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2023 年度 大分リハビリテーション専門学校 １A01 

基本情報 1 年前期 基礎分野 ■必修  □選択 2 単位 30 時間 授業方法（講義） 

科目名 歴史学 

担当者 甘利弘樹  

授業概要 本授業では、日本医学史の大きな潮流を学びます。また、大分に注目しながら、日本に西洋医学がどのよう

に広がったかについても検討します。 

到達目標 日本における医学の歴史的展開の特徴を把握すること、さらに、日本の西洋医学受容がいかなる意味を持っ

ていたかを考えられるようになることを、目標とします。 

授業計画 ＊構成・進度は変更することがありますが、以下のように予定しています。 

1．ガイダンス、西洋医学の形成と発展――古代～中世(1) 

2．西洋医学の形成と発展――古代～中世(2) 

3．西洋医学の形成と発展――近世(1) 

4．西洋医学の形成と発展――近世(2) 

5．西洋医学の形成と発展――近代～現代(1) 

6．西洋医学の形成と発展――近代～現代(2) 

7．西洋医学の形成と発展――近代～現代(3) 

8．古代日本における医学(1) 

9．古代日本における医学(2) 

10．日本への西洋医学の広がり――中世～近世(1) 

11．日本への西洋医学の広がり――中世～近世(2) 

12．日本への西洋医学の広がり――中世～近世(3) 

13．日本への西洋医学の広がり――近代(1) 

14．日本への西洋医学の広がり――近代(2) 

15．定期試験 

成績評価 ・成績評価は 100 点（授業における積極的な取り組み状況および定期試験(レポートの提出)）を満点とし 60 点 

以上を合格とします。 

・成績の基準は S：90 点以上、A：80 点以上、B：70 点以上、C：60 点以上、D：60 点未満とします。 

・再試験は 60 点以上を合格とし、60 点以上であっても科目成績は 60 点と記録します。 

教科書 ・テキストは使用しません。 

・教材は担当教員が適宜プリント資料を配布します。また、映像資料も使用します。 

参考図書 ・授業中に提示します。 

その他 ・初回の授業において注意事項を説明します。 

・禁止する事項(私語・遅刻・マナー違反行為の禁止)は、授業期間中厳守しなければなりません。 

・ペアワークやグループ活動などのアクティブラーニング型の授業を行うことがあります。 
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2023 年度 大分リハビリテーション専門学校 作業療法士科 １A02 

基本情報 1 年前期 基礎分野 ■必修  □選択 2 単位 30 時間 授業方法（講義） 

科目名 哲学 

担当者 黒川 勲  

授業概要 西洋哲学の基本的知識を学ぶことを通して，「人間理解」の基盤と「きちんと考える」，「考え貫く」態度と力を

養います。考える際に，重要な道具となるのが言葉＝概念です。新しい言葉・概念を身につけるとともに，今ある

自分の言葉・概念を磨き，自分の思考を展開したり，その思考を的確に表現したりできることを目指します。 

到達目標 １）哲学的な視点を身につけることができる。 

２）授業の内容や教科書・資料の内容について重要な点や問題点を取り出すことができる。 

３）重要な点や問題点を一つだけではなく，より多くの立場で考え、それを筋道たてて表現できる。 

授業計画 1．哲学とは何か 

2．哲学の誕生 

3．人類の心の歴史 

4．動物の行動と人間の行動 

5．呪術的・神話的思考 

6．哲学のまなざし－ピュシスの思想・存在についての問い－ 

7．西洋哲学史の展開に関する概説 

8．古代ギリシャ哲学概説 

9．ソクラテスとソフィスト 

10．プラトン 

11．アリストテレス 

12．中世哲学概説 

13．近世哲学概説 

14．哲学における死の問題 

15．定期試験 

成績評価 ・成績評価は 100 点（毎授業の振り返り（ライティング）（10％），中間課題レポート 1 回（30％）及び定期試験

（60％））を満点とし 60 点以上を合格とする 

・成績の基準は S：90 点以上、A：80 点以上、B：70 点以上、C：60 点以上、D：60 点未満とする 

・再試験は 60 点以上を合格とし、60 点以上であっても科目成績は 60 点と記録する 

教科書 授業内容に沿ったプリント等を配布します。 

参考図書 特にありません。 

その他 授業の最後に，振り返り（ライティング）の時間をとりますので，積極的に取り組んで下さい。 
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023 年度 大分リハビリテーション専門学校 １A03 

基本情報 1 年前期 基礎分野 ■必修  □選択 2 単位 30 時間 授業方法（講義） 

科目名 教育学 

担当者 山崎 清男  

授業概要 教育の意味を考えることから出発し、教育と人間の成長発達の関わり、さらに教育機関である学校にもふれな

がら、人間の｢存在｣にとっての教育の作用や機能を考える。また今日の教育問題を理解する前提として、教育

制度や公教育、生涯学習についても述べ、基礎知識の習得をめざす。 

医療従事者としての理学療法士・作業療法士の職務に「教育的視点」が必要であることを念頭におきながら

考察することにより、医療と教育の関わりについて理解する。 

 

到達目標 １）人間の成長発達にとって教育が重要であることを理解する。 

２）人間の成長発達と家庭教育、学校教育、社会教育が持つ役割関係を理解する。 

３）今日の教育問題を解決するための視点を理解する。 

授業計画 1．教育の本質 

2．教育の可能性・可塑性 

3. 人間の成長発達と教育 

4．意図的教育と無意図的教育 

5．素質と環境 

6．教育の諸原理（１） 

7．教育の諸原理（２） 

8． 教育の社会的機能 

9．現代の教育病理 

10．家庭教育 

11．児童虐待 

12．生涯学習の概念 

13．生涯学習論成立の社会的背景（１）―社会の変化と生涯学習 

14．生涯学習論成立の社会的背景（２）―教育危機と生涯学習 

15．定期試験 

成績評価 成績評価は 100 点（定期試験 80 点、ライティング 20 点）を満点とし 60 点以上を合格とする 

・成績の基準は S：90 点以上、A：80 点以上、B：70 点以上、C：60 点以上、D：60 点未満とする 

・再試験は 60 点以上を合格とし、60 点以上であっても科目成績は 60 点と記録する 

 

教科書 特に使用しない。必要に応じて適宜資料を配付する。 

参考図書 参考資料は適宜授業の中で紹介する。 

その他 新聞等を読み、日々生起している教育問題（社会問題）に注意を払うことが望ましい。 
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2023 年度 大分リハビリテーション専門学校 １A04 

基本情報 1 年前期 基礎分野 ■必修  □選択 2 単位 30 時間 授業方法（講義） 

科目名 統計学 

担当者 馬場 清  

授業概要 仮説検定の考え方と方法を学ぶ。これは、たとえば、新しい治療法が今までの治療法と比べて、効果があっ

たかどうかを統計的に検証できる方法である。また，臨床研究デザインに現れる感度・特異度，オッズ比につい

ても学ぶ。 

到達目標 卒業後、自分でデータを集めて、実地に仮説検定が行えるための基本となることを目指す。 

授業計画 1．母集団とサンプル 

2．正規分布と標準正規分布 

3．仮説検定の考え方 

4．仮説検定の例 

5．両側検定と片側検定 

6．問題演習 

7．ｔ分布とｔ検定 

8．2 サンプル平均値検定 

9．対応のある 2 サンプル平均値検定 

10．1 サンプル比率検定 

11．2 サンプル比率検定 

12．カイ 2 乗検定の手順 

13．カイ 2 乗検定の例 

14．感度・特異度，オッズ比 

15．定期試験 

成績評価 ・成績評価は 100 点を満点とし 60 点以上を合格とする 

・成績の基準は S：90 点以上、A：80 点以上、B：70 点以上、C：60 点以上、D：60 点未満とする 

・再試験は 60 点以上を合格とし、60 点以上であっても科目成績は 60 点と記録する 

教科書 「PT・OT のための統計学入門」 三輪書店  渡邊 宗春、寺見 春恵、金子 翼 著 

 

参考図書 なし 

その他 なし 
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2023 年度 大分リハビリテーション専門学校 作業療法士科 1A05 

 

基本情報 1 年前期 基礎分野 ■必修  □選択 2 単位 30 時間 授業方法（講義） 

科目名 物理学 

担当者 安達 佳輝 

日隈 武治 

理学療法士 

作業療法士 

授業概要 この科目では、基礎分野としての物理学について、その基礎的素養であるバイオメカニクス（力学を中心に）を

学習します。それにより、これからの作業療法の学習に必要な運動、テコやモーメント、補装具などへの力学の

応用などの理解を助けることを目的とします。 

到達目標 ・ 現場で体験するであろう、作業療法機器の基礎・基本を理解する。 

・ 現場で体験するであろう、作業療法機器の危険要素を知識として習得し、危険対策を考えることができる

ようになる。 

・ 三角関数の復習 

・ 物体の運動を変位、速度、加速度より理解する。 

・ 熱の伝導、音の伝導、電磁波の振動を理解する。 

授業計画 1. 物理学と作業療法 

2. 剛体の運動法則、仕事とエネルギー 

3. 筋力と重力の働き 

4. モーメントとトルク 

5. てこと滑車 

6. 身体とてこ 

7. 関節運動の力学 

8. 補装具への力学の応用 

9. 第 3 章 物理学で使うグラフと関数（三角関数、） 

10. 第 4 章 いろいろな運動（位置と変位、速度、加速度のグラフ） 

11. 第 9 章 温度と熱（温度、熱、比熱、熱の伝わり方） 

12. 第 10 章 波の運動（波の特徴、振動数、周期、波長） 

13. 第 11 章 音と光 

14. 臨床への応用 

15. 期末試験 

成績評価 ・ 成績評価は筆記試験と課題（小テストや課題など）および講義への取り組みから総合評定を行う。 

・ 成績評価は 100 点満点とし 60 点以上を合格とする。 

・ 成績の基準は S:90 点以上、A：80 点以上、B:70 点以上、C:60 点以上、D:60 点未満とする。 

・ 再試験は 60 点以上を合格とし、60 点以上であっても科目成績は 60 点で記録する。 

教科書 ・「PT・OT ゼロからの物理学」望月久、棚橋信夫 編著（羊土社） 

・「基礎運動学」中村隆一、斎藤宏、長崎浩 著(医歯薬出版株式会社) 

参考図書 インターネットの検索に慣れてもらい、必要な資料を入手してもらう予定。 

国家試験問題集からも、物理関連問題を提供する。 

高校で使用する「物理Ⅰ」の教科書・参考書 

その他 授業の途中に適度に thinking time として、学生相互に自由に質問や理解の確認を行う時間を設けます。 

それ以外の時間の私語は、担当教員に対する質問以外は基本的に控えてください。 



 

6 
 

2023 年度 大分リハビリテーション専門学校 作業療法士科 １Ａ０６ 

 

基本情報 1 年前期 基礎分野 ■必修  □選択 2 単位 30 時間 授業方法（講義） 

科目名 保健体育 

担当者 松田 史朗 大分医学技術専門学校 柔道整復師科 教員 

授業概要 この授業では、健康の増進や体力の向上を図るとともに、生涯を通じて運動を実践する態度や能力を身につけ

る。 

 

到達目標 現在、わが国の現状を見ると自由時間の増加や生活水準の向上、 高齢化  社会の到来など著しく変化し

てきた。また多くの人々が余暇の活用としてスポーツを楽しむ時代となり、健康の増進や体力の向上を図るととも

に、生涯を通じて運動を実践する態度や能力を身につける。 

授業計画  

1. バレーボール 

2. バレーボール 

3. バレーボール 

4. バレーボール 

5. バレーボール 

6. バドミントン（卓球） 

7. バドミントン（卓球） 

8. バドミントン（卓球） 

9. バドミントン（卓球） 

10. バスケットボール 

11. バスケットボール 

12. バスケットボール 

13. バスケットボール 

14. バスケットボール 

15. 定期試験 

 

 

※各競技についての準備や試合ができるための簡単なルー

ルについて試合を通じて解説する。 

成績評価 ・ 成績評価は筆記試験と講義への取り組みから総合評定を行う。 

・ 成績評価は 100 点満点とし 60 点以上を合格とする。 

・ 成績の基準は S:90 点以上、A：80 点以上、B:70 点以上、C:60 点以上、D:60 点未満とする。 

・ 再試験は 60 点以上を合格とし、60 点以上であっても科目成績は 60 点で記録する。 

教科書 なし。 

参考図書 なし。 

その他 私語や講義と無関係な行為については、厳しく対処する。 
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2023 年度 大分リハビリテーション専門学校 作業療法士科 １A０７ 

 

基本情報 1 年前期 専門基礎分野 ■必修  □選択 1 単位 30 時間 授業方法（講義） 

科目名 解剖学Ⅰ 

担当者 首藤小春（実務経験者） 

作業療法士 

作業療法士として高齢者を中心とした生活期リハの実務経験を有する。その

後、専門学校の教員として、主に老年期疾患に関する講義を担う。 

矢野高正（実務経験者） 

作業療法士 

作業療法士としてリハ専門病院や総合リハ施設に長年勤務。リハに係る障害

に対し幅広い実務経験を有す。認定作業療法士。 

授業概要 人体の基本的構成、感覚器系、循環器系、消化器系について、機能と関連づけながら学ぶ。 

到達目標 解剖学を通して実践作業療法士として基礎となる人体を理解する。 

授業計画 1. 人体の構成                       （矢野） 

2. 発生、細胞と組織                   （矢野） 

3. 感覚器系①                       （矢野） 

4. 感覚器系②                       （矢野） 

5. 感覚器系③                       （矢野） 

6. 感覚器系④                       （矢野） 

7. 前半のまとめ                       （矢野） 

8. 循環器系①脈管総論                 （首藤） 

9. 循環器系②心臓の構造                （首藤） 

10. 循環器系③肺循環と体循環、胎児の循環     （首藤） 

11. 循環器系④リンパ系                  （首藤） 

12. 消化器系①消化管の一般的構造            （首藤） 

13. 消化器系②口腔、咽頭、食道            （首藤） 

14. 消化器系③実質臓器（肝、胆、膵）の構造と機能（首藤） 

15. 定期試験  

成績評価 ・ 成績評価は筆記試験と課題（小テストや課題など）および講義への取り組みから総合評定を行う。 

・ 成績評価は 100 点満点とし 60 点以上を合格とする。 

・ 成績の基準は S:90 点以上、A：80 点以上、B:70 点以上、C:60 点以上、D:60 点未満とする。 

・ 再試験は 60 点以上を合格とし、60 点以上であっても科目成績は 60 点で記録する。 

教科書 ・ 標準理学療法学・作業療法学専門基礎分野 解剖学第 5 版（医学書院） 

参考図書 ・ プロメテウス 解剖学アトラス 頭部／神経解剖（医学書院） 

・ 生理学テキスト 第８版 （文光堂） 

・ 生体のしくみ標準テキスト第 3 版 新しい解剖生理（医学映像教育センター） 

その他 ・ 色鉛筆またはカラーペンを用意すること 

・ A４サイズのノートを用意すること（２冊のうちの１冊は無地にすること） 
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2023 年度 大分リハビリテーション専門学校 作業療法士科 １Ａ０８ 

 

基本情報 １年前期 専門分野 ■必修  □選択 2 単位 60 時間 授業方法（講義） 

科目名 解剖学Ⅲ 

担当者 日隈武治（作業療法士） 

授業概要 脊柱、頚部、胸郭、体幹、上肢、下肢を中心に運動器系の解剖を中心に学ぶ 

到達目標 1. 作業療法評価および作業療法治療の基礎となる運動器の構造と機能解剖を理解し、体表解剖ができる

ようになる 

2. 胸郭の構造および機能解剖を理解し、呼吸運動の基礎を理解する 

3. 静止立位・正常歩行の基礎を理解し、姿勢・歩行分析ができるようになる 

授業計画 1.オリエンテーション、人体の名称と区分.用語 

2．骨の構造と分類、骨の吸収と形成.標本観察 

3．関節の構造と機能. 関節運動の理解① 

4．関節の構造と機能. 関節運動の理解② 

5．筋と腱、腱鞘 その構造と形態と作用 

6．身体にあるテコと滑車 

7．体幹の構造と機能解剖（総論）、姿勢 

8．頚椎の構造と機能解剖、作用する筋① 

9．頚椎の構造と機能解剖、作用する筋② 

10．胸椎・胸郭の構造と機能解剖 

11．呼吸運動、腰椎の構造と機能解剖 

12．肩甲帯の構造と機能解剖 

13．肩甲骨に作用する筋 

14．肘関節、前腕の構造と機能解剖 

15．肘関節・前腕に作用する筋 

16．手関節・手根部の構造と機能解剖 

17．中手指節関節・指節関節の構造と機能解剖 

18．手関節と手指に作用する筋 

19．手のアーチ、正常な手の動き、握りとつまみ 

20．上肢の障害とその特徴 

21．下肢帯の構造と機能解剖 

22．股関節の構造と機能解剖、作用する筋 

23．大腿脛骨関節と膝蓋大腿関節の構造と機能解剖 

24．膝関節に作用する筋 

25．足関節の構造と機能解剖 

26．足弓の構造、立位と下肢のアライメント 

27．正常歩行の基礎、歩行時の筋活動 

28．正常歩行と異常歩行 

29．姿勢の変化による筋活動 

30．定期試験 

成績評価 ・ 成績評価は筆記試験と課題（小テストや課題など）および講義への取り組みから総合評定を行う。 

・ 成績評価は 100 点満点とし 60 点以上を合格とする。 

・ 成績の基準は S:90 点以上、A：80 点以上、B:70 点以上、C:60 点以上、D:60 点未満とする。 

・ 再試験は 60 点以上を合格とし、60 点以上であっても科目成績は 60 点で記録する。 

 

教科書 ・ 標準理学療法学・作業療法学 解剖学 第５版（医学書院） 

・ プロメテウス解剖学アトラス 解剖学総論／運動器系（医学書院） 

参考図書 ・ 基礎運動学 第 6 版補訂（医歯薬出版株式会社） 

・ プロメテウス解剖学アトラス 頸部／胸部／腹部・骨盤部（医学書院） 

その他 ・ 「骨スケッチ」をします。スケッチ用の用紙を用意すること。 

・ A４サイズのノートを用意すること。 

・ ノート作成にあたって、色鉛筆またはカラーペンを用意することが望ましい。 

 

 



 

9 
 

2023 年度 大分リハビリテーション専門学校 １A09 

基本情報 1 年前期 専門基礎分野 ■必修  □選択 1 単位 30 時間 授業方法（講義） 

科目名 生理学Ⅰ 

担当者 定金香里、 大嶋 崇 

授業概要 障害を持つヒトを理解し、理学療法士としてその機能回復をはかるためには、ヒトの正常機能を理解しておくこ

とが不可欠である。生体の正常機能についての科学である生理学を学ぶことが重要なのはこのためである。 

到達目標 生理学 I、II と合わせて生体の正常機能を理解する。そのために、まず身体の最小構成単位である細胞の働

きと、運動系・神経系の知識の基礎となる細胞の興奮やシナプス伝達について重点的に学習する。その後、外

界の変化にすばやく反応する機能（動物性機能）として、筋収縮による運動機能、情報を入力するための感覚

機能、生体全体を統合制御する神経機能について学び、これらの機能を説明できるようになることを目指す。 

授業計画 1．生理学とは？細胞の環境、構造、機能調節（定金） 

2．活動電位、イオンチャネル（定金）  

3．シナプス伝達 1（定金） 

4．シナプス伝達 2（定金） 

5．骨格筋の収縮（大嶋） 

6．自律神経系 1（定金） 

7．自律神経系 2（定金） 

8．中間試験 

9．運動系 1（大嶋） 

10．運動系 2（大嶋） 

11．運動の生理学（大嶋） 

12．感覚総論（定金） 

13．体性感覚（定金） 

14．味覚・嗅覚、聴覚・前庭感覚（定金） 

15．視覚（定金） 

16．脳の統合機能 1（定金） 

17．脳の統合機能 2（定金） 

18．期末試験 

成績評価 ・成績評価は中間試験と期末試験を実施し、合計点（100 点）で評価する。範囲については、変更することがあ

るので、その場合は別途、指示する。 

・成績評価は 100 点を満点とし 60 点以上を合格とする。 

・成績の基準は S：90 点以上、A：80 点以上、B：70 点以上、C：60 点以上、D：60 点未満とする 

・再試験は 60 点以上を合格とし、60 点以上であっても科目成績は 60 点と記録する。 

教科書 ・「生理学テキスト」大地陸男（文光堂） 

参考図書 ・バーン/レヴィ カラー基本生理学（西村書店） 

・ギャノング生理学（丸善） 

・標準生理学（医学書院） 

その他  
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2023 年度 大分リハビリテーション専門学校 作業療法士科 １Ａ１０ 

 

基本情報 1 年前期 基礎分野 ■必修  □選択 1 単位 30 時間 授業方法（講義） 

科目名 生理学演習 

担当者 日隈 武治、矢野 高正、首藤 小春、佐藤 翼、吉岡 恭介（作業療法士） 

授業概要 この授業では、生理学に関連した内容について、演習を通して学ぶ。 

到達目標 ・演習を通して人体の生理学を知ることができる 

・生理学Ⅰ・Ⅱに関連した内容について、知識を深めることができる 

・演習の中で被験者への配慮、衛生管理など倫理的な配慮を理解することができる 

 

授業計画  

1. 生理学演習とは オリエンテーション     （吉岡） 

2. 血圧・心拍の生理学、血圧と脈拍の測定  （吉岡・首藤） 

3. 代謝・体温の生理学、体温の測定       （吉岡・日隈） 

4.         〃                  （吉岡・日隈） 

5. 皮膚感覚の生理学、表在覚の測定       （吉岡・後藤） 

6.         〃                  （吉岡・後藤） 

7. 聴覚の生理学、聴覚の測定             （吉岡・後藤） 

8.         〃                    （吉岡・後藤） 

9. 視覚の生理学、視野等の測定           （吉岡・首藤） 

10.         〃                  （吉岡・首藤） 

11. 呼吸機能の生理学、肺活量等の測定    （吉岡・佐藤） 

12.        〃                   （吉岡・佐藤） 

13. 骨格筋の生理学、随意運動と表面筋電図 （吉岡・矢野） 

14.        〃                   （吉岡・矢野） 

15. 定期試験 

成績評価 ・ 成績評価は筆記試験と課題（小テストや課題など）および講義への取り組みから総合評定を行う。 

・ 成績評価は 100 点満点とし 60 点以上を合格とする。 

・ 成績の基準は S:90 点以上、A：80 点以上、B:70 点以上、C:60 点以上、D:60 点未満とする。 

・ 再試験は 60 点以上を合格とし、60 点以上であっても科目成績は 60 点で記録する。 

教科書 ・ 生理学実習 NAVI 第 2 版（医歯薬出版） 

参考図書 ・ 生体のしくみ標準テキスト第 3 版 新しい解剖生理（医学映像教育センター） 

 

