこと

骨の機能について理解できる
教科書を読んでおくこと

骨のリモデリングについて理解できる
教科書を読んでおくこと



回数 日程 授業形態

1 10/4 講義

2 10/4 講義

3 10/11 講義

4 10/11 講義

5 10/18 講義

6 10/18 講義

7 10/25 講義

8 10/25 講義

9 11/1 講義

10 11/1 講義

11 11/8 講義

12 11/8 講義

13 11/15 講義

14 11/15 講義

11/22 試験

15 11/22 講義 生殖器系の生理について理解できる 教科書を読んでおくこと

準備学習　時間外学習 講義参加前に指定教科書の該当ページを読み、予習する必要あり

【使用教科書・教材・参考書】 ﾅｰｼﾝｸﾞ・ｸﾞﾗﾌｨｶ人体の構造と機能①　解剖生理学（メディカ出版）

特殊感覚について理解できる① 教科書を読んでおくこと

特殊感覚について理解できる② 教科書を読んでおくこと

筆記試験

α-γ連関など神経伝達について理解できる 教科書を読んでおくこと

活動電位について理解できる 教科書を読んでおくこと

記憶など脳機能について理解できる 教科書を読んでおくこと

各種ホルモンを理解できる② 教科書を読んでおくこと

各種ホルモンを理解できる③ 教科書を読んでおくこと

神経系の概要について理解できる 教科書を読んでおくこと

内分泌について理解できる 教科書を読んでおくこと

ホルモン・ホルモンレセプターを理解できる 教科書を読んでおくこと

各種ホルモンを理解できる① 教科書を読んでおくこと

泌尿器系の概要について理解できる 教科書を読んでおくこと

尿の生成・再吸収について理解できる 教科書を読んでおくこと

レニン・アンジオテンシン・アルドステロン系について理
解できる

教科書を読んでおくこと

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

学科・ｺｰｽ 理学療法科　Ⅰ部

教員の略歴
博士（医学）を2006年に取得し、生理学を中心に公衆衛生学、医学概論等を各種専門学校で教授。
現在、大学にて公衆衛生学研究室に所属し、がん細胞の生理学的特徴の研究に従事

授業の学習内容
人間の体は複雑な構造をしている。しかし必要の無い臓器は一切無く、それぞれが生命維持のために役割を果たして
いる。生理学Ⅱにおいては臓器レベルでそれぞれの機能を理解する。

到達目標　 理学療法士に必要な人体の機能（筋･神経、呼吸･循環、消化･吸収など）について学習する。

評価方法と基準 筆記試験80％、授業態度10％、課題レポート10％

授業計画・内容

担当教員 川上智史

授業
形態

講義
総時間

（単位）
30
(1)

開講区分
曜日・時限

後期
火曜
3.4限

1科目名
（英）

生理学Ⅱ
(　Physiology　Ⅱ)

必修
選択

必修 年次



回数 日程 授業形態

1 実習

2 実習

3 実習

4 実習

5 実習

6 実習

7 実習

8 実習

9 実習

10 実習

11 実習

12 実習

13 実習

14 実習

15 実習

①筋電図についての実習を実施する。 評価の予習復習

②筋電図についての実習を実施する。 評価の予習復習

①心電図についての実習を実施する。 評価の予習復習

②体力測定についての実習を実施する。 評価の予習復習

①運動負荷時の生理的変化について実習を実施する。 評価の予習復習

②運動負荷時の生理的変化について実習を実施する。 評価の予習復習

①血圧測定についての実習を実施する。 評価の予習復習

②血圧測定についての実習を実施する。 評価の予習復習

①体力測定についての実習を実施する。 評価の予習復習

②体性感覚‐表在感覚についての実習を実施する。 評価の予習復習

①体性感覚‐深部感覚についての実習を実施する。 評価の予習復習

②体性感覚‐深部感覚についての実習を実施する。 評価の予習復習

教科ガイダンス プリントを確認

該当範囲となる領域の生理学的知識を整理し、実習の準備
をする。

生理学の復習

①体性感覚‐表在感覚についての実習を実施する。 評価の予習復習

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

学科・ｺｰｽ 理学療法科　Ⅰ部

教員の略歴 2012年4月～2017年3月　回復期病院　リハビリテーション部　勤務。　2017年5月～高齢者の健康増進教室。

授業の学習内容 実習を通じて体験することで理学療法における評価・治療と生理学の知識をつなげるために、実習を行う。

到達目標　 生理学実習を通して、座学で学んだ生理学をより深く掘り下げることで、明確な知識を取得することを目標とする。

評価方法と基準
・レポート：20％
・授業内評価：20％
・発表：60％

授業計画・内容

担当教員 丸屋健

授業
形態

実習
総時間

（単位）
45

(1単位)
開講区分

曜日・時限
後期

木：12限

1科目名
（英）

生理学実習
(Practice in Physiology )

