
○授業計画書 

 

学科・学年・コース 鍼灸学科・１年・全コース 

科目名 心理学 

単位数（授業時数） ２単位（３８時間） 

 

Ⅰ．学習目標 

１．一般目標（GIO） 

 臨床の陰の主役たる心のはたらきを理解し治療に結びつける 

 

２．行動目標（SBOs） 

 心のはたらきを言語化でき、予防や健康増にもつなげられる 

 

Ⅱ．学習方略 

１．授業日程、２．授業内容、３．授業形態 

①YG 性格検査・実施・採点   実習 

②YG 性格検査・解説    講義 

③序論（臨床の基礎）、ストレス論   講義 

④症状論     講義 

⑤ストレッサ―、病気の意味   講義 

⑥ストレスの分類、発症因の分類   講義 

⑦ストレスの個人差    講義 

⑧閉じこもり論、ストレス感染論   講義 

⑨まとめⅠ     講義 

⑩病気と性格の関連    講義 

⑪治癒論、リラックス論    講義 

⑫治療法の２大区分、心理カウンセリング論  講義 

⑬心理カウンセリングの種類   講義 

⑭心理カウンセリングの実際   講義 

⑮リラックス法の種類    講義 

⑯治療に関係する心理的重要項目   講義 

⑰治癒と性格との関連    講義 

⑱まとめⅡ     講義 

⑲振り返り（レビゥー）、人生プロセス  講義 

 

Ⅲ．教育資源（テキスト、その他） 

 レジュメ（講義資料）、心理テストなど 

 



Ⅳ．評価 

 筆記試験（記述式） 

 

Ⅴ．注意点 その他 

 板書や口述のメモ力と集中力が決め手になる 

 

 

学科・学年・コース 鍼灸学科・１年・全コース 

科目名 臨床心理学 

単位数（授業時数） ２単位（３８時間） 

 

Ⅰ．学習目標 

１．一般目標（GIO） 

 人生４期の代表的ストレス症状の心理的原因から治療までを学習する。 

 

２．行動目標（SBOs） 

 心理的な分析力や総合力を投入した高レベルの治療に結びつけられる。 

 

Ⅱ．学習方略 

１．授業日程、２．授業内容、３．授業形態 

①子ども期のストレス症状（１）夜尿症－症状と原因 

②子ども期のストレス症状（１）夜尿症－代表的治療 

③子ども期のストレス症状（１）夜尿症－根本的治療 

④子ども期のストレス症状（１）夜尿症－付帯重要事項 

⑤子ども期のストレス症状（２）チック（症） 

⑥子ども期のストレス症状（３）喘息 

⑦思春期のストレス症状（１）登校拒否－症状と原因 

⑧思春期のストレス症状（１）登校拒否－治療 

⑨まとめⅠ 

⑩思春期のストレス症状（２）拒食症－症状と原因 

⑪思春期のストレス症状（２）拒食症－治療 

⑫中年期のストレス症状・うつ－原因 

⑬中年期のストレス症状・うつ－病態 

⑭中年期のストレス症状・うつ－心理療法 

⑮中年期のストレス症状・うつ－その他の療法と予後 

⑯老年期のストレス症状・認知症－症状と原因 

⑰老年期のストレス症状・認知症－治療、死の心理学 

⑱まとめⅡ 



⑲人生心理学、人類心理学 

 

Ⅲ．教育資源（テキスト、その他） 

講義内容のレジュメと心理テスト類（テキストは使用しない） 

 

Ⅳ．評価 

記述試験（理解力、表現力などを評価） 

 

Ⅴ．注意点 その他 

板書と口述のメモ力も必要 

 

 

学科・学年・コース 鍼灸学科・１年・全コース 

科目名 生物学 

単位数（授業時数） ２単位（３８時間） 

 

Ⅰ．学習目標 

１．一般目標（ＧＩＯ） 

生理学や解剖学を学ぶ上で必要な生物学の基礎知識の習得を目標とする。 

 

２．行動目標（ＳＢＯｓ） 

１）生物体の構造と機能の基本単位は細胞であることを理解する。さらに、細胞の中の細胞小器官が協調

的に働くことによって細胞・組織・器官・個体が支えられ、生命活動を営むことができることを理解する。 

２）細胞を構成する分子には水、タンパク質、脂質、炭水化物、核酸などがあり、細胞の機能はこれらの物

質の物理的・化学的性質に基づいていることを理解する。 

３）体細胞分裂や減数分裂の過程を通して、核内のＤＮＡが複製され娘細胞に分配される意義を理解する。 

４）遺伝現象に見られる法則性を学び、血液型などのヒトの遺伝現象の生じるしくみを理解する。 

５）ＤＮＡの遺伝情報をもとにタンパク質がつくられる過程を理解し、フェニルケトン尿症や鎌状赤血球貧血

症などの遺伝性疾患の起こるしくみを理解する。また、遺伝子研究の応用としての遺伝子操作や遺伝

子治療のしくみを学習する。 

６）生体内での代謝の過程を理解し、エネルギー調達のはたらきとして内呼吸を、エネルギー利用の例とし

て筋収縮のしくみを学習する。 

  

Ⅱ．学習方略  

１．授業日程・内容  

第１編 細胞と分子 

①生命の単位―細胞 

②細胞を構成する物質；炭水化物、脂質、タンパク質、核酸 



③細胞の構造とはたらき；動物細胞と植物細胞、真核細胞と原核細胞 

細胞の微細構造 

④細胞膜を介した物質輸送 

細胞への物質の出入り 

第２編 代謝 

⑤代謝とエネルギー；ＡＴＰ 

酵素とそのはたらき 

⑥呼吸のしくみ 

発酵 

第３編 遺伝情報の発現 

⑦ＤＮＡの構造と複製 

細胞分裂と遺伝情報の分配 

⑧タンパク質の合成；転写と翻訳、伝令ＲＮＡの遺伝暗号表 

⑨遺伝情報の変化と形質；鎌状赤血球貧血症、ヒトの代謝異常、ダウン症の起きるしくみ 

遺伝子のはたらきと細胞の分化 

⑩遺伝子導入；遺伝子操作（大腸菌によるヒトインスリンの生産） 

遺伝情報と医療；遺伝子治療 

⑪まとめⅠ 

第４編 生殖・発生・遺伝 

⑫減数分裂 

⑬幹細胞と細胞分化；ＥＳ細胞とｉＰＳ細胞 

⑭遺伝の基礎；一遺伝子雑種の遺伝 

⑮いろいろな遺伝；複対立遺伝子（ヒトのＡＢＯ式血液型） 

性と遺伝；性決定の様式 

第５編 生物の生活と環境 

⑯ニューロンとその興奮；興奮の伝導・伝達 

⑰筋肉の構造と収縮 

⑱まとめⅡ 

⑲解説と復習 

 

２．授業形態 

  講義及び作業（作業プリント使用） 

作業；①ＤＮＡの遺伝情報に基づくタンパク質の合成 

②大腸菌によるヒトインスリンの生産 

 

Ⅲ．教育資源（テキスト、その他） 

  フォトサイエンス 生物図録 鈴木孝仁監修（数研出版）、教科書準拠の配布プリント 

 



Ⅳ．評価 

  試験及び平常点（作業プリントの提出状況等）により評価 

 

Ⅴ．注意点 その他 

生理学や解剖学を理解するための基礎を学ぶ。知識習得のためには、毎回の講義に集中し、理解できな

い内容があれば教科書で確認するなど、日々の積み重ねが重要である。 

 

 

学科・学年・コース 鍼灸学科・１年・全コース 

科目名 栄養学 

単位数（授業時数） ２単位（３８時間） 

 

Ⅰ．学習目標 

１．一般目標（ＧＩＯ） 

 科学根拠の有無にかかわらず食物と健康に関する情報が氾濫する現代において、医療人として様々な場面で

栄養についての正しい判断が下せるようになるため、栄養学の基礎知識を習得し、望ましい食生活、食習慣に

ついて理解する。 

 

２．行動目標（ＳＢＯｓ） 

 １）体のしくみと栄養について理解できる。 

 ２）各栄養素について理解できる。 

 ３）「何をどれくらい食べればよいか」説明できる。 

 ４）ライフステージや体の症状に合わせた栄養のとり方を説明できる。 

 

Ⅱ．学習方略 

１．授業日程、２．授業内容、３．授業形態 

①栄養とは何か、栄養学について（講義） 

②食品の機能（講義） 

③体のしくみと消化・吸収（講義） 

④糖質について（講義） 

⑤脂質について（講義） 

⑥たんぱく質について（講義） 

⑦ビタミンとミネラルについて（講義） 

⑧水と機能性食品成分について（講義） 

⑨何をどれくらい食べればよいか（講義） 

⑩まとめⅠ 

⑪ライフステージに合わせた栄養のとり方 －妊娠期・授乳期、乳幼児期、学童期－（講義） 

⑫ライフステージに合わせた栄養のとり方 －思春期、青年期・壮年期－（講義） 



⑬ライフステージに合わせた栄養のとり方 －中年期、高齢期、アンチエイジング－（講義） 

⑭正しいダイエットとは、スポーツと栄養について（講義） 

⑮体の症状に合わせた栄養のとり方１（講義） 

⑯体の症状に合わせた栄養のとり方２（講義） 

⑰時間栄養学、テーラーメード栄養療法（講義） 

⑱まとめⅡ 

⑲振り返りと復習 

 

Ⅲ．教育資源（テキスト、その他） 

 教科書：「栄養の教科書」（新星出版社）、配布プリント 

 

Ⅳ．評価 

 平常点（出席率、授業内態度）及び試験により評価 

 

Ⅴ．注意点 その他 

 

 

学科・学年・コース 鍼灸学科・１年・全コース 

科目名 英語 

単位数（授業時数） ２単位（３８時間） 

 

Ⅰ．学習目標 

１．一般目標（GIO） 

 医療従事者に必要な医学英語の知識の習得 

２．行動目標（SBOs） 

① 医学英語の構造が理解できる 

② 医学英語の単語の意味が理解できる 

③ 医療現場で基本的な英語での会話ができる 

 

Ⅱ．学習方略 

１．授業日程、２．授業内容、３．授業形態 

① イントロダクション・英語の構造  講義 

② 医療専門の職業   講義 

③ 人体各部の名称   講義 

④ 人体各部の名称   講義 

⑤ 筋骨格系の名称   講義 

⑥ 筋骨格系の名称     講義 

⑦ 循環器系     講義 



⑧ 呼吸器系    講義 

⑨ 消化器系    講義 

⑩まとめⅠ 

⑪ 脳・神経・感覚系   講義 

⑫ 泌尿器系    講義 

⑬ 内分泌系    講義 

⑭ 一次救命処置と二次救命処置  講義 

⑮ 食事と栄養    講義 

⑯ 食事と栄養    講義 

⑰ 食事と栄養    講義 

⑱ まとめⅡ     

⑲ 解説、医療通訳の実際  講義 

 

Ⅲ．教育資源（テキスト、その他） 

 用意するもの 

 テキスト 「Because We Care」 

 

Ⅳ．評価 

 学期末テストと平常点の合計（学習姿勢を最大限に評価する） 

 

Ⅴ．注意点・その他 

 毎回コメントカードを提出する、 

 

 

学科・学年・コース 鍼灸学科・１年・全コース 

科目名 国語 

単位数（授業時数） ２単位（３８時間） 

 

Ⅰ．学習目標 

１．一般目標（GIO） 

医学用語、特に東洋医学用語に慣れていくとともに、東洋医学の基本知識を身につける。（毎時間、経穴に

ついて学習する。） 

また患者さまをはじめとする人とのコミュニケーションの取り方、併せて一般的な常識力をつけていくことを

目的とする。 

 

２．行動目標（SBOs） 

  １）医学用語や東洋医学用語の読み書きができる 

２）一般常識（敬語やマナー）を習得する 



 

Ⅱ．学習方略 

１．授業日程・内容・授業形態 

①東洋医学について① 講義 

②一般常識① 講義 

③一般常識② 講義 

④東洋医学について② 講義 

⑤東洋医学について③ 講義 

⑥東洋医学用語① 講義 

⑦東洋医学用語② 講義 

⑧東洋医学用語③ 講義 

⑨西洋医学用語① 講義 

⑩まとめⅠ 

⑪西洋医学用語② 講義 

⑫西洋医学用語③ 講義 

⑬一般常識③ 講義 

⑭一般常識④ 講義 

⑮一般常識⑤ 講義 

⑯一般常識⑥ 講義 

⑰試験の説明 講義 

⑱まとめⅡ 

⑲振り返り 講義 

 