その他 ・ 資料を保管するための A4 サイズのファイルを準備すること。 

・ 講義場所は事前に伝達する。 

・ 必要物品は事前に伝達する。 
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2023 年度 大分リハビリテーション専門学校 作業療法士科 １A11 

基本情報 1 年前期 専門基礎分野 ■必修  □選択 1 単位 30 時間 授業方法（講義） 

科目名 人間発達学 

担当者 田中 洋  

授業概要 １．人間発達に関する基礎的知識を学ぶ。 

２．基礎的な発達理論について学ぶ。 

３．周産期、新生児期、乳児期から学童期にかけた子どもの発達過程について学ぶ。 

４．各時期における障がいとその基礎知識を学ぶ。 

到達目標 人間発達学における基礎的知識を修得するとともに、各ライフステージにおける発達の課題やその特徴を理

解すること。 

 

授業計画 1．人間発達とは：成長と発達及び学習との関係 

2．基礎的な発達理論について①：漸成説(発達段階説) 

3．基礎的な発達理論について②：非発達段階説 

4．生涯発達の研究方法について 

5．発達と遺伝について 

6．出生前の発達：周産期と子どもの誕生について 

7．新生児期 

8．乳児期及び幼児期前期の発達①：運動発達 

9．乳児期及び幼児期前期の発達②：認知的発達 

10．乳児期及び幼児期前期の発達③：情緒的・社会的発達 

11．幼児期後期の発達①：運動発達・認知的発達 

12．幼児期後期の発達②：情緒的・社会的発達 

13．学童期の発達①：運動発達・認知的発達 

14．学童期の発達②：障がい児の発達と特別支援について 

15．定期試験 

成績評価 ・成績評価は 100 点（普段の出席及び授業態度 30 点、定期試験 70 点）を満点とし 60 点以上を合格とする 

・成績の基準は S：90 点以上、A：80 点以上、B：70 点以上、C：60 点以上、D：60 点未満とする 

・再試験は 60 点以上を合格とし、60 点以上であっても科目成績は 60 点と記録する 

教科書 ・上田礼子著「生涯人間発達学」三輪書店 

 

 

参考図書 ・参考図書：田中昌人著「乳児の発達診断入門」大月書店 

・参考図書：田丸尚美「乳幼児健診と心理相談」大月書店 

・心理科学研究会編「新・乳幼児心理学」有斐閣 

その他 授業の進行に応じ、適宜、ビデオ等映像教材を活用する。 

 

 

 



 

12 
 

2023 年度 大分リハビリテーション専門学校 １A12 

基本情報 1 年後期 専門基礎分野 ■必修  □選択 1 単位 30 時間 授業方法（講義） 

科目名 臨床心理学 

担当者 古賀 精治  

授業概 

 

要 

ひとの人格形成の基礎となる心の発達について学ぶとともに、将来、医療現場等で公認心理師・臨床心理士等

と協働していく上で必要とされる臨床心理学の基礎知識、すなわち心理査定や代表的な心理療法について、視

聴覚教材等も用いながらできるだけわかりやすく論じる。 

到達目標 1）人の心の発達ついて説明することができる。 

2）臨床心理におけるアセスメントの目的と検査方法について理解する。 

3）代表的な心理療法について理解する。 

授業科目 １．ストレスと心の健康 

２．発達の概念と規定因 

３．乳児期・幼児期の発達課題 

４．児童期・青年期の発達課題 

５．成人期の発達課題 

６．心理アセスメントとは 

７．発達検査と知能検査 

８．パーソナリティ検査：質問紙法 

９．パーソナリティ検査：投影法 

１０．発達障害のある人の理解と支援 

１１．心理療法とは 

１２．精神分析 

１３．行動療法・認知行動療法 

１４．来談者中心療法、森田療法、自律訓練法等、その他の心理療法 

１５．定期試験 

成績評価 ・成績評価は合計点（100 点）で評価する。範囲については、変更することがあるので、その場合は別途、指示

する。合計点が 60 点以上を合格とする。 

・成績評価は 100 点を満点とし 60 点以上を合格とする 

・成績の基準は S：90 点以上、A：80 点以上、B：70 点以上、C：60 点以上、D：60 点未満とする 

・再試験は 60 点以上を合格とし、60 点以上であっても科目成績は 60 点と記録する 

教科書 図説心理学入門 （誠信書房） 

参考図書 必要に応じて資料を適宜配布する。 

その他  
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2023 年度 大分リハビリテーション専門学校 １A13 

 

基本情報 1 年前期 専門基礎分野 ■必修  □選択 1 単位 15 時間 授業方法（講義） 

科目名 社会福祉学 

担当者 四ツ谷年晴  

授業概要 高齢や障害になるとこれまでの生活をどのようにして維持するか等、様々な生活問題を引き起こすことにな

る。これを社会的に支援する制度が社会福祉制度である。これらの制度がどのように形成され発展してきたの

か、また、今日の社会福祉の考え方や仕組みを理解して支援のあり方を学ぶ。 

 

到達目標 社会福祉制度の発展とその仕組みや理念について理解すること。 

 

 

授業計画 １ 社会福祉の概念 

２ 今日の社会福祉の考え方や仕組み 

３ 高齢者福祉の変遷 

４ 高齢者のための介護保険制度 

５ 障害者福祉の変遷 

６ 障害者基本法や障害者総合支援法などの各種制度 

７ 社会福祉の最近の動向・まとめ 

８ 定期試験 

 

 

 

成績評価 ・成績評価は 100 点を満点とし 60 点以上を合格とする 

・成績の基準は S：90 点以上、A：80 点以上、B：70 点以上、C：60 点以上、D：60 点未満とする 

・再試験は 60 点以上を合格とし、60 点以上であっても科目成績は 60 点と記録する 

 

教科書 ・「国民の福祉と介護の動向」（厚生統計協会） 

 

参考図書  

 

 

その他  
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2023 年度 大分リハビリテーション専門学校 作業療法士科 １Ａ１４ 

 

基本情報 １年前期 専門分野 ■必修  □選択 ２単位 30 時間 授業方法（講義） 

科目名 地域リハビリテーション学 

担当者 佐藤孝臣（実務経験者） 

作業療法士 

実務経験 30 年以上。現在は介護予防・日常生活総合事業の推進に向け各

県で指導されるなど地域作業療法に対する豊富な経験を有す作業療法士。 

授業概要 この授業では、地域医療の成り立ちと地域リハビリテーションの概念について理解する。 

到達目標 ・地域医療の成り立ちと地域リハビリテーションの概念について理解する。 

・地域包括ケアシステムの中で作業療法士が果たす役割を理解する。 

・地域作業療法を支える制度・支援・連携を理解する。 

・地域作業療法の変遷や概要を学び、生活障害とＩＣＦの考え方を理解する。 

・地域作業療法の実践方法を理解する。  

授業計画 1．地域包括ケアシステムとは 

2．地域リハビリテーションとは 

3．地域での作業療法の役割 

4．国際生活機能分類（ＩＣＦ） 

5．生活行為向上マネジメント（ＭＴＤＬＰ） 

6．地域、ノーマライゼ―ション  

7．介護保険 

8．介護予防、健康増進 

9．総合事業 

10．通所サービス 

11．訪問サービス 

12. 地域におけるリスクマネージメント 

13．地域社会での作業療法の展開（起業、行政への参画） 

14．社会性・社会活動について   

15．定期試験  

成績評価 ・ 成績評価は筆記試験と課題（小テストや課題など）および講義への取り組みから総合評定を行う。 

・ 成績評価は 100 点満点とし 60 点以上を合格とする。 

・ 成績の基準は S:90 点以上、A：80 点以上、B:70 点以上、C:60 点以上、D:60 点未満とする。 

・ 再試験は 60 点以上を合格とし、60 点以上であっても科目成績は 60 点で記録する。 

教科書 『PT・OT ビジュアルテキスト 地域ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ学 第 2 版』羊土社 

・作業療法マニュアル 66 生活行為向上マネジメント（日本作業療法士協会） 

・おしごとガイド 作業療法士 人を笑顔にするリハビリテーション 

参考図書 ・地域リハビリテーション原論 Ver,5 (大田仁史著、医師薬出版株式会社) 

 

その他 ・講義では様々な演習を行う予定。 
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2023 年度 大分リハビリテーション専門学校 作業療法士科 １Ａ１５ 

 

基本情報 1 年前期 専門分野 ■必修  □選択 ２単位３０時間 授業方法（講義） 

科目名 作業療法概論 

担当者 後藤英子（実務経験者） 

作業療法士 

身体障害領域と発達障害領域を中心に実務経験を有する。その後、作業療法

士専門学校の教員として 15 年以上、身体障害領域・発達障害領域を中心に講

義を担っている。 

授業概要 この授業では、まず作業療法の定義と歴史的変遷を理解し、対象領域・実践課程を学び、作業療法士とし

て身に着けるべき資質および基本的態度について理解する。また、作業療法が個人の生活行為遂行を支援

する過程を生活行為向上マネジメント（MTDLP）を通して理解し、演習を通じて作業療法の楽しさを体験する。 

到達目標 1.作業療法の定義と歴史的変遷を理解する。 

2.実際の作業療法の一連の過程と実践環境、対象領域を理解する。 

3.専門職として求められる資質・基本的態度を理解する。 

4.実際の作業療法の楽しさを実感する。 

授業計画 1． オリエンテーション・レポート書式規定・作業療法とは（定義） 

2． 作業と作業療法、リハビリテーションにおける作業療法の位置づけ 

3． 作業と作業療法 

4． ICIDH から ICF へ、ICF と MTDLP（作業療法が生活行為遂行を支援する過程） 

5． 作業療法の歴史 

6． 作業療法の過程（評価・治療計画・治療実施） 

7． 作業療法の過程（評価・治療計画・治療実施） 

8． 作業療法の実際（身体機能分野・精神機能分野における作業療法） 

9． 作業療法の実際（発達過程分野・高齢期分野における作業療法） 

10． 作業療法の実際（地域分野における作業療法） 

11． 作業療法部門の管理・運営 

12． 作業療法士に求められる資質と適性 

13． 作業療法士にとって必要な知識と実技（生活行為向上マネジメントなど） 

14． まとめ（様々な立場から作業療法を考える） 

15． 期末試験 

成績評価 ・ 課題や講義への取り組み、筆記試験、等を総合的に評価し、合計 60 点以上を合格とする。 

・ 成績評価は筆記試験と課題（小テストや課題など）および講義への取り組みから総合評定を行う。 

・ 成績評価は 100 点満点とし 60 点以上を合格とする。 

・ 成績の基準は S:90 点以上、A：80 点以上、B:70 点以上、C:60 点以上、D:60 点未満とする。 

・ 再試験は 60 点以上を合格とし、60 点以上であっても科目成績は 60 点で記録する。 

教科書 ・標準作業療法学 専門分野 作業療法概論（医学書院） 

参考図書 ・図解 作業療法技術ガイド 第４版（文光堂） 

・作業療法の世界 作業療法を知りたい・考えたい人のために 第 2 版（三輪書店） 

その他 ・他の科目の講義進行度合いによって講義予定の内容の順番が入れ替わることがあります。 
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2023 年度 大分リハビリテーション専門学校 作業療法士科 １Ａ１６ 

 

基本情報 1 年前期 専門分野 ■必修  □選択 2 単位 30 時間 授業方法（実習） 

科目名 基礎作業学Ⅰ（実技） 

担当者 首藤小春（実務経験者） 

作業療法士 

作業療法士として高齢者を中心とした生活期リハの実務経験を有する 

その後、専門学校の教員として、主に老年期疾患に関する講義を担う 

 

佐藤翼（実務経験者） 

作業療法士 

作業療法士として回復期リハ病棟に勤務した後、訪問リハに従事し幅広い作業

療法経験を有する 

 

授業概要 この授業では、作業活動（手工芸）の制作方法および修正の方法を学び、段階付けの意味を知る 

到達目標 1. 作業療法における作業活動の特性、概略を知る 

2. 対象者に対して作業活動を治療として提供する意義を理解できる 

3. 各作業活動に用いられる物の使用方法及び、リスク管理の方法を知る 

授業計画 1．オリエンテーション 基礎作業学について 

2. 木工(1) 

3. 木工(2) 

4. 木工(3) 

5. 木工(4) 

6. 木工(5) 

7．木工(6) 

8. 木工(7) 

9. 陶芸(1) 

10. 陶芸(2) 

11. 陶芸(3) 

12. 陶芸(4) 

13. 陶芸(5) 

14. 陶芸(6) 

15. 定期試験 

成績評価 ・ 成績評価は筆記試験と課題（小テストや課題など）および講義への取り組みから総合評定を行う 

・ 成績評価は 100 点満点とし 60 点以上を合格とする 

・ 成績の基準は S:90 点以上、A：80 点以上、B:70 点以上、C:60 点以上、D:60 点未満とする 

・ 再試験は 60 点以上を合格とし、60 点以上であっても科目成績は 60 点で記録する 

教科書 つくる・あそぶを治療にいかす 作業活動・実習マニュアル 医歯薬出版 

参考図書  

その他 ・ 初講の講義場所は作業療法士科棟 3 階(631 教室) ※その後はその都度指示する 

・ 実技を行うので必要な道具等の準備をすること（その都度指示する） 

・ 講義の際は汚れても良く、作業しやすい服装が望ましい 

・ A4 サイズのノートを 1 冊用意すること 
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2023 年度 大分リハビリテーション専門学校 作業療法士科 １Ａ１７ 

 

基本情報 1 年前期 専門分野 ■必修  □選択 1 単位 30 時間 授業方法（講義） 

科目名 精神機能構造学Ⅰ 

担当者 吉岡恭介（実務経験者） 

作業療法士 

作業療法士として精神科病院に勤務し、精神障害や心療内科に係る障害を

持つ対象者の経験を有す。その後、専門学校教員として精神科作業療法の

講師を担っている。 

授業概要 人間の精神について、その機能（はたらき）と障害を理解する。 

到達目標 1. 医学モデルが位置付ける精神の概念について理解する。 

2. 各精神機能の構造について用語の意味を説明することができる。 

3. 各精神機能の障害について用語の意味を説明することができる。 

授業計画 1．講義オリエンテーション、脳の基本構造と機能(1) 

2．脳の基本構造と機能(2)、精神機能の定義・分類(1) 

3．精神機能の定義・分類(2)、意識とその障がい(1) 

4．意識とその障がい(2)、睡眠とその障がい 

5．自我意識とその障がい 

6．知能とその障がい 

7．性格とその障がい 

8．知覚とその障がい 

9．情動とその障がい 

10．思考とその障がい(1) 

11．思考とその障がい(2) 

12．思考とその障がい(3) 

13．欲動・意志・行動とその障がい 

14．病識とその障がい 

15．定期試験 

成績評価 ・ 成績評価は筆記試験と小テストおよび講義への取り組みから総合評定を行う。 

・ 成績評価は 100 点満点とし 60 点以上を合格とする。 

・ 成績の基準は S:90 点以上、A：80 点以上、B:70 点以上、C:60 点以上、D:60 点未満とする。 

・ 再試験は 60 点以上を合格とし、60 点以上であっても科目成績は 60 点で記録する。 

 

教科書／

テキスト 

・ 講義毎配布資料 

・ 作業療法学ゴールド・マスター・テキスト 精神障害作業療法学（メジカルビュー社） 

 

参考図書  

その他  
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2023 年度 大分リハビリテーション専門学校 1A18 

基本情報 1 年前期 専門分野 ■必修  □選択 2 単位 30 時間 授業方法（講義・実習） 

科目名 障がい者スポーツ論 

担当者 池部純政（実務経験者） （社福）太陽の家に理学療法士として勤務し、常日頃よりパラスポーツに携わり指

導を行っている。また、日本パラ陸上競技連盟クラス分け委員長、大分県障害者

スポーツ指導者協議会会長として大分県のパラスポーツの発展に大きく貢献して

いる。 

授業概要 障がい者スポーツ指導者初級指導員の資格を取得し、障がい者の余暇活動としてのスポーツに関わり、障がい

者の生活の一部を支援する経験を体験する。 

到達目標 ・障がいやパラスポーツ、安全管理等に関する基本的知識や技術を習得する。 

・障がい者スポーツ大会等に参加し、地域の障がい者と交流を図る。 

授業計画 【講義】 

1．ガイダンス 障がい者のスポーツ総論（意義と理念） 

2．パラスポーツに関する諸施策 

3．日本パラスポーツ協会資格認定制度と指導者の役割 

4．パラスポーツ推進の取り組み（障がい者スポーツ指導者制度・指導者協議会等） 

5．スポーツのインテグリティと指導者に求められる資質 

6．全国障がい者スポーツ大会と国際パラリンピック大会 

7．スポーツにおける理学療法士・作業療法士の役割 

8．障害の理解とスポーツ I（知的障がい） 

9．障害の理解とスポーツⅡ（精神障がい） 

10．障害の理解とスポーツⅢ（身体障がい・脳原性疾患など） 

11．障害の理解とスポーツⅣ（身体障がい・脊髄性疾患、切断など） 

12．障害区分総論（クラス分け） 

13．安全管理とスポーツ指導上の留意点 

14．コミュニケーションスキルの基礎（障がい特性に応じたコミュニケーション方法等） 

【実技】 

15．障がいに応じたスポーツの工夫・実施（大分県障がい者スポーツ大会の見学） 

16．障がいに応じたスポーツの工夫・実施（大分国際車いすマラソン大会の見学） 

17．障がい者との交流とスポーツに対する工夫（ボッチャと卓球バレー） 

18．障がい者との交流（フライングディスク競技の体験と競技会のボランティア体験） 

成績評価 ・成績評価は 100 点を満点とし 60 点以上を合格とする（レポート課題） 

・成績の基準は S：90 点以上、A：80 点以上、B：70 点以上、C：60 点以上、D：60 点未満とする 

・再試験は 60 点以上を合格とし、60 点以上であっても科目成績は 60 点と記録する 

・講義・実技を欠席したものは補講あるいは課題を課します。 

教科書 障がい者スポーツ指導教本（ぎょうせい）、全国障がい者スポーツ大会競技規則集（日本障がい者スポーツ協

会）他．講義時別途配布プリント 

参考図書 他．講義時別途配布プリント、障がい者のスポーツの DVD 

その他 講義の一部は外来講師による。また，実技は後期に実施する競技種目もある。 
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2023 年度 大分リハビリテーション専門学校 １Ｂ０１ 

基本情報 1 年前期 基礎分野 ■必修  □選択 2 単位 30 時間 授業方法（講義） 

科目名 英語 

担当者 御手洗 靖  

授業概要 基礎的な表現を使った英語でのコミュニケーションを通して、英語を使う楽しさを知り、実践力を高める。 

到達目標 ①やさしい英語の本を楽しんで読むことができる。 

②基礎的な英語で，自分のことを話すことができる。  

②基礎的な英語で，理学療法で使う器具の説明を書くことができる。 

授業計画  

 準備 読書 自己表現（ペア活動） 器具の説明（ペア活動） リハビリのビデオ視聴 

1 発音や 

歌を 

練習 

する 

 

イギリスの 

小学校で 

使われている 

絵本を 

楽しむ 

 

あいさつ，名前，出身 リハビリ用の器具を 

ペアの相手に説明して， 

相手は 

何の器具かを当てる。 

 

2 身分，職業 リハビリ医 S 氏 

3 住んでいるところ S 氏の出勤 

4 通学方法，通学時間 K さんと脳画像 

5 電話，スマホ 攻めのリハビリ 

6 誕生日，ほしいもの S さんせん妄 

7 性格，友人 S さん復帰 

8 学校生活 S 医師の過去 

9 余暇の過ごしかた S 医師の転向 

10 ファッション 重症患者 N さん 

11 音楽 N さん自律する力 

12 旅行 S 医師の父 

13 夢 N さん外泊準備 

14 試験用の復習 最終回 

15 定期試験 

    
 

成績評価 ・成績評価は 100 点を満点とし 60 点以上を合格とする（授業中の貢献に対するボーナスポイントあり） 

・成績の基準は S：90 点以上、A：80 点以上、B：70 点以上、C：60 点以上、D：60 点未満とする 

・再試験は 60 点以上を合格とし、60 点以上であっても科目成績は 60 点と記録する 

 

教科書  

参考図書 ・ 和英辞書（電子辞書でもよい）を持参してください。 

その他 ・ ペアワークで，級友と協力する姿勢を養ってください。 

・ガムをかんだり，スマホを使用したりしないでください。 
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2023 年度 大分リハビリテーション専門学校 作業療法士科 １Ｂ０２ 

 

基本情報 1 年後期 基礎分野 ■必修  □選択 2 単位３０時間 授業方法（講義） 

科目名 人間関係論 

担当者 佐藤浩二（実務経験者） 

作業療法士 

身体障害領域を中心に 30 年以上の実務経験を有し、作業療法部門やリハビリ

テーション部門の管理運営に長年従事している。また、排泄リハビリテーション、ス

ポーツなど作業療法士の関わる領域拡大における多職種連携の経験が豊富

で、卓越したマネジメント能力を有する。認定作業療法士。 

授業概要 この授業では、患者・利用者およびその家族との良好な人間関係の構築を目的に、人間関係構築の基本的

要素とコミュニケーション技法について学ぶ。 

到達目標 1.患者－医療者間の良好な人間関係構築に必要な要素を理解する。 

2.患者中心のチーム医療の成員として作業療法士が果たす役割を理解する。 

3.チーム医療における作業療法士の役割を果たす・拡大するために必要なコミュニケーション技法を 

理解する。 

授業計画 1. オリエンテーション 良好な人間関係とは  

2. チーム医療とは 

3. チーム医療における患者医療者関係 (1) チーム医療における患者の参加 

4. チーム医療における患者医療者関係 (2) 様々なレベルのチーム 

5. チーム医療における患者医療者関係 (3) チームの中での医療者の役割 

6. チーム医療における患者医療者関係 (4) チームの中での患者の役割 

7. チーム医療における患者医療者関係 (5) チームの中での家族の役割 

8. チーム医療における患者医療者関係 (6) 患者中心の協働的なチームを最大限に生かすために 

9. チーム医療の倫理性 (1)尊厳を尊重できるチーム体制 

10. チーム医療の倫理性 (2)チーム成員間のコミュニケーション 

11. チーム医療の倫理性 (3)インフォームド・コンセント 

12. 専門職の協働 (1)リハビリテーション医療における作業療法士の役割 

13. 専門職の協働 (2)地域医療における作業療法士の役割 

14. これからのチーム医療 地域生活を視野に入れた患者－医療者間の関係  

15. 定期試験 

成績評価 ・ 成績評価は筆記試験と課題（小テストや課題など）および講義への取り組みから総合評定を行う。 

・ 成績評価は 100 点満点とし 60 点以上を合格とする。 

・ 成績の基準は S:90 点以上、A：80 点以上、B:70 点以上、C:60 点以上、D:60 点未満とする。 

・ 試験は 60 点以上を合格とし、60 点以上であっても科目成績は 60 点で記録する。 

教科書 ・メディカルスタッフのための基礎からわかる人間関係論 

 