必修
選択

必修 年次



16 実習

17 実習

18 実習

19 実習

20 実習

21 実習

22 実習

23 発表

講義

準備学習　時間外学習 評価の予習復習

【使用教科書・教材・参考書】

発表準備 各グループで発表準備

発表

総括

実習内容のまとめ 評価の予習復習

実習内容のまとめ 評価の予習復習

発表準備 各グループで発表準備

②心電図についての実習を実施する。 評価の予習復習

①肺機能検査についての実習を実施する。 評価の予習復習

②肺機能検査についての実習を実施する。 評価の予習復習



回数 日程 授業形態

1 4/12 講義

2 4/12 講義

3 4/19 講義

4 4/19 講義

5 4/26 講義

6 4/26 講義

7 5/10 講義

8 5/10 講義

9 5/17 講義

10 5/17 講義

11 5/24 講義

12 5/24 講義

13 5/31 講義

14 5/31 講義

5/31 中間試験

15 6/7 講義
脊柱の構造、運動について特徴を理解し、説明できる。
（頚椎）

①足関節・足部の構造と筋を理解し、骨運動と関節包内運
動について説明できる。
②足関節・足部の構造と筋を理解し、骨運動と関節包内運
動について説明できる。

②股関節の構造と筋を理解し、骨運動と関節包内運動につ
いて説明できる。
①膝関節の構造と筋を理解し、骨運動と関節包内運動につ
いて説明できる。
②膝関節の構造と筋を理解し、骨運動と関節包内運動につ
いて説明できる。

①手関節・手指の構造と筋を理解し、骨運動と関節包内運
動について説明できる。
②手関節・手指の構造と筋を理解し、骨運動と関節包内運
動について説明できる。
①股関節の構造と筋を理解し、骨運動と関節包内運動につ
いて説明できる。

②肩複合体の構造と筋を理解し、骨運動と関節包内運動に
ついて説明できる。
①肘関節の構造と筋を理解し、骨運動と関節包内運動につ
いて説明できる。
②肘関節の構造と筋を理解し、骨運動と関節包内運動につ
いて説明できる。

オリエンテーション

運動器の構造と機能を学び、可動関節の分類、骨運動と関
節包内運動について説明できる。
①肩複合体の構造と筋を理解し、骨運動と関節包内運動に
ついて説明できる。

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

学科・ｺｰｽ 理学療法科　Ⅰ部

教員の略歴 東北文化学園大学卒業。病院にて回復期リハビリテーションと介護保険領域のリハビリテーションを経験。認定理学療法士（脳卒中）

授業の学習内容
①解剖学的知識から生体力学や運動と動作の分析、運動学習等、人間の運動の科学を学習する。
②身体運動についての運動学的な用語や表現方法を学習する。
③健常者同士の体験課題をもとに、関節や筋の知識と実際の身体イメージを関連付けて理解する。

到達目標　
①身体運動における面と軸、基本的肢位を理解し説明できる。
②各関節の構造と機能について特徴を説明できる。
③筋の起始・停止、作用、神経支配について説明できる。

評価方法と基準 ・筆記試験：100％

授業計画・内容

担当教員 今野　良紀

授業
形態

講義
総時間

（単位）
60
(2)

開講区分
曜日・時限

前期
火曜日
3・4限

1科目名
（英）

運動学
(Kinesiology)

必修
選択

必修 年次



16 6/7 講義

17 6/14 講義

18 6/14 講義

19 6/21 講義

20 6/21 講義

21 6/28 講義

22 6/28 講義

23 7/5 講義

24 7/5 講義

25 7/12 講義

26 7/12 講義

27 7/19 講義

28 7/19 講義

29 7/26 講義

30 7/26 講義

7/21 試験

【使用教科書・教材・参考書】
基礎運動学　第6版　改訂（医歯薬出版）
標準理学療法学・作業療法学　解剖学　第5版（医学書院）
国試の達人　運動解剖生理学編　理学療法科学学会編

運動学習の特徴を理解し、練習と訓練に必要な知識を説明
できる。

準備学習　時間外学習

③運動と動作の分析について基本的概念と用語を理解す
る。
④運動と動作の分析について基本的概念と用語を理解す
る。
ヒトの成長過程と運動発達の関係を学び、姿勢反射につい
て要点を説明できる。

②歩行時に必要な筋活動を理解し、異常歩行との関連性を
説明できる。
①運動と動作の分析について基本的概念と用語を理解す
る。
②運動と動作の分析について基本的概念と用語を理解す
る。