Ⅲ．教育資源（テキスト、その他） 

 プリント 

 

Ⅳ．評価 

 成績評価は授業内態度、出席日数、小テスト、学期末の筆記試験の総合評価 

 

Ⅴ．注意点 その他 

①講義には板書を筆記するための用具を毎回持参 

②遅刻・欠席に注意すること 

③講義中の居眠り・雑談は減点対象になるので注意すること 

 

 

学科・学年・コース 鍼灸学科・１年・全コース 

科目名 保健体育 

単位数（授業時数） ２単位（３８時間） 



 

Ⅰ．学習目標 

１．一般目標（GIO） 

身体活動がどのような仕組みで成り立っているかを考えることは、医療人として患者をより健康に導くために

必要な要素である。 

そのため本講義は、運動が発現するための骨格筋の仕組み、運動時の生理学的応答、および基本的な運

動の力学的特性、運動時の傷害について理解することを目標とする。そしてこの講義を通じ、自己の身体運動

の感覚と、運動の理論的背景の擦り合わせを行うことで、最適な運動処方の方法を考えていく。 

２．行動目標（SBOs） 

運動における 1）骨格筋の機能および生理的応答、2）運動の力学的特性、3）運動による傷害を学習し、理論

的な運動処方を作成することができる。 

 

Ⅱ．学習方略 

１． 授業日程・内容・授業形態 

①基本的な運動の仕組みとからだの構造 講義 

②骨格筋の基本的な構造と機能 講義 

③歩行と走行の仕組み 講義 

④筋力とパワー 講義 

⑤持久的運動の仕組み 講義 

⑥まとめⅠ 

⑦からだの構造や機能と傷害 〜上肢〜 講義 

⑧からだの構造や機能と傷害 〜体幹〜 講義 

⑨からだの構造や機能と傷害 〜大腿・股関節〜 講義 

⑩からだの構造や機能と傷害 〜膝〜 講義 

⑪からだの構造や機能と傷害 〜足部・下腿〜 講義 

⑫トレーニング理論とリハビリテーション 講義 

⑬コンディショニングの手法と理論 講義 

⑭救急法 実技 

⑮救急法 実技 

⑯救急法 実技 

⑰からだの構造や機能と傷害 〜まとめ〜 講義 

⑱まとめⅡ 

⑲復習・振り返り 

 

Ⅲ．教育資源（テキスト、その他） 

教科書：講義ごとに資料を配布します 

参考図書：必要があれば各自参考にしてください 

◎早稲田大学スポーツ科学学術院, 教養としてのスポーツ科学, 大修館書店, 2011. 



◎徳永ら, 実力発揮のスポーツ科学, 大修館書店, 2002. 

◎Thompson ら, 身体運動の機能解剖, 医道の日本社, 2002. 

 

Ⅳ．評価 

筆記試験により評価する 

 

Ⅴ．注意点 その他 

解剖学や生理学の内容と深く関わります。他授業との関連性も含め復習をよく行う様にして下さい。 

 

 

学科・学年・コース 鍼灸学科・１年・全コース 

科目名 解剖学Ⅰ 

単位数（授業時数） １単位（２８時間） 

 

Ⅰ．学習目標 

１．一般目標（ＧＩＯ） 

解剖学Ⅰは人体の骨格の基本である骨・筋について学ぶ。前期では骨と関節の構造について学習する。 

 

２．行動目標（ＳＢＯｓ） 

①骨の名称および、その骨の特徴的な形状について 

②関節の構造・種類について 

③骨組織について 

 

Ⅱ．学習方略 

１．授業日程、２．授業内容、３．授業形態 

 ①解剖学総論・骨学総論 講義 

 ②脊柱（総論・構成） 講義・実習 

 ③脊柱（頚椎・胸椎） 講義・実習 

 ④脊柱（腰椎・仙椎） 講義・実習 

 ⑤胸郭・上肢（上肢帯） 講義・実習 

 ⑥上肢（上腕・前腕・手指） 講義・実習 

 ⑦関節の構造・上肢の関節 講義・実習 

 ⑧下肢（下肢帯） 講義・実習 

 ⑨下肢（大腿・下腿・足指） 講義・実習 

 ⑩下肢の関節 講義・実習 

 ⑪復習（骨模型） 講義・実習  

 ⑫まとめ 試験 

 ⑬振り返りⅠ 講義・実習 



 ⑭振り返りⅡ（頭蓋骨概要） 講義・実習 

    

Ⅲ．教育資源（テキスト、その他） 

 教科書「解剖学」 

 参考図書「イラスト解剖学」 

 骨模型（授業開始までに、グループ毎に準備をすること） 

 色鉛筆（赤色・黄色・青色・緑色の 4 色）があると望ましい。 

 

Ⅳ．評価 

 定期試験、確認テスト、課題提出 

  

Ⅴ．注意点 その他 

 平常時の課題提出も評価の対象とします。コツコツとした学習が必要なため、必ず毎週課題は提出してくださ

い。 

 

 

学科・学年・コース 鍼灸学科・１年・全コース 

科目名 解剖学Ⅱ 

単位数（授業時数） ２単位（４６時間） 

 

Ⅰ．学習目標 

１．一般目標（ＧＩＯ） 

  人体の構造について、特に消化器、呼吸器、泌尿器、生殖器、循環器を中心に学習する。鍼治療のリスクと

の関連についても紹介する。 

２．行動目標（ＳＢＯｓ） 

  各臓器の構造について述べられるようになる。 

 

Ⅱ．学習方略 

１．授業日程 ２．授業形態 ３．授業形態 

①消化器１ 講義 

②消化器２ 講義 

③消化器３ 講義 

④消化器４ 講義 

⑤消化器５ 講義 

⑥呼吸器１ 講義 

⑦呼吸器２ 講義 

⑧呼吸器３ 講義 

⑨泌尿器１ 講義 



⑩泌尿器２ 講義 

⑪まとめ 講義 

⑫中間評価 

⑬振り返り 講義 

⑭生殖器１ 講義 

⑮生殖器２ 講義 

⑯生殖器３ 講義 

⑰循環器１ 講義 

⑱循環器２ 講義 

⑲内分泌 講義 

⑳組織 講義 

㉑体表構造 講義 

㉒まとめ 

㉓ふり返り 

 

Ⅲ．教育資源（テキスト、その他） 

解剖学（医歯薬出版株式会社） 

 

Ⅳ．評価 

試験を 7 月と 9 月に実施し、その平均点で評価する 

 

Ⅴ．注意点 その他 

前期授業に加え、サマースクールにて講義実施 

 

 

学科・学年・コース 鍼灸学科・２年・全コース 

科目名 解剖学Ⅲ 

単位数（授業時数） ２単位（５４時間） 

 

Ⅰ．学習目標 

１．一般目標（GIO） 

解剖学Ⅲは頭蓋骨・中枢神経及び感覚器の一部を学び、外景・内景の名称などを学習し、人体の「情報の出発

と目的地・保護」を前期終了までにマスターしたい。 

２．行動目標（SBOs） 

①神経とは何かを説明できる。 

②神経の形状などを説明できる。 

③中枢神経と末梢神経を分別することが出来る 

③中枢神経を分類し、その内景の特徴的な部位を説明することが出来る。 



④神経の基本的役割を踏まえた上で、情報の出発点から目的地を理解しその名称などを説明できる。 

⑤神経の簡単な絵を描くことが出来、説明できる。 

⑥感覚器の嗅覚・視覚について受容器という視点で理解する。 

⑦頭蓋骨の相対的・部分的知識を理解する 

 

Ⅱ．学習方略 

１．授業日程、２．授業内容、３．授業形態 

  テーマ      

①頭蓋骨概論・各論（顔面・頭蓋底） 

②頭蓋骨各論（頭蓋底）・神経学概論（ニューロン・髄膜） 

③神経学各論（脊髄神経・脊髄） 

④神経学各論（脊髄・延髄） 

⑤神経学各論（橋・小脳） 

⑥神経学各論（中脳・間脳） 

⑦神経学各論（間脳） 

⑧神経学各論（終脳） 

⑨神経学各論（終脳２・嗅覚器） 

⑩感覚器概論・各論（嗅覚器２・視覚器） 

⑪感覚器各論（視覚器２）・神経学各論（伝導路） 

⑫まとめ 

⑬振返り 

形態・場所については講義・教室である 

 

Ⅲ．教育資源（テキスト、その他） 

テキスト：「解剖学」河野邦雄など著（医歯薬出版）及び、配付資料 

＜参考図書＞ 

他の解剖学で使用済みの本はこの単位でも利用する事ができる。その他については「イラスト解剖学」（中外医

学社）と「ハインツ神経解剖学アトラス」（ＭＥＤＳＩ）など 

 

Ⅳ．評価 

定期考査中に筆記試験を実施。 

 

Ⅴ．注意点 その他 

服装については自由である。 

予定変更の際は授業中にお知らせします。 

鍼灸診断治療学Ⅰにおいても２講義利用して講義を行う（伝導路） 

 

 



学科・学年・コース 鍼灸学科・２年・全コース 

科目名 解剖学Ⅳ 

単位数（授業時数） １単位（２６時間） 

 

Ⅰ．学習目標 

１．一般目標（GIO） 

 脊髄神経・循環器を理解し、鍼灸臨床に役立てる 

２．行動目標（SBOs） 

 ①脊髄神経の概要を理解する 

②各神経叢から分かれる神経を理解する 

 ③末梢神経の走行を理解する 

 ④心臓の構造について理解する 

 ⑤動静脈・リンパの走行を理解する 

 

Ⅱ．学習方略 

１．授業日程、２．授業内容、３．授業形態 

①動脈１   講義 

②動脈２   講義 

③動脈３   講義 

④静脈、リンパ  講義 

⑤脊髄神経   講義 

⑥頸神経１   講義 

⑦頸神経２   講義 

⑧胸神経、腰神経  講義 

⑨仙骨神経   講義 

⑩皮膚分節、自律神経  講義 

⑪まとめⅠ   講義 

⑫まとめⅡ 

⑬振り返り   講義 

 

Ⅲ．教育資源（テキスト、その他） 

 解剖学（河野邦雄・伊藤隆造・堺章著、医歯薬出版株式会社） 

 適宜、標本や模型を使用する 

 

Ⅳ．評価 

 平常点と定期試験の総合評価 

 

Ⅴ．注意点 その他 



 

 

学科・学年・コース 鍼灸学科・１年・全コース 

科目名 生理学Ⅰ 

単位数（授業時数） ２単位（５０時間） 

 

Ⅰ．学習目標 

１．一般目標（GIO） 

・医療人として必要な知識を積み上げる。 

 ・臓器の働きと機能を学び代謝（身体の中の物の流れ）を理解し、正常（健康）な身体の維持の 

メカニズムを把握する。 

２．行動目標（SBOs） 

1) はじめに生命現象の特徴を、次いで、体を構成する細胞の構造と働き、細胞内での物質代謝、細胞内外

を満たす体液の組成や働きなど、生理学を学ぶうえでの基礎事項を説明できる。 

 2) 最初に血液の組成とその機能について、次いで血液の循環を司る心臓と血管系の働きについて、最後にリ

ンパ系について説明できる。 

  

Ⅱ．学習方略 

１．授業日程、２．授業内容、３．授業形態 

① 第１章「生理学の基礎」１  生理学を学ぶうえでの基礎事項   講義 

② 第１章「生理学の基礎」２  生理学を学ぶうえでの基礎事項   講義 

③ 第１章「生理学の基礎」３  生理学を学ぶうえでの基礎事項   講義 

④ 第１章「生理学の基礎」４  生理学を学ぶうえでの基礎事項   講義 

⑤ 第２章「循 環」１     血液の組織とその機能       講義 

⑥ 第２章「循 環」２     血液の組織とその機能       講義 

⑦ 第２章「循 環」３     血液の組織とその機能       講義 

⑧ 第２章「循 環」４     心臓と血管系、リンパ系の働き   講義 

⑨ 第２章「循 環」５     心臓と血管系、リンパ系の働き   講義 

⑩ 第２章「循 環」６     心臓と血管系、リンパ系の働き   講義 

⑪ 中期総復習                          講義 

⑫ 中期総復習                          講義 

⑬ 振り返り                           講義 

 

Ⅲ．教育資源（テキスト、その他） 

「生理学 第 3 版」（社）東洋療法学校協会編 内田さえ、原田玲子 他著 医歯薬出版（株） 

 

Ⅳ．評価 

定期試験（ペーパー試験）にて実施 



 