参考図書 ・臨床作業療法 NOVA 作業療法マネジメント（青海社） 

・治療・援助における二つのコミュニケーション 作業を用いる療法の質的エビデンスの証明(三輪書店) 

・標準作業療法学 作業療法概論（医学書院） 

その他 ・演習を行う際には別途通知します。 
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2023 年度 大分リハビリテーション専門学校 作業療法士 １Ｂ０３ 

 

基本情報 1 年後期 専門基礎分野 ■必修  □選択 1 単位 30 時間 授業方法（講義） 

科目名 解剖学Ⅱ 

担当者 首藤小春（実務経験者） 

作業療法士 

作業療法士として高齢者を中心とした生活期リハの実務経験を有する。その

後、専門学校の教員として、主に老年期疾患に関する講義を担う。 

矢野高正（実務経験者） 

作業療法士 

作業療法士としてリハ専門病院や総合リハ施設に長年勤務。リハに係る障害に

対し幅広い実務経験を有す。認定作業療法士。 

授業概要 呼吸器系、泌尿器系、生殖器系、内分泌系について、機能と関連づけながら学ぶ。 

到達目標 解剖学を通して実践作業療法士として基礎となる人体の基本構造を理解する。 

 1. 解剖学における既習領域の振り返り  （矢野） 

2. 呼吸器系①                （矢野） 

3. 呼吸器系②                （矢野） 

4. 呼吸器系③                （矢野） 

5. 泌尿器系①                （矢野） 

6. 泌尿器系②                （矢野） 

7. 泌尿器系③                （矢野） 

8. 前半のまとめ 

9. 生殖器系①                （首藤） 

10. 生殖器系②                （首藤） 

11. 生殖器系③                （首藤） 

12. 内分泌系①                （首藤） 

13. 内分泌系②                （首藤） 

14. 内分泌系③                （首藤） 

15. 定期試験 

成績評価 ・ 成績評価は筆記試験と課題（小テストや課題など）および講義への取り組みから総合評定を行う。 

・ 成績評価は 100 点満点とし 60 点以上を合格とする。 

・ 成績の基準は S:90 点以上、A：80 点以上、B:70 点以上、C:60 点以上、D:60 点未満とする。 

・ 再試験は 60 点以上を合格とし、60 点以上であっても科目成績は 60 点で記録する。 

教科書 ・ 標準理学療法学・作業療法学専門基礎分野 解剖学第 5 版（医学書院） 

参考図書 ・ プロメテウス 解剖学アトラス 頭部／神経解剖（医学書院） 

・ 生理学テキスト 第８版 （文光堂） 

その他 ・ 色鉛筆またはカラーペンを用意すること 

・ A４サイズのノートを用意すること（２冊のうちの１冊は無地にすること） 
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2023 年度 大分リハビリテーション専門学校 作業療法士科 １B０４ 

基本情報 １年後期 専門基礎分野 ■必修  □選択 2 単位 60 時間 授業方法（講義） 

科目名 解剖学Ⅳ 

担当者 矢野高正（作業療法士） 作業療法士としてリハ専門病院や総合リハ施設に長年勤務。リハに係る障害に対し幅広い実

務経験を有す。認定作業療法士。 

佐藤 翼（作業療法士） 作業療法士として回復期リハ病棟にて神経系および運動器疾患を中心に、幅広い作業療法

経験を有す。 

授業概要 神経系の基本的構成について、機能と関連づけながら学ぶ。 

到達目標 1. 神経系の基本的な構成を理解する 

2. 脳および脊髄の構造を理解し、それらを機能と関連づけて説明できる 

3. 脊髄神経および脳神経、自律神経系の構造を機能と関連づけて説明できる 

授業計画 1. 神経系の概観①         （佐藤） 

2. 神経系の概観②         （佐藤） 

3. 神経系における情報伝達①  （佐藤） 

4. 脳・脊髄の構造①        （佐藤） 

5. 脳・脊髄の構造②        （佐藤） 

6. 脳・脊髄の構造③        （佐藤） 

7. 髄膜と脳質系          （佐藤） 

8. 大脳皮質①           （佐藤） 

9. 大脳皮質②           （佐藤） 

10. 大脳皮質③           （佐藤） 

11. 大脳髄質、大脳基底核①  （佐藤） 

12. 大脳髄質、大脳基底核②  （佐藤） 

13. 大脳辺縁系①         （佐藤） 

14. 大脳辺縁系②         （佐藤） 

15. 大脳に関するまとめ      （佐藤） 

16. 間脳①                （矢野） 

17. 間脳②                （矢野） 

18. 小脳・脳幹①            （矢野） 

19. 小脳・脳幹②            （矢野） 

20. 脳神経①              （矢野） 

21. 脳神経②              （矢野） 

22. 脳と脊髄の血管系         （矢野） 

23. 脊髄神経と伝導路①       （矢野） 

24. 脊髄神経と伝導路②       （矢野） 

25. 脊髄神経と伝導路③       （矢野） 

26. 自律神経系             （矢野） 

27. 体性感覚              （矢野） 

28. 特殊感覚              （矢野） 

29. 運動系、神経系の発生      （矢野） 

30. 定期試験 

成績評価 ・ 成績評価は筆記試験と課題（小テストや課題など）および講義への取り組みから総合評定を行う。 

・ 成績評価は 100 点満点とし 60 点以上を合格とする。 

・ 成績の基準は S:90 点以上、A：80 点以上、B:70 点以上、C:60 点以上、D:60 点未満とする。 

・ 再試験は 60 点以上を合格とし、60 点以上であっても科目成績は 60 点で記録する。 

教科書 ・ 標準理学療法学・作業療法学専門基礎分野 解剖学第 5 版（医学書院） 

・ プロメテウス 解剖学アトラス 頭部／神経解剖（医学書院） 

・ ぜんぶわかる脳の事典（成美堂出版） 

参考図書 

 

・ プロメテウス 解剖学アトラス 頸部／胸部／腹部・骨盤部（医学書院） 

・ プロメテウス解剖学アトラス 解剖学総論／運動器系（医学書院） 

・ 基礎運動学 第 6 版 補訂（医歯薬出版） 

・ 生理学テキスト 第８版 （文光堂） 

その他 ・ 色鉛筆またはカラーペンを用意すること 

・ A４サイズのノートを２冊用意すること（２冊のうちの１冊は無地にすること） 
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2023 年度 大分リハビリテーション専門学校 作業療法士科 １Ｂ０５ 

 

基本情報 1 年後期 専門基礎分野 ■必修  □選択 1 単位 30 時間 授業方法（講義） 

科目名 生理学Ⅱ 

担当者 定金香里・大嶋崇  

授業概要 生理学 II では、消化と吸収、内分泌系など内臓機能および脳神経系、感覚などの中枢神経の制御機能を理解

する。これらを通じて、内部環境、外的環境に対する生体の適応の過程を学習する。 

到達目標 1）生理学 I に続き、生体の正常機能を理解する。 

2）消化と吸収、内分泌系など内臓機能および脳神経系、感覚などの中枢神経の制御機能を理解する。 

授業計画 1．感覚総論（定金） 

2．体性感覚（定金） 

3．味覚・嗅覚、聴覚・前庭感覚、視覚（定金） 

4．消化と吸収 1（定金） 

5．消化と吸収 2（定金） 

6．消化と吸収 3（定金） 

7．日常の生理学：運動の生理学（大嶋） 

8．運動系 1（大嶋） 

9．運動系 2（大嶋） 

10．日常の生理学：代謝・体温・サーカディアンリズム（定金） 

11．中間試験 

12．内分泌 1（定金） 

13．内分泌 2（定金）  

14．生殖機能（定金） 

15．脳の統合機能 1（大嶋） 

16．脳の統合機能 2（大嶋） 

17．期末試験 

成績評価 ・ 成績評価は筆記試験と課題（小テストや課題など）および講義への取り組みから総合評定を行う。 

・ 成績評価は 100 点満点とし 60 点以上を合格とする。 

・ 成績の基準は S:90 点以上、A：80 点以上、B:70 点以上、C:60 点以上、D:60 点未満とする。 

・ 再試験は 60 点以上を合格とし、60 点以上であっても科目成績は 60 点で記録する。 

 

教科書 ・「生理学テキスト」大地陸男（文光堂） 

・生体のしくみ標準テキスト 新しい解剖生理（医学教育映像センター） 

参考図書 バーン/レヴィ カラー基本生理学（西村書店） 

 （一応の疑問には答えてくれるが、図は事実の記載（結論）が主） 

・ギャノング生理学（丸善） 

・標準生理学（医学書院） 

 （内容が豊富で記載も詳しく将来仕事上で生じる疑問にも充分答えてくれる） 

・はじめの一歩のイラスト生理学（羊土社） 

 （コメディカル向けの生理学入門書。習ったことを整理したい時に向いている。詳しい説明はない。） 

・コメディカル専門基礎科学シリーズ 生理学（理工図書）  

 （入門書だが羊土社より詳細。各章末に問題があり、復習しやすい） 

その他  
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2023 年度 大分リハビリテーション専門学校 作業療法士科 １Ｂ０６ 

 

基本情報 １年後期 専門分野 ■必修  □選択 １単位 30 時間 授業方法（講義） 

科目名 基礎運動学 

担当者 日隈武治（作業療法士） 身体障害分野の作業療法士としてリハ専門病院や総合リハ施設での豊富な実務

経験を有す。認定作業療法士。 

授業概要 ・作業療法の基礎となる人体の構造と姿勢、動作についてその仕組みを学ぶ 

・人体の感覚・運動の関係性や運動学習、運動発達について学ぶ 

 

到達目標 ・作業療法の基礎となる人体の運動について理解する 

・人間の運動学習・運動発達を理解する 

授業計画 1．運動学とは 

2．生体力学の基礎①：運動に用いる単位、仕事とエネルギー 

3．生体力学の基礎②：身体にあるテコ、関節運動について 

4．生体の構造と機能① 

5．生体の構造と機能②：運動の中枢神経機構、感覚器の構造と機能など 

6．四肢と体幹の運動 

7．運動と動作の分析 

8．体力と運動処方 

9．姿勢と姿勢の変化（立ち上がり動作を通じて） 

10．歩行と走行 

11．階段と踏み台の昇降、車椅子の推進 

12．運動発達 

13．運動学習① 学習と記憶など 

14．運動学習② 練習と訓練 

15．期末試験 

成績評価 ・ 成績評価は筆記試験と課題（小テストや課題など）および講義への取り組みから総合評定を行う。 

・ 成績評価は 100 点満点とし 60 点以上を合格とする。 

・ 成績の基準は S:90 点以上、A：80 点以上、B:70 点以上、C:60 点以上、D:60 点未満とする。 

・ 再試験は 60 点以上を合格とし、60 点以上であっても科目成績は 60 点で記録する。 

教科書 ・「基礎運動学 第 6 版 補訂」（医歯薬出版） 

参考図書 ・プロメテウス解剖学アトラス 解剖学総論／運動器系（医学書院） 

・プロメテウス解剖学アトラス 頸部／胸部／腹部・骨盤部（医学書院） 

その他 ・適宜、資料を配布する。 
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2023 年度 大分リハビリテーション専門学校 作業療法士科 １Ｂ０７ 

 

基本情報 1 年後期 専門基礎分野 ■必修  □選択 1 単位 30 時間 授業方法（講義） 

科目名 病理学概論 

担当者 松浦恵子・泥谷直樹・内田智久・塚本善之 

授業概要 病理学は病気の成り立ち（メカニズム）を明らかにする学問であるが、医療の現場では、病気の組織診断に欠か

せない検査という側面も併せ持っている。本科目では、この病理学の二つの側面を正しく理解し、かつ、病理学

総論ならびに各論の概要を学ぶ。 

到達目標 1）病理学の意義、概要について理解する。 

2）各疾患に対して理学療法ならびに作業療法がいかなる効果を期待できるのかを学ぶ。 

 1．病理学の概要、病因論 

2．循環障害 

3．循環器 

4．代謝 

5．先天異常、奇形 

6．炎症、免疫、感染症 

7．呼吸器 

8．造血器 

9．腫瘍の分類、発生のメカニズム 

10．神経系 

11．消化管  

12．運動器、皮膚感覚器 

13．内分泌臓器 

14、泌尿・生殖器 

15．定期試験 

 

成績評価 ・ 成績評価は筆記試験と課題（小テストや課題など）および講義への取り組みから総合評定を行う。 

・ 成績評価は 100 点満点とし 60 点以上を合格とする。 

・ 成績の基準は S:90 点以上、A：80 点以上、B:70 点以上、C:60 点以上、D:60 点未満とする。 

・ 再試験は 60 点以上を合格とし、60 点以上であっても科目成績は 60 点で記録する。 

教科書 標準理学療法学・作業療法学 病理学概論（医学書院） 

参考図書  

その他  
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2023 年度 大分リハビリテーション専門学校 作業療法士科 １Ｂ０８ 

 

基本情報 １年後期 専門分野 ■必修  □選択 2 単位 30 時間 授業方法（講義） 

科目名 公衆衛生学 

担当者 楠 正寛 

（医学博士） 

宗教法人実相寺で住職を務めながら環境社会医学の研究員として活躍。宗教に関する深い

造形に基づく人間理解を活かし、実際に地域の中で住民の心身の健康を支えている。社会

福祉主事任用資格を有する。 

末松裕子 看護師・助産師・保健師・精神保健福祉士として長年大分県下の保健所に勤務し、現在も大

分県精神医療審査会に有識者委員として参与し、特に精神保健福祉に豊富な経験を有す

る。 

授業概要 この授業では、健康の概念を知り、健康と生活、環境、社会との関わりを理解し、予防医学におけるリハビリテー

ションの位置づけを学ぶ。 

到達目標 1. 健康の概念を知り、健康と生活、環境、社会との関わりを理解する 

2. 予防医学におけるリハビリテーションの位置づけを理解する 

3. 疾病予防、健康増進と疾病との疫学的因果関係を知る 

4. 医療や福祉に関わる法制度と地域保健、障害福祉を知る 

授業計画  1. 公衆衛生と健康の概念 

2. 医療と社会 

3. 疫学・保健統計 

4. 終末期医療と臓器移植 

5. 保健と福祉 (1) 成人保健と健康増進 

6. 保健と福祉 (2) 地域保健 

7. 保健と福祉 (3) 高齢者・障害者福祉 

8. 保健と福祉  (4) 感染症 

9. 保健と福祉  (5) 食品・栄養 

10.保健と福祉  (6) 産業・環境・国際 

11. 母子保健① 

12. 母子保健②  

13. 精神保健福祉① 

14. 精神保健福祉②  

15. 定期試験 

成績評価 ・ 成績評価は筆記試験と課題（小テストや課題など）および講義への取り組みから総合評定を行う。 

・ 成績評価は 100 点満点とし 60 点以上を合格とする。 

・ 成績の基準は S:90 点以上、A：80 点以上、B:70 点以上、C:60 点以上、D:60 点未満とする。 

・ 再試験は 60 点以上を合格とし、60 点以上であっても科目成績は 60 点で記録する。 

教科書 ・公衆衛生がみえる メディックメディア 

参考図書 特になし 

その他 私語や講義と無関係な行為については、厳しく対処する。 
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2023 年度 大分リハビリテーション専門学校 作業療法士科 １Ｂ０９ 

 

基本情報 1 年後期 専門基礎分野 ■必修  □選択 1 単位 30 時間 授業方法（講義） 

科目名 リハビリテーション概論 

担当者 武居光雄（実務経験者） 

医師 

日本リハビリテーション医学会専門医資格を有し、回復期病棟を備える医療機関にて

診療に従事している。また、日本リハビリテーション医学会 代議員として、リハビリテー

ション医学の発展に貢献している。 

授業概要 これからリハビリテーション医学を学んでいく上での動機付けとなるよう、リハビリテーション医療全体を概観すると

ともに、医の倫理をはじめ医療人としての心構えについても学ぶ。 

到達目標 ・リハビリテーション医学の概念を理解する。 

・医の倫理について理解する。 

・医療人としての心構えを習得する。 

 1．医の倫理について 

2．リハビリテーションとは 

3．障害について 

4．リハビリテーションの過程 

5．ノーマライゼーションの考え方 

6．障害の諸相、障害の受容 

7．事例検討、まとめ 

8．定期試験 

 

成績評価 ・ 成績評価は筆記試験と課題（小テストや課題など）および講義への取り組みから総合評定を行う。 

・ 成績評価は 100 点満点とし 60 点以上を合格とする。 

・ 成績の基準は S:90 点以上、A：80 点以上、B:70 点以上、C:60 点以上、D:60 点未満とする。 

・ 再試験は 60 点以上を合格とし、60 点以上であっても科目成績は 60 点で記録する。 

教科書 「入門リハビリテーション概論」（医歯薬出版） 

「目でみるリハビリテーション医学」（東京大学出版会） 

参考図書  

その他  
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2023 年度 大分リハビリテーション専門学校 作業療法士科 １Ｂ１０ 

 

基本情報 1 年後期 専門分野 ■必修  □選択 2 単位 30 時間 授業方法（実習） 

科目名 基礎作業学Ⅱ（実技） 

担当者 首藤小春（実務経験者） 

作業療法士 

作業療法士として高齢者を中心とした生活期リハの実務経験を有する 

その後、専門学校の教員として、主に老年期疾患に関する講義を担う 

佐藤翼（実務経験者） 

作業療法士 

作業療法士として回復期リハ病棟に勤務した後、訪問リハに従事し幅広い作業

療法経験を有す。 

授業概要 この授業では、作業活動（手工芸）の制作方法および修正の方法を学び、段階付けの意味を知る 

到達目標 1. 作業療法における作業活動の特性、概略を知る 

2. 対象者に対して作業活動を治療として提供する意義を理解できる 

3. 各作業活動に用いられる物の使用方法及び、リスク管理の方法を知る 

授業計画 1. あんでるせん手芸(1) 

2. あんでるせん手芸(2) 

3. あんでるせん手芸(3） 

4. あんでるせん手芸(4) 

5. 革細工(1) 

6. 革細工(2) 

7. 革細工(3) 

8. 革細工(4) 

9. 革細工(5) 

10. 革細工(6) 

11. 織物(1) 

12. 織物(2) 

13. 織物(3) 

14. 織物(4) 

15. 定期試験 

成績評価 ・ 成績評価は筆記試験と課題（小テストや課題など）および講義への取り組みから総合評定を行う 

・ 成績評価は 100 点満点とし 60 点以上を合格とする 

・ 成績の基準は S:90 点以上、A：80 点以上、B:70 点以上、C:60 点以上、D:60 点未満とする 

・ 再試験は 60 点以上を合格とし、60 点以上であっても科目成績は 60 点で記録する 

教科書 つくる・あそぶを治療にいかす 作業活動・実習マニュアル 医歯薬出版 

参考図書  

その他 ・ 講義場所は作業療法士科棟（使用する教室はその都度指示する） 

・ 実技を行うので必要な道具等の準備をすること（その都度指示する） 

・ 講義の際は汚れても良く、動きやすい服装が望ましい 

・ A4 サイズのノートを 1 冊用意すること 
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2023 年度 大分リハビリテーション専門学校 作業療法士科 １Ｂ１１ 

 

基本情報 1 年後期 専門分野 ■必修  □選択 2 単位 60 時間 授業方法（講義） 

科目名 身体機能評価学 

担当者 矢野高正（実務経験者） 

作業療法士 

作業療法士としてリハ専門病院や総合リハ施設に長年勤務。リハに係る障害に対し

幅広い実務経験を有す。認定作業療法士。 

佐藤 翼（実務経験者） 

作業療法士 

作業療法士として回復期リハ病棟にて神経系および運動器疾患を中心に、幅広い

作業療法経験を有す。 

授業概要 この授業では、身体機能評価の目的を理解し、身体機能評価の手順と測定について学ぶ。 

 

到達目標 1. 身体機能評価の目的を理解する 

2. 身体機能評価の手順と測定の種類を理解する 

3. 身体機能評価における検査測定の条件と実施上の注意を理解する 

4. 各身体機能評価の基礎技法を習得する  

5. 評価に必要なコミュニケーションおよび作業療法士としての基本的態度を学ぶ 

授業計画 １．バイタルサインの測定      

２．バイタルサインの測定  

３．形態計測   

４．形態計測 

５．感覚検査 

６．感覚検査 

７．感覚検査 

８．感覚検査 

９．関節可動域測定（上肢）   

10．関節可動域測定（上肢）  

11．関節可動域測定（上肢） 

12．関節可動域測定（上肢） 

13．関節可動域測定（下肢） 

14．関節可動域測定（下肢） 

15．関節可動域測定（下肢） 

16．関節可動域測定（体幹） 

17．深部・表在・病的反射検査、筋緊張 

18．深部・表在・病的反射検査、筋緊張     

19．深部・表在・病的反射検査、筋緊張 

20．深部・表在・病的反射検査、筋緊張  

21．徒手筋力検査（上肢） 

22．徒手筋力検査（上肢） 

23．徒手筋力検査（上肢） 

24．徒手筋力検査（上肢） 

25．徒手筋力検査（下肢） 

26．徒手筋力検査（下肢） 

27．徒手筋力検査（下肢） 

28．徒手筋力検査（体幹） 

29．協調性検査 

30．まとめ 

成績評価 ・ 成績評価は定期試験（筆記試験、実技試験）、課題等提出物、単元毎の確認テストから総合的に評定する。 

・ 成績評価は 100 点満点とし 60 点以上を合格とする。 

・ 成績の基準は S:90 点以上、A：80 点以上、B:70 点以上、C:60 点以上、D:60 点未満とする。 

・ 再試験は 60 点以上を合格とし、60 点以上であっても科目成績は 60 点で記録する。 

教科書 ・ 標準作業療法学 専門分野 作業療法評価学（医学書院） 

・ 新・徒手筋力検査法 原著第 10 版（共同医書出版社） 

参考図書 適宜、紹介する。 

その他 実技演習については、特に指定のない限り、実習着・実習用上靴着用とする。 

※実技実施の順番は、他の講義の進行度合いによって入れ替わることがある。 

※その他の詳細事項は、別途資料に従うこと。  
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2023 年度 大分リハビリテーション専門学校 作業療法士科 １Ｂ１２ 

 