①歩行周期について身体重心移動、下肢関節運動の観点か
ら理解を深め、説明できる。
②歩行周期について身体重心移動、下肢関節運動の観点か
ら理解を深め、説明できる。
①歩行時に必要な筋活動を理解し、異常歩行との関連性を
説明できる。

姿勢の基本的概念を理解できる。（Key：肢位・構え）

①姿勢と姿勢制御について、重心と支持基底面の関係から
説明できる。
②姿勢と姿勢制御について、重心と支持基底面の関係から
説明できる。

脊柱の構造、運動について特徴を理解し、説明できる。
（胸・腰椎）
生体力学の基本的概念を理解する。
身体運動におけるベクトルとモーメントの概念を説明でき



回数 日程 授業形態

1 9/6 講義

2 9/13 講義

3 9/20 講義

4 9/27 講義

5 10/4 講義

6 10/11 講義

7 10/18 講義

8 10/25 講義

9 11/1 講義

10 11/8 講義

11 11/15 講義

12 11/22 講義

13 11/29 講義

14 12/6 講義

12/13 試験

15 1/10 講義 まとめ

準備学習　時間外学習 学んだ概念を、日々の生活で感じ・思い返して復習してください。

【使用教科書・教材・参考書】 生涯人間発達学　第２版（医学書院）

高齢期の課題（喪失・孤独・老老介護・生きがいの再設
定・死の受容過程等）について説明できる。

自分の祖父母世代が直面している課題・問題
について考えておく

これまでに学んだ心理用語・概念について説明できる。 それぞれの単元の理解度をチェックしておく

筆記試験

青年期（アイデンティティーとモラトリアム、NEET等）
について説明できる。

今現在の将来なりたい自分像や、将来への迷
いについて考えておく

成人前期（生殖性・過程や仕事に対する停滞感・倦怠感
等）について説明できる。

5年後・10年後のなりたい自分像について考
えておく

成人期の課題（更年期障害・空の巣症候群・熟年離婚等）
について説明できる。

自分の親世代が直面している課題・問題につ
いて考えておく

幼児前期の課題（歩行と言語獲得・分離不安等）について
説明できる。

幼児の行動範囲の広がりや興味関心について
考えておく

幼児後期の課題（トイレットトレーニング、性別の理解
等）について説明できる。

自分がいつオムツを使わなくなったか、性別
の違いについて認識し始めたのはいつか、考

児童期の課題（劣等感の形成・ギャングエイジ・不登校や
いじめ等）について説明できる。

小学生の頃に持っていた劣等感や、もの周り
におきたいじめや不登校について考えておく

エリクソンの漸成的発達段階の概要について説明できる。
人間の発達に、年齢によってどのような違い

があるのかを考えておく

胎児期・周産期や原始反射について説明できる。
母子手帳等を用いて自分の”生まれ”について

考えておく
新生児・乳児期の課題（生理的早産・臨界期・気質論等）
について説明できる。

乳幼児にとって安全な環境や危険な環境につ
いて・他の動物との生まれの違いについて考

講義の進め方、教科書の使い方、ノートのとり方、評価方
法を理解する。

成長と発達の違いについて考えておく

成長と発達の違いについて説明できる。
数値や目に見える形で変化するものと話した
り行動して初めて違いがわかるものを考えて

発達概念の歴史的変遷について説明できる。
”こども”と”おとな”の社会的責任や役割の違

いについて考えておく

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

学科・ｺｰｽ 理学療法科　Ⅰ部

教員の略歴 大学院にて心理学を専攻。その後、産業・学校・医療領域にて約15年間、教育、相談業務に従事。

授業の学習内容

生まれてから亡くなるまでの生涯を通し、どのように発達していくのかを、乳児期・幼児前期・幼児後期・児童期・
青年期・成人前期・成人期・高齢期の各発達段階に分け、またその過程で直面する様々な発達課題について学びま
す。出生から見られる原始反射や身体的な変化、発達スクリーニング検査等についての知識を得ることで、身体的な”
成長”と精神的な”発達”の両側面から人間の変化を捉えることが出来る視点を身につけます。

到達目標　
各発達段階と発達課題を理解し、それぞれに適した養育的・尊重的かかわりが出来るようになる。
乳児期から幼児前期・幼児後期にかけての標準的な成長・発達の過程を説明できるようになる。
自分自身の発達について、長期的スパンで捉えられるようになる。

評価方法と基準 定期試験100%（選択式と記述式）

授業計画・内容

担当教員
江崎浩明
加藤由美

授業
形態

講義
総時間

（単位）
30
(1)

開講区分
曜日・時限

後期
火曜・2限

1科目名
（英）

人間発達学
(　　Human Development  　)