Ⅴ．注意点 その他 

復習を十分行い、知識を内容で理解して身に付けるように心がけて下さい。 

 

 

学科・学年・コース 鍼灸学科・２年・全コース 

科目名 生理学Ⅱ 

単位数（授業時数） ３単位（７６時間） 

 

Ⅰ．学習目標 

１．一般目標（GIO） 

人体におけるそれぞれの機能的役割を正確に理解し、統合的な人体の仕組みを説明できる。 

 

２．行動目標（SBOs） 

(1)腎臓の尿の生成機構と細胞外液成分の濃度調節、膀胱の尿排泄機構を説明できる。 

  (2)ホルモンの一般的性質を述べ、次いで各ホルモンの作用と分泌調節について説明できる。 

  (3)生殖機能の特徴と、成長期と老年期の特徴を説明できる。 

 

Ⅱ．学習方略 

 

１．授業日程、２．授業内容、３．授業形態 

① 第７章「排   泄」腎臓の働き・腎循環   講義 

② 第７章「排   泄」尿生成    講義 

③ 第７章「排   泄」腎臓と体液の調節・蓄尿と排尿  講義 

④ 第８章「内 分 泌」ホルモンの特徴   講義 

⑤ 第８章「内 分 泌」ホルモンの種類とその働き１  講義 

⑥ 第８章「内 分 泌」ホルモンの種類とその働き２  講義 

⑦ 第８章「内 分 泌」ホルモンの種類とその働き３  講義 

⑧ 第９章「内 分 泌」ホルモンの種類とその働き４  講義 

⑨ 第９章「生殖・成長と老化」生殖   講義 

⑩ 第９章「生殖・成長と老化」妊娠と出産   講義 

⑪ 第９章「生殖・成長と老化」成長・老化   講義 

⑫ まとめ 

⑬ 復習      講義 

 

Ⅲ．教育資源（テキスト、その他） 

 「生理学 第 3 版」（社）東洋療法学校協会編 内田さえ、原田玲子 他著 医歯薬出版（株） 

 



Ⅳ．評価 

定期試験結果（ペーパー試験）と毎回の小テスト等の平常点。 

 

Ⅴ．注意点 その他 

復習を十分行い、知識を内容で理解して身に付けるように心がけて下さい。 

 

 

学科・学年・コース 鍼灸学科・３年・全コース 

科目名 生理学Ⅲ 

単位数（授業時数） １単位（２６時間） 

 

Ⅰ．学習目標 

１． 一般目標（ＧＩＯ） 

 人体におけるそれぞれの機能的役割を正確に理解し、統合的な人体の仕組みを説明できる。 

 

２． 行動目標（ＳＢＯｓ） 

①骨格筋の例について筋収縮の性質や仕組みを述べ、最後に心筋と平滑筋についても簡単に説明できる。 

②身体運動の調節の仕組みを、骨格筋の神経支配と中枢神経系の各レベルによる運動調節の機構について

順を追って説明できる。 

③種々の感覚に共通する一般的性質について説明し、つぎに体性感覚（皮膚感覚、深部感覚）、 

内臓感覚、特殊感覚（味覚、嗅覚、聴覚、平衡感覚、視覚）の各感覚について、感覚の特徴、受容の仕組み、

伝導路について説明できる。 

④免疫系で働く白血球を中心としたさまざまな細胞や因子の働きと、生体の防御の仕組みについて述べるこ

とができる。 

⑤生体が環境に順応・適応する仕組み、ホメオスタシス調節機構、生体に存在するさまざまな機能 

のリズムについて説明できる。 

 

Ⅱ．学習方略 

１．授業日程 ２．授業内容 ３．授業形態 

①筋   骨格筋の筋収縮の性質や仕組み               講義 

②筋   骨格筋の筋収縮の性質や仕組み               講義 

③運 動    身体運動の調節の仕組み                  講義 

④運 動    身体運動の調節の仕組み                  講義 

⑤運 動    身体運動の調節の仕組み                  講義 

⑥感 覚   感覚の一般的性質および体性感覚、内臓感覚、特殊感覚    講義 

⑦感 覚   感覚の一般的性質および体性感覚、内臓感覚、特殊感覚    講義 

⑧感 覚   感覚の一般的性質および体性感覚、内臓感覚、特殊感覚    講義 

⑨生体の防御機構 免疫系で働く白血球などの生体の防御の仕組み        講義 



⑩身体活動の協調 生体の環境への順応、ホメオスタシス調節機構と生体リズム  講義 

⑪身体活動の協調 生体の環境への順応、ホメオスタシス調節機構と生体リズム  講義 

⑫まとめ 

⑬振り返り                                 講義 

 

Ⅲ．教育資源（テキスト、その他） 

生理学 第 3 版 （社）東洋療法学校協会編 内田さえ、原田玲子 他著 医歯薬出版（株） 

 

Ⅳ．評価 

定期試験（ペーパー試験）にて実施 

 

Ⅴ．注意点 その他 

教科書を中心に、予習・復習を十分にして下さい。 

 

 

学科・学年・コース 鍼灸学科・１年・全コース 

科目名 運動学 

単位数（授業時数） ２単位（４６時間） 

 

Ⅰ．学習目標 

１．一般目標（GIO） 

  鍼灸師として必要な知識・技術を習得するための基礎として、筋の構造、局所解剖について理解し、また体

表観察を行うための基礎を学習することを目的とする。筋の起始・停止・作用・支配神経、また筋の構成に

関与する組織についてその働きを学習する。 

２．行動目標（SBOs） 

  １）筋の生理作用、分類、名称を説明できる 

２）上肢の筋の起始・停止・作用・支配神経を説明できる 

  ３）体幹の筋の起始・停止・作用・支配神経を説明できる 

   

Ⅱ．学習方略 

１．授業日程、２．授業内容、３．授業形態 

  １．筋学総論 

  ２．上肢の筋１ 上肢帯の筋  講義 

３．上肢の筋２ 上腕の筋  講義 

４．上肢の筋３ 前腕屈筋１  講義 

５．上肢の筋４ 前腕屈筋２  講義 

６．上肢の筋５ 前腕伸筋１  講義 

７．上肢の筋６ 前腕伸筋２  講義 



８．体幹の筋１ 胸筋  講義 

９．体幹の筋２ 腹筋１  講義 

10．体幹の筋３ 腹筋２  講義 

11．まとめ 

12．振り返り（手の筋）  講義 

 

２．授業形態 

講義形式 

 

Ⅲ．教育資源（テキスト、その他） 

解剖学（医歯薬出版株式会社）、局所解剖学カラーアトラス（南江堂）、配布プリント、色鉛筆 

 

Ⅳ．評価 

  授業内態度、課題レポート作成、および学期末での筆記試験により評価 

 

Ⅴ．注意点 その他 

 

 

学科・学年・コース 鍼灸学科・１年・全コース 

科目名 衛生学・公衆衛生学 

単位数（授業時数） ２単位（４８時間） 

 

Ⅰ．学習目標 

１．一般目標（GIO） 

健康について理解し、人々の健康の保持・増進させるための諸要素と疾病予防の重要性を認識させる。 

２．行動目標（SBOs） 

①健康についての考え方、健康管理全般を説明できる。 

②食中毒を中心にした食品及び栄養について説明できる。 

③生活環境衛生について説明できる。 

④公害について説明できる。 

 

Ⅱ．学習方略 

１．授業日程、２．授業内容、３．授業形態 

 ①第 1 章 衛生学・公衆衛生学の意義  講義 

 ②第 2 章 健康 1 健康の概要・健康管理・健康増進 講義 

 ③第 2 章 健康 2 衛生行政、医療制度と医療保障 講義 

 ④第 3 章 ライフスタイルと健康 1 食品と栄養 講義 

 ⑤第 3 章 ライフスタイルと健康 2 食品と疾病 講義 



 ⑥第 3 章 ライフスタイルと健康 3 食中毒 講義 

 ⑦第 4 章 環境と健康 1 環境・物理的環境要因 講義 

 ⑧第 4 章 環境と健康 2 化学的・生物学的環境要因 講義 

 ⑨第 4 章 環境と健康 3 公害の定義と特徴 講義 

 ⑩第 4 章 環境と健康 4 地球規模の環境問題 講義 

 ⑪まとめ 

 ⑫振り返り   講義 

  

Ⅲ．教育資源（テキスト、その他） 

教科書：「衛生学・公衆衛生学」松本幸久、など著 （医歯薬出版） 

参考書：「国民衛生の動向」厚生統計協会編 

 

Ⅳ．評価 

定期試験により評価する 

 

Ⅴ．注意点 その他 

 

 

学科・学年・コース 鍼灸学科・２年・全コース 

科目名 病理学概論Ⅰ 

単位数（授業時数） ２単位（５０時間） 

 

Ⅰ．学習目標 

１．一般目標（GIO） 

医療従事者として必要な病態についての病理学的な知識（機能の異常、疾病の種類、原因、形態、成り立

つ機序）を西洋医学の立場から学習し、鍼灸施術に役立てることができる。 

 

２．行動目標（SBOs） 

①疾病の概念を説明できる。 

②疾病のカテゴリー（種類）を説明できる。 

③疾病の原因を説明できる。 

④疾病を分類し各種病変の名称と定義を説明できる。 

⑤各種病変の発生機序、経過と転帰について説明できる。 

⑥各種病変にみられる解剖構造や細胞の形態的変化について理解できる。 

⑦各種病変における機能・代謝の変化について理解できる。 

 

Ⅱ．学習方略 

１．授業日程、２．授業内容、３．授業形態 



① 第 1 章 病理学について 

第 2 章 疾病の基本概念：疾病の概念、分類   講義 

② 第 3 章 病因：病因の一般、内因    講義 

③ 第 3 章 病因：外因（栄養の不足と過剰、物理的病因） 講義 

④ 第 3 章 病因：外因（化学的病因、生物的病因）  講義 

⑤ 第 4 章 循環障害：充血、うっ血、虚血、貧血  講義 

⑥ 第 4 章 循環障害：出血、血栓症    講義 

⑦ 第 4 章 循環障害：塞栓症、梗塞    講義 

⑧ 第 4 章 循環障害：水腫・浮腫・脱水症、ショック  講義 

⑨ 第 5 章 退行性病変：萎縮、変性（概念、分類）  講義 

⑩ 第 5 章 退行性病変：変性（加齢と老化、生活習慣病） 講義 

⑪ まとめⅠ 

⑫ まとめⅡ 

⑬ 振り返り授業（復習）     講義 

 

Ⅲ．教育資源（テキスト、その他） 

・教科書「病理学概論」滝澤登一郞、畠山茂著／社団法人東洋療法学校協会編：医歯薬出版 

 ・プリント 

 

Ⅳ．評価 

 定期試験で評価する。 

 

Ⅴ．注意点 その他 

 ・色ペンを 2 種類ほど用意しておいて下さい。（板書や教科書に線を引くときに使用します。） 

 ・章の終わりごとに小テストを行います。 

 

 

学科・学年・コース 鍼灸学科・３年・全コース 

科目名 病理学概論Ⅱ 

単位数（授業時数） １単位（２６時間） 

 

Ⅰ．学習目標 

１．一般目標（GIO） 

医療従事者として必要な病態についての病理学的な知識（機能の異常、疾病の種類、原因、形態、成り立

つ機序）を西洋医学の立場から学習し、鍼灸施術に役立てることができる。 

 

２．行動目標（SBOs） 

①疾病の概念を説明できる。 



②疾病のカテゴリー（種類）を説明できる。 

③疾病の原因を説明できる。 

④疾病を分類し各種病変の名称と定義を説明できる。 

⑤各種病変の発生機序、経過と転帰について説明できる。 

⑥各種病変にみられる解剖構造や細胞の形態的変化について理解できる。 

⑦各種病変における機能・代謝の変化について理解できる。 

 

Ⅱ．学習方略 

１．授業日程、２．授業内容、３．授業形態 

              授業内容                        形態 

① 第 8 章 腫瘍：腫瘍の分類（良性腫瘍と悪性腫瘍の比較）           講義 

② 第 8 章 腫瘍：腫瘍の発生の諸段階、局所的・全身的影響             講義 

③ 第 8 章 腫瘍：腫瘍の発生原因                         講義 

④ 第 8 章 腫瘍：良性腫瘍と悪性腫瘍、腫瘍の治療                 講義 

⑤ 第 8 章 腫瘍：腫瘍の疫学と各臓器の悪性腫瘍                  講義 

⑥ 第 9 章 免疫：免疫のしくみ（自然免疫と獲得免疫）               講義 

⑦ 第 9 章 免疫：アレルギー（分類と疾患）                    講義 

⑧ 第 9 章 免疫：免疫不全                            講義 

⑨ 第 9 章 免疫：自己免疫疾患                          講義 

⑩ 第 10 章 先天性異常：奇形、催奇形因子                     講義 

⑪ 第 10 章 先天性異常：遺伝病、染色体異常                    講義 

⑫ まとめ 

⑬ 振り返り授業（復習）                             講義 

 