基本情報 1 年後期 専門分野 ■必修  □選択 1 単位 30 時間 授業方法（実習） 

科目名 精神機能評価学 

担当者 吉岡恭介（実務経験者） 

作業療法士 

作業療法士として精神科病院に勤務し、精神障害や心療内科に係る障害を持

つ対象者の経験を有す。その後、専門学校教員として精神科作業療法の講師

を担っている。 

授業概要 この授業では、ひとの精神について，その機能（はたらき）に関する評価を学ぶ。 

到達目標 1. 観察・面接技法の基礎を知り、記録に残すことができる。 

2. 精神機能の検査法が実施できる。 

3. 精神機能検査の実施結果や対象者の様子を記録に残すことができる。 

授業計画 1．作業療法と精神機能評価について 

2. 観察法、面接法とその記録法 

3. 情動機能の評価（興味関心チェックリスト・SDS） 

4. 精神機能のスクリーニングテスト①（HDS-R） 

5. 精神機能のスクリーニングテスト②（HDS-R） 

6. 精神機能のスクリーニングテスト③（MMSE） 

7. 精神機能のスクリーニングテスト④（MMSE） 

8．知能の評価①（コース立方体組み合わせテスト） 

9. 知能の評価②（内田クレペリンテスト） 

10. 注意機能の評価（TMT 等） 

11. 記憶機能の評価（三宅式記銘力検査） 

12. 遂行機能の評価（BADS） 

13. 視空間認知の評価（BIT）①  

14. 視空間認知の評価（BIT）② まとめ 

15. 定期試験 

成績評価 ・ 成績評価は筆記試験と課題（小テストや課題など）および講義への取り組みから総合評定を行う。 

・ 成績評価は 100 点満点とし 60 点以上を合格とする。 

・ 成績の基準は S:90 点以上、A：80 点以上、B:70 点以上、C:60 点以上、D:60 点未満とする。 

・ 再試験は 60 点以上を合格とし、60 点以上であっても科目成績は 60 点で記録する。 

 

教科書 標準作業療法学作業療法評価学 第 3 版（医学書院） 

 

参考図書  

その他 ・ 実技を行うので実習着等の準備をすること。（その都度指示する） 
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2023 年度 大分リハビリテーション専門学校 作業療法士科 １Ｂ１３ 

 

基本情報 1 年後期 専門分野 ■必修  □選択 １単位３０時間 授業方法（講義） 

科目名 発達評価学 

担当者 後藤英子（実務経験者） 

作業療法士 

身体障害領域と発達障害領域を中心に実務経験を有する。その後、作業療法

士専門学校の教員として 15 年以上、身体障害領域・発達障害領域を中心に講

義を担っている。 

授業概要 この授業では、発達障害の作業療法の基盤となる正常発達理論を理解し、各種の発達検査の手法の概要を

知り、子どもにとって重要な「遊び」の発達過程を通して、発達障害領域の作業療法における評価の視点・技法

を学ぶ。 

到達目標 1.発達障害の作業療法の基盤となる正常発達理論を理解する。 

2.発達検査や評価の内容とその手法の概要を理解する。 

3.遊び（活動・参加）の発達過程を説明できるようになる。 

授業計画 1. オリエンテーション 発達の基礎  

2. 発達評価とは 

3. 心身機能の発達とその評価 (1) 粗大運動 

4. 心身機能の発達 (2) 粗大運動と反射・反応① 

5. 心身機能の発達 (3) 反射・反応② 

6. 心身機能の発達 (4) 感覚統合機能① 

7. 心身機能の発達 (5) 感覚統合機能②、上肢機能① 

8. 心身機能の発達 (6) 上肢機能②、認知機能① 

9. 心身機能の発達 (7) 認知機能② 

10. 心身機能の発達 (8) 認知機能③ 

11. 遊び（活動・参加）の発達 

12. 発達検査の実際 (1)（遠城寺式乳幼児分析的発達検査、日本版デンバー、等） 

13. 発達検査の実際 (2)（GMFM、PEDI、JMAP、新版Ｋ式、等） 

14. 発達検査の実際 (3) 面接・観察技能  

15. 定期試験 

成績評価 ・ 成績評価は筆記試験と課題（小テストや課題など）および講義への取り組みから総合評定を行う。 

・ 成績評価は 100 点満点とし 60 点以上を合格とする。 

・ 成績の基準は S:90 点以上、A：80 点以上、B:70 点以上、C:60 点以上、D:60 点未満とする。 

・ 再試験は 60 点以上を合格とし、60 点以上であっても科目成績は 60 点で記録する。 

教科書 ・イラストで分かる人間発達学（医歯薬出版株式会社） 

 

参考図書 ・図解 作業療法技術ガイド 第 4 版（文光堂） 

 

その他 ・実技演習を行う際には別途通知します。 

・他の科目の進行状況によって、講義内容が前後することがあります。 
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2023 年度 大分リハビリテーション専門学校 作業療法士科 １Ｂ１４ 

 

基本情報 １年後期 専門分野 ■必修  □選択 1 単位 30 時間 授業方法（講義） 

科目名 身体機能構造学 

担当者 首藤小春（実務経験者） 

作業療法士 

作業療法士として介護老人保健施設や高齢者を中心とした医療機関での生活

期リハの実務経験を有する。その後、作業療法士専門学校の教員として、主に老

年期疾患や生活行為に関する講義を担っている 

授業概要 人間の身体について、その機能（はたらき）と障害を理解する 

到達目標 1. 各身体機能の構造について用語の意味を説明することができる 

2. 各身体機能の障害について用語の意味を説明することができる 

3. 生活行為において身体機能が果たす役割を理解する 

授業計画 1． 生理機能（バイタルサイン）・血液検査のみかた① 

2． 生理機能（バイタルサイン）・血液検査のみかた② 

3． 姿勢・形態計測 

4． 感覚・知覚 

5． 関節可動域 

6． 反射・筋緊張① 

7． 反射・筋緊張② 

8． 姿勢反応②・体幹機能 

9． まとめ① 

10． まとめ② 

11． 筋力 

12． 協調性 

13． 脳神経 

14． まとめ③ 

15． 期末試験 

 

成績評価 ・ 成績評価は筆記試験と課題（小テストや課題など）および講義への取り組みから総合評定を行う 

・ 成績評価は 100 点満点とし 60 点以上を合格とする 

・ 成績の基準は S:90 点以上、A：80 点以上、B:70 点以上、C:60 点以上、D:60 点未満とする 

・ 再試験は 60 点以上を合格とし、60 点以上であっても科目成績は 60 点で記録する 

 

教科書 ・標準作業療法学 作業療法評価学 第３版：医学書院 

・神経診察クローズアップ：メジカルビュー社 

参考図書 ・図解 作業療法技術ガイド：文光堂 

※以上の参考図書以外にも、適宜紹介する 

その他 ・A4 サイズのノート１冊を用意すること 

・他の科目の進行状況によって計画が前後することがある 
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2023 年度 大分リハビリテーション専門学校 作業療法士科 １Ｂ１５ 

 

基本情報 1 年後期 専門分野 ■必修  □選択 1 単位 30 時間 授業方法（講義） 

科目名 精神機能構造学Ⅱ 

担当者 吉岡恭介（実務経験者） 

作業療法士 

作業療法士として精神科病院に勤務し、精神障害や心療内科に係る 

障害を持つ対象者の経験を有す。その後、専門学校教員として精神科作業

療法の講師を担っている。 

授業概要 人間の精神について、その機能（はたらき）と障害を理解する。 

到達目標 1. 医学モデルが位置付ける精神の概念について理解する。 

2. 各精神機能の構造について用語の意味を説明することができる。 

3. 各精神機能の障害について用語の意味を説明することができる。 

授業計画 1．講義オリエンテーション、脳の基本構造と機能 

2．記憶機能とその障がい(1) 

3．記憶機能とその障がい(2) 

4．注意機能とその障がい(1) 

5．注意機能とその障がい(2) 

6．注意機能とその障がい(3) 

7．認知機能とその障がい(1) 

8．認知機能とその障がい(2) 

9．欲動・意志・行動とその障がい(1)失行 

10．欲動・意志・行動とその障がい(2)前頭葉機能障害① 

11．欲動・意志・行動とその障がい(3)前頭葉機能障害② 

12．遂行機能とその障がい(1) 

13．遂行機能とその障がい(2) 

14．精神機能とその障がいのまとめ 

15．単位認定試験 

成績評価 ・ 成績評価は筆記試験と小テストおよび講義への取り組みから総合評定を行う。 

・ 成績評価は 100 点満点とし 60 点以上を合格とする。 

・ 成績の基準は S:90 点以上、A：80 点以上、B:70 点以上、C:60 点以上、D:60 点未満とする。 

・ 再試験は 60 点以上を合格とし、60 点以上であっても科目成績は 60 点で記録する。 

 

教科書／

テキスト 

・ 講義毎配布資料 

 

参考図書  

その他  
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2023 年度 大分リハビリテーション専門学校 作業療法士科 １Ａ１６ 

 

基本情報 １年後期 専門分野 ■必修  □選択 1 単位 30 時間 授業方法（講義） 

科目名 日常生活活動学 

担当者 首藤小春（実務経験者） 

作業療法士 

作業療法士として介護老人保健施設や高齢者を中心とした医療機関での生活

期リハの実務経験を有する。その後、作業療法士専門学校の教員として、主に老

年期疾患や生活行為に関する講義を担っている 

授業概要 この授業では、日常生活活動の概念と遂行に必要な機能を理解し、日常生活活動に対する作業療法の基本

的な知識および技術を学ぶ 

到達目標 1． 日常生活活動の概念とそれに対する作業療法の果たす役割を理解する 

2． 日常生活活動を遂行するための心身機能、影響因子を理解する 

3． 作業療法における日常生活活動の障害の捉え方・各種評価法を学ぶ 

4． 日常生活活動の障害に対する作業療法援助の視点を理解する 

5． 自助具作製のための基礎知識および基礎技法を習得する 

授業計画 1． 日常生活活動の概念と範囲、意義 

2． 日常生活活動に必要な心身機能と援助の視点（食事） 

3． 日常生活活動に必要な心身機能と援助の視点（整容） 

4． 日常生活活動に必要な心身機能と援助の視点（更衣） 

5． 日常生活活動に必要な心身機能と援助の視点（排泄） 

6． 日常生活活動に必要な心身機能と援助の視点（入浴） 

7． 日常生活活動に必要な心身機能と援助の視点（起居・移動） 

8． 日常生活活動に必要な心身機能と援助の視点（ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ） 

9． 日常生活活動に必要な心身機能と援助の視点（健康管理） 

10． 日常生活活動の評価（評価の視点、各種評価バッテリーの紹介） 

11． 日常生活活動の評価・記録法①（評価演習：日常生活動作分析） 

12． 日常生活活動の評価・記録法②（評価演習：BI、FIM、AMPS） 

13． 日常生活活動と自助具、福祉用具 

14． まとめ 

15． 期末試験 

成績評価 ・ 成績評価は筆記試験と課題（小テストや課題など）および講義への取り組みから総合評定を行う 

・ 成績評価は 100 点満点とし 60 点以上を合格とする 

・ 成績の基準は S:90 点以上、A：80 点以上、B:70 点以上、C:60 点以上、D:60 点未満とする 

・ 再試験は 60 点以上を合格とし、60 点以上であっても科目成績は 60 点で記録する 

教科書 ・新版 日常生活活動(ADL)第 2 版－評価と支援の実際－（協同医書出版） 

参考図書 ・作業療法学全書［改訂第３版］第 11 巻 作業療法技術学３日常生活活動（医歯薬出版株式会社） 

・標準作業療法学 専門分野 基礎作業学（医学書院） 

・標準作業療法学 専門分野 作業療法評価学（医学書院） 

※以上の参考図書以外にも、適宜紹介する 

その他 ・資料保管用の A4 ファイルを 1 冊用意すること 

 

 

 

 



 

35 
 

2023 年度 大分リハビリテーション専門学校 作業療法士科 １Ｂ１７ 

 

基本情報 1 年後期 専門分野 ■必修  □選択 ２単位９０時間 授業方法（実習） 

科目名 作業療法体験実習 

担当者 専任教員：日隈武治、後藤英子、吉岡恭介、首藤小春、矢野高正、佐藤 翼 

実習指導者：各実習地の実務経験５年以上の者 

授業概要 この実習では、一人の対象者に対する検査・計測を体験し、評価の目的と評価技法について学ぶ。 

到達目標 1．実習生として、前社会人として適切な行動をとることができる 

2. 施設の役割、提供されるサービスとその担当職種を列挙できる 

3. 体験施設での作業療法の役割を列挙できる 

4. 作業療法の対象疾患・障害を列挙できる 

5. 作業療法で行う検査・測定を部分的に体験し、記録を書くことができる 

6. 作業療法で行う作業活動、援助方法を見学し、記録を書くことができる 

7. 対象者と接する場合に必要な配慮が必要な事柄を列挙できる 

8. 対象者に敬意を払いながらコミュニケーションをとることができる 

9. 作業療法士になるために必要な学習の意味や関連性を述べることができる 

10. 作業療法士になるために今後身につけるべき要素を具体的に列挙できる 

授業計画 ・実習は、10 日間(２週間）：3 月上旬～中旬。 

・出席日数が８日に満たない場合は、延長実習を行う。 

・出席日数が７日に満たない場合は、補充実習を行う。 

・実習の詳細は、「作業療法体験実習の手引き」を参照すること。 

 

 

成績評価 ・ 成績評価は筆記試験と課題（小テストや課題など）および講義への取り組みから総合評定を行う。 

・ 成績評価は 100 点満点とし 60 点以上を合格とする。 

・ 成績の基準は S:90 点以上、A：80 点以上、B:70 点以上、C:60 点以上、D:60 点未満とする。 

・ 再試験は 60 点以上を合格とし、60 点以上であっても科目成績は 60 点で記録する。 

 

教科書 適宜紹介する。 

 

参考図書 適宜紹介する。 

 

その他 ・実習の詳細は、「臨床実習の手引き」を参照すること。 

・この実習までに、各自で必要なワクチン接種を行い、感染症対策を完了しておくこと。 
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2023 年度 大分リハビリテーション専門学校 作業療法士科 ２Ａ０１ 

 

基本情報 2 年前期 専門基礎分野 ■必修  □選択 2 単位 30 時間 授業方法（講義） 

科目名 地域医療概論 

担当者 首藤典利（実務経験者） 

薬剤師 

医療情報担当者として、複数の県で業務に携わった後、複数の企業で薬剤

師としての実務経験を有す。 

末松裕子（実務経験者） 

保健師 

保健師として、県保健所に勤務。35 年以上の実務経験を有す。 

佐々木真理子（実務経験者） 

認定看護師 

訪問看護ステーションで在宅事業管理部長として、豊富な実務経験を有す。 

濱田美紀（実務経験者） 

管理栄養士 

医療機関や介護施設で管理栄養士として、豊富な実務経験を有す。 

大分県栄養士会理事。 

平岡 賢（実務経験者） 

言語聴覚士 

医療機関で主に中枢神経疾患に対する実務経験を有す。その後、言語聴覚

士専門学校の教員として 15 年以上、摂食・嚥下を中心に講義を担う。 

梅田大樹（実務経験者） 

作業療法士 

作業療法士として精神科病院に 20 年以上勤務し、デイケアやグループホー

ムへの関わり等豊富な実務経験を有す。 

吉岡恭介(実務経験者) 

作業療法士 

作業療法士として精神科病院に勤務し、精神障害や心療内科に係る障害を

持ちながら地域生活を送る対象者支援の経験を有す。 

授業概要 この授業では、医療職として地域医療に携わる上で必要となる各領域の基礎的な知識を学ぶ。 

到達目標 基礎医学の知識を踏まえ、臨床医学分野の全般を説明することによって、学生が基本的臨床知識や能力を

習得し、身に付けてもらう。 

授業計画 1. 地域での保健師の役割(1) 

2. 地域での保健師の役割(2) 

3. 地域での健康管理(1)訪問看護師の役割①自宅

療養を支える  

4. 地域での健康管理(2)訪問看護師の役割②看取

り 

5. 地域での健康管理(3)栄養指導①食物と健康と

の関係 

6. 地域での健康管理(4)栄養指導②疾患と食事と

の関係 

7. 地域での健康管理(5)薬剤師の役割①薬とは  

8. 地域での健康管理(6)薬剤師の役割②内服を支

える 

9. 地域での健康管理(7)摂食・嚥下機能の診か

た 

10. 地域での健康管理(8)摂食・嚥下機能のリハビ

リテーション 

11. 地域での健康管理(9)話す機能を支える言語

聴覚士の役割 

12. 地域での健康管理(10)精神科デイケアでの集

団作業療法① 

13. 地域での健康管理(11)精神科デイケアでの集

団作業療法② 

14. 地域での健康管理(12)精神科における訪問リ

ハビリテーション 

15. 定期試験 

成績評価 ・ 成績評価は定期試験（レポート課題）にて評価する。 

・ 成績評価は 100 点満点とし 60 点以上を合格とする。 

・ 成績の基準は S:90 点以上、A：80 点以上、B:70 点以上、C:60 点以上、D:60 点未満とする。 

・ 再試験は 60 点以上を合格とし、60 点以上であっても科目成績は 60 点で記録する。 

教科書 ・『PT・OT ビジュアルテキスト 地域ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ学 第 2 版』羊土社 

参考図書 標準作業療法学 専門分野  地域作業療法学 (医学書院)  

その他 私語や講義と無関係な行為については、厳しく対処する。 
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2023 年度 大分リハビリテーション専門学校 作業療法士科 ２Ａ０２ 

 

基本情報 2 年前期 専門基礎分野 ■必修  □選択 1 単位 15 時間 授業方法（講義） 

科目名 臨床医学Ⅰ 

担当者 李 康生（実務経験者） 

医師 

医学博士を修め基礎医学分野で豊富な経験を有する。その後、臨床検査技

師専門学校に勤務し、臨床医学に携わっている。 

授業概要 この授業では、基礎医学の知識をもとに、臨床医学全般について学ぶ。 

到達目標 基礎医学の知識を踏まえ、臨床医学分野の全般を説明することによって、学生が基本的臨床知識や能力を

習得し、身に付けてもらう。 

授業計画 １．医学概論、診断概要 

２．薬物療法、ワクチン 

３．救急救命 

４．腫瘍、移植、脳疾患 

５．妊娠の成立と異常 

６．眼疾患 

７．耳鼻咽喉科 

８．定期試験 

 

成績評価 ・ 成績評価は筆記試験と課題（小テストや課題など）および講義への取り組みから総合評定を行う。 

・ 成績評価は 100 点満点とし 60 点以上を合格とする。 

・ 成績の基準は S:90 点以上、A：80 点以上、B:70 点以上、C:60 点以上、D:60 点未満とする。 

・ 再試験は 60 点以上を合格とし、60 点以上であっても科目成績は 60 点で記録する。 

教科書 授業内容に合わせる印刷資料 

 

参考図書 ＰＴ/ＯＴのための一般臨床医学（第 2 版） 医歯薬出版  

その他 私語や講義と無関係な行為については、厳しく対処する。 
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2023 年度 大分リハビリテーション専門学校 作業療法士科 ２A０３ 

 

基本情報 2 年前期 専門基礎分野 ■必修  □選択 1 単位 30 時間 授業方法（講義） 

科目名 内科学Ⅰ 

担当者 牧野直樹（実務経験者） 

医師 

医学部や大学病院で、臨床経験 40 年間以上の豊富な実務経験を有す内

科医 

土井吾郎（実務経験者） 

医師 

医学部や大学病院で、約６年の臨床経験を有する内科医 

柏戸佑介（実務経験者） 

医師 

医学部や大学病院で、約６年の臨床経験を有する内科医 

授業概要 この授業では、医療職として必要な内科疾患全般に関する基礎的な知識を学ぶ。 

到達目標 高齢者の増加に伴い内科的慢性疾患などを有する割合が高くなっており、患者の全身状態を把握する上で

も内科的基礎知識が必要となる。そこで医療職として必要な内科疾患全般に関する基礎的な知識を養うことを

目標とする。 

授業計画 1．心臓の構造（牧野先生） 

2．心疾患の症状（牧野先生） 

3．心疾患（牧野先生） 

4．呼吸器の構造（牧野先生） 

5．呼吸器疾患の症状（牧野先生） 

6．呼吸器疾患（牧野先生） 

7．腎・泌尿器の構造と機能（牧野先生） 

8．腎・泌尿器疾患（牧野先生） 

9．内科学とは・リハビリテーションとは（土井先生） 

10．老化・生活習慣病、等（土井先生） 

11．膠原病・アレルギー疾患・免疫不全①（柏戸先生） 

12．膠原病・アレルギー疾患・免疫不全②（柏戸先生） 

13．膠原病・アレルギー疾患・免疫不全③（柏戸先生） 

14．膠原病・アレルギー疾患・免疫不全④（柏戸先生） 

15．定期試験 

成績評価 ・ 成績評価は筆記試験と課題（小テストや課題など）および講義への取り組みから総合評定を行う。 

・ 成績評価は 100 点満点とし 60 点以上を合格とする。 

・ 成績の基準は S:90 点以上、A：80 点以上、B:70 点以上、C:60 点以上、D:60 点未満とする。 

・ 再試験は 60 点以上を合格とし、60 点以上であっても科目成績は 60 点で記録する。 

教科書 標準理学療法・作業療法学 内科学（医学書院） 

参考図書 特になし 

 

その他 私語や内職については、厳しく対処する 
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2023 年度 大分リハビリテーション専門学校 作業療法士科 ２A０４ 

 

基本情報 2 年前期 専門分野 ■必修  □選択 1 単位 30 時間 授業方法（講義） 

科目名 整形外科学Ⅰ 

担当者 七森和久（実務経験者） 

医師 

臨床経験 35 年間以上の実務経験を有す整形外科医 

授業概要 この授業では、整形外科疾患の基本的知識について学ぶ。 

到達目標 1）整形外科疾患に関する基本的知識を習得する 

2）整形外科疾患に関する治療の基本を理解する 

3）整形外科疾患に対するリハビリテーションの基本的考え方および手技について理解する 

授業計画 １．整形外科基礎知識 

２．運動器の評価および検査法 

３．整形外科的治療法 

４．   〃 

５．炎症性疾患 

６．代謝・内分泌疾患 

７．退行性疾患 

８．先天性疾患 

９．循環障害、壊死性疾患 

10．骨軟部腫瘍 

11．神経筋疾患 

12．末梢神経損傷 

13．脊椎疾患 

14．脊髄損傷 

15．定期試験 

成績評価 ・ 成績評価は定期試験（筆記試験 中間試験 50 点、期末試験 50 点）にて評価する。 

・ 成績評価は 100 点満点とし 60 点以上を合格とする。 

・ 成績の基準は S:90 点以上、A：80 点以上、B:70 点以上、C:60 点以上、D:60 点未満とする。 

・ 再試験は 60 点以上を合格とし、60 点以上であっても科目成績は 60 点で記録する。 

教科書 ・ 標準理学療法学・作業療法学 専門基礎分野 整形外科学 医学書院 

・ 標準整形外科学  医学書院 

参考図書 講義の中で、随時紹介する。 

その他 私語や講義と無関係な行為については、厳しく対処する。 
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2023 年度 大分リハビリテーション専門学校 作業療法士科 ２Ａ０５ 