必修
選択

必修 年次



回数 日程 授業形態

1 11/29 講義

2 11/29 講義

3 12/6 講義

4 12/6 講義

5 12/13 講義

6 12/13 講義

7 1/10 講義

8 1/10 講義

9 1/17 講義

10 1/17 講義

11 1/24 講義

12 1/24 講義

13 1/31 講義

14 1/31 講義

2/7 試験

15 2/7 講義 試験の解答および解説 教科書による通読

準備学習　時間外学習 あらかじめ教科書を通読し、講義内容の概略を把握しておくことを目的とする。

【使用教科書・教材・参考書】 岡本悦政　編著『Active Aging 健康管理学』（八千代出版）

呼吸器疾患について説明できる。 教科書による通読

メンタルヘルスについて説明できる。 教科書による通読

筆記試験

心疾患について説明できる。 教科書による通読

高血圧及び糖尿病について説明できる。 教科書による通読

脳血管疾患について説明できる。 教科書による通読

疫学研究の種類について説明できる。 教科書による通読

疫学指標について説明できる。 教科書による通読

がんについて説明できる。 教科書による通読

健康日本21（第二次）について説明できる。 教科書による通読

スクリーニングについて説明できる。 教科書による通読

疫学研究について説明できる。 教科書による通読

細胞について説明できる。 教科書による通読

健康の定義について説明できる。 教科書による通読

予防医学について説明できる。 教科書による通読

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

学科・ｺｰｽ 理学療法科　Ⅰ部

教員の略歴 平成17年東北大学医学系研究科博士号取得．平成21年より東北大学医学系研究科非常勤講師．

授業の学習内容

この授業は、理学療法士として必要な医学に関する法律の知識を学習するためのものです。
他に関連する科目として、生理学及び病理学と関係します。
受講生に対する要望として、授業をつうじて自分なりに学修成果をまとめる能力を養って頂きたいと思います。
そのために、授業の展開として、教科書を中心に講義を行い、保健医療福祉関係について、基礎的な知識を学修しま

到達目標　
①医療及び健康の概念について説明できる。
②生活習慣病に関する靱帯の機能及び構造について説明できる。
③医療に関する制度及び法律について説明できる。

評価方法と基準 定期試験80％、出席数20％

授業計画・内容

担当教員 鈴木寿則

授業
形態

講義
総時間

（単位）
30
(1)

開講区分
曜日・時限

後期
火曜・3.4限

1科目名
（英）

医学概論
(　  Introduction to Medicine　)

必修
選択

必修 年次



回数 日程 授業形態

1 2/18 講義

2 2/18 講義

3 2/25 講義

4 2/25 講義

5 3/4 講義

6 3/4 講義

7 3/11 講義

8 3/11 講義

9 3/18 講義

10 3/25 講義

11 4/1 講義

12 4/1 講義

13 講義

14 講義

15 試験

16 講義
腫瘍②・先天性異常

先天性異常の原因、疾患を説明できる

準備学習　時間外学習
解剖学・生理学等関連する内容について、必要に応じて確認しながら理解を深めてほしい

【使用教科書・教材・参考書】 病理学 第4版　（標準理学療法学・作業療法学 専門基礎分野）　医学書院

免疫②
免疫異常によって起こる疾患を説明できる

腫瘍①
腫瘍とはどのようなものはを説明できる

筆記試験

進行性病変
細胞の修復過程を説明できる

炎症
炎症で起こる現象を説明できる

免疫①
免疫に関わる細胞とシステムを説明できる

細胞障害１（定義・萎縮・変性） 細胞障害で起こる現象を説明できる

細胞障害２（代謝障害と疾患、壊死） 代謝障害で起こる現象を説明できる

循環障害
循環障害で起こる現象を説明できる

病因論３　外因② 疾患の原因（物理的外因）を説明できる

病因論４　外因③ 疾患の原因（化学的外因）を説明できる

病因論５　外因④ 疾患の原因（生物学的外因）を説明できる

病理概説  病理の業務　疾患の一般 病理学の業務と関係用語を説明できる

病因論１　内因 疾患の原因（内因）を説明できる

病因論２　外因① 疾患の原因（栄養障害）を説明できる

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

学科・ｺｰｽ 理学療法科　Ⅰ部　

教員の略歴 歯科医師として20年以上の臨床経験を有す

授業の学習内容
疾患の原因・経過及び症状をトータルな生命現象として理解し、細胞・組織・臓器・物質レベルで学習することで病
的状態の分類・概論の基礎を習得する。さらに、疾患を理解するために各臓器に関する病変を病理学的に学ぶ。