Ⅲ．教育資源（テキスト、その他） 

・教科書「病理学概論」滝澤登一郞、畠山茂著／社団法人東洋療法学校協会編：医歯薬出版   

 ・プリント 

 

Ⅳ．評価 

 定期試験で評価する。 

 

Ⅴ．注意点 その他 

 ・色ペンを 2 種類ほど用意しておいて下さい。（板書や教科書に線を引くときに使用します。） 

 ・章の終わりごとに小テストを行います。 

 

 

学科・学年・コース 鍼灸学科・２年・全コース 

科目名 臨床医学各論Ⅰ 



単位数（授業時数） ３単位（７６時間） 

 

Ⅰ．学習目標 

１．一般目標（GIO） 

  現代医学領域（内科・脳神経系を中心）の代表的な疾患についての知識を習得し、病態生理と診断学におけ

る基本的事項を理解し、診断の組み立てと治療方法について理解する 

２．行動目標（SBOs） 

①一般的な疾患概念を理解し、述べることができる 

②主要な疾患における特徴的な病態を理解し、説明できる 

③主要な疾患の概念、原因、症状、検査、治療について理解し、説明できる 

④自発的，かつ，継続的学習態度を実践する 

 

Ⅱ．学習方略 

１．授業日程、２．授業内容、３．授業形態 

①臨床医学各論について、消化器総論、口腔疾患１（顎関節症、齲歯、歯周病） 

②口腔疾患２、（アフタ性口内炎、舌炎、口角炎） 

③食道疾患１（食道がん、食道炎、食道潰瘍、その他） 

④食道疾患２ 胃疾患１（急性胃炎、慢性胃炎、消化性潰瘍 no1 胃潰瘍） 

⑤胃疾患２（消化性潰瘍 no2,十二指腸潰瘍、胃癌） 

⑥胃疾患３（その他の胃・十二指腸疾患）、腸疾患１（腸炎、クローン病、） 

⑦腸疾患１、（過敏性腸症候群、潰瘍性大腸炎） 

⑧腸疾患２（虫垂炎、大腸癌、腸閉塞） 

⑨腸疾患３（その他の腸疾患、）肝・胆道疾患１総論 

⑩肝・胆道疾患２（急性肝炎、慢性肝炎、薬物性肝障害） 

⑪肝・胆道疾患３（肝硬変、肝癌、その他の肝疾患） 

⑫まとめ 

⑬前期振り返り授業 

※ 授業形態は講義形式 

 

Ⅲ．教育資源（テキスト、その他） 

教科書：東洋療法学校協会編 臨床医学各論 

参考書：新臨床内科学 医学書院 

    よくわかる内科学 金原出版 

 

Ⅳ．評価 

 筆記試験および平常点により行う 

 

Ⅴ．注意点 その他 



授業中のスマホ操作は慎むこと、教科書を予習し持参してください 

 

 

学科・学年・コース 鍼灸学科・２年・全コース 

科目名 臨床医学各論Ⅱ 

単位数（授業時数） １単位（２６時間） 

 

Ⅰ．学習目標 

１．一般目標（GIO） 

整形外科領域の代表的な疾患についての知識を習得し、運動器の病態生理学と診断学における基本的事

項を理解し、診断の組み立てと治療方法について理解する 

  ２．行動目標（SBOs） 

①知識（認知領域） 

・一般的な整形外科疾患の概念を理解できる。 

・主要な整形外科疾患の定義、症状、診査法、治療法を理解できる。 

②技能（精神運動領域） 

・臨床の場で整形外科疾患患者に対して適切に対処できるようになる。 

・整形外科学的検査の説明・実施ができ、判定ができる 

③態度（情意領域） 

・整形外科疾患患者の生理的心理的特徴を理解し、対処できる態度を養う。 

 

Ⅱ．学習方略 

１．授業日程、２．授業内容、３．授業形態 

①整形外科疾患の総論：一般症状、診査法、治療法 

②頚腕症候群（分類、病態、症状、検査）※脊椎疾患含む 

③関節疾患：関節可動域異常、関節炎、五十肩 

④関節疾患：変形性関節症 

⑤骨代謝疾患：骨粗鬆症、骨軟化症（くる病を含む） 

⑥骨腫瘍：骨腫瘍の診査法、種類 

⑦筋、腱疾患：筋炎、筋膜炎、腱鞘炎 

⑧形態異常：三大先天性整形外科疾患、特発性側湾症 

⑨脊椎疾患：頚腕症候群および腰痛症 

⑩脊髄損傷：原因、症状、治療法（リハビリテーション） 

⑪外傷性疾患：骨折、捻挫、脱臼、打撲 

⑫まとめ 

⑬振り返り・復習 

 

Ⅲ．教育資源（テキスト、その他） 



用意するもの：臨床医学各論 医歯薬出版ＫＫ 

 ほとんどが板書となりますのでノートを準備して下さい。 

 

Ⅳ．評価 

 定期試験（記述問題が主体） 

 

Ⅴ．注意点 その他 

 その日の復習は必ずして下さい。 

 

 

学科・学年・コース 鍼灸学科・３年・全コース 

科目名 臨床医学各論Ⅲ 

単位数（授業時数） １単位（２６時間） 

 

Ⅰ．学習目標 

１．一般目標（GIO）  

  一般内科の呼吸器を中心に内分泌・代謝疾患も含め主な疾患について概念を理解し、その疾患の症状、西

洋医学的な検査法や治療法についても学び、鍼灸師として求められる病態の把握ができるようになる 

２．行動目標（SBOs） 

①知 識 

  ・主な疾患の疾患概念と症状を述べることができる 

  ・類似する疾患群の鑑別診断の要点を述べることができる 

②技 能 

・主な症状の発生機序とその病態生理学的意義を説明できる 

・主な検査法の実施方法、適応と判定、および、代表的な異常所見を説明できる 

③態 度 

・自発的，かつ，継続的学習態度を実践する 

 

Ⅱ．学習方略 

１．授業日程、２．授業内容、３．授業形態 

①呼吸器総論（構造と機能）上気道疾患（普通感冒）             講義 

②上気道疾患（普通感冒・急性気管支炎）                  講義 

③下気道疾患（肺炎・肺結核）                           講義 

④ＣＯＰＤ  （呼吸機能・肺気腫）                    講義 

⑤ＣＯＰＤ２（慢性気管支炎・気管支喘息）       講義 

⑥拘束性呼吸器疾患（特発性肺線維症）                   講義 

⑦その他（肺がん・気胸・気管支拡張症）                                   講義 

⑧内分泌疾患、下垂体疾患・甲状腺疾患（バセドウ病・粘液水腫）     講義 



⑨副腎疾患１、（クッシング症候群・アルデステロン症・尿崩症）     講義 

⑩副腎疾患２（褐色細胞腫・アジソン病・）       講義 

⑪代謝・栄養疾患（糖尿病）脂質代謝異常（高脂血症・肥満症・るいそう）     講義 

⑫まとめ 

⑬尿酸代謝異常（高尿酸血症・痛風）                    講義 

 

Ⅲ．教育資源（テキスト、その他） 

教科書：東洋療法学校協会編 臨床医学各論 

参考書：よくわかる内科学 金原出版 

    新臨床内科学  医学書院  

Ⅳ．評価 

 定期試験により行う。 

 

Ⅴ．注意点 その他 

事前に教科書などで予習してくること 

 

 

学科・学年・コース 鍼灸学科・３年・全コース 

科目名 応用診断学 

単位数（授業時数） ２単位（５４時間） 

 

Ⅰ．学習目標 

１．一般目標（GIO） 

  各科の疾患について概念を理解し、その疾患の症状、西洋医学的な検査法や治療法についても学び、鍼灸

師として求められる病態の把握ができるようになる。また、多くの疾患を学ぶことで個々の疾患ばかりでなく、他

疾患との鑑別の要点が把握出来るようになる。 

 

２．行動目標（SBOs） 

①主な疾患の疾患概念と症状を述べることができる。 

②類似する疾患群の鑑別診断の要点を述べることができる。 

③主な症状の発生機序とその病態生理学的意義を説明できる。 

④主な検査法の実施方法、適応と判定、および、代表的な異常所見を説明できる。 

⑤自発的，かつ，継続的学習態度を実践する。 

 

Ⅱ．学習方略 

１．授業日程、２．授業内容、３．授業形態 

①代謝疾患・栄養疾患 

②膠原病１ 



③膠原病２ 

④膠原病３／血液疾患１ 

⑤血液疾患２ 

⑥血液疾患３ 

⑦消化器/肝胆膵疾患まとめ１ 

⑧消化器/肝胆膵疾患まとめ２ 

⑨消化器/肝胆膵疾患まとめ３ 

⑩消化器/肝胆膵疾患まとめ４ 

⑪消化器/肝胆膵疾患まとめ５ 

⑫消化器/肝胆膵疾患まとめ６ 

⑬消化器/肝胆膵疾患まとめ７ 

⑭腎疾患１ 

⑮腎疾患２ 

 

Ⅲ．教育資源（テキスト、その他） 

教科書：東洋療法学校協会編 臨床医学各論 

    プリント（過去問・まとめ） 

参考書：よくわかる内科学（金原出版）、新臨床内科学（医学書院）、標準整形外科学（医学書院） 

 

Ⅳ．評価 

 卒業試験（マークシート） 

 

Ⅴ．注意点 その他 

 事前に教科書などで予習してくること。 

 

 

学科・学年・コース 鍼灸学科・３年・全コース 

科目名 リハビリテーション概論Ⅰ 

単位数（授業時数） １単位（２６時間） 

 

Ⅰ．学習目標 

１．一般目標（GIO） 

 リハビリテーション医学全般・運動学を理解する。国家試験を念頭に置き、出題傾向を把握する。 

 

２．行動目標（SBOs） 

 障害に対する理解、各疾患のリハビリテーションを治療現場に活かす。 

 

Ⅱ．学習方略 



１．授業日程、２．授業内容、３．授業形態 

①リハビリテーションと障害（リハビリテーションとは） 

②リハビリテーション医学と医療（リハビリテーション医学の概念） 

③障害の評価①（身体構造・活動・合併症の評価） 

④障害の評価②（運動麻痺の評価・運動発達テスト） 

⑤障害の評価③（高次脳機能評価・心理的評価） 

⑥医学的リハビリテーション①（理学療法・作業療法） 

⑦医学的リハビリテーション②（言語療法・装具療法） 

⑧脳卒中のリハビリテーション①（脳卒中とは・急性期リハビリテーション） 

⑨脳卒中のリハビリテーション②（回復期リハビリテーション・リスク管理） 

⑩脊髄損傷のリハビリテーション①（脊髄損傷による症状と障害 

⑪脊髄損傷のリハビリテーション②（急性期・回復期リハビリテーション） 

⑫まとめⅠ 

⑬振り返り 

 

Ⅲ．教育資源（テキスト、その他） 

教科書：リハビリテーション医学 医歯薬出版 

プリント：担当者が原稿を用意し配布する 

 

Ⅳ．評価 

定期試験 

 

Ⅴ．注意点 アドバイス 

毎回、ノートをしっかりとること 

 

 

学科・学年・コース 鍼灸学科・３年・全コース 

科目名 リハビリテーション概論Ⅱ 

単位数（授業時数） ２単位（４０時間） 

 

Ⅰ．学習目標 

１．一般目標（GIO） 

鍼灸師に必要なリハビリテーションの知識・技術を修得し、臨床の場で生かせる事ができるようにする。 

 

２．行動目標（SBOs） 

①主な適応となる疾患を理解する。 

②各疾患のリハビリテーションの内容を学習する。 

③国家試験のレベルまで到達する。 



 

Ⅱ．学習方略 

１．授業日程、２．授業内容、３．授業形態 

１．日程：時間割通り 

２．内容 ①脊髄損傷のリハビリテーション 

②切断のリハビリテーション 

③小児のリハビリテーション 

④骨関節疾患のリハビリテーション 

⑤呼吸器のリハビリテーション 

⑥心疾患のリハビリテーション 

⑦パーキンソン病のリハビリテーション 

⑧高齢者のリハビリテーション 

⑨運動学の基礎１ 

⑩運動学の基礎２ 

 ３．講義と簡単な実技の併用 

 