 

基本情報 2 年前期 専門基礎分野 ■必修  □選択 1 単位 30 時間 授業方法（講義） 

科目名 精神医学 

担当者 宇都宮和則（実務経験者） 

医師 

精神科専門医として、臨床経験 35 年間以上の実務経験を有す。 

授業概要 この授業では、精神医学の基本的知識について学ぶ。 

到達目標 精神医学の基礎を中心に、最新のトピックスも紹介してゆく。 

精神科治療学についても同様。 

 

授業計画 1．精神障害の分類 

2．精神症状概論 

3．神経症性障害・ストレス関連性障害・身体表現性障害 

4．人格障害  

5．精神遅滞 

6．摂食障害 

7．精神作用物質による精神と行動の異常 

8．統合失調症 

9．気分障害 

10．てんかん 

11．認知症 

12．症状精神病 

13．発達障害 

14．精神保健福祉法神経症 

15．治療概論 

16. 定期試験 

成績評価 ・ 成績評価は筆記試験と課題（小テストや課題など）および講義への取り組みから総合評定を行う。 

・ 成績評価は 100 点満点とし 60 点以上を合格とする。 

・ 成績の基準は S:90 点以上、A：80 点以上、B:70 点以上、C:60 点以上、D:60 点未満とする。 

・ 再試験は 60 点以上を合格とし、60 点以上であっても科目成績は 60 点で記録する。 

教科書 ・標準理学療法・作業療法学 精神医学（医学書院） 

・要約版テキスト（私製品） 

参考図書  

その他 私語や講義と無関係な行為については、厳しく対処する。 
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2023 年度 大分リハビリテーション専門学校 作業療法士科 ２Ａ０６ 

 

基本情報 2 年前期 専門基礎分野 
■必修  

□選択 
1 単位 30 時間 授業方法（講義） 

科目名 小児科学 

担当者 内山伸一（実務経験者） 

医師 

小児科領域で、20 年以上の豊富な実務経験を有す。 

後藤千佳（実務経験者） 

医師 

小児科領域で、15 年以上の実務経験を有す。 

武口真宏（実務経験者） 

医師 

小児科領域で、15 年以上の実務経験を有す。 

山口智之（実務経験者） 

医師 

小児科領域で、10 年以上の実務経験を有す。 

授業概要 この授業では、医療職として必要な小児科学全般に関する基礎的な知識を学ぶ。 

到達目標 １） 小児疾患の概要について理解する 

２） 小児と成人の違い、理学的所見の取り方、全身状態の把握について理解する 

授業計画 1． 小児科学概論（山口先生）        

2． 診断と治療の概論（山口先生） 

3． 神経・筋・骨系疾患①（内山先生）  

4． 神経・筋・骨系疾患②（内山先生） 

5． 神経・筋・骨系疾患③（内山先生）  

6． 心身症・神経症、等（内山先生） 

7． 新生児・未熟児疾患①（武口先生） 

8． 新生児・未熟児疾患②・先天異常と遺伝病①（武口先生） 

9． 先天異常と遺伝病②・循環器疾患（武口先生） 

10． 内分泌・代謝疾患、呼吸器疾患（後藤先生） 

11． 腎・泌尿器・生殖器疾患（後藤先生） 

12． 血液疾患、感染症（後藤先生） 

13． 消化器疾患（山口先生）  

14． 免疫・アレルギー疾患、膠原病、腫瘍性疾患（後藤先生） 

15． 定期試験 

成績評価 ・ 成績評価は筆記試験と課題（小テストや課題など）および講義への取り組みから総合評定を行う。 

・ 成績評価は 100 点満点とし 60 点以上を合格とする。 

・ 成績の基準は S:90 点以上、A：80 点以上、B:70 点以上、C:60 点以上、D:60 点未満とする。 

・ 再試験は 60 点以上を合格とし、60 点以上であっても科目成績は 60 点で記録する。 

教科書 標準理学療法・作業療法学 小児科学（医学書院） 

参考図書 特になし 

その他 私語や講義と無関係な行為については、厳しく対処する。 
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2023 年度 大分リハビリテーション専門学校 作業療法士科 ２A０８ 

 

基本情報 2 年前期 専門分野 ■必修  □選択 1 単位 30 時間 授業方法（実習） 

科目名 疾患別評価学演習Ⅰ  

担当者 日隈武治（実務経験者） 

作業療法士 

身体障害分野の作業療法士としてリハ専門病院や総合リハ施設での豊富な実

務経験を有す。認定作業療法士。 

後藤英子（実務経験者） 

作業療法士 

身体障害領域と発達障害領域を中心に実務経験を有する。その後、作業療法

士専門学校の教員として 15 年以上、発達障害領域を中心に講義を担う。 

吉岡恭介（実務経験者） 

作業療法士 

作業療法士として精神科病院に勤務し、精神障害や心療内科に対する経験を

有す。その後、専門学校教員として精神科作業療法の講師を担う。 

首藤小春（実務経験者） 

作業療法士 

作業療法士として高齢者を中心とした生活期リハの実務経験を有する。その

後、専門学校の教員として、主に老年期疾患に関する講義を担う。 

矢野高正（実務経験者） 

作業療法士 

作業療法士としてリハ専門病院や総合リハ施設に長年勤務。リハに係る障害に

対し幅広い実務経験を有す。認定作業療法士。 

佐藤翼（実務経験者） 

作業療法士 

作業療法士として回復期リハ病棟にて神経系および運動器疾患を中心に、幅

広い作業療法経験を有す。 

授業概要 この授業では、作業療法において必要となる基本的な技法（主に評価法）について、演習を通して学ぶ。 

到達目標 1. 基本的なリスク管理および介助技術を習得する 

2. 各技法を対象者の状態に合わせて実施出来るようになる 

3. 作業療法士に必要とされるコミュニケーション技能を身につける 

授業計画 ＜身体障害領域＞ 

1. 標準予防策、車椅子調整とシーティング① 

2. 標準予防策、車椅子調整とシーティング② 

3. 面接(MTDLP による聞き取り) 

4. 高次脳機能検査、筋緊張評価 

5. BRS① 

6. BRS②  

＜精神障害領域＞ 

7. メタ認知、悩みの傾聴① 

8. メタ認知、悩みの傾聴② 

9. インテーク面接、SMSF① 

10. インテーク面接、SMSF② 

＜発達障害領域＞ 

11. Vineland-Ⅱ ① 

12. Vineland-Ⅱ ② 

13. Vineland-Ⅱ ③ 

 

14. まとめ 試験オリエンテーション 

15. 定期試験 

成績評価 ・ 成績評価は定期試験（実技試験）、課題等提出物、平常点（授業中の態度、身だしなみ）を通して総合的

に評価する。 

・ 成績評価は 100 点満点とし 60 点以上を合格とする。 

・ 成績の基準は S:90 点以上、A：80 点以上、B:70 点以上、C:60 点以上、D:60 点未満とする。 

・ 再試験は 60 点以上を合格とし、60 点以上であっても科目成績は 60 点で記録する。 

教科書 PT・OT のための臨床技能と OSCE 金原出版 

参考図書  

その他 特に指定のない限り、実習着・実習用上靴着用とする。 

※その他の詳細事項は、別途資料に従うこと。 
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2023 年度 大分リハビリテーション専門学校 作業療法士科 ２Ａ０９ 

 

基本情報 2 年前期 専門分野 ■必修  □選択 2 単位 60 時間 授業方法（講義） 

科目名 神経系疾患治療学 

担当者 山形茂生（実務経験者） 

作業療法士 

作業療法士として総合リハ施設に 20 年以上の勤務経験を有す。また、長年、日

本テクニカルエイド協会の理事を担う。現左、福祉住環境のコーディネーターとし

て従事している。 

矢野高正（実務経験者） 

作業療法士 

作業療法士としてリハ専門病院や総合リハ施設に長年勤務。リハに係る障害に対

し幅広い実務経験を有す。認定作業療法士。 

佐藤 翼（実務経験者） 

作業療法士 

作業療法士として回復期リハ病棟に勤務した後、訪問リハに従事し幅広い作業療

法経験を有す。 

授業概要 脳血管障害や頸髄損傷、神経・筋疾患の基本的知識を習得し、作業療法アプローチについて学ぶ。 

到達目標 1. 脳血管障害や頸髄損傷、神経・筋疾患の臨床像に関する知識を習得する。 

2. 上記疾患・障害に関する作業療法評価の基本技法を習得する。 

3. 上記疾患・障害に関する作業療法援助技術を理解する。 

授業計画 1．神経系疾患の概要       （矢野） 

2．脳血管障害総論        （矢野） 

3．脳血管障害の臨床像①    （矢野） 

4．脳血管障害の臨床像②    （矢野） 

5．脳血管障害の臨床像③    （矢野） 

6．脳血管障害の臨床像④    （矢野） 

7．脳神経とその障害        （矢野） 

8．頭部外傷の臨床像       （矢野） 

9．脳血管障害の治療演習①  （矢野） 

10．脳血管障害の治療演習②  （矢野） 

11．脳血管障害の治療演習③ （矢野） 

12．脳血管障害の治療演習④  （矢野） 

13．脳血管障害の治療演習⑤  （矢野） 

14．脊髄損傷総論            （山形） 

15．頸髄損傷の臨床像①     （山形） 

16．頸髄損傷の臨床像②         （山形） 

17．頸髄損傷の臨床像③         （山形） 

18．頸髄損傷の治療演習①       （山形） 

19．頸髄損傷の治療演習②       （山形） 

20．頸髄損傷の治療演習③       （山形） 

21．頸髄損傷の治療演習④       （山形） 

22．神経・筋疾患総論           （山形） 

23．脱髄性疾患の臨床像        （山形） 

24．脱髄性疾患の治療演習①     （山形） 

25．脱髄性疾患の治療演習②     （山形） 

26．神経変性疾患・筋疾患の臨床像 （佐藤） 

27．変性疾患の治療演習①        （佐藤） 

28．変性疾患の治療演習②      （佐藤） 

29．神経・筋疾患のまとめ         （佐藤） 

30．定期試験 

成績評価 ・ 成績評価は筆記試験と課題（小テストや課題など）および講義への取り組みから総合評定を行う。 

・ 成績評価は 100 点満点とし 60 点以上を合格とする。 

・ 成績の基準は S:90 点以上、A：80 点以上、B:70 点以上、C:60 点以上、D:60 点未満とする。 

・ 再試験は 60 点以上を合格とし、60 点以上であっても科目成績は 60 点で記録する。 

教科書 ・ 標準作業療法学 専門分野 身体機能作業療法学第４版（医学書院） 

・ 標準作業療法学 専門分野 作業療法評価学第３版（医学書院） 

・ 図説 作業療法技術ガイド第 4 版（文光堂） 

・ 脳卒中～基礎知識から最新リハビリテーションまで～（医歯薬出版） 

参考図書 ・ 病気が見える 脳・神経（メディックメディア） 

・ ぜんぶわかる脳の事典（成美堂出版） 

・ 作業療法学ゴールド・マスター・テキスト高次脳機能障害作業療法学改訂第２版（メジカルビュー社） 

・ 神経診察クローズアップ（メジカルビュー社） 

・ プロメテウス解剖学アトラス 頭部／神経解剖（医学書院） 

その他 予習プリント、復習プリントによる課題などを通して知識の定着および技能の習得を行う。 
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2023 年度 大分リハビリテーション専門学校 作業療法士科 ２Ａ１１ 

 

基本情報 2 年前期 専門分野 ■必修  □選択 １単位 30 時間 授業方法（講義） 

科目名 精神機能障害治療学Ⅰ 

担当者 

 

清永 瞳（実務経験者） 

作業療法士 

作業療法士として医学部附属病院の精神科デイに勤務。10 年以上の精神科

作業療法の実務経験を有す。 

授業概要 この授業では、精神機能障害における疾患の臨床像を理解し、各病期に必要な基本的治療および作業療法の

支援技法について学ぶ。 

到達目標 1. 精神機能障がい者に対する作業療法の知識を習得する。 

2. 精神機能障害における疾患の臨床像を学び、各病期に必要な基本的治療および作業療法の 

支援技法を習得する。 

3. 精神科特有の集団治療法の基礎知識・基礎技法を習得する。 

4. 実技演習を通し具体的な治療法や関わりを学ぶ。 

前職業人としての態度と姿勢を習得する。 

授業計画 1．気分障害の作業療法① 

2．気分障害の作業療法② 

3．気分障害の作業療法③ 

4．気分障害の作業療法④ 

5．神経症圏の作業療法① 

6．神経症圏の作業療法② 

7．神経症圏の作業療法③ 

8．PD・適応障害と作業療法① 

9．PD・適応障害と作業療法② 

10．摂食障害と作業療法 

11．物質関連障害と作業療法① 

12．物質関連障害と作業療法②  

13．成人の発達障害と作業療法① 

14．成人の発達障害と作業療法② 

15．定期試験 

成績評価 ・ 成績評価は筆記試験と課題（小テストや課題など）および講義への取り組みから総合評定を行う。 

・ 成績評価は 100 点満点とし 60 点以上を合格とする。 

・ 成績の基準は S:90 点以上、A：80 点以上、B:70 点以上、C:60 点以上、D:60 点未満とする。 

・ 再試験は 60 点以上を合格とし、60 点以上であっても科目成績は 60 点で記録する。 

教科書 ・OT 症例レポート 赤ペン添削（羊土社） 

・作業療法学ゴールド・マスター・テキスト精神障害作業療法学（メジカルビュー社） 

参考図書 ・ 作業療法のとらえかた （文光堂） 

・ ひとと作業・作業活動（三輪書店） 

・ ひとと集団・場（三輪書店） 

その他 ・ 演習で必要なものの詳細は、講義の中で随時説明する。 

・ 講義の順序は調整により変更する場合がある。 
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2023 年度 大分リハビリテーション専門学校 作業療法士科 ２Ａ１２ 

 

基本情報 2 年前期 専門分野 ■必修  □選択 １単位 30 時間 授業方法（講義） 

科目名 発達障害学 

担当者 後藤英子（実務経験者） 

作業療法士 

身体障害領域と発達障害領域を中心に実務経験を有する。その後、作業療法

士専門学校の教員として 15 年以上、身体障害領域・発達障害領域を中心に講

義を担っている。 

授業概要 この授業では、主に運動機能・感覚機能・感覚運動協応の発達に障害を持つ児への作業療法の評価・治療・

援助の基礎となる疾患や障害についての理解を深める。 

到達目標 1. 発達障害の作業療法の主たる対象疾患について理解を深める 

2. 発達障害の作業療法の主たる対象疾患の障害像について理解を深める 

3. 発達過程での障害の重複が運動感覚協応・社会性の発達に及ぼす影響について理解を深める 

4. 感覚運動協応・社会性の発達の障害が生活機能に及ぼす影響について理解を深める 

授業計画 1. オリエンテーション、対象疾患の概要 

2. 脳性麻痺 (1) 定義と症状 

3. 脳性麻痺 (2) 病型分類 

4. 脳性麻痺 (3) 病型別の障害像① 

5. 脳性麻痺 (4) 病型別の障害像② 

6. 脳性麻痺（４タイプの整理:実技） 

7. 重症心身障害児 

8. 中間試験・筋ジストロフィー① 

9. 筋ジストロフィー②、二分脊椎、分娩麻痺① 

10. 二分脊椎、分娩麻痺② 

11. 精神発達遅滞・ダウン症 

12. 自閉症・SLD・ADHD・DCD① 

13. 自閉症・SLD・ADHD・DCD② 

14. 心身症・虐待 

15. 定期試験 

成績評価 ・ 成績評価は筆記試験と課題（小テストや課題など）および講義への取り組みから総合評定を行う。 

・ 成績評価は 100 点満点とし 60 点以上を合格とする。 

・ 成績の基準は S:90 点以上、A：80 点以上、B:70 点以上、C:60 点以上、D:60 点未満とする。 

・ 再試験は 60 点以上を合格とし、60 点以上であっても科目成績は 60 点で記録する。 

教科書 ・作業療法学 ゴールド・マスター・テキスト 発達障害作業療法学 第 3 版（メジカルビュー社） 

・標準理学療法学・作業療法学 専門基礎分野 小児科学（医学書院） 

参考図書 ・ イラストでわかる発達障害の作業療法（医歯薬出版株式会社） 

・ 標準作業療法学 専門分野 発達過程作業療法学 第 3 版 

・ 図解 作業療法技術ガイド 第 4 版（文光堂） 

・ 感覚統合 Q＆A（協同医書出版社） 

その他 随時演習を行うので、ジャージなどの動きやすい服を準備すること。 
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2023 年度 大分リハビリテーション専門学校 作業療法士科 ２Ａ１３ 

 

基本情報 2 年前期 専門分野 ■必修  □選択 1 単位 30 時間 授業方法（講義） 

科目名 発達障害治療学Ⅰ 

担当者 兒玉敬祐（実務経験者） 

作業療法士 

作業療法士として発達障害児・者の施設に 5 年間の実務経験を有す。治療から

社会参加の支援まで幅広い経験あり。 

授業概要 この授業では、主に運動機能・感覚機能・感覚運動協応の発達に障害を持つ児への作業療法の評価・治療・

援助の技術を学ぶ。 

 

到達目標 1. 発達障害作業療法の主たる対象疾患を有する児への作業療法実践過程について理解を深める 

2. 発達障害の作業療法での治療理論について理解を深める 

3. 遊びの形で作業療法を提供する意義について理解を深める 

4. 発達障害の作業療法での治療・援助の技術を習得する 

 

授業計画 1. 姿勢・移動への援助① 

2. 姿勢・移動への援助②  

3. 姿勢・移動への援助③ 

4．食事への援助① 

5．食事への援助② 

6．排泄行動への援助① 

7．排泄行動への援助② 

8．更衣への援助① 

9. 更衣への援助② 

10．更衣への援助③ 

11. 遊びと学習の支援① 

12．遊びと学習の支援② 

13．遊びと学習の支援③ 

14. 遊びと学習の支援④ 

15．定期試験 

成績評価 ・ 成績評価は筆記試験と課題（小テストや課題など）および講義への取り組みから総合評定を行う。 

・ 成績評価は 100 点満点とし 60 点以上を合格とする。 

・ 成績の基準は S:90 点以上、A：80 点以上、B:70 点以上、C:60 点以上、D:60 点未満とする。 

・ 再試験は 60 点以上を合格とし、60 点以上であっても科目成績は 60 点で記録する。 

教科書 ・発達障害の作業療法 実践編（三輪書店） 

・感覚統合 Q＆A（協同医書出版社） 

参考図書 ・ イラストでわかる発達障害の作業療法（医歯薬出版株式会社） 

その他 随時演習を行うので、ジャージなどの動きやすい服を準備すること。 
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2023 年度 大分リハビリテーション専門学校 作業療法士科 ２Ａ１４ 

 

基本情報 2 年前期 専門分野 ■必修  □選択 1 単位 30 時間 授業方法（講義） 

科目名 老年期障害学 

担当者 首藤小春（実務経験者） 

作業療法士 

作業療法士として介護老人保健施設や高齢者を中心とした医療機関での実務

経験を有する。その後、作業療法士専門学校の教員として、主に認知症などの

老年期疾患に関する講義を担っている 

授業概要 この授業では、高齢期の心身の特徴を理解し、高齢者に多い疾患や病態について学ぶ 

到達目標 1. 高齢社会、高齢期の課題を理解し説明できる 

2. 高齢期の心身の特徴を理解し説明できる 

3. 高齢者に多い疾患の特徴を理解し説明できる 

4．  認知症の全体像を理解し説明できる 

授業計画 1．高齢社会と高齢期の課題 

2．社会制度と高齢期作業療法 

3．高齢期の生理的・身体的特徴① 

4．高齢期の生理的・身体的特徴② 

5．高齢期の精神的・心理的特徴 

6．老年期症候群① 

7．老年期症候群② 

8．高齢者に多い疾患① 

9．高齢者に多い疾患② 

10．高齢者に多い疾患③ 

11．高齢者と薬剤 

12．認知症高齢者の全体像① 

13．認知症高齢者の全体像② 

14．生きがいとその人らしさ 

15．定期試験 

成績評価 ・ 成績評価は筆記試験と課題（小テストや課題など）および講義への取り組みから総合評定を行う 

・ 成績評価は 100 点満点とし 60 点以上を合格とする 

・ 成績の基準は S:90 点以上、A：80 点以上、B:70 点以上、C:60 点以上、D:60 点未満とする 

・ 再試験は 60 点以上を合格とし、60 点以上であっても科目成績は 60 点で記録する 

教科書 ・標準作業療法学 専門分野 高齢期作業療法学 

・老年医学への招待 

・病気がみえる循環器（メディックメディア） 

・病気がみえる呼吸器（メディックメディア） 

参考図書 ・標準作業療法学 専門分野 身体機能作業療法学 

・クリニカル作業療法シリーズ 高齢期領域の作業療法第 2 版 

・図解 作業療法技術ガイド 

※以上の参考図書以外にも、適宜紹介する 

その他 資料保管用の A4 ファイルを 1 冊用意すること 
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2023 年度 大分リハビリテーション専門学校 作業療法士科 ２Ａ１５ 

 

基本情報 2 年前期 専門分野 ■必修  □選択 1 単位 30 時間 授業方法（講義） 

科目名 老年期障害治療学Ⅰ 

担当者 小合瀬健志（実務経験者） 

作業療法士 

作業療法士として介護老人保健施設や訪問リハビリテーションなどで高齢者を

中心とした実務経験を有し、加齢性疾患や認知症など老年期疾患に対する作

業療法に従事する。 

真田康孝（実務経験者） 

作業療法士 

作業療法士として介護老人保健施設や高齢者を中心とした医療機関での実務

経験を有し、内部疾患や認知症などの老年期疾患に対する作業療法に従事す

る。 

授業概要 この授業では、高齢者作業療法の基本的な知識および技術を学ぶ 

到達目標 1. 高齢期に多い重複疾患に対する作業療法の原則を理解する 

2. 認知症高齢者に対する作業療法について理解する 

3. 高齢期作業療法のリスク管理を理解する 

4. 介護予防の作業療法について理解する 

授業計画 1. 高齢期作業療法の実践課程                 （小合瀬） 

2. 病期・実施場所に応じた治療・援助内容の違い      （小合瀬） 

3. 高齢期作業療法のリスク管理                 （小合瀬） 

4. 介護老人保健施設における作業療法            （小合瀬） 

5. 介護老人保健施設における作業療法            （小合瀬） 

6. 訪問リハビリテーションにおける作業療法          （小合瀬） 

7. 訪問リハビリテーションにおける作業療法          （小合瀬） 

8. 重複障害の作業療法①                      (真田) 

9. 重複障害の作業療法②                             (真田) 

10. 重複障害の作業療法③                             (真田) 

11. 重複障害の作業療法④                             (真田) 

12. 重複障害の作業療法⑤                             (真田) 