到達目標　
疾病における臓器、組織、細胞の形態変化を理解し、各臓器に関する病変を病理学的に学ぶことで臨床医学と関連さ
せた疾患の認識と理解を深める。

評価方法と基準
定期試験　７０％　　レポートおよび出席状況、授業態度等の定常点３０％

授業計画・内容

担当教員 大沼　英子

授業
形態

講義
総時間

（単位）
30
(1)

開講区分
曜日・時限

後期
土曜
3.4限

１年次科目名
（英）

病理学
( pathoiogy )

必修
選択

必修 年次



回数 日程 授業形態

1 11/26 講義

2 11/26 講義

3 12/3 講義

4 12/3 講義

5 12/17 講義

6 12/17 講義

7 1/14 講義

8 1/14 講義

9 1/21 講義

10 1/21 講義

11 1/28 講義

12 1/28 講義

13 2/4 模試

14 2/4 模試

2/18 試験

15 2/18 講義 今まで習ったことを確認する 本試験の解説

準備学習　時間外学習 予習・復習をする。

【使用教科書・教材・参考書】 「リハビリテーション医学テキスト」（南江堂）

今まで習ったことを確認する １か月間で総復習

今まで習ったことを確認する １か月間で総復習

定期試験

外傷の症候からリハ治療まで説明 テキスト248～266頁を予習

　脳疾患の症候からリハ治療まで説明 テキスト97～130頁を予習

末梢神経疾患の症候からリハ治療まで説明 テキスト221～286頁を予習

神経筋疾患の症候からリハ治療まで説明 テキスト204～220頁を予習

　内部疾患の症候からリハ治療まで説明 テキスト287～311頁を予習

脊椎疾患の症候からリハ治療まで説明 テキスト267～286頁を予習

リハビリに関係する検査について説明できる テキスト65～75頁を予習

　脳性麻痺の症候から治療まで説明できる テキスト181～203頁を予習

　リウマチ・関節疾患の治療を説明できる テキスト160～180頁を予習

リハビリテーション医学の流れを説明できる テキスト1～18頁を予習

患者の状態について評価・説明できる テキスト19～62頁を予習

リハビリ治療について説明できる テキスト76～96頁を予習

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

学科・ｺｰｽ 理学療法科　Ⅰ部

教員の略歴 1980　慈恵医大卒  ,  2003　宮城県立こども病院リハビリテーション科

授業の学習内容

①医療の中でリハビリテーションがどのような位置づけにあるか学習する
②２・３年生で学ぶ臨床医学（内科学・小児科学・整形外科学など）のどこにリハビリが関係するのか知るために学
習する
③臨床医学への導入として知識を整理しておく

到達目標　

①いろいろな疾患の概念を学ぶ
②脳・神経・筋肉・骨の構造と機能それに関連する疾患の病態を知る
③疾患の治療について理解をえる
④治療とリハビリとの関係について理解する

評価方法と基準 ①テスト６０％・模擬テスト40％

授業計画・内容

担当教員 奈良隆寛

授業
形態

講義
総時間

（単位）
30
(1)

開講区分
曜日・時限

後期
土曜日
1.・2限

1科目名
（英）

リハビリテーション医学
(Rehabilitation Medicine)