Ⅲ．教育資源（テキスト、その他） 

教科書：「リハビリテーション医学第 3 版」 医歯薬出版 

    「リハビリテーション医学テキスト」南江堂 

「リハビリテーションビジュアルブック」学研 

プリント（補足分の内容） 

 

Ⅳ．評価 

試験 

 

Ⅴ．注意点 その他 

 

 

学科・学年・コース 鍼灸学科・１年・全コース 

科目名 医療概論 

単位数（授業時数） １単位（２６時間） 

 

Ⅰ．学習目標 

１．一般目標（GIO） 

  医療人としての心構えを確認すると共に、東洋医学の理論を学び東洋医学独特な物の見方や考え方に触れ

る。また、身近にある物・季節・様々な現象などを例に挙げ東洋医学の思想と絡めて基礎的な東洋療法の

知識を修得する。 

２．行動目標（SBOs） 



1）医療人としての心構え 

2）東洋医学の思想に触れる。 

  3）陰陽学説について身近に起こり事柄と絡めて理解する。 

  4）五行の発想を学びその特性を理解する。 

  5）相克関係の考え方に触れ人と自然の関係について考える。 

  6）医学から見た人体の考え方に触れる。 

 

Ⅱ．学習方略 

１．授業内容 

  ①建学の精神・医療人の心構え     

②医療人の心構え           

③ヒポクラテスの誓い         

④患者の権利宣言           

⑤東洋医学の思想と特徴        

⑥陰陽の考え方            

⑦陰陽論の特徴            

⑧四診とは              

⑨五行学説とは            

⑩自然と人体の五行分類        

⑪人体と生理・病理の五行分類     

⑫まとめ 

⑬振り返り               

２．授業形態 場所 

  基本的には教室で講義形式とする。必要に応じ、グループ学習や実技室なども使用する。 

 

Ⅲ．教育資源（テキスト、その他） 

医療概論（医歯薬出版株式会社）・東洋医学概論（医道の日本社）・配布プリント など 

 

Ⅳ．評価 

授業内態度、課題レポートなどの提出物、および学期末での筆記試験により評価。 

 

Ⅴ．注意点 その他 

①医療概論の講義は、中・後期の東洋医学概論の導入の役割を担っている。したがって、医療概論の教科書

の順を追って解説していく授業とはならない。単なる国家試験対策ではなく、複眼（東洋・西洋）的思考に慣

れ、かつそれに耐えうる知性を養うことに主眼を置く。 

②西洋医学とは違った、東洋医学独特な思想を元に患者の病態を把握し、それに対して治療を行う東洋医学

の基本的な知識を学ぶ授業である。最初はなかなか理解出来ない点もあるかと思うが楽しく勉強をしていく

心構えが大切であると考える。 



 

 

学科・学年・コース 鍼灸学科・３年・全コース 

科目名 関係法規 

単位数（授業時数） １単位（２０時間） 

 

Ⅰ．学習目標 

１一般目標（GIO） 

 鍼灸師として業務に従事する上で「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律」とその業務や

医療従事者一般として必要な医療福祉法を中心に学習する。講義は過去の国家試験を中心にまとめた資料

を使用する 

 

２行動目標（SBOs） 

１． 法の意義と体系、免許と試験、免許の資格要件、申請、書き換え交付、業務などを理解する 

２． 身分の消滅、施術所に関する規則、届け出、備えるべき要件などを理解する 

３． 広告制限、罰則 

４． 医療法、医療法をを理解する 

５． 衛生関係法規を理解する社会福祉関係法規を理解する 

６． 社会福祉関係法規を理解する 

７． 日本の医療制度、介護保険制度について理解する 

８． 医療倫理、医療概論について理解する 

 

Ⅱ．学習方略 

１．授業日程、２．授業内容、３．授業形態 

① 法の体系・はりきゅう師の免許と試験      講義            教室 

② 業務に関する法律            講義      教室 

③ 広告、罰則に関する法律         講義      教室 

④ 衛生関係法規              講義      教室 

⑤ 社会福祉関係法規            講義      教室 

⑥ 介護保険制度に関する法律        講義      教室 

⑦ その他、総合演習              講義    教室 

 

Ⅲ．教育資源（テキスト、その他） 

関係法規第 7 版 （社）東洋療法学校協会編 教科書執筆小委員会著 医歯薬出版株式会社 

授業時に配布する資料 

 

Ⅳ．評価 

試験 



 

Ⅴ．注意点 その他 

関係法規は、国家試験のみならず、免許取得後に実際の業務や開業などをしていく上で必ず認識が必要となり

ます。また、業務違反に対する処罰なども理解が必要です。 

 

 

学科・学年・コース 鍼灸学科・３年・全コース 

科目名 保健医療福祉 

単位数（授業時数） １単位（２０時間） 

 

Ⅰ．学習目標 

１．一般目標（ＧＩＯ） 

  保健医療福祉制度の中におけるはり師及びきゅう師の位置づけや職業倫理について学ぶ。 

２．行動目標（ＳＢＯｓ） 

  ・鍼灸師としての心構えを学ぶ。 

  ・他職種の領域を理解する。 

  ・チーム医療を行う上での鍼灸師の役割を理解する。 

  ・療養費の取り扱いについて理解する。 

 

Ⅱ．学習方略 

１．授業日程 ２．授業形態 ３．授業形態 

①鍼灸師としての心構え１ 

②鍼灸師としての心構え２ 

③鍼灸師としての心構え３ 

④他職種領域との連携１（理学療法） 

⑤他職種領域との連携２（理学療法） 

⑥他職種領域との連携３（看護） 

⑦他職種領域との連携４（柔道整復） 

⑧療養費の取り扱い１ 

⑨療養費の取り扱い２ 

⑩療養費の取り扱い３ 

 

Ⅲ．教育資源（テキスト、その他） 

配布資料 

 

Ⅳ．評価 

 レポート課題 

 



Ⅴ．注意点 その他 

 

 

学科・学年・コース 鍼灸学科・１年・全コース 

科目名 東洋医学概論Ⅰ 

単位数（授業時数） ２単位（５０時間） 

 

Ⅰ．学習目標 

１．一般目標（GIO） 

  すでに学習した東洋医学の根本思想が重要であるため、陰陽学説、五行学説等の復習した上で、 

東洋医学的哲学思想に基づく生体観の見方や考え方の知識を修得する。 

 

２．行動目標（SBOs） 

 １）東洋医学の特徴について理解する。 

 ２）神・精・気血津液の生理について理解する。 

  ３）東洋医学の思想について理解する。 

 

Ⅱ．学習方略 

１．授業日程・内容・授業形態 

 ①健康なからだについて       講義 

 ②東洋医学の起源と発展       講義 

 ③陰陽学説１            講義  

 ④陰陽学説２            講義 

 ⑤五行学説             講義 

  ⑥東洋医学の特徴          講義 

  ⑦神・精・気血津液の生理１     講義 

  ⑧気血津液の生理２         講義 

  ⑨気血津液の生理３         講義 

  ⑩気血津液の生理４         講義 

  ⑪生理物質の相互関係        講義 

  ⑫まとめ 

  ⑬気血津液の生成代謝（まとめ）   講義 

２. 授業形態 場所 

  基本的には教室で講義形式とする。 

 

Ⅲ．教育資源（テキスト、その他）  

 東洋療法学校協会編「新版東洋医学概論」医道の日本社 など 

  



Ⅳ．評価 

  定期テスト 

   

Ⅴ．注意点 その他 

 復習はその日のうちに行っておくこと。 

 欠席した場合は、自分でしっかりフォローしておくこと。 

 

 

学科・学年・コース 鍼灸学科・１年・全コース 

科目名 経絡経穴概論 

単位数（授業時数） ３単位（７６時間） 

 

Ⅰ．学習目標 

１．一般目標（ＧＩＯ） 

  経絡経穴概論は学校在籍中全ての学年・学期に登場する科目である。その中で１年次には入門編という位

置づけとし、経絡の種類・それに属する経穴名、経穴を取穴する為に必要な解剖学的知識などを学習する。 

２．行動目標（ＳＢＯｓ） 

①経絡について理解する 

②経穴を取穴することが出来る 

③骨度法について理解する 

④同身寸法について理解する 

⑤取穴法に登場する解剖学的名称を触り説明できる 

 

Ⅱ．学習方略 

１．授業日程、２．授業内容、３．授業形態 

 テーマ               形態     場所 

①経絡経穴概論について         講義 演習  実技室 

②督脈１                講義 演習  実技室 

③督脈２                講義 演習  実技室 

④督脈３                講義 演習  実技室 

⑤任脈１                講義 演習  実技室 

⑥任脈２                講義 演習  実技室 

⑦手の太陰肺経             講義 演習  実技室 

⑧手の陽明大腸経１           講義 演習  実技室 

⑨手の陽明大腸経２           講義 演習  実技室 

⑩足の陽明胃経１            講義 演習  実技室 

⑪足の陽明胃経２          講義 演習  実技室 

⑫まとめ 



⑬振り返り               講義 演習  実技室 

 

Ⅲ．教育資源（テキスト、その他） 

「経絡経穴概論」 医道の日本社 など  

 

Ⅳ．評価 

定期考査中にペーパー試験及び口頭試問を実施 

 

Ⅴ．注意点 その他 

①実技教室にて授業を行う為、白衣の着用を義務とする 

②予定変更の際は授業中にお知らせします 

 

 

学科・学年・コース 鍼灸学科・２年・全コース 

科目名 はり理論・きゅう理論Ⅰ 

単位数（授業時数） １単位（２６時間） 

 

Ｉ．学習目標 

１．一般目標（GIO） 

鍼灸の基礎知識として、器具、技術、衛生的処置、刺鍼法、灸法を理解する。 

 

２．行動目標(SBOs) 

①鍼灸の用具や術式について基本的な説明ができる 

②鍼灸臨床における臨床適応とリスクに対する知識を身につける 

 

Ⅱ．学習方略 

１．授業日程 ２．授業内容 ３．授業形式 

① 第１章 概論   講義 

② 第２章 鍼の基礎知識  講義 

③ 第３章 鍼の方式と術式１ 講義 

④     鍼の方式と術式２ 講義 

⑤ 第４章 特殊鍼法   講義 

⑥ 第５章 灸の基礎知識  講義 

⑦ 第６章 灸術の種類  講義 

⑧ 第７章 鍼灸臨床応用  講義 

⑨ 第８章 リスク管理１  講義 

⑩     リスク管理２  講義 

⑪ まとめ 



⑫ 復習         講義 

 

Ⅲ．教育資源(テキスト、その他) 

プリント、液晶プロジェクター 

はりきゅう理論 (公社)東洋療法学校協会編 教科書執筆小委員会著  (株)医道の日本社 

生理学第2版     (公社)東洋療法学校協会編 内田さえ・原田玲子他著 医歯薬出版(株) 

 

Ⅳ．評価 

定期試験（ペーパー試験）にて実施 

 

Ｖ．注意点 その他 

 

 

学科・学年・コース 鍼灸学科・３年・全コース 

科目名 はり理論・きゅう理論Ⅱ 

単位数（授業時数） １単位（２６時間） 

 

Ⅰ．学習目標 

１．一般目標（GIO） 

  東洋医学の基盤となる蔵象学と経絡学における生理と病理の知識を養い、弁証論治の精神から多種の疾病

に対応できる鍼灸師を育成する 

２．行動目標（SBOs） 

  テキスト内容を前期のみで全て網羅するのは不可能であるため、この学問の重要性を理解してもらうことに

重きをおいた授業を目標とする。 

【概論】 

①蔵象学説 

②経絡の種類 

③臓腑と経絡の関係 

【各論】 

①各蔵象の位置、形態、機能 

②各経脈の分布、関連する経穴の理解 

③各臓腑経絡に関連する実際の臨床的な見解 

 

Ⅱ．学習方略 

１．授業日程、２．授業内容、３．授業形態 

①臓腑経絡概論  講義（実技） 実技室 

②手太陰肺経   講義（実技） 実技室 

③手陽明大腸経  講義（実技） 実技室 



④足陽明胃経   講義（実技） 実技室 

⑤足太陰脾経   講義（実技） 実技室 

⑥手少陰心経   講義（実技） 実技室 

⑦手太陽小腸経  講義（実技） 実技室 

⑧足少陰腎経、足太陽膀胱経 講義（実技） 実技室 

⑨手厥陰心包経、手少陽三焦経 講義（実技） 実技室 

⑩足少陽胆経   講義（実技） 実技室 

⑪足厥陰肝経   講義（実技） 実技室 

⑫まとめ 

⑬振り返り、その他  講義（実技） 実技室 

 