13. 重複障害の作業療法⑥                             (真田) 

14. 重複障害の作業療法⑦                             (真田) 

15. 期末試験 

成績評価 ・ 成績評価は筆記試験と課題（小テストや課題など）および講義への取り組みから総合評定を行う。 

・ 成績評価は 100 点満点とし 60 点以上を合格とする。 

・ 成績の基準は S:90 点以上、A：80 点以上、B:70 点以上、C:60 点以上、D:60 点未満とする。 

・ 再試験は 60 点以上を合格とし、60 点以上であっても科目成績は 60 点で記録する。 

教科書 ・ 標準作業療法学 専門分野 高齢期作業療法学 

・ 老年医学への招待 

参考図書 ・ 老人のリハビリテーション 第 7 版：医学書院 

・  高齢者リハビリテーション実践マニュアル：メジカルビュー 

・ 作業療法全書７老年期：協同医書出版社 

・ 病気がみえるシリーズ：株式会社メディックメディア 

・ 老年医学への招待 

※以上の参考図書以外にも、適宜紹介する。 

その他 ・講義資料を保管する A4 ファイルを用意すること 
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2023 年度 大分リハビリテーション専門学校 作業療法士科 ２Ａ１６ 

 

基本情報 2 年前期 専門分野 ■必修  □選択 1 単位 30 時間 授業方法（講義） 

科目名 社会生活行為学 

担当者 日隈武治（実務経験者）

作業療法士 

身体障害分野の作業療法士としてリハ専門病院や総合リハ施設に勤務し、豊富

な実務経験を有す。認定作業療法士。 

佐藤翼（実務経験者） 

作業療法士 

作業療法士として回復期リハ病棟に勤務した後、訪問リハに従事し幅広い作業療

法経験を有す。 

授業概要 この授業では、家庭生活行為、社会生活行為の概念と遂行に必要な機能を理解し、それらに対する作業療法

の基本的な知識および技術を学ぶ。 

到達目標 1． 社会生活行為の概念とそれに対する作業療法の果たす役割を理解する 

2． 社会生活行為を遂行するための心身機能、影響因子を理解する 

3． 作業療法における社会生活行為の障害の捉え方・各種評価法を理解する 

4． 社会生活行為の障害に対する作業療法援助の視点を理解する 

5． 生活行為向上マネジメントに関する知識、技術を修得する 

授業計画 1． 社会生活行為の概念と範囲、意義 

2． 社会生活行為に必要な心身機能と援助の視点（家庭生活行為①） 

3． 社会生活行為に必要な心身機能と援助の視点（家庭生活行為②） 

4． 社会生活行為に必要な心身機能と援助の視点（家庭生活行為③） 

5． 社会生活行為に必要な心身機能と援助の視点（家庭生活行為④） 

6． 社会生活行為に必要な心身機能と援助の視点（学校・教育生活行為①） 

7． 社会生活行為に必要な心身機能と援助の視点（学校・教育生活行為②） 

8． 社会生活行為に必要な心身機能と援助の視点（遊び・興味・余暇①）  

9． 社会生活行為に必要な心身機能と援助の視点（遊び・興味・余暇②） 

10． 社会生活行為の評価（評価の視点、各種評価バッテリーの紹介） 

11． 生活行為向上マネジメント① 

12． 生活行為向上マネジメント② 

13． 生活行為向上マネジメント③ 

14． 生活行為向上マネジメント④ 

15． 定期試験 

成績評価 ・ 成績評価は筆記試験と課題（小テストや課題など）および講義への取り組みから総合評定を行う。 

・ 成績評価は 100 点満点とし 60 点以上を合格とする。 

・ 成績の基準は S:90 点以上、A：80 点以上、B:70 点以上、C:60 点以上、D:60 点未満とする。 

・ 再試験は 60 点以上を合格とし、60 点以上であっても科目成績は 60 点で記録する。 

教科書 ・ 標準作業療法学 専門分野 日常生活活動・社会生活行為学（医学書院） 

・ 作業療法マニュアル 66 生活行為向上マネジメント 改訂第 3 版（日本作業療法士協会） 

参考図書 ・ 新版 日常生活活動(ADL)－評価と支援の実際－（協同医書出版） 

・ 作業療法学全書［改訂第３版］第 11 巻 作業療法技術学３日常生活活動（医歯薬出版株式会社） 

・ 標準作業療法学 専門分野 基礎作業学（医学書院） 

・ 標準作業療法学 専門分野 作業療法評価学（医学書院） 

※以上の参考図書以外にも、適宜紹介する。 

その他 演習に必要な物は適宜指示する。 
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2023 年度 大分リハビリテーション専門学校 作業療法士科 ２Ａ１７ 

 

基本情報 ２年前期 専門分野 ■必修  □選択 2 単位 30 時間 授業方法（講義、見学） 

科目名 生活環境論 

担当者 鈴木義弘（実務経験者） 

教授 

大学（工学部）で住環境を中心に研究している。都市つくりなどに対する豊富な

指導経験を有す。大分大学理工学部 教授 

松尾清美（実務経験者） 

2 級建築士 

大学などで住環境や福祉用具、補装具の開発などの幅広い分野に対し豊富な

経験を有す。前 佐賀大学教育研究院 医学域医学系 准教授 

吉岡恭介（実務経験者） 

作業療法士 

作業療法士として精神科病院に勤務し、精神障害や心療内科に係る障害を持

ちながら地域生活を送る対象者の経験を有す。その後、専門学校教員として精

神科作業療法の講師を担っている。 

授業概要  環境因子は、障害者（児）の生活機能に強く影響する。身体機能障害者（児）を中心に街や家屋の 

環境整備について福祉用具や補装具、住宅改修について学ぶ 

到達目標 障害者を取り巻く生活環境において、QOL を獲得するために必要な、代償機能的なアプローチの 

基礎的な知識を習得する。 

①人間工学の基礎知識を理解し、人に優しい環境について説明できるようになる。 

②環境調整の基礎知識を理解し、障害に応じた処方・チェックアウト・助言ができるようになる。 

③福祉用具の基礎知識を理解し、障害に応じた処方ができるようになる。 

④座位保持装置の基礎知識を理解し、障害に応じた処方ができるようになる。 

授業計画 1． 生活環境整備の視座～人にやさしい生活環境を考える～（鈴木先生） 

2． 日本建築様式の概要・近代日本住宅の成立とその課題（鈴木先生） 

3． ライフスタイルの現状と課題（鈴木先生） 

4． 高齢者の生活環境（鈴木先生） 

5． ハウスアダプテーション～住環境整備の進め方～（鈴木先生） 

6． 住宅改造の基本技術（鈴木先生） 

7． 住宅建築の基礎知識（鈴木先生） 

8． 福祉のまちづくりと交通（鈴木先生） 

9． バリアフリーとユニバーサルデザイン（吉岡先生） 

10．シーティング（モジュラー型車椅子を中心に）（松尾清美先生） 

11．福祉用具の概念と適用（松尾清美先生） 

12．バリアフリーデザイン、ユニバーサルデザインについて（松尾清美先生） 

13．見学実習（介護研修センター） 

14．見学実習（介護研修センター） 

15．定期試験 

成績評価 ・ 成績評価は 100 点満点とし 60 点以上を合格とする。 

・ 成績の基準は S:90 点以上、A：80 点以上、B:70 点以上、C:60 点以上、D:60 点未満とする。 

・ 再試験は 60 点以上を合格とし、60 点以上であっても科目成績は 60 点で記録する。 

教科書 ・ 福祉用具支援論 テクノエイド協会 

・ 生活環境論テキスト 2022（印刷資料) 

参考図書  

その他 ・介護研修センターの見学にはレポート課題が出されます。 
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2023 年度 大分リハビリテーション専門学校 作業療法士科 ２Ａ１９ 

 

基本情報 2 年前期 専門分野 ■必修  □選択 2 単位 90 時間 授業方法（実習） 

科目名 評価実習 

担当者 専任教員：日隈武治、後藤英子、吉岡恭介、首藤小春、矢野高正、佐藤翼 

実習指導者：各実習地の実務経験 3 年以上の者 

 

授業概要 この実習では、一人の対象者に対する検査・計測を体験し、評価の目的と評価技法について学ぶ。 

 

到達目標 1. 実習生として、前社会人として適切な行動をとり、医療人としての適性を身につける 

2. 対象者に敬意を払いながらコミュニケーションをとることができる 

3. 対象者と接する場合に必要な配慮が必要な事柄を列挙し、安全管理に努めることができる 

4. 作業療法士が臨床現場で行う評価の意味と目的を学ぶ 

5. 臨床現場で具体的な環境と対象者にふれながら、実習指導者の指導のもと検査・測定技法を 

体験することで手順や技法を学ぶ 

6. 体験した検査・測定結果を適切に記録することができる 

7. 臨床現場で具体的な環境と対象者にふれながら、実習指導者の指導のもと面接・観察を体験 

することで手順や技法を学ぶ 

8. 体験した面接・観察の結果を適切に記録することができる 

9. 作業療法で行う作業活動、援助方法を見学し、記録することができる 

10. 作業療法場面で必要な根拠に基づいた学習の意味や関連性を述べることができる 

 

授業計画 ・実習は、10 日間(2 週間）：9 月初旬～中旬を予定（日程は別途通知します） 

・出席日数が 8 日に満たない場合は、延長実習を行う 

・出席日数が 7 日に満たない場合は、補充実習を行う 

・実習の詳細は、「評価実習の手引き」を参照すること 

成績評価 ・実習指導者および担当教員が「評価実習成績報告書」をもとに総合的に評定する 

・合計 60 点以上を合格とする 

教科書 適宜紹介する 

 

参考図書 適宜紹介する 

 

その他 ・実習の詳細は、「臨床実習の手引き」を参照すること 

・この実習までに、各自で必要なワクチン接種を行い、感染症対策を完了しておくこと 
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2023 年度 大分リハビリテーション専門学校 作業療法士科 ２Ｂ０１ 

 

 

 

 

 

 

基本情報 2 年前期 専門分野 ■必修  □選択 1 単位 30 時間 授業方法（対面講義） 

科目名 運動機能構造学 

担当者 日隈武治（実務経験者） 

作業療法士 

身体障害分野の作業療法士としてリハ専門病院や総合リハ施設での豊富な実務

経験を有す。認定作業療法士。 

矢野高正（実務経験者） 

作業療法士 

作業療法士としてリハ専門病院や総合リハ施設に長年勤務。リハに係る障害に対

し幅広い実務経験を有す。認定作業療法士。 

授業概要 各関節の力学的・運動学的特徴を正確な形態学的エビデンスに沿って解説します。一方、運動器疾患や運

動障害の発症機序について関連して深く学習します。臨床整形外科領域に関する最新の研究トピックスについ

ては、適宜最新の話題を提供し、学びを深めていきます。 

到達目標 各関節の運動学的特徴を正確な形態学的エビデンスに基づいて深く学ぶ 

１） 運動器疾患・障害などの発症機序について、最新の機能解剖学的根拠について学ぶ(整形外科学 

の基礎科学) 

２） 機能回復訓練法の解剖学的・運動学的根拠について理解する 

３） 運動機能評価に必要な解剖学的指標（触診法）について学ぶ 

授業計画 1. 上肢帯・肩関節の臨床解剖学① 

2. 上肢帯・肩関節の臨床解剖学② 

3. 肘・前腕の臨床解剖学① 

4. 肘・前腕の臨床解剖学② 

5. 手部の臨床解剖学① 

6. 手部の臨床解剖学② 

7. 触診の仕方 

8. 股関節の臨床解剖学① 

9. 股関節の臨床解剖学② 

10.  膝関節の臨床解剖学① 

11. 膝関節の臨床解剖学② 

12. 足部の臨床解剖学① 

13. 足部の臨床解剖学② 

14. 触診の仕方 

15. 定期テスト 

成績評価 ・ 成績評価は筆記試験と課題（小テストや課題など）および講義への取り組みから総合評定を行う。 

・ 成績評価は 100 点満点とし 60 点以上を合格とする。 

・ 成績の基準は S:90 点以上、A：80 点以上、B:70 点以上、C:60 点以上、D:60 点未満とする。 

・ 再試験は 60 点以上を合格とし、60 点以上であっても科目成績は 60 点で記録する。 

教科書 ・ 標準理学療法学・作業療法学 専門基礎分野 解剖学第 5 版（医学書院） 

・ 基礎運動学 第 6 版 補訂（医歯薬出版） 

参考図書 ・ プロメテウス解剖学アトラス 解剖学総論／運動器系（医学書院） 

その他 ・ 適宜、資料を配布する。 
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2023 年度 大分リハビリテーション専門学校 作業療法士科 ２Ｂ０２ 

 

基本情報 2 年後期 専門分野 ■必修  □選択 1 単位 15 時間 授業方法（講義） 

科目名 臨床医学Ⅱ 

担当者 桑原 宏（実務経験者） 

診療放射線技師 

診療放射線技師として医療機関などで豊富な撮像経験を有す。 

授業概要 この授業では、画像読影をしながら疾患について学ぶ。 

到達目標 1. 画像を通して解剖と生理について学ぶ。 

2. 撮像の基本的な仕組みと、画像読影の基本を学ぶ。 

 

授業計画  

1. 画像検査（Ｘ線・CT・MRI）の基礎知識 

2. 脳画像読影の基礎知識 

3. 胸部・腹部 

4. 脊柱 

5. 上肢・下肢 

6． 超音波検査（頸動脈・関節） 

7.   練習問題・まとめ  

8.   定期試験 

 

 

成績評価 ・ 成績評価は筆記試験と課題（小テストや課題など）および講義への取り組みから総合評定を行う。 

・ 成績評価は 100 点満点とし 60 点以上を合格とする。 

・ 成績の基準は S:90 点以上、A：80 点以上、B:70 点以上、C:60 点以上、D:60 点未満とする。 

・ 再試験は 60 点以上を合格とし、60 点以上であっても科目成績は 60 点で記録する。 

教科書 PT・OT のための画像のみかた 第 2 版（金原出版） 

 

参考図書 特になし。 

 

その他 私語や講義と無関係な行為については、厳しく対処する。 
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2023 年度 大分リハビリテーション専門学校 作業療法士科 ２Ｂ０３ 

 

基本情報 2 年後期 専門基礎分野 ■必修  □選択 1 単位 30 時間 授業方法（講義） 

科目名 内科学Ⅱ 

担当者 立川洋一（実務経験者） 

医師 

医学部や大学病院で、循環器を中心に臨床経験30年間以上の豊富な実務

経験を有す内科医。 

授業概要 この授業では、医療職として必要な内科疾患全般に関する基礎的な知識を学ぶ。 

到達目標 高齢者の増加に伴い内科的慢性疾患などを有する割合が高くなっており、患者の全身状態を把握する上で

も内科的基礎知識が必要となる。そこで医療職として必要な内科疾患全般に関する基礎的な知識を養うことを

目標とする。 

１． 内科学総論として内科学の概念を理解する。 

２． 正常臓器の機能と働きを理解する。 

３． 内科疾患の概要、主要症状や検査所見などを理解する。 

授業計画 1．消化器疾患総論および各論 

2．消化器疾患各論 

3．肝・胆・膵疾患総論および各論 

4．肝・胆・膵疾患各論 

5．血液・造血器疾患総論および各論 

6．血液・造血器疾患 

7．代謝性疾患 

8．内分泌疾患総論および各論 

9．内分泌疾患 

10．腎・泌尿器疾患総論および各論 

11．腎・泌尿器疾患 

12．膠原病・アレルギー疾患、免疫疾患 

13．感染性疾患総論および各論 

14．感染性疾患各論 

15.  定期試験 

 

成績評価 ・ 成績評価は筆記試験と課題（小テストや課題など）および講義への取り組みから総合評定を行う。 

・ 成績評価は 100 点満点とし 60 点以上を合格とする。 

・ 成績の基準は S:90 点以上、A：80 点以上、B:70 点以上、C:60 点以上、D:60 点未満とする。 

・ 再試験は 60 点以上を合格とし、60 点以上であっても科目成績は 60 点で記録する。 

教科書 標準理学療法・作業療法学 内科学（医学書院） 

 

参考図書 「わかりやすい内科学｣井村裕夫 編(文光堂) 

「臨床検査データブック」高久史麿 監修（医学書院） 

「今日の治療指針」山口徹 他編（医学書院） 

その他 私語や講義と無関係な行為については、厳しく対処する。 
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2023 年度 大分リハビリテーション専門学校 作業療法士科 ２Ｂ０４ 

 

基本情報 2 年後期 専門分野 ■必修  □選択 1 単位 30 時間 授業方法（講義） 

科目名 整形外科学Ⅱ 

担当者 七森和久（実務経験者） 

医師 

臨床経験 35 年間以上の実務経験を有す整形外科医。 

授業概要 この授業では、整形外科疾患の基本的知識について学ぶ。 

到達目標 1）整形外科疾患に関する基本的知識を習得する。 

2）整形外科疾患に関する治療の基本を理解する。 

3）整形外科疾患に対するリハビリテーションの基本的考え方および手技について理解する。 

授業計画 1．骨折 

2．骨折 

3．骨折 

4．骨折 

5．骨折 

6．骨折 

7．関節の外傷 

8．関節の外傷 

9．腱・靱帯の外傷 

10. 腱・靱帯の外傷 

11.スポーツ障害 

12 スポーツ障害． 

13.熱傷 

14.切断 

15.定期試験 

 

成績評価 ・ 成績評価は定期試験（筆記試験 中間試験 50 点、期末試験 50 点）にて評価する。 

・ 成績評価は 100 点満点とし 60 点以上を合格とする。 

・ 成績の基準は S:90 点以上、A：80 点以上、B:70 点以上、C:60 点以上、D:60 点未満とする。 

・ 再試験は 60 点以上を合格とし、60 点以上であっても科目成績は 60 点で記録する。 

教科書 ・ 標準理学療法学・作業療法学 専門基礎分野 整形外科学 医学書院 

・ 標準整形外科学  医学書院 

参考図書 講義の中で、随時、紹介する 

その他 私語や講義と無関係な行為については、厳しく対処する。 
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2023 年度 大分リハビリテーション専門学校 作業療法士科 ２Ｂ０５ 

 

基本情報 2 年後期 専門基礎分野 ■必修  □選択 1 単位 30 時間 授業方法（講義） 

科目名 神経内科学 

担当者 吉留宏明（実務経験者） 

医師 

リハビリテーション専門病院に勤務した後、開業医として神経内科疾患を中心

に、約 40 年間の豊富な実務経験を有す神経内科医。 

井野邉純一（実務経験者） 

医師 

開業医として神経内科疾患を中心に、豊富な実務経験を有し、リハビリテーシ

ョン関連の研究にも数多く携わっている。 

垣迫真一（実務経験者） 

医師 

開業医として神経内科疾患を中心に、30 年以上の豊富な実務経験を有す

神経内科医。 

授業概要 この授業では、医療職として必要な神経内科学全般に関する基礎的な知識を学ぶ。 

到達目標 神経内科学の症候群・診断学・治療学を理解させ、理学療法・作業療法に役立てるようにする。 

 

授業計画 1． 筋萎縮のみかた 精神障害のみかた       

2． 意識障害のみかた           

3． 運動神経症、ミオパチー       

4． 脳神経障害のみかた       

5． パーキンソン障害、錐体外路疾患         

6． 運動障害のみかた、高次脳機能障害のみかた       

7． 小脳障害のみかた 小脳疾患        

8． 脊髄疾患       

9． 脳血管障害       

10． 脳卒中のみかた         

11． 感覚障害のみかた 不随意運動のみかた        

12． 感染症、髄膜炎、脳炎   

13． 末梢神経疾患 脱髄性疾患        

14． 神経内科概論 総合診断のしかた 腫瘍 発作性疾患   

15． 定期試験  

成績評価 ・ 成績評価は筆記試験と課題（小テストや課題など）および講義への取り組みから総合評定を行う。 

・ 成績評価は 100 点満点とし 60 点以上を合格とする。 

・ 成績の基準は S:90 点以上、A：80 点以上、B:70 点以上、C:60 点以上、D:60 点未満とする。 

・ 再試験は 60 点以上を合格とし、60 点以上であっても科目成績は 60 点で記録する。 

教科書 ・ 標準理学療法・作業療法学 神経内科学（医学書院） 

参考図書 ・ ベッドサイドの神経の診かた（南山堂） 

・ 神経診察クローズアップ（メジカルビュー社） 

その他 私語や内職については、厳しく対処する。 
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2023 年度 大分リハビリテーション専門学校 作業療法士科 ２Ｂ０６ 

 

 

 

 

 

基本情報  2 年後期 専門分野 ■必修  □選択 1 単位 15 時間 授業方法（演習） 

科目名  地域リハビリテーション演習 

担当者  吉岡恭介（実務経験者） 

作業療法士 

作業療法士として精神科病院に勤務し、精神障害や心療内科に係る障害を持

つ対象者の経験を有す。その後、専門学校教員として精神科作業療法の講師

を担っている。 

 

授業概要  地域包括ケアの推進には、医療・介護の連携が欠かせず、そこには多職種が関わる。この講義では、専門職連

携（IPW）の考え方に基づいて、様々な職種を目指す学生と同じ場所で共に学び合うことにより、様々な視点での

考え方など理解を深める。 

 

到達目標  1. 専門職連携（IPW）の考え方を元に、専門職連携教育（IPE）を学ぶ 

2. 専門職連携教育（IPE）について、様々な職種を目指す学生と共に学び合い、様々な視点での 

考え方など理解を深める。 

 

授業計画  1．職種理解を深める   ① 

2. 職種理解を深める   ② 

3. 職種理解を深める   ③ 

4. 職種理解を深める   ④ 

5. 仮想症例を用いた検討 ①  

6. 仮想症例を用いた検討 ② 

7. 仮想症例を用いた検討 ③ 

8. 仮想症例を用いた検討 ④ 

 

成績評価 ・  ・ 合同ディスカッションや発表準備においての能動的な取り組みに対しての評価、及びレポート課題にて評価

する。 

・ 成績評価は 100 点満点とし 60 点以上を合格とする。 

・ 成績の基準は S:90 点以上、A：80 点以上、B:70 点以上、C:60 点以上、D:60 点未満とする。 

・ 再試験は 60 点以上を合格とし、60 点以上であっても科目成績は 60 点で記録する。 

教科書   

参考図書   

その他 ・  ・ 適宜、講義前に配布資料を使用する。 

・ 他学科の学生と協働する稀少な機会となるため、積極的に取り組むことを望む。 
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2023 年度 大分リハビリテーション専門学校 作業療法士科 ２B０７ 

 