必修
選択

必修 年次



回数 日程 授業形態

1 講義

2 講義

3 講義

4 講義

5 講義

6 講義

7 講義

8 講義

9 講義

10 講義

11 講義

12 講義

13 講義

14 講義

15 講義

準備学習　時間外学習 講義内容の復習

【使用教科書・教材・参考書】

機能障害の評価方法について知ることができる。 講義内容の復習

身体機能と各障害の関連性について知ることができる。 講義内容の復習

自身の理学療法士としての将来像をイメージし、発表する
ことができる。

講義内容の復習

障害のある人の家族の問題を理解することができる。 講義内容の復習

車椅子の種類や選択、福祉機器、福祉用具の種類や選択に
ついて学ぶことができる。

講義内容の復習

身体障害福祉法や介護保険法について学ぶことができる。 講義内容の復習

作業療法士、言語聴覚士、義肢装具士の役割について知る
ことができる。

講義内容の復習

医学的リハビリテーションに関わる専門職の役割について
知ることができる。

講義内容の復習

職業、社会、教育におけるリハビリテーションについて知
ることができる。

講義内容の復習

疾病と傷害の関係について学ぶことができる。
ICIDHとICFについて知ることができる。

講義内容の復習

各病棟、病気での役割や仕事について学ぶことができる。 講義内容の復習

廃用症候群と二次合併症について学ぶことができる。 講義内容の復習

リハビリテーションに対するイメージを作ることができ
る。

講義内容の復習

リハビリテーションの職域や活躍場面について知ることが
できる。

講義内容の復習

リハビリテーションの具体的展開について知ることができ
る。

講義内容の復習

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

学科・ｺｰｽ 理学療法科　Ⅰ部

教員の略歴 2012年4月～2017年3月　回復期病院　リハビリテーション部　勤務。　2017年5月～高齢者の健康増進教室。

授業の学習内容 リハビリテーションの歴史や概念など理解し、また障害や医療保険制度についても学習する。

到達目標　
・自身の中でのリハビリテーションの強いイメージを作る
・職業意識を高め、理学療法士養成校で学ぶ学問の意味を知る

評価方法と基準 1）レポート課題　（100%）

授業計画・内容

担当教員 丸屋健

授業
形態

講義
総時間

（単位）
30

(1単位)
開講区分

曜日・時限
前期

火：2限

1科目名
（英）

リハビリテーション概論
(Intoroduction to Rehabilitation)

必修
選択

必修 年次



回数 日程 授業形態

1 演習

2 演習

3 演習

4 演習

5 演習

6 演習

7 演習

8 演習

9 演習

10 演習

11 演習

12 演習

13 演習

14 演習

15 演習

実技試験 実技試験

準備学習　時間外学習 検査の自主練習を行う

【使用教科書・教材・参考書】
理学療法評価学　改定第5、6版　金原出版株式会社

足関節の関節可動域を実施できる 実技の復習

頸部・体幹の関節可動域を実施できる 実技の復習

関節可動域を測定できる 実技の復習

手関節の関節可動域を実施できる 実技の復習

股関節の関節可動域を実施できる 実技の復習

膝関節の関節可動域を実施できる 実技の復習

関節可動域の定義を述べられる 実技の復習

肩関節の関節可動域を実施できる 実技の復習

肘関節の関節可動域を実施できる 実技の復習

バイタルサインについて理解する 実技の復習

触診ができる 実技の復習

形態測定ができる 実技の復習

評価の意義と目的を説明できる 実技の復習

問診や情報収集ができる 実技の復習

理学療法評価における観察・検査・測定のための必要知識
を整理し述べることができる。

実技の復習

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

学科・ｺｰｽ 理学療法科　Ⅰ部

教員の略歴 2012年4月～2017年3月　回復期病院　リハビリテーション部　勤務。　2017年5月～高齢者の健康増進教室。

授業の学習内容

①理学療法評価とは何かを学ぶ
②バイタルサインとは何か学ぶ
③形態測定を学ぶ
④関節可動域検査を学ぶ

到達目標　
①理学療法評価の統合と解釈ができる
②バイタルサインを理解、実施できる
③形態測定、関節可動域検査が実施できる

評価方法と基準
①実技試験　90％
②出席点　　　10％

授業計画・内容

担当教員 丸屋健

授業
形態

講義
総時間

（単位）
30

(1単位)
開講区分

曜日・時限
前期

水：34限

1科目名
（英）

理学療法評価学Ⅰ
(  Evaluation of PT Ⅰ)

必修
選択

必修 年次



回数 日程 授業形態

1 9/2 演習

2 9/2 演習

3 9/9 演習

4 9/9 演習

5 9/16 演習

6 9/16 演習

7 9/30 演習

8 9/30 演習

9 10/7 演習

10 10/7 演習

11 10/14 演習

12 10/14 演習

13 10/21 演習

14 10/21 演習

15 10/28 演習

手関節の徒手筋力検査法が実施できる。 実技の復習

手関節の徒手筋力検査法が実施できる。 実技の復習

股関節の徒手筋力検査法が実施できる。 実技の復習

肘関節の徒手筋力検査法が実施できる。 実技の復習

肘関節の徒手筋力検査法が実施できる。 実技の復習

手関節の徒手筋力検査法が実施できる。 実技の復習

肩関節の徒手筋力検査法が実施できる。 実技の復習

肩関節の徒手筋力検査法が実施できる。 実技の復習

肘関節の徒手筋力検査法が実施できる。 実技の復習

肩甲帯の徒手筋力検査法が実施できる。 実技の復習

肩関節の徒手筋力検査法が実施できる。 実技の復習

肩関節の徒手筋力検査法が実施できる。 実技の復習

徒手筋力検査の目的を説明できる。 実技の復習

肩甲帯の徒手筋力検査法が実施できる。 実技の復習

肩甲帯の徒手筋力検査法が実施できる。 実技の復習

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

学科・ｺｰｽ 理学療法科　Ⅰ部

教員の略歴 回復期リハビリテーション病棟、通所リハビリテーションを経て現在に至る。

授業の学習内容

①講義にて理学療法評価における意義や目的、必要知識を学ぶ。
②演習を中心に、問診、検査・測定を練習する。健常者同士で実施する中で注意点や対象者への接し方を学ぶ。
③医療面接による情報と検査・測定の結果の関連性について、演習の中で説明しながら理解を深める。
④徒手筋力検査法を学ぶ。