Ⅲ．教育資源（テキスト、その他） 

①臓腑経絡学 

②配布資料（毎回配布予定） 

 

Ⅳ．評価 

①授業内態度 

②学期末での筆記試験により評価 

 

Ⅴ．注意点 その他 

①PC プロジェクター使用のための準備 

②配布資料に準備 

 

 

学科・学年・コース 鍼灸学科・３年・全コース 

科目名 経絡経穴演習 

単位数（授業時数） １単位（２４時間） 

 

Ⅰ．学習目標 

１．一般目標（GIO） 

 経絡の意義や概要、および経穴の取穴、要穴、局所解剖、主治等を総合的に学習する。 

 

２．行動目標（SBOs） 

 知識（認知領域） 

①経絡および経穴の意義と概要が言える。 

②正穴の取穴が言える。 

③要穴が言える。 

④経穴の筋肉・運動神経・知覚神経・血管が言える。 



⑤経絡経穴の現代医学的意義が言える。 

 技能（精神運動領域） 

①経絡別に正穴の取穴ができる。 

②経絡別に正穴の局所解剖や要穴が理解できる。 

 

Ⅱ．学習方略 

１． 授業日程、２．授業内容、３．授業形態 

① 頭顔面部の経穴（筋・知覚神経・血管）  講義 

② 体幹の経穴（筋・知覚神経・血管）   講義 

③ 奇経八脈      講義 

④ 局所解剖と経穴①     講義 

⑤ 局所解剖と経穴②     講義 

 

 

Ⅲ．教育資源（テキスト、その他） 

用意するもの 

  教科書：新版 経絡経穴概論・解剖学 

授業時配布プリント（筋学・経穴・体表解剖学） 

 

Ⅳ．評価 

 試験 

 

Ⅴ．注意点 その他 

事前に教科書などで予習してくること。 

 

 

学科・学年・コース 鍼灸学科・３年・全コース 

科目名 応用鍼灸学 

単位数（授業時数） １単位（２２時間） 

 

Ｉ．学習目標 

１．一般目標（GIO） 

鍼灸の基礎知識として、治効理論および臨床応用を理解、説明できる。 

 

２．行動目標(SBOs) 

①鍼灸臨床における臨床適応とリスクに対する知識を身につける。 

②鍼灸治療における治効メカニズムを説明できる。 

 



Ⅱ．学習方略 

１．授業日程 ２．授業内容 ３．授業形式 

① 第10章 鍼灸療法の一般治効理論  講義 

② 第10章 鍼灸療法の一般治効理論  講義 

③ 第11章 関連学説    講義 

④ 第11章 関連学説    講義 

 

Ⅲ．教育資源(テキスト、その他) 

プリント、液晶プロジェクター 

はりきゅう理論 (公社)東洋療法学校協会編 教科書執筆小委員会著  (株)医道の日本社 

生理学第2版     (公社)東洋療法学校協会編 内田さえ・原田玲子他著 医歯薬出版(株) 

 

Ⅳ．評価 

試験 

 

Ｖ．注意点 その他 

 

 

学科・学年・コース 鍼灸学科・２年・全コース 

科目名 診察概論 

単位数（授業時数） ３単位（７６時間） 

 

Ⅰ．学習目標 

１．一般目標（GIO） 

 ①臨床系の基本教科として、医療者としての心構え、実践意識を育てる 

２．行動目標（SBOs） 

①適切な医療面接を行うことができる 

②病態把握に必要な観察ができる 

③病態把握に必要な身体診察を選択し実施できる 

④全人的な患者ケア（POS）を実践できるカルテを作成することができる 

⑤症例に基づいて問題解決を行うことができる 

 

Ⅱ．学習方略 

１．授業日程、２．授業内容、３．授業形態 

      ＜授業内容＞            ＜形態＞        

①診察学概要（診察の進め方）      講義 

②具体的な診察法一例（反射の採り方） 講義 

③診察結果の整理の仕方（カルテの書き方）講義 



④全身の診察法（神経学的所見）   講義 

⑤全身の診察法（診察方法１）   講義 

⑥全身の診察法（診察方法２）   講義 

⑦局所の診察法（生命徴候１）  講義 

⑧局所の診察法（生命徴候２）  講義 

⑨局所の診察法（全身の診察１）  講義 

⑩局所の診察（全身の診察２）  講義 

⑪復習    講義 

⑫まとめ 

⑬振り返り    講義 

 

 

Ⅲ．教育資源（テキスト、その他） 

臨床医学総論（教科書） ハンマー（打腱器）、血圧計、プリント  

 

Ⅳ．評価 

 筆記試験 

 

Ⅴ．注意点 その他 

グループワーク等も実施する予定なので、グループ内での活発な意見交換は奨励しますが、余計な私語はし

ないように注意してください。 

 

 

学科・学年・コース 鍼灸学科・２年・全コース 

科目名 東洋医学概論Ⅱ 

単位数（授業時数） ３単位（７６時間） 

 

Ⅰ．学習目標 

１．一般目標（GIO） 

１年生で学習した東洋医学概論の概要を復習しながら、最終的には自ら弁証論治の組み立てができるように

理解を深める。 

２行動目標（SBOs） 

① 陰陽五行論を理解し説明できる。 

② 気・血・津液の生理機能を理解し説明できる。 

③ 五臓六腑の生理機能を理解し説明できる。 

④ 經絡概念と五臓六腑の関係を理解し説明できる。 

⑤ 四診を用いて弁証論治ができる。 

 



Ⅱ．学習方略 

１．授業日程・授業内容・授業形態 

① １年次の復習（陰陽五行） 

② １年次の復習（精気血津液、五臓六腑） 

③ 病因病機 

④ 五臓六腑の病証 

⑤ 四診 望診 

⑥ 四診 望診 

⑦ 四診 望診 

⑧ 四診 聞診 

⑨ 四診 問診 

⑩ 四診 問診 

⑪ 試験前対策 

⑫ まとめ 

⑬ ふり返り 

 

Ⅲ．教育資源（テキスト、その他） 

・東洋医学概論（社）東洋療法学校協会編 教科書執筆小委員会著 医道の日本社 

 ・授業で配布する資料 

 

Ⅳ．評価 

・定期試験 

 

Ⅴ．注意点 その他 

 ・欠席した分の資料は次の授業までに確保すること 

 

 

学科・学年・コース 鍼灸学科・３年・全コース 

科目名 体表解剖学 

単位数（授業時数） ２単位（５４時間） 

 

Ⅰ．学習目標 

１．一般目標（GIO） 

  解剖学は、人体の構造・形態を観察し、構造および形態と機能との関連を的確に理解することを目的とする。

体表解剖学では、今まで学習してきた解剖学を総合して理解を深めるとともに、鍼灸臨床に応用できる知識を

習得する。 

 

２．行動目標（SBOs） 



①各器官の位置と形態を図示することが出来る。 

②各器官の構造について説明できる。 

③各器官の走行・分布領域を説明できる。 

④体表で指標となる部位を説明できる。 

⑤各器官の形態と機能の関連を説明できる。 

 

Ⅱ．学習方略 

１．授業日程、２．授業内容、３．授業形態 

①第１章   人体の構成（細胞・組織１）  講義 

②第１章   人体の構成（組織２）   講義 

③第１章   人体の構成（組織３・体表構造）  講義 

④第４章   消化器系（総論・腹膜・口腔）  講義 

⑤第４章   消化器系（扁桃～咽頭）    講義 

⑥第４章   消化器系（食道～小腸）   講義 

⑦第４章   消化器系（大腸・門脈）   講義 

⑧第４章   消化器系（肝臓・膵臓）   講義 

⑨第５章   泌尿器系（腎臓）   講義 

⑩第５章 泌尿器系（尿路）   講義 

⑪第３章   呼吸器系（総論・鼻腔～喉頭）  講義 

⑫第３章   呼吸器系（気管・肺）   講義 

⑬第１０章  運動器系：骨格系（骨の概要・関節） 講義 

 ⑭第１０章  運動器系：骨格系（頭蓋骨・各部の骨） 講義 

 ⑮第７章 内分泌系    講義 

 ⑯第２章  循環器系（総論・心臓）   講義 

 ⑰第２章 循環器系（心臓・動脈）   講義 

 ⑱第２章 循環器系（静脈・胎児循環）  講義 

 

Ⅲ．教育資源（テキスト、その他） 

 教科書：東洋療法学校協会編 解剖学 

     プリント（まとめ・国家試験過去問題） 

 

Ⅳ．評価 

 試験 

 

Ⅴ．注意点 その他 

 事前に教科書などで予習してくること。 

 プリントを配布するのでファイルを用意すること。 

 4 色の色鉛筆もしくは色ペン（青・赤・黄・緑）があると便利である。 



 

 

学科・学年・コース 鍼灸学科・３年・全コース 

科目名 病態生理学 

単位数（授業時数） １単位（２２時間） 

 

Ⅰ．学習目標 

１．一般目標（GIO） 

  熱が出る、頭が痛い、食欲がない。こういった症状がなぜ起こってくるか、そのからくりや意味づけを、解剖学

や生理学の知識をもとにして理解する。 

 

２．行動目標（SBOs） 

 ①患者の訴えを、解剖学や生理学の知識を元にして理解できる。 

 ②正しい解剖学や生理学の知識を持って、患者に症状を説明できる。 

  

Ⅱ．学習方略 

１．授業日程、２．授業内容、３．授業形態 

①整形外科１（先天性疾患）  講義 

②整形外科２（形態異常）  講義 

③整形外科３（脊髄損傷）  講義 

④整形外科４（スポーツ外傷） 講義 

⑤痛みの仕組み   講義 

⑥腹痛・頭痛・腰痛  講義 

⑦疲れと顔色   講義 

⑧発熱と発汗    講義 

⑨咳と息切れ    講義 

⑩心筋梗塞   講義 

 

Ⅲ．教育資源（テキスト、その他） 

 プリント 

 参考図書：臨床医学各論の教科書 

 

Ⅳ．評価 

 筆記試験（定期試験） 

 

Ⅴ．注意点 その他 

 授業内容は板書が中心となる。しっかりとノートをとること。 

 ※前半４回程度は、臨各Ⅱの範囲であった疾患について取り上げます。 



 

 

学科・学年・コース 鍼灸学科・３年・全コース 

科目名 中医各論 

単位数（授業時数） ２単位（４４時間） 

 

Ⅰ．学習目標 

１．一般目標（ＧＩＯ） 

  鍼灸師として、日常によく遭遇する疾患に対して治療を行う際、必要な東洋医学の考え方や知識を習得する

ことにより、種々の病証の発生メカニズム並びにその治療についての基本知識と技能の理解と簡単な応用が

できる 

 

２．行動目標（ＳＢＯｓ） 

①東洋医学臨床論の各疾患について、現代医学的・東洋医学的な疾病のメカニズムを説明できる。 

②各疾患について西洋医学的・東洋医学的見地から治療法・治療穴を導き出すことができる。 

 

 

Ⅱ．学習方略 

１．授業日程 ２．授業内容 ３．授業形態 

 ①中医学の治療原則と治療方法の概要    講義 

 ②各疾患の基本病理、弁証（六十九難・頭痛）   講義 

 ③各疾患の基本病理、弁証（顔面痛・歯痛）   講義 

 ④各疾患の基本病理、弁証（顔面神経麻痺・眼精疲労・鼻閉鼻汁） 講義 

 ⑤各疾患の基本病理、弁証（脱毛症・眩暈）   講義 

 ⑥各疾患の基本病理、弁証（耳鳴り・難聴・咳嗽）  講義 

 ⑦各疾患の基本病理、弁証（喘息・胸痛）   講義 

 ⑧各疾患の基本病理、弁証（腹痛・悪心嘔吐）   講義 

 ⑨各疾患の基本病理、弁証（便秘と下痢・月経異常）  講義 

 ⑩各疾患の基本病理、弁証（排尿障害・インポテンツ）  講義 

 ⑪各疾患の基本病理、弁証（肩こり・頸肩腕痛）   講義 

 

Ⅲ．教育資源（テキスト、その他） 

 教科書 

 授業用プリント、東洋医学臨床論（医道の日本社）、東洋医学概論（医道の日本社） 

 

Ⅳ．評価 

 試験 

 



Ⅴ．注意点 その他 

東洋医学概論の知識と経穴の知識が不可欠になるので、普段から慣れ親しんでおくように。 

授業では教科書の記載順に講義を行うので、できるかぎり予習しておくこと。 

授業内で前回の授業の確認テストを行うので、必ず復習するように。 

 