基本情報 2 年後期 専門分野 ■必修  □選択 2 単位３０時間 授業方法（講義） 

科目名 基礎作業学Ⅲ（分析） 

担当者 後藤英子（実務経験者） 

作業療法士 

身体障害領域と発達障害領域を中心に実務経験を有する。その後、作業療法

士専門学校の教員として 15 年以上、身体障害領域・発達障害領域を中心に講

義を担っている。 

授業概要 この授業では、作業療法の手段としての作業についての理解を深め、人と作業との関係、作業そのものの特性

を分析する視点・手法を理解し、作業療法の治療・援助・指導理論に活用する方法を学ぶ。 

到達目標 1. 作業療法としての作業活動を理解する。  

2．作業学の流れおよび作業分析の種類を理解する。 

3．基礎作業学Ⅰ・Ⅱで学んだ作業活動について、作業分析に基づいた動作分析および運動分析が 

実行できる。 

4．様々な作業活動を自ら分析できる。また、それらの治療的応用を考えることができる。 

5．これらの知識を用いて、第三者に対し、作業活動の効用説明や教授・指導ができる。 

授業計画 1．作業とは（用語の定義、作業学の流れ） 

2．作業学の理論（作業遂行理論、人間作業モデル、カナダ作業遂行モデル） 

3．作業活動の特性 

4．作業活動の特性 

5．作業分析の種類 

6．作業分析演習①（一般分析①) 

7．作業分析演習②（一般分析②） 

8．作業分析演習③（一般分析③）、分野別作業分析紹介 

9．作業分析演習④（運動分析①） 

10．作業分析演習⑤（運動分析②） 

11．作業分析演習⑥（運動分析③）  

12．作業処方演習①  

13．作業処方演習② 

14．作業活動指導・教授法 

15．作業活動指導・教授法演習 

成績評価 ・課題や講義への取り組み、筆記試験、等を総合的に評価します。 

・ ・成績評価は筆記試験と課題（小テストや課題など）および講義への取り組みから総合評定を行う。 

・ 成績評価は 100 点満点とし 60 点以上を合格とする。 

・ 成績の基準は S:90 点以上、A：80 点以上、B:70 点以上、C:60 点以上、D:60 点未満とする。 

・ 再試験は 60 点以上を合格とし、60 点以上であっても科目成績は 60 点で記録する。 

教科書 ・図解 作業療法技術ガイド 第４版（文光堂） 

・ひとと作業・作業活動 作業の知をとき技を育む 新版（三輪書店） 

・ひとと集団・場 治療や援助における場と集団の用い方 新版（三輪書店） 

参考図書 適宜、紹介します。 

その他 ・基礎作業学Ⅰ・Ⅱで用いた分析ノートを使用するので準備すること 

・随時演習を行います。準備するものはその都度、事前にお伝えします。 
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2023 年度 大分リハビリテーション専門学校 作業療法士科 ２Ｂ０８ 

 

基本情報 2 年後期 専門分野 ■必修  □選択 1 単位 30 時間 授業方法（実習） 

科目名 疾患別評価学演習Ⅱ  

担当者 日隈武治（実務経験者） 

作業療法士 

身体障害分野の作業療法士としてリハ専門病院や総合リハ施設での豊富な実

務経験を有す。認定作業療法士。 

後藤英子（実務経験者） 

作業療法士 

身体障害領域と発達障害領域を中心に実務経験を有する。その後、作業療法

士専門学校の教員として 15 年以上、発達障害領域を中心に講義を担う。 

吉岡恭介（実務経験者） 

作業療法士 

作業療法士として精神科病院に勤務し、精神障害や心療内科に対する経験を

有す。その後、専門学校教員として精神科作業療法の講師を担う。 

首藤小春（実務経験者） 

作業療法士 

作業療法士として高齢者を中心とした生活期リハの実務経験を有する。その

後、専門学校の教員として、主に老年期疾患に関する講義を担う。 

矢野高正（実務経験者） 

作業療法士 

作業療法士としてリハ専門病院や総合リハ施設に長年勤務。リハに係る障害に

対し幅広い実務経験を有す。認定作業療法士。 

佐藤翼（実務経験者） 

作業療法士 

作業療法士として回復期リハ病棟にて神経系および運動器疾患を中心に、幅

広い作業療法経験を有す。 

授業概要 この授業では、作業療法において必要となる基本的な技法（主に治療法）について、演習を通して学ぶ。 

到達目標 1. 基本的なリスク管理および介助技術を習得する 

2. 各技法を対象者の状態に合わせて実施出来るようになる 

3. 作業療法士に必要とされるコミュニケーション技能を身につける 

授業計画 ＜身体障害領域＞ 

1. 関節可動域訓練 ① 

2. 関節可動域訓練 ② 

3. 促通手法・アクティビティ ① 

4. 促通手法・アクティビティ ② 

5. 移乗・歩行介助 ① 

6. 移乗・歩行介助 ②  

＜精神障害領域＞ 

7. 個別の作業活動を用いた関わり ① 

8. 個別の作業活動を用いた関わり ② 

9. 集団の作業活動を用いた関わり ① 

10. 集団の作業活動を用いた関わり ② 

＜発達障害領域＞ 

11. SST ペアレントトレーニング ① 

12. SST ペアレントトレーニング ② 

13. SST ペアレントトレーニング ③ 

 

14. まとめ 試験オリエンテーション 

15. 定期試験 

成績評価 ・ 成績評価は定期試験（実技試験）、課題等提出物、平常点（授業中の態度、身だしなみ）を通して総合的

に評価する。 

・ 成績評価は 100 点満点とし 60 点以上を合格とする。 

・ 成績の基準は S:90 点以上、A：80 点以上、B:70 点以上、C:60 点以上、D:60 点未満とする。 

・ 再試験は 60 点以上を合格とし、60 点以上であっても科目成績は 60 点で記録する。 

教科書 PT・OT のための臨床技能と OSCE 金原出版 

参考図書  

その他 特に指定のない限り、実習着・実習用上靴着用とする。 

※その他の詳細事項は、別途資料に従うこと。 
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2023 年度 大分リハビリテーション専門学校 作業療法士科 ２Ｂ０９ 

 

基本情報 2 年後期 専門分野 ■必修  □選択 1 単位 30 時間 授業方法（講義） 

科目名 職業関連活動評価学 

担当者 吉岡恭介（実務経験者） 

作業療法士 

作業療法士として精神科病院に勤務し、精神障害や心療内科に係る障害を持

つ対象者の経験を有す。その後、専門学校教員として精神科作業療法の講師

を担っている。 

矢野太亮(実務経験者） 

社会福祉士 

社会福祉士として、社会福祉法人シンフォニーのサービス管理責任者として主

に発達障害者(児)に 15 年以上関わる。特に就労移行・就労継続支援について

豊富な実務経験を要する。 

授業概要 この授業では、障害者の就業の一般的過程と、それに関わる作業療法士の役割を理解する 

 

到達目標 1.「ひと」にとっての職業の意味と意義を理解する 

2. 障害分野における就労支援を理解する 

3. 作業療法における職業関連評価の知識を習得する 

授業計画 1．作業療法における就労支援の歴史と現状 

2. 職業関連活動と作業療法 

3. 就労支援に関わる地域資源 １ 

4. 就労支援に関わる地域資源 ２ 

5. 就労支援における作業療法  

6. 就労支援のための評価 １ 

7. 就労支援のための評価 ２ 

8. 就労支援のための評価 ３ 

9. 障害別就労支援の実際１（矢野先生） 

10. 障害別就労支援の実際２（矢野先生） 

11. 就労支援に関わる施設見学（就労継続支援事業所） 

12. 就労支援に関わる施設見学（就労継続支援事業所） 

13. 就労支援に関わる施設見学（太陽の家） 

14. 就労支援に関わる施設見学（太陽の家） 

15. 定期試験  

成績評価 ・ 筆記試験及び課題レポート（施設見学） 

・ 成績評価は 100 点満点とし 60 点以上を合格とする。 

・ 成績の基準は S:90 点以上、A：80 点以上、B:70 点以上、C:60 点以上、D:60 点未満とする。 

・ 再試験は 60 点以上を合格とし、60 点以上であっても科目成績は 60 点で記録する。 

教科書 ・ 標準作業療法学 専門分野 作業療法評価学 第 3 版（医学書院） 

・ 図解 作業療法技術ガイド 第３版（文光堂） 

参考図書 特になし 

その他 就労支援に関わる施設見学は新型コロナウイルス感染症の状況により判断する。 
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2023 年度 大分リハビリテーション専門学校 作業療法士科 ２Ｂ０９ 

基本情報 2 年後期 専門分野 ■必修  □選択 1 単位 30 時間 授業方法（講義） 

科目名 職業関連活動評価学 

担当者 吉岡恭介（実務経験者） 

作業療法士 

作業療法士として精神科病院に勤務し、精神障害や心療内科に係る障害を持

つ対象者の経験を有す。その後、専門学校教員として精神科作業療法の講師

を担っている。 

矢野太亮(実務経験者） 

社会福祉士 

社会福祉士として、社会福祉法人シンフォニーのサービス管理責任者として主

に発達障害者(児)に 15 年以上関わる。特に就労移行・就労継続支援について

豊富な実務経験を要する。 

授業概要 この授業では、障害者の就業の一般的過程と、それに関わる作業療法士の役割を理解する 

到達目標 1.「ひと」にとっての職業の意味と意義を理解する 

2. 障害分野における就労支援を理解する 

3. 作業療法における職業関連評価の知識を習得する 

授業計画 1．作業療法における就労支援の歴史と現状 

2. 職業関連活動と作業療法 

3. 就労支援に関わる地域資源 １ 

4. 就労支援に関わる地域資源 ２ 

5. 就労支援における作業療法  

6. 就労支援のための評価 １ 

7. 就労支援のための評価 ２ 

8. 就労支援のための評価 ３ 

9. 障害別就労支援の実際１（矢野先生） 

10. 障害別就労支援の実際２（矢野先生） 

11. 就労支援に関わる施設見学（就労継続支援事業所） 

12. 就労支援に関わる施設見学（就労継続支援事業所） 

13. 就労支援に関わる施設見学（太陽の家） 

14. 就労支援に関わる施設見学（太陽の家） 

15. 定期試験  

 

成績評価 ・ 筆記試験及び課題レポート（施設見学） 

・ 成績評価は 100 点満点とし 60 点以上を合格とする。 

・ 成績の基準は S:90 点以上、A：80 点以上、B:70 点以上、C:60 点以上、D:60 点未満とする。 

・ 再試験は 60 点以上を合格とし、60 点以上であっても科目成績は 60 点で記録する。 

 

教科書 ・ 標準作業療法学 専門分野 作業療法評価学 第 3 版（医学書院） 

・ 図解 作業療法技術ガイド 第３版（文光堂） 

参考図書 特になし 

その他 就労支援に関わる施設見学は新型コロナウイルス感染症の状況により判断する。 
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2023 年度 大分リハビリテーション専門学校 作業療法士科 ２B１０ 

 

基本情報 2 年後期 専門分野 ■必修  □選択 1 単位 30 時間 授業方法（講義） 

科目名 運動器疾患治療学 

担当者 山形茂生（実務経験者） 

作業療法士 

作業療法士として総合リハ施設に 20 年以上の勤務経験を有す。また、長年、日

本テクニカルエイド協会の理事を担う。現左、福祉住環境のコーディネーターとし

て従事している。 

大野喜紀（実務経験者） 

作業療法士 

作業療法士として一般病棟や回復期リハ病棟に勤務し、神経筋疾患や心疾患な

どを有す障がい者のリハビリテーションに従事する。 

授業概要 この授業では、運動器疾患の基本的知識と臨床像を学習し、作業療法アプローチの基本について学ぶ。 

到達目標 1. 関節リウマチ、骨折、脊椎疾患などの運動器疾患および終末期の臨床像に関する知識を習得する。 

2. 上記疾患・障害に関する作業療法評価の基本技法を習得する。 

3. 上記疾患・障害に関する作業療法援助技術を理解する。 

授業計画 1． 関節リウマチの評価と治療①                   （大野） 

2． 関節リウマチの評価と治療②                   （大野） 

3． 骨折の評価と治療①                        （大野） 

4． 骨折の評価と治療②                            （大野） 

5． 末梢神経損傷の評価と治療①                     （大野） 

6． 末梢神経損傷の評価と治療②                     （大野） 

7． 腱損傷（手指腱損傷、腱板断裂）の評価と治療          （大野） 

8． 腱損傷（手指腱損傷、腱板断裂）の評価と治療          （大野） 

9． 熱傷、脊椎疾患の評価と治療                     （山形） 

10． 熱傷、脊椎疾患の評価と治療                    （山形） 

11． 加齢性関節疾患の評価と治療                      （山形） 

12． 加齢性関節疾患の評価と治療                    （山形） 

13． 運動器疾患に対する生活環境の支援①             （山形） 

14． 運動器疾患に対する生活環境の支援②             （山形） 

15． 定期試験 

成績評価 ・ 成績評価は筆記試験と課題（小テストや課題など）および講義への取り組みから総合評定を行う。 

・ 成績評価は 100 点満点とし 60 点以上を合格とする。 

・ 成績の基準は S:90 点以上、A：80 点以上、B:70 点以上、C:60 点以上、D:60 点未満とする。 

・ 再試験は 60 点以上を合格とし、60 点以上であっても科目成績は 60 点で記録する。 

教科書 ・ 標準作業療法学 専門分野 身体機能作業療法学第 4 版（医学書院） 

・ 標準作業療法学 専門分野 作業療法評価学第 3 版（医学書院） 

・ 図解 作業療法技術ガイド第 4 版（文光堂） 

参考図書 ・ 標準理学療法学/作業療法学 整形外科第 4 版（医学書院） 

・ 標準整形外科科学 第 12 版（医学書院） 

・ 新版 日常生活活動（ADL）第 2 版‐評価と支援の実際‐（医歯薬出版） 

・ プロメテウス解剖学アトラス 解剖学総論 運動器系 第 3 版（医学書院） 

その他 予習プリント、復習プリントを実施するとともに、演習を通して知識の向上と技能の習得を行う。 
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2023 年度 大分リハビリテーション専門学校 作業療法士科 ２Ｂ１１ 

 

基本情報 2 年後期 専門分野 ■必修  □選択 1 単位 30 時間 授業方法（講義） 

科目名 内部疾患治療学 

担当者 真田康孝（実務経験者） 

作業療法士 

作業療法士として医療機関での実務経験を有し、内部疾患や認知症などに対す

る作業療法に従事する。 

授業概要 この授業では、内部疾患による障害と重複障害の基本的知識およびその臨床像を学習し、作業療法アプローチ

の基本について学ぶ。 

到達目標 1. 内部疾患、排尿障害および終末期の臨床像、重複障害に関する知識を習得する。 

2. 上記疾患・障害に関する作業療法評価の基本技法を習得する。 

3. 上記疾患・障害に関する作業療法援助技術を理解する。 

授業計画 1． 内部疾患と作業療法 

2． 循環器疾患の臨床像 

3． 循環器疾患を有する者への作業療法 

4． 呼吸器疾患の臨床像 

5． 呼吸器疾患を有する者への作業療法 

6． 終末期の臨床像 

7． 終末期にあたる者への作業療法 

8． 重複障害の作業療法① 

9． 重複障害の作業療法② 

10． 重複障害の作業療法③ 

11． 重複障害の作業療法④ 

12． 重複障害の作業療法⑤ 

13． 重複障害の作業療法⑥ 

14． 重複障害の作業療法⑦ 

15． 定期試験 

成績評価 ・ 筆記試験と課題（小テストや課題など）および講義への取り組みから総合評定を行う。 

・ 合計 60 点以上を合格とする。 

教科書 ・ 標準作業療法学 専門分野 身体障害作業療法学第 4 版 

・ 標準作業療法学 専門分野 作業療法評価学第 3 版 

・ 図説 作業療法技術ガイド第 4 版 

参考図書 ・ 標準 PT/OT 学 内科学 第 3 版 

・ 新版 日常生活活動学（ADL）‐評価と支援の実際‐ 

 

その他 予習プリント、復習プリントを実施するとともに、グループ演習を通して知識の向上と技能の習得を行う。 
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2023 年度 大分リハビリテーション専門学校 作業療法士科 ２Ｂ１２ 

 

基本情報 2 年後期 専門分野 ■必修  □選択 1 単位 30 時間 授業方法（講義） 

科目名 精神機能障害治療学Ⅱ 

担当者 

 

山田 帆真麗（実務経験者） 

作業療法士 

精神科の医療機関に勤務し、20 年以上の精神科作業療法の実務経験を有

す。訪問看護と連携した地域生活支援にも携わっている。 

授業概要 この授業では、精神機能障害における疾患の臨床像を理解し、各病期に必要な基本的治療および作業療法の

支援技法について学ぶ。 

到達目標 1. 精神機能障がい者に対する作業療法の知識を習得する。 

2. 精神機能障害における疾患の臨床像を学び、各病期に必要な基本的治療および作業療法の支援技法

を習得する。 

3. 精神科特有の集団治療法の基礎知識・基礎技法を習得する。 

4. 実技演習を通し具体的な治療法や関わりを学ぶ。 

5. 前職業人としての態度と姿勢を習得する。 

授業計画 1． 統合失調症ｽﾍﾟｸﾄﾗﾑの作業療法① 

2． 統合失調症ｽﾍﾟｸﾄﾗﾑの作業療法② 

3． 統合失調症ｽﾍﾟｸﾄﾗﾑの作業療法③ 

4． 非定型精神病① 

5． 非定型精神病② 

6． 非定型精神病③  

7． 認知症病棟における作業療法①     

8． 認知症病棟における作業療法② 

9． 精神科におけるリスク管理（てんかん、イレウス、転倒） 

10． 精神科におけるリスク管理（てんかん、イレウス、転倒）  

11． 集団療法の実際① 

12． 集団療法の実際② 

13． 症例検討・治療演習１ 

14． 症例検討・治療演習２ 

15． 定期試験 

成績評価 ・ 期末試験 合計 60 点以上を合格とする。 

教科書 ・作業療法学ゴールド・マスター・テキスト精神障害作業療法学（メジカルビュー社） 

参考図書 ・ 作業療法のとらえかた （文光堂） 

・ ひとと作業・作業活動（三輪書店） 

・ ひとと集団・場（三輪書店） 

その他 ・ 演習で必要なものの詳細は、講義の中で随時説明する。 

・ 講義の順序は調整により変更する場合がある。 
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2023 年度 大分リハビリテーション専門学校 作業療法士科 ２B１３ 

 

基本情報 2 年後期 専門分野 ■必修  □選択 １単位３０時間 授業方法（講義） 

科目名 発達障害治療学Ⅱ 

担当者 高森聖人（実務経験者） 

作業療法士 

作業療法士として精神科病院や精神科デイ、発達障害施設などでの豊富な実

務経験を有す。現在、福祉事業所の管理者であり医療・福祉・介護の制度を中

心に講義を担当している。 

浅倉恵子（実務経験者） 

作業療法士 

作業療法士としてリハビリテーション病院、発達障害のクリニックで豊富な実務経

験を有す。現在はリハビリテーション部長として身体障害、高次脳機能障害、発

達障害に関わり、地域での発達障害児の支援方法を中心に講義を担当してい

る。 

授業概要 この授業では、知的障害、自閉症スペクトラム、注意欠陥多動性障害、限局性学習障害を中心とした発達障

害児（者）への作業療法の治療・援助の技術を学ぶ。 

到達目標 1. 発達障害の作業療法の実践課程について理解を深める 

2. 発達障害作業療法の主たる対象疾患の評価、治療の理解を深める 

3. 発達障害児（者）の家庭生活行為・社会生活行為の支援について理解する 

4. 発達障害児（者）を日常生活圏域で支援する方法を理解する 

授業計画 1. 知的障害児（者）①臨床像の評価                           （高森） 

2. 知的障害児（者）②作業療法のアプローチ                      （高森） 

3. 発達性協調運動障害との関連                             （高森） 

4. 発達障害児（者）①障害像の整理                           （高森） 

5. 発達障害児（者）②臨床像の評価                           （高森） 

6. 発達障害児（者）③作業療法のアプローチ                      （高森） 

7. 限局性学習障害児（者）・注意欠陥多動性障害児（者）へのアプローチ   （高森） 

8. 学校における発達障害児（者）へのアプローチ                   （高森） 

9. 自閉症スペクトラム児（者）へのアプローチ①                    （高森） 

10. 自閉症スペクトラム児（者）へのアプローチ②                    （高森） 

11. 発達障害児（者）への地域での支援①                       （浅倉） 

12. 発達障害児（者）への地域での支援②                       （浅倉） 

13. 発達障害児（者）への地域での支援③                       （浅倉） 

14. 発達障害児（者）への地域での支援④                       （浅倉） 

15. 期末試験 

成績評価 ・ 課題や講義への取り組み、筆記試験、等を総合的に評価する。 

・ 成績評価は 100 点満点とし 60 点以上を合格とする。 

・ 成績の基準は S:90 点以上、A：80 点以上、B:70 点以上、C:60 点以上、D:60 点未満とする。 

・ 再試験は 60 点以上を合格とし、60 点以上であっても科目成績は 60 点で記録する。 

教科書 ・ 発達障害の作業療法 実践編（三輪書店） 

参考図書 ・ イラストでわかる発達障害の作業療法（医歯薬出版株式会社） 

・ 感覚統合 Q＆A（協同医書出版社） 

その他  
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2023 年度 大分リハビリテーション専門学校 作業療法士科 ２Ｂ１４ 

 

基本情報 2 年後期 専門分野 ■必修  □選択 1 単位 30 時間 授業方法（講義） 

科目名 老年期障害治療学Ⅱ 

担当者 児玉隆典（実務経験者） 

作業療法士 

作業療法士として医療機関での実務経験を有し、介護保険下にて幅広く高齢

者の作業療法に従事する。 

阿部 遼（実務経験者） 

作業療法士 

作業療法士として医療機関での実務経験を有し、通所リハビリテーションにて高

齢者の作業療法に従事する。 

授業概要 この授業では、症例や演習を通して高齢者作業療法の基本的な思考過程と技術を学ぶ 

到達目標 １． 医療から介護保険への流れと、それぞれの施設およびサービスでの作業療法士の役割を述べることがで

きる 

２． 高齢期作業療法における実践過程の評価、作業療法立案、実施に必要とされる知識・技術・態度につい

て示すことができる 

３． その人らしさを引き出し活用するアプローチの重要性と効果を理解する 

４． 高齢期集団作業療法のあり方と実践方法を理解する 

授業計画 1. 高齢期の作業療法支援の在り方             （児玉） 

2. 一般高齢者の作業療法                  （児玉） 

3. 介護予防の作業療法                    （児玉） 

4. 高齢期における生活行為向上マネジメント実践課程①（児玉） 

5. 高齢期における生活行為向上マネジメント実践課程②（児玉） 

6. 高齢期における生活行為向上マネジメント実践課程③（児玉） 

7. 高齢期における生活行為向上マネジメント実践課程④（児玉） 

8. 認知症患者への作業療法                 （阿部） 

9. 認知症患者への作業療法                 （阿部） 

10. 神経変性疾患に対する作業療法             （阿部） 

11. 神経変性疾患に対する作業療法             （阿部） 

12. 低栄養、サルコペニアに対する作業療法         （阿部） 

13. 低栄養、サルコペニアに対する作業療法         （阿部） 

14. 高齢期における集団作業療法の展開           （阿部）  

15. 期末試験 

成績評価 ・ 成績評価は筆記試験と課題（小テストや課題など）および講義への取り組みから総合評定を行う 

・ 成績評価は 100 点満点とし 60 点以上を合格とする 

・ 成績の基準は S:90 点以上、A：80 点以上、B:70 点以上、C:60 点以上、D:60 点未満とする 

・ 再試験は 60 点以上を合格とし、60 点以上であっても科目成績は 60 点で記録する 

教科書 ・ 標準作業療法学 専門分野 高齢期作業療法学 

参考図書 ・ 老人のリハビリテーション 第 7 版：医学書院 

・ 高齢者リハビリテーション実践マニュアル：メジカルビュー 

・ ひとと集団・場 第２版：三輪書店 

・ 老年医学への招待 

・ 病気がみえるシリーズ：株式会社メディックメディア 

※以上の参考図書以外にも、適宜紹介する。 

その他 ・ 講義資料を保管する A4 ファイルを準備してください 
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2023 年度 大分リハビリテーション専門学校 作業療法士科 ２Ｂ１５ 