到達目標　

①理学療法評価の意義と目的を理解し説明することができる。
②理学療法評価における必要知識を理解し、演習の中で関連付けることができる。
③検査・測定の意義と目的を理解し、健常者同士で実施することができる。
④徒手筋力検査法が実施できる。

評価方法と基準
①実技試験　90％
②出席率　   10％

授業計画・内容

担当教員 稲葉夏海

授業
形態

講義
総時間

（単位）
30

(１)
開講区分

曜日・時限

後期
金曜日
3・4限

1科目名
（英）

理学療法評価学Ⅱ
(Evaluation of PT  Ⅱ)

必修
選択

必修 年次



16 10/28 演習

17 11/4 演習

18 11/4 演習

19 11/11 演習

20 11/11 演習

21 11/18 演習

22 11/18 演習

23 11/25 演習

24 11/25 演習

25 12/2 演習

26 12/2 演習

27 12/9 演習

28 12/9 演習

29 12/16 演習

30 12/16 演習

実技試験

【使用教科書・教材・参考書】 新・徒手筋力検査法　原著第10版

実技試験

準備学習　時間外学習 検査の自主練習を行う

頸部・体幹の徒手筋力検査法が実施できる。 実技の復習

バイタルサインの確認、形態計測、関節可動域・徒手筋力
検査法が実施できる。

実技の復習

バイタルサインの確認、形態計測、関節可動域・徒手筋力
検査法が実施できる。

実技の復習

足関節の徒手筋力検査法が実施できる。 実技の復習

頸部・体幹の徒手筋力検査法が実施できる。 実技の復習

頸部・体幹の徒手筋力検査法が実施できる。 実技の復習

膝関節の徒手筋力検査法が実施できる。 実技の復習

足関節の徒手筋力検査法が実施できる。 実技の復習

足関節の徒手筋力検査法が実施できる。 実技の復習

膝関節の徒手筋力検査法が実施できる。 実技の復習

膝関節の徒手筋力検査法が実施できる。 実技の復習

膝関節の徒手筋力検査法が実施できる。 実技の復習

股関節の徒手筋力検査法が実施できる。 実技の復習

股関節の徒手筋力検査法が実施できる。 実技の復習

股関節の徒手筋力検査法が実施できる。 実技の復習



15 開講区分

1 曜日・時限

回数 日程 授業形態

1 10月23日 講義

2 10月23日 講義

3 11月1日 講義

4 11月1日 講義

5 11月8日 講義

6 11月8日 講義

7 11月15日 講義

8 11月15日 講義

9 11月22日 講義 介護保険について理解する

10 1月22日 講義

11 11月29日 講義

12 11月29日 講義

13 12月6日 講義

14 12月6日 講義

15 12月13日 講義

16 試験

準備学習　時間外学習 配布資料の復読、課題作成

　【使用教科書・教材・参考書】　

特になし

日本の福祉における今後の課題を考える 配布資料の復読、課題作成

まとめ

レポート

世界の医療・福祉について理解する① 配布資料の復読、課題作成

世界の医療・福祉について理解する② 配布資料の復読、課題作成

世界の医療・福祉について理解する③ 配布資料の復読、課題作成

介護保険にて利用できるサービスを理解
する

配布資料の復読、課題作成

自立支援に必要な考え方を理解する 配布資料の復読、課題作成

社会福祉八法について理解する① 配布資料の復読、課題作成

社会福祉八法について理解する② 配布資料の復読、課題作成

社会福祉八法について理解する③ 配布資料の復読、課題作成

生活保護法について理解する 配布資料の復読、課題作成

配布資料の復読、課題作成

福祉とはなにか？なぜ理学療法士が福
祉を学ぶ必要があるのかを理解する

配布資料の復読、課題作成

日本における福祉の考え方の変化を理解す
る 配布資料の復読、課題作成

社会福祉の基本となる３つの理念を理解
する

配布資料の復読、課題作成

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

学科・ｺｰｽ 理学療法科　Ⅰ部　

教員の略歴
・平成24年、社会福祉士免許取得　・平成31年、精神保健福祉士免許取得　・社会福祉法人施設で30年職務経
験を有する

授業の学習内容

理学療法士法及び作業療法士法の中で物理的刺激を加えることが理学療法の手段の一つとして記載されている。本授業
は講義を中心に行い各物理療法の特徴や実施方法、禁忌事項等に加え、物理療法が適応となる炎症や疼痛、関節可動域
制限のメカニズムと物理刺激を加えた際の生理学的変化などについて学ぶ。後期の物理療法学実習にて一定の知識を持
ち各機器を使用できるよう本授業にて備える。