 

学科・学年・コース 鍼灸学科・３年・全コース 

科目名 適応症特論 

単位数（授業時数） １単位（２６時間） 

 

Ⅰ．学習目標 

１．一般目標（GIO） 

 一般臨床で多い症候について、問診・視診・触診・検査などの所見から疾患を推察し、鍼灸適否の鑑別を行え

るようになる。 

 

２．行動目標（SBOs） 

 ①症候から推察される疾患を述べることができる 

 ②疾患の特徴を述べることができる 

 ③鍼灸適応の場合の治療穴を述べることができる 

 

Ⅱ．学習方略 

１．授業日程、２．授業内容、３．授業形態 

①総論、内科系１  講義 

②内科系２   講義 

③内科系３   講義 

④内科系４   講義 

⑤内科系５   講義 

⑥内科系６   講義 

⑦整形外科系１  講義 

⑧整形外科系２  講義 

⑨整形外科系３  講義 

⑩整形外科系４  講義 

⑪整形外科系５  講義 

⑫まとめ    

⑬振り返り   講義 

 

 

Ⅲ．教育資源（テキスト、その他） 



教科書（臨床医学各論、臨床医学総論）、スライド等 

 

Ⅳ．評価 

 平常点と定期試験の総合評価 

 

Ⅴ．注意点 その他 

 

 

学科・学年・コース 鍼灸学科・２年・全コース 

科目名 東洋医学臨床論Ⅰ 

単位数（授業時数） ２単位（５０時間） 

 

Ⅰ．学習目標 

１．一般目標（ＧＩＯ） 

  最も基礎的、必要な東洋医学の考え方や知識を習得することにより、種々病因、病証の発生機序並びにそ

の治療方針についての基本知識と技能を理解し、その簡単な応用ができる。 

 

２．行動目標（ＳＢＯｓ） 

① 証の意義と分類についての理解と説明ができる。 

② 八綱弁証（表裏弁証、寒熱弁証、虚実弁証）とその相互関係の理解、説明および応用ができる。 

③ 気血津液弁証とその相互関係の理解、説明および応用ができる。 

④ 病因弁証への理解、説明および応用でできる。 

⑤ 臓腑弁証とその他の弁証の関連性についての理解、説明および応用ができる。 

⑥ 各種の弁証の関連性を考えながら、各種の弁証による病態分析を理解する。 

⑦ 以上の弁証の講義しながら、現代医学から見た近い病態を挙げ、病証の実体がより容易に理解し、疾患

に対して、全方位的に把握、対処できる。 

 

Ⅱ．学習方略 

１．授業日程 ２．授業内容 ３．授業形態 

①証の意義と分類および弁証論治の流れ    講義 

②八綱の概要の復習と八綱弁証の内容と臨床意義   講義 

③気血の概念、生理と病理の復習およびその弁証（１）  講義 

④気血の弁証とその応用（２）     講義・演習 

⑤津液の概念、生理と病理の復習およびその弁証   講義 

⑥津液の弁証とその応用     講義・演習 

⑦八綱、気血津液弁証の関連性とその応用（症例弁証）  講義・演習 

⑧臓腑弁証１－１ （肝、胆弁証）    講義 

⑨臓腑弁証１－２ （肝、胆弁証とその応用）   講義・演習 



⑩臓腑弁証２－１ （心、小腸弁証）    講義・ 

⑪臓腑弁証２－２ （心、小腸弁証とその応用）   講義・演習 

 ⑫まとめ 

 ⑬振り返り 

 

Ⅲ．教育資源（テキスト、その他） 

教科書 

授業用プリント、東洋医学概論（医道の日本社）、東洋医学臨床論（医道の日本社） 

参考図書 

 鍼灸学「基礎編」（日中共同編集、東洋学術出版社） 

 鍼灸学「臨床編」（日中共同編集、東洋学術出版社） 

 中医学ノートなど 

 

Ⅳ．評価 

定期試験：講義内容（症例の弁証、４択問題などの形式） 

症例弁証結果の提出、授業前の小テスト（不定期） 

 

Ⅴ注意点 その他 

授業内容は関連性があるので、授業中やその後、理解できない所に関して、積極的に質問すること。理解

と記憶を深めるため、家で復習することも重要。次の授業の前に、前回の授業の内容の確認の質疑と不定期

の小テストをする。 

 

 

学科・学年・コース 鍼灸学科・３年・全コ－ス 

科目名 東洋医学臨床論Ⅱ 

単位数（授業時数） １単位（２６時間） 

 

Ⅰ．学習目標 

１．一般目標（GIO） 

  鍼灸師として、日常によく遭遇する疾患に対して治療を行う際、必要な東洋医学の考え方や知識を習得する

ことにより、種々の病証の発生メカニズム並びにその治療についての基本知識と技能の理解と適切な応用が

できる 

２．行動目標（SBOs） 

①各症状、症例の弁証論治のトレーニングを参考にしながら、中医弁証に対して、より深く理解し、自分なりの

診察パターンに作れるようになる 

②自分で患者情報を分析でき、証の鑑別を行いながら、病証の決定が出来ると共にその根拠について説明

することが出来る 

③自分で治療方針を立て、それに基づいた主要な治療穴を取ることが出来る 



 

Ⅱ．学習方略 

１．授業日程、２．授業内容、３．授業形態 

①月経異常などの生殖器系に関する疾患の弁証論治 

②インポテンツなどの生殖器系に関する疾患の弁証論治 

③症例分析と練習問題 

④排尿障害などの泌尿器系に関する疾患の弁証論治 

⑤まとめⅠ 

⑥小児夜尿症などの泌尿器系に関する疾患の弁証論治 

⑦症例分析と練習問題 

⑧腰痛などの運動器系に関する疾患の弁証論治 

⑨五十肩に関する疾患の弁証論治 

⑩症例分析と練習問題 

⑪リウマチ（痺証） 

⑫まとめⅡ 

⑬振り返り 

 

Ⅲ．教育資源（テキスト、その他） 

 教科書：東洋医学概論（医道の日本社）、東洋医学臨床論（医道の日本社） 

    授業用プリント 

参考図書：鍼灸学「基礎編」（日中共同編集、東洋学術出版社） 

      鍼灸学「臨床編」（日中共同編集、東洋学術出版社） 

      中医学ノートなど 

 

Ⅳ．評価 

 定期試験 

 

Ⅴ．注意点 その他 

  授業内容は関連性があるので、授業中やその後、理解できない所に関して、積極的に質問すること。理解と

記憶を深めるため、家で復習することも重要。次の授業の前に、前回の授業の内容の確認の質疑と不定期の

小テストをする 

 

 

学科・学年・コース 鍼灸学科・２年・全コース 

科目名 社会はき学Ⅰ 

単位数（授業時数） １単位（２８時間） 

 

Ⅰ．学習目標 



１．一般目標（ＧＩＯ） 

  現代社会におけるはり師・きゅう師の役割を学び、社会的ニーズの多様化に対応できる能力を養う。 

２．行動目標（ＳＢＯｓ） 

  ・鍼灸師に求められる社会的ニーズを理解する。 

  ・医療面接技法を述べることができる。 

  ・医療面接技法を用い、円滑にコミュニケーションがとれるようになる。 

  ・医療面接を通して、患者の求めることを理解できるようになる。 

  ・現代鍼灸の問題を解決する方法を理解する。（研究） 

  ・論文が作成できる。 

 

Ⅱ．学習方略 

１．授業日程 ２．授業形態 ３．授業形態 

①医療面接の基本１ 

②医療面接の基本２ 

③医療面接の応用１ 

④医療面接の応用２ 

⑤医療面接セッション 

⑥論文作成について１（論文総論） 

⑦論文作成について２（研究デザイン） 

⑧論文作成について３（研究デザイン） 

⑨論文作成について４（研究倫理） 

⑩論文作成について５（統計処理） 

⑪論文作成について６（統計処理） 

⑫論文作成について７（文献検索方法） 

 

Ⅲ．教育資源（テキスト、その他） 

配布資料 

 

Ⅳ．評価 

 レポート課題 

 

Ⅴ．注意点 その他 

 

 

学科・学年・コース 鍼灸学科・３年・全コース 

科目名 社会はき学Ⅱ 

単位数（授業時数） １単位（２０時間） 

 



Ⅰ．学習目標 

１．一般目標（ＧＩＯ） 

  現代社会におけるはり師・きゅう師の役割を学び、社会的ニーズの多様化に対応できる能力を養う。 

２．行動目標（ＳＢＯｓ） 

  ・奇経治療の理論を理解し、治療ができるようになる。 

・婦人科領域で遭遇しうる疾患を学び、それらの鑑別と治療ができるようになる。 

・超旋刺の歴史を学び、技術を修得する。 

・腕踝鍼の理論を理解し、治療ができるようになる。 

 

Ⅱ．学習方略 

１．授業日程 ２．授業形態 ３．授業形態 

①奇経治療１ 

②奇経治療２ 

③婦人科治療 

④超旋刺１ 

⑤超旋刺２ 

⑥腕踝鍼 

 

Ⅲ．教育資源（テキスト、その他） 

配布資料 

 

Ⅳ．評価 

 レポート課題 

 

Ⅴ．注意点 その他 

 

 

学科・学年・コース 鍼灸学科・１年・全コース 

科目名 基礎はり・きゅう実技 

単位数（授業時数） ５単位（１５２時間） 

 

●本科目は実務経験のある教員による授業科目である。 

実際に鍼灸師として日常的に臨床に従事していた実務経験を持つ教員が現場で活用していた鍼および灸の取

扱いについての知識と経験を教授する。 

 

Ⅰ．学習目標 

１．一般目標（GIO） 

鍼灸師に必要な毫鍼による基本実技を知り、正確かつ安全に身体へ施術することができる。 



鍼を受療し、身体の変化を体感する 

灸の基本実技を知り、正確ですばやく、かつ安全に人体に施灸することができる。 

様々な艾の種類や灸法を学び、理解することができる。 

２．行動目標（SBOs） 

①知識（認知領域） 

・毫鍼各部の名称を説明できる 

・刺鍼の手順やその意味を説明できる 

・消毒、感染、医療過誤の意味が説明できる 

・身体各部の解剖構造を説明できる 

・血圧測定の意義が説明できる 

・艾の種類を説明できる 

・様々な種類の灸法を説明できる 

②技能（精神運動領域） 

・刺鍼施灸に必要な消毒ができる 

・医療廃棄物の分類ができる 

・基本的な刺鍼施灸の手順ができる 

・身体各部の解剖学的構造を体表から触れ、経穴に正確に刺鍼施灸することができる 

・毫鍼を決められた方向、深度に刺入できる 

・艾を半米粒大・米粒大にひねることができる 

・血圧測定ができる 

③態度（情意領域） 

・施術者であるという意識を持つ 

・患者側（施術を受ける側）に適切な配慮ができる 

 

Ⅱ．学習方略 

１．授業日程、２．授業内容、３．授業形態 

・オリエンテーション 

・両手挿管、ひも作り ····································· 講義・実技 

・もぐさ作り、お灸体験 ·································· 講義・実技 

・両手挿管、艾炷作成 ·································· 講義・実技 

・押手、片手挿管 ············································ 講義・実技 

・片手挿管、艾炷作成 ·································· 講義・実技 

・鍼の製造過程 ··············································· 講義・実技 

・片手挿管、艾炷への点火 ························· 講義・実技 

・片手挿管、艾炷への点火 ························· 講義・実技 

・片手挿管、艾炷への点火 ························· 講義・実技 

・一連の刺鍼施灸流れ ································· 講義・実技 

・片手挿管、艾炷への点火 ························· 講義・実技 



・一連の刺鍼施灸流れ ································· 講義・実技 

・片手挿管、艾炷への点火 ························· 講義・実技 

・血圧測定 ························································· 講義・実技 

・血圧測定 ························································· 講義・実技 

・人体刺鍼施灸 ··············································· 講義・実技 

・隔物灸 ······························································ 講義・実技 

・人体刺鍼施灸 ··············································· 講義・実技 

・人体刺鍼施灸 ··············································· 講義・実技 

・試験説明 ························································· 講義・実技 

・人体刺鍼施灸 ··············································· 講義・実技 

・人体刺鍼施灸 ··············································· 講義・実技 

・棒灸 ··································································· 講義・実技 

・刺入 ··································································· 講義・実技 

・自身への施灸 ··············································· 講義・実技 

・前腕への施灸 ··············································· 講義・実技 

・下腿への施灸 ··············································· 講義・実技 

・腰部への施灸 ··············································· 講義・実技 

・背部への施灸 ··············································· 講義・実技 

・膝への施灸 ···················································· 講義・実技 

・項部への施灸 ··············································· 講義・実技 

・腹部への施灸 ··············································· 講義・実技 

・顔面への施灸 ··············································· 講義・実技 

・試験練習 ························································· 講義・実技 

・試験練習 ························································· 講義・実技 

・灸熱緩和操作 ··············································· 講義・実技 

 