 

基本情報 ２年後期 専門分野 ■必修  □選択 １単位３０時間 授業方法（演習） 

科目名 作業療法治療演習Ⅰ 

担当者 篠原美穂（実務経験者） 

作業療法士 

回復期・生活期のリハビリテーションに長年従事し、排泄リハビリテーションの実

践・研究にも携わっている。認定作業療法士。 

池野 和好（実務経験者） 

作業療法士 

福祉施設および医療機関で神経疾患に対する作業療法の実務経験あり。特に

福祉機器・用具に関する豊富な経験を有す。 

松本 奈穂（実務経験者） 

作業療法士 

作業療法士として福祉用具関連の一般企業に勤務し、福祉用具の選定、調

整、福祉用具に携わる専門職への指導などを実践している。 

授業概要 この授業では、作業療法士として包括的に対象者の生活障害を捉え、各領域での作業療法における援助・指

導方法・治療の展開方法を具体的に学ぶ。 

到達目標 １．作業療法実施計画を報告書として記載する方法を学ぶ。 

２．事例から治療を部分的にでも学び、実践につなげる。 

授業計画 1～4．  排泄リハ・ケア                （篠原） 

5～７．脳卒中の評価と治療                （池野） 

8．９．変性疾患の評価と治療            （池野） 

10～12．脊髄損傷の評価と治療            （池野） 

13～14.シーティングポジションの評価と介入   （松本） 

15．定期試験 

成績評定 ・ 筆記試験と課題（小テストや課題など）および講義への取り組みから総合評定を行う。 

・ 成績評価は 100 点満点とし 60 点以上を合格とする。 

・ 成績の基準は S:90 点以上、A：80 点以上、B:70 点以上、C:60 点以上、D:60 点未満とする。 

・ 再試験は 60 点以上を合格とし、60 点以上であっても科目成績は 60 点で記録する。 

教科書 ・ 標準作業療法学 専門分野 身体機能作業療法学 （医学書院） 

・ 標準作業療法学 専門分野 作業療法評価学（医学書院ん） 

・ 図説 作業療法技術ガイド第 4 版（文光堂）、 

・ 作業療法学ゴールド・マスター・テキスト高次脳機能障害作業療法学（メジカルビュー） 

参考図書 ・ 脳卒中～基礎知識から最新リハビリテーションまで～ 

・ 病気が見える 脳・神経 

・ ぜんぶわかる脳の事典 

・ 標準作業療法学 専門分野 高次脳機能作業療法学（医学書院） 

・ 神経診察クローズアップ 

・ プロメテウス解剖学アトラス 頭部／神経解剖 

その他 ・講義計画の予定は講師や施設の都合で入れ替わることがある。 
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2023 年度 大分リハビリテーション専門学校 作業療法士科 ２Ｂ１６ 

 

基本情報 ２年後期 専門分野 ■必修  □選択 １単位 30 時間 授業方法（講義） 

科目名 地域作業療法学 介護保険 

担当者 日隈武治（実務経験者）

作業療法士 

身体障害分野の作業療法士としてリハ専門病院や総合リハ施設で介護保険制

度施行時より 14 年間にわたり通所リハの作業療法士や介護支援専門員としての

実務経験を有す。認定作業療法士。 

佐藤翼（実務経験者） 

作業療法士 

作業療法士として回復期リハ病棟に勤務した後、訪問リハに従事し幅広い作業療

法経験を有す。 

木山千枝（実務経験者）

作業療法士 

介護老人保健施設や訪問リハ事業所などの介護保険分野において豊富な実務

経験を有す。ＭＴＤＬＰ研修修了者。 

授業概要  地域リハビリテーションの理念に沿って地域で暮らす住民に対する保健・医療・福祉・介護について学ぶ。ま

た、地域つくりや災害支援などを通じて地域包括ケアシステムの構築などについても学ぶ。 

到達目標 ・地域リハビリテーションの理念と高齢期障害者支援の基本的考え方を学び、地域作業療法について理解する。 

・地域で生活する高齢者を取り巻く医療と福祉の現状と課題を知る。 

・地域作業療法（高齢期障害）を支える制度・支援・連携について学ぶ。 

・災害時のリハビリテーション支援を学ぶ 

授業計画 1．高齢期の生活と障害 

2．地域医療の成り立ちと地域リハビリテーションの概念 

3．地域リハビリテーション活動の変遷 

4．地域リハビリテーションのシステムと連携 

5．大規模災害時のリハビリテーション支援 

6．介護保険制度における作業療法士の役割 

7．地域作業療法の実践過程（各部門における役割と内容） 

8．          〃 

9．          〃 

10．実践地域作業療法（身体機能障害） 

11．    〃 

12．実践地域作業療法（終末期） 

13．    〃 

14．実践地域作業療法（高次脳機能障害） 

15．定期試験 

成績評価 ・ 成績評価は筆記試験と課題（小テストや課題など）および講義への取り組みから総合評定を行う。 

・ 成績評価は 100 点満点とし 60 点以上を合格とする。 

・ 成績の基準は S:90 点以上、A：80 点以上、B:70 点以上、C:60 点以上、D:60 点未満とする。 

・ 再試験は 60 点以上を合格とし、60 点以上であっても科目成績は 60 点で記録する。 

教科書 ・『OT 標準作業療法学 専門分野 地域作業療法学』 医学書院 

・適宜、必要な資料等を用意します。 

参考図書 ・『地域リハビリテーション論 Ver．4』三輪書店 

その他 特になし。 
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2023 年度 大分リハビリテーション専門学校 作業療法士科  ２Ａ０７ 

 

基本情報 2 年後期 専門分野 ■必修  □選択 2 単位 30 時間 授業方法（講義） 

科目名 義肢装具学 

担当者 

山形茂生（実務経験者） 

作業療法士 

作業療法士として総合リハ施設に 20 年以上の勤務経験を有す。また、長年、日

本テクニカルエイド協会の理事を担う。現在、福祉住環境のコーディネーターとし

て従事している。 

眞珠 宗彦（実務経験者） 

作業療法士 

作業療法士として医療機関での実務経験を有す。現在、起業し個別や集団のリ

ハに関わるほか、自助具の製作など幅広く対象者への支援に携わっている。 

授業概要 この授業では、義肢装具の基本的構造および機能について作業療法の実践も交えながら、知識と基本的操作

について学ぶ。 

到達目標 1. 義肢・装具・歩行支援用具等の補装具について、作業療法士にとって必要な知識を習得する。 

2. 作業療法の治療手段の１つとして用いるために、義肢・装具・歩行支援用具等の補装具を対象者にどの

ように適応させるかを理解する。 

授業計画 1. 装具総論         （山形） 

2. 装具各論（上肢装具①）（山形） 

3. 装具各論（上肢装具②）（山形） 

4. 装具各論（体幹装具） （山形） 

5. 装具各論（下肢装具①）（山形） 

6. 装具各論（下肢装具②）（山形） 

7. 義肢総論         （山形） 

8. 義手各論①        （山形） 

9. 義手各論②          （山形） 

10. 義足各論①        （山形） 

11. 義足各論②          （山形） 

12. スプリント作製①      （眞珠） 

13. スプリント作製②      （眞珠） 

14. スプリント作製③      （眞珠） 

15. 定期試験 

成績評価  成績評価は筆記試験と課題（小テストや課題など）および講義への取り組みから総合評定を行う。 

 成績評価は 100 点満点とし 60 点以上を合格とする。 

 成績の基準は S:90 点以上、A：80 点以上、B:70 点以上、C:60 点以上、D:60 点未満とする。 

 再試験は 60 点以上を合格とし、60 点以上であっても科目成績は 60 点で記録する。 

教科書  作業療法学全書 改訂第 3 版 第 9 巻 作業療法技術学１義肢装具学 

参考図書  リハビリテーション義肢装具学 

 義肢装具と作業療法～評価から実践まで～ 

その他 演習などを実施しながら理解を深めていく。 
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2023 年度 大分リハビリテーション専門学校 作業療法士科 ２Ｂ１７ 

 

基本情報 2 年後期 専門分野 ■必修  □選択 ３単位 135 時間 授業方法（実習） 

科目名 基礎臨床実習 

 専任教員：日隈武治、後藤英子、吉岡恭介、首藤小春、矢野高正、佐藤翼 

実習指導者：各実習地の実務経験５年以上の者で臨床実習指導者講習会を受講した者 

授業概要 この実習では、一人の対象者に対する評価した結果から、臨床像を把握することについて学ぶ。 

到達目標 作業療法士として評価を行うための検査、測定などの基礎的評価技術を培う。また、検査・測定から治療プロ

グラムの作成までの一連の過程を経験することで総合的な評価技術および臨床的思考（統合と解釈）を習得す

る。 

１人の対象者に対して評価を行い、初期評価報告書作成を経験し、臨床像の理解に努める(問題点の抽出

と全体像のまとめまで)。   

授業計画 ・実習は、15 日間(3 週間）：3 月上旬～ 

・出席日数が 10 日に満たない場合は、延長実習を行う。 

・出席日数が 9 日に満たない場合は、補充実習を行う。 

・実習の詳細は、「臨床実習の手引き」を参照すること。 

 

 

 

 

成績評価 ・実習指導者および担当教員が「基礎臨床実習成績報告書」をもとに総合的に評定する。 

・ 合計 60 点以上を合格とする。 

教科書 適宜紹介する。 

 

参考図書 適宜紹介する。 

 

その他 ・実習の詳細は、「臨床実習の手引き」を参照すること。 

・この実習までに、各自で必要なワクチン接種を行い、感染症対策を完了しておくこと。 
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2023 年度 大分リハビリテーション専門学校 作業療法士科 ３０１ 

 

基本情報 3 年後期 専門分野 ■必修  □選択 2 単位 30 時間 授業方法（演習） 

科目名 卒業研究 

担当者 日隈武治（実務経験者） 

作業療法士 

身体障害分野の作業療法士としてリハ専門病院や総合リハ施設での豊富な実

務経験を有す。認定作業療法士。 

後藤英子（実務経験者） 

作業療法士 

身体障害領域と発達障害領域を中心に実務経験を有する。その後、作業療法

士専門学校の教員として 15 年以上、発達障害領域を中心に講義を担う。 

吉岡恭介（実務経験者） 

作業療法士 

作業療法士として精神科病院に勤務し、精神障害や心療内科に対する経験を

有す。その後、専門学校教員として精神科作業療法の講師を担う。 

首藤小春（実務経験者） 

作業療法士 

作業療法士として高齢者を中心とした生活期リハの実務経験を有する。その

後、専門学校の教員として、主に老年期疾患に関する講義を担う。 

矢野高正（実務経験者） 

作業療法士 

作業療法士としてリハ専門病院や総合リハ施設に長年勤務。リハに係る障害に

対し幅広い実務経験を有す。認定作業療法士。 

佐藤 翼（実務経験者） 

作業療法士 

作業療法士として回復期リハ病棟に勤務した後、訪問リハに従事し幅広い作業

療法経験を有す。 

授業概要 この授業では、研究の基本的形態および研究に関わる基本的知識を理解した上で、研究計画の立案から研

究計画に基づく研究の実施まで、系統的に学ぶ。 

到達目標 1. 作業療法（士）にとっての研究の必要性を理解する 

2. 研究とクリニカルリーズニング、EBM との関連を理解する 

3. 研究の基本的形態および研究に関わる基本的知識を理解する 

4. 作業療法に関わる課題からテーマを設定し、研究計画を立案できる 

5. 研究計画に沿って研究を実施し、結果を論文形式にまとめることができる 

6. 実施した研究成果についてスライド等を使って発表できる 

授業計画  

1. 講義：研究の目的と必要性、研究形態と基

本的知識 

2. 研究計画立案 

3. 研究論文作成 

4. 研究論文作成 

5. 研究論文作成 

6. 研究論文作成 

7. 研究論文作成 

 

8. 研究論文作成 

9. 研究論文作成 

10. 研究論文作成 

11. 研究論文作成 

12. 研究発表準備 

13. 研究発表 

14. 研究発表 

15. 研究発表 

成績評価  成績評価は研究論文およびその作成の過程、研究論文の発表について総合評定する 

 成績評価は 100 点満点とし 60 点以上を合格とする。 

 成績の基準は S:90 点以上、A：80 点以上、B:70 点以上、C:60 点以上、D:60 点未満とする。 

 再試験は 60 点以上を合格とし、60 点以上であっても科目成績は 60 点で記録する。 

教科書  標準作業療法学 専門分野 作業療法臨床実習とケーススタディ第 2 版（医学書院） 

参考図書  別途、指定する 

その他 研究テーマは、原則として総合臨床実習Ⅰ・Ⅱの担当症例との関わりから選択する 
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2023 年度 大分リハビリテーション専門学校 作業療法士科 ３０２ 

 

基本情報 ３年後期 基礎分野 ■必修  □選択 ２単位３０時間 授業方法（講義） 

科目名 作業療法管理学 

担当者 佐藤浩二（実務経験者） 

作業療法士 

身体障害領域を中心に 30 年以上の実務経験を有し、作業療法部門やリハビリ

テーション部門の管理運営に長年従事している。また、排泄リハビリテーション、

スポーツなど作業療法士の関わる領域拡大における多職種連携の経験が豊富

で、卓越したマネジメント能力を有する。認定作業療法士。 

日隈武治（実務経験者） 

作業療法士 

身体障害分野の作業療法士としてリハ専門病院や総合リハ施設での豊富な実

務経験を有す。認定作業療法士で医療安全管理者資格を有する。 

授業概要 この授業では、作業療法士に必要な医療制度、障がい者自立支援法、介護保険制度、精神保健法などの

社会保障制度について学ぶとともに、保健・医療・福祉に携わる者としての職業倫理を学ぶ。 

また、臨床実習での自らの体験を振り返りながら、組織の一員である作業療法士として多職種および地域と

連携し、リハビリテーション医療の質的保証と安全保障としてリスクマネジメントができるようになることを目的に業

務・労務管理や組織マネジメントについて学ぶ。 

到達目標 1.作業療法士に必要な医療保険制度、障がい者自立支援法、介護保険制度、精神保健法などの社会保障

制度を理解する。 

2.保健・医療・福祉に携わる作業療法士としての職業倫理を理解し、それに基づく行動ができるようになる。 

3.患者中心のチーム医療の成員として作業療法士が果たす役割と必要な業務・労務管理を理解する。 

4.リハビリテーション医療の質的保証と安全保障としてのリスクマネジメントについて理解する。 

授業計画 1. 社会保障、地域包括ケアシステム(日隈) 

2. 理学療法士及び作業療法士法（日隈） 

3. 医療保険制度、介護保険制度と関連する法規（日隈） 

4. 障がい者総合支援法と関連する法規（日隈） 

5. 精神保健法、医療観察法（日隈） 

6. ユニバーサルデザイン、バリアフリー（住環境整備、福祉用具） など（日隈） 

7. クリティカルパス、感染症、医療の質とリスクマネジメント（日隈） 

8. 医療人としての倫理性・作業療法士の倫理綱領 （佐藤） 

9. チーム医療の一員としての倫理性 コンプライアンス（佐藤） 

10. リハビリテーション部門・作業療法部門の業務と業務管理（佐藤） 

11. 組織マネジメント：リーダーシップと人材管理（佐藤） 

12. 地域連携；地域包括ケアシステムにおける作業療法士の役割（佐藤） 

13. 地域共生社会における多職種連携（佐藤） 

14. 自己研鑽の必要性；自身の有効な活用のために（佐藤） 

15. 定期試験 

成績評価 ・成績評価は筆記試験と課題（小テストや課題など）および講義への取り組みから総合評定を行う。 

・成績評価は 100 点満点とし 60 点以上を合格とする。 

・成績の基準は S:90 点以上、A：80 点以上、B:70 点以上、C:60 点以上、D:60 点未満とする。 

・再試験は 60 点以上を合格とし、60 点以上であっても科目成績は 60 点で記録する。課題や講義へ 

の取り組み、筆記試験、等を総合的に評価する。 

教科書 ・作業療法管理学入門 第 2 版（医歯薬出版株式会社） 

・標準作業療法学 作業療法概論（医学書院） 

参考図書 ・臨床作業療法 NOVA 作業療法マネジメント（青海社） 

その他 ・演習を行う際には別途通知します。 
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2023 年度 大分リハビリテーション専門学校 作業療法士科 ３０３ 

 

基本情報 3 年前期 専門分野 ■必修  □選択 1 単位 30 時間 授業方法（演習） 

科目名 作業療法治療演習Ⅱ 

担当者 日隈武治（実務経験者） 

作業療法士 

身体障害分野の作業療法士としてリハ専門病院や総合リハ施設での豊富な実

務経験を有す。認定作業療法士。 

後藤英子（実務経験者） 

作業療法士 

身体障害領域と発達障害領域を中心に実務経験を有する。その後、作業療法

士専門学校の教員として 15 年以上、発達障害領域を中心に講義を担う。 

吉岡恭介（実務経験者） 

作業療法士 

作業療法士として精神科病院に勤務し、精神障害や心療内科に対する経験を

有す。その後、専門学校教員として精神科作業療法の講師を担う。 

首藤小春（実務経験者） 

作業療法士 

作業療法士として高齢者を中心とした生活期リハの実務経験を有する。その

後、専門学校の教員として、主に老年期疾患に関する講義を担う。 

矢野高正（実務経験者） 

作業療法士 

作業療法士としてリハ専門病院や総合リハ施設に長年勤務。リハに係る障害に

対し幅広い実務経験を有す。認定作業療法士。 

佐藤翼（実務経験者） 

作業療法士 

作業療法士として回復期リハ病棟に勤務した後、訪問リハに従事し幅広い作業

療法経験を有す。 

授業概要 この授業では、作業療法士として包括的に対象者の生活障害を捉え、具体的な援助・指導方法・治療の展開

方法を具体的に学ぶ。 

到達目標 1. 作業療法実施計画を報告書として記載する方法を学ぶ 

2. 事例から治療を部分的にでも学び、実践につなげる 

授業計画 1. オリエンテーション 

2. 事例報告書作成演習 

3. 事例報告書作成演習 

4. 事例報告書作成演習 

5. 事例報告書作成演習 

6. 治療プログラム演習 

7. 治療プログラム演習 

8. 治療プログラム演習 

9. 治療プログラム演習 

 

10. 発達領域の作業療法演習（後藤） 

11. 発達領域の作業療法演習（後藤） 

12. 発達領域の作業療法演習（後藤） 

13. 救命法 

14. 救命法 

15. 救命法 

レポート作成の課題 

 身体障害領域：MTDLP 形式での作成（1 例） 

 精神障害領域：ICF 形式での作成（1 例） 

 発達領域：レポート作成（１例） 

成績評価 ・ 成績評価は筆記試験と課題（小テストや課題など）および講義への取り組みから総合評定を行う。 

・ 成績評価は 100 点満点とし 60 点以上を合格とする。 

・ 成績の基準は S:90 点以上、A：80 点以上、B:70 点以上、C:60 点以上、D:60 点未満とする。 

・ 再試験は 60 点以上を合格とし、60 点以上であっても科目成績は 60 点で記録する。 

教科書 ・ 標準作業療法学 専門分野 身体障害作業療法学第 4 版（医学書院） 

・ 標準作業療法学 専門分野 作業療法評価学第 3 版（医学書院） 

・ 図解 作業療法技術ガイド第 4 版（文光堂） 

参考図書 ・ ひとと作業・作業活動（三輪書店）、ひとと集団・場（三輪書店） 

・ 精神障害と作業療法 新版 病を生きる、病と生きる、精神認知系作業療法の理論と実践（三輪書店）、

他 

その他 ・ 講義の中で演習を行う 

・ 講義計画の予定は講師の都合で入れ替わることがある 
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2023 年度 大分リハビリテーション専門学校 作業療法士科 ３０４ 

 

基本情報 3 年前期 専門分野 ■必修  □選択 16 単位720時間 授業方法（実習） 

科目名 総合臨床実習 

担当者 専任教員：日隈武治、後藤英子、吉岡恭介、首藤小春、矢野高正、佐藤翼 

実習指導者：各実習地の臨床実習指導者講習会修了者 

授業概要 この実習では、対象者の評価、治療計画立案、治療実施などの一連の作業療法過程を学ぶとともに、作業

療法部門の管理運営として業務内容を理解し、必要な事務処理について学ぶ。 

到達目標 1．先輩を模倣し、問うことを学ぶ 

2．対象者との治療関係がとれる 

3．施設の特質を理解し、適切な行動が取れる 

4．治療の怖さを認識しながら、喜びを実感として体得する 

5．作業療法の理論を臨床の現場で検証する 

6．科学的に思考する態度を身につける 

7．対象者の評価と治療計画立案および報告の仕方を学ぶ 

8．自ら作成した治療計画を実施する 

9．前職業人としての態度を身につける 

 

授業計画 1. 総合臨床実習Ⅰ（5 月上旬～7 月上旬の 40 日間 8 週間 予定）および終了後 OSCE、セミナー 

2. 総合臨床実習Ⅱ（7 月中旬～9 月下旬の 40 日間 8 週間 予定）および終了後 OSCE、セミナー 

※実習の詳細は、「臨床実習の手引き」を参照すること 

成績評価 ・ 実習指導者および担当教員が「総合臨床実習成績報告書」、終了後 OSCE 等をもとに総合的に評定する 

・ 合計 60 点以上を合格とする 

教科書 適宜紹介する 

 

参考図書 適宜紹介する 

 

その他 ・実習の詳細は、「臨床実習の手引き」を参照すること 

・この実習までに、各自で必要なワクチン接種を行い、感染症対策を完了しておくこと 

 