到達目標　

物理療法の種類が理解できる
物理療法が適応となることの多い炎症・疼痛・関節可動域制限等の症状において物理刺激を加えた際の生理学的変化が
理解できる
各物理療法の特徴や実施手順、禁忌事項等を理解できる

評価方法と基準 筆記試験(本試験80%、課題レポート20%)

授業計画・内容

担当教員 佐野 篤

(Principles of Community welfare) 授業
形態 講義

総時間
（単位）

後期
月曜日
3・4時限

1科目名
（英）

地域福祉論
必修
選択 必修 年次



回数 日程 授業形態

1 4/14 講義

2 4/21 講義

3 4/28 講義

4 5/19 講義

5 5/26 講義

6 6/9 講義

7 6/16 講義

8 6/23 講義

9 7/7 講義

10 7/14 講義

11 7/21 講義

12 7/28 講義

13 9/8 講義

14 9/15 講義

15 9/22 講義

未定 筆記試験 筆記試験

準備学習　時間外学習 国試の達人を使用し、授業の予習をする。

【使用教科書・教材・参考書】 国試の達人 PT・OTシリーズ2020　運動解剖生理学編　アイペック

専門基礎分野（泌尿器と生殖器）を反復学習することで、
国家試験の出題ポイントを把握し理解を深めることができ

講義で学習した内容を復習する。

専門基礎分野（代謝・ホルモン）を反復学習することで、
国家試験の出題ポイントを把握し理解を深めることができ

講義で学習した内容を復習する。

専門基礎分野（発生と組織）を反復学習することで、国家
試験の出題ポイントを把握し理解を深めることができる。

講義で学習した内容を復習する。

専門基礎分野（循環系）を反復学習することで、国家試験
の出題ポイントを把握し、理解を深めることができる。

講義で学習した内容を復習する。

専門基礎分野（呼吸系）を反復学習することで、国家試験
の出題ポイントを把握し、理解を深めることができる。

講義で学習した内容を復習する。

専門基礎分野（消化と吸収）を反復学習することで、国家
試験の出題ポイントを把握し、理解を深めることができ

講義で学習した内容を復習する。

専門基礎分野（運動学習）を反復学習することで、国家試
験の出題ポイントを把握し、理解を深めることができる。

講義で学習した内容を復習する。

専門基礎分野（神経）を反復学習することで、国家試験の
出題ポイントを把握し、理解を深めることができる。

講義で学習した内容を復習する。

専門基礎分野（感覚と受容器）を反復学習することで、国
家試験の出題ポイントを把握し、理解を深めることができ

講義で学習した内容を復習する。

専門基礎分野（下肢の運動学）を反復学習することで、国
家試験の出題ポイントを把握し、理解を深めることができ

講義で学習した内容を復習する。

専門基礎分野（姿勢・歩行）を反復学習することで、国家
試験の出題ポイントを把握し、理解を深めることができ

講義で学習した内容を復習する。

専門基礎分野（バイオメカニクス）を反復学習することで
国家試験の出題ポイントを把握し理解を深めることができ

講義で学習した内容を復習する。

専門基礎分野（骨・関節）を反復学習することで、国家試
験の出題ポイントを把握し、理解を深めることができる。

講義で学習した内容を復習する。

専門基礎分野（靭帯・筋）を反復学習することで、国家試
験の出題ポイントを把握し、理解を深めることができる。

講義で学習した内容を復習する。

専門基礎分野（上肢の運動学）を反復学習することで、国
家試験の出題ポイントを把握し、理解を深めることができ

講義で学習した内容を復習する。

学習内容 準備学習　時間外学習(学習課題）

学科・ｺｰｽ 理学療法科　Ⅰ部

教員の略歴 回復期リハビリテーション病棟、通所リハビリテーションを経て、現在に至る。

授業の学習内容
国家試験に向け、勉強の方法や習慣を確立する。また、解剖学・生理学・運動学といった専門基礎科目の知識の定着
を図る。

到達目標　
①専門基礎分野（解剖学・生理学・運動学）の穴埋め問題や〇×問題が解ける。
②学習方法・学習習慣が確立できる。

評価方法と基準 筆記試験100％

授業計画・内容

担当教員 稲葉夏海

授業
形態

講義
総時間

（単位）
30
(2)

開講区分
曜日・時限

前期～後期
木曜

3限or４限

1科目名
（英）

国家試験演習Ⅰ
(The prac of Qualifying Exam Ⅰ)

必修
選択

必修 年次
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