Ⅲ．教育資源（テキスト、その他） 

教科書【はりきゅう実技（基礎編）・はりきゅう理論】、局所解剖カラーアトラス 南江堂 

実技備品セット 

 

Ⅳ．評価 

小テスト、身体への刺鍼施灸・血圧測定、筆記試験 

 

Ⅴ．注意点 その他 

①授業中は必ず白衣を着用すること 

②必要な実技備品は忘れないこと。忘れた場合は欠席扱いとする。 

③実技当番は授業開始前に共用備品の準備を行う 

④各自授業開始前に備品の用意をしておく 



⑤手洗いは授業前に済ませておくこと 

⑥爪は必ず短く切ってくること 

⑦自宅練習をしっかりと行うこと 

 

 

学科・学年・コース 鍼灸学科・２年・全コース 

科目名 経絡経穴取穴実技 

単位数（授業時数） ２単位（７６時間） 

 

Ⅰ．学習目標 

１．一般目標（GIO） 

  １年生の経絡経穴概論で学習した知識をふまえ、経穴の要穴を学習し、正確な位置を取穴できるようにする。 

２．行動目標（SBOs） 

 ①知識（認知領域） 

・経穴名と読み方・取穴位置が言える 

・経穴の要穴が言える 

・経絡の位置関係が言える 

②技能（精神運動領域） 

・十四経に属する経穴を取穴できる 

・十四経に属する経穴の要穴が理解できる 

 

Ⅱ．学習方略 

１．授業日程、２．授業内容、３．授業形態 

①２年次学習のオリエンテーション・要穴について 講義 

②手の太陰肺経 講義・取穴実技・鍼灸実技 

③手の少陰心経 講義・取穴実技・鍼灸実技 

④手の厥陰心包経 講義・取穴実技・鍼灸実技 

⑤診断テスト テスト 

⑥手の陽明大腸経 講義・取穴実技・鍼灸実技 

⑦手の太陽小腸経 講義・取穴実技・鍼灸実技 

⑧手の少陽三焦経 講義・取穴実技・鍼灸実技 

⑨任脈・督脈（頭頸部） 講義・取穴実技・鍼灸実技 

⑩頸部・顔面部 講義・取穴実技・鍼灸実技 

⑪頭部 講義・取穴実技・鍼灸実技 

⑫まとめ  

⑬復習 講義・取穴実技・鍼灸実技 

 

  



Ⅲ．教育資源（テキスト、その他） 

 教科書（新版 経絡経穴概論） 

鍼灸実技道具（施灸板を含む） 

 

Ⅳ．評価 

 定期テスト、口頭試問、平常点の総合評価 

 

Ⅴ．注意点 その他 

① 授業中は必ず白衣を着用すること 

② 取穴に際しては、いつでもモデル役、実技ができるよう服装に気をつけること 

③ 授業開始までに消毒備品を 2 名に１つ準備し、施灸板での施灸練習を開始すること 

④ 毎時間、課題（宿題）があるため、必ず翌週に提出すること（翌週でなければ提出したことにならないので

十分に注意すること） 

 

 

学科・学年・コース 鍼灸学科・２年・全コース 

科目名 鍼灸診断治療学Ⅰ 

単位数（授業時数） ２単位（７６時間） 

 

Ⅰ．学習目標 

１．一般目標（GIO） 

鍼灸臨床において遭遇する代表的な 2 症候（肩関節痛・頚肩腕痛）について、実際の臨床に即した診察・検

査を通して、診断の組み立てや治療方法についての知識、技能、態度を身につける。またカルテについて理

解し、問診、理学検査からカルテを作成することができる。 

２．行動目標（SBOs） 

①知識 

・カルテについて理解し、内容を説明できる 

・反射の種類とそれぞれの意義を説明できる 

・肩関節痛の病態と鑑別法を理解し、その意義を説明できる 

・頚肩腕痛の病態と鑑別法を理解し、その意義を説明できる 

②技能 

・患者が話す内容を聞き取り、適切にカルテに記入することができる 

・反射を取ることができる 

・膝関節痛における基本的な検査をし、鑑別診断ができる 

・頚肩腕痛における基本的な検査をし、鑑別診断ができる 

③態度 

・診察・治療を担当する医療者として必要な態度、マナーを身につける 

 



Ⅱ．学習方略 

１．授業日程、２．授業内容、３．授業形態 

①オリエンテーション        講義 

②反射のみかた１     講義 

③反射のみかた２                   講義 

④反射のみかた３                                     実技 

⑤肩関節痛診察法     講義 

⑥肩関節痛検査法、基礎実技    実技 

⑦肩関節痛問診シミュレーション・口頭試問  演習 

⑧頚肩腕痛診察法     講義 

⑨頚肩腕痛検査法、基礎実技    実技 

⑩頚肩腕痛問診シミュレーション・口頭試問  演習 

⑪まとめ 

⑫実技確認      

⑬前期ふりかえり       実技 

 

Ⅲ．教育資源（テキスト、その他） 

用意するもの：白衣・シーツ・実技道具・施灸板 

 

Ⅳ．評価 

定期試験（実技・筆記）・作成カルテ・授業時口頭試問・問診レポート 

 

Ⅴ．注意点 その他 

①当番は授業開始までに備品を用意し、すぐに授業が行えるようにしておく 

②授業時、白衣を着用しないもの、提出物を提出しないものは欠席扱いとなる 

 

 

学科・学年・コース 鍼灸学科・２年・全コース 

科目名 鍼灸診断治療学Ⅱ 

単位数（授業時数） ２単位（７６時間） 

Ⅰ．学習目標 

１．一般目標（GIO） 

鍼灸臨床上、しばしば遭遇する 2 症候（肩関節痛、頚肩腕痛）について、局所解剖学的および機能解剖学

的なアプローチによる理論と技能を身につける。また、東洋医学で言われている標本同治（標治法：症状に対

する局所治療。本治法：臓腑経絡に対する根本治療）による治療の考え方と技能を身につける。 

２．行動目標（SBOs） 

①カルテについて理解し、内容を説明できる 

②ROM と MMT の意義を理解し、基本的な計測法を説明できる 



③胸当てや膝枕を使って患者の楽な姿勢の取り方やタオルケットのかけ方を理解実践する 

④治療者のリラックスした姿勢の取り方を理解実践する 

⑤局所の触診と反応点の取り方を理解実践する 

⑥切皮痛・刺入痛のない刺鍼をマスターする 

⑦患者に適した心地よい得気（ひびき）を自由自在にコントロールできる刺鍼技術をマスターする 

⑧主要経穴の刺鍼の安全深度を知る 

⑨各個人にあった刺激量を体得する 

⑩数多くの方の治療を受けて、受容感覚を体得する 

⑪診察・治療を担当する医療者として必要な態度、マナーを身につける 

⑫指サックの体験 

Ⅱ．学習方略 

１．授業日程、２．授業内容、３．授業形態 

①カルテの書き方       講義 

②ROM と MMT1       講義とデモと実技 

③ROM と MMT2       講義とデモと実技 

④ROM と MMT3       講義とデモと実技 

⑤肩関節痛の鍼灸治療１ 講義とデモと実技  

⑥肩関節痛の鍼灸治療２  講義とデモと実技 

⑦肩関節痛の鍼灸治療３  講義とデモと実技 

⑧頚肩腕痛の鍼灸治療１  講義とデモと実技  

⑨頚肩腕痛の鍼灸治療２  講義とデモと実技 

⑩頚肩腕痛の鍼灸治療３  講義とデモと実技 

⑪前期復習       実技  

⑫前期実技試験        定期試験 

⑬特殊鍼法：打鍼    講義とデモと実技 

Ⅲ．教育資源（テキスト、その他） 

用意するもの：白衣・シーツ・実技道具・打腱器・血圧計・聴診器 

北村清一郎編集、鍼灸師・柔道整復学師のための局所解剖カラーアトラス、南江堂 

適宜プリント配付 

Ⅳ．評価 

授業態度や教員への刺鍼や施灸、および定期試験にて総合評価する 

Ⅴ．注意点 その他 

①経穴の取穴に自信のない方は、経穴概論の教科書を持参すること 

②当番は授業開始までに備品を用意し、すぐに授業が行えるようにしておく 

③授業時、白衣を着用しないものは欠席扱いとなる 

 

 

学科・学年・コース 鍼灸学科・３年・全コース 



科目名 応用鍼灸実技Ⅰ 

単位数（授業時数） １単位（３０時間） 

 

Ⅰ．学習目標 

１．一般目標（GIO) 

臨床鍼灸師として必要な診断能力を磨く。小児鍼及び軽刺激での鍼治療技術を復習する。 

２．行動目標（SBOｓ） 

①面接と身体診察から病態を推論でき、鍼灸不適応な病態を鑑別できる 

②臨床推論に必要な知識と判断力を備える 

 

Ⅱ．学習方略 

１．授業日程、２．授業内容、３．授業形態 

①オリエンテーション   小児鍼実技１ 

②小児鍼実技２    症例検討１ 筆記小テスト 

③バランステストによる治療法１  症例検討２ 筆記小テスト 

④バランステストによる治療法２  症例検討３ 筆記小テスト  

 ⑤バランステストによる治療法３  症例検討４ 筆記小テスト  

  ⑥バランステストによる治療法４  症例検討５ 筆記小テスト 

 ⑦バランステストによる治療法５  症例検討６ 筆記小テスト 

 ⑧バランステストによる治療法６  症例検討７ 筆記小テスト 

 

Ⅲ．教育資源（ガイドライン） 

 鍼灸用具   筆記用具 

 

Ⅳ．評価 

 ①小テスト点数 

②授業態度 

 

Ⅴ．注意点 その他 

 白衣は毎時間着用する事。 

 

 

学科・学年・コース 鍼灸学科・３年・全コース 

科目名 応用鍼灸実技Ⅱ 

単位数（授業時数） １単位（３０時間） 

 

Ｉ．学習目標 

１．一般目標（GIO） 



高齢者の老化や障害に対する鍼灸治療61、高齢者の主な各種障害や疾患の病態に対する鍼灸治療の方法お

よび、高齢者の主な各種障害や疾患の病態の診察法、治療方針、鍼灸治療方法について学習する。 

 

２．行動目標（SBOs） 

①老年病の病態ついて理解する 

②老年病の各種疾患について理解し、適切な診察ならびに刺鍼・施灸ができるようになる 

 

Ⅱ．学習方略 

１．授業日程 ２．授業内容 ３．授業形態 

① 耳鼻咽喉科疾患（耳鳴・難聴の診察、鍼灸治療） 

② 耳鼻咽喉科疾患（眩暈の診察、鍼灸治療） 

③ 消化器疾患（排便障害の診察、鍼灸治療） 

④ 呼吸器疾患（息切れ・呼吸困難・COPDの診察、鍼灸治療） 

⑤ 循環器疾患（高血圧、虚血性心疾患の鍼灸治療） 

⑥ 泌尿器疾患（排尿障害の診察、鍼灸治療） 

⑦ 代謝疾患（糖尿病の診察、鍼灸治療） 

 

Ⅲ．教育資源（プリント、その他） 

① 配布資料 

② 実技当番が用意するもの 

鍼・灸備品一式(トレイ、角バット、ウェルパス、万能ツボ(角綿)、ハンドラップ、パレット、鍼、線香、モグサな

ど) 

 

Ⅳ．評価 

① 授業の出欠、身だしなみ、勉学意欲など（態度評価） 

 

Ｖ．注意点その他 

○鍼・灸備品はすぐにできるように各自手元に準備しておく。(当番は備品準備) 

○実技では各自ふさわしい態度、服装で必ず臨む。 

○刺鍼実技、施灸実技では衛生面、安全面を第一として取り組む。 

○服装は脱ぎやすいものにして授業に支障が出ないようにする。 

○分単位で動くことになるので衣服の着脱、手洗いなど機敏に行動する。 

 

 

学科・学年・コース 鍼灸学科・３年・全コース 

科目名 臨床取穴実技 

単位数（授業時数） １単位（３０単位） 

 



Ⅰ．学習目標 

１．一般目標（GIO） 

  １年・２年で学習した経絡経穴と現代医学的意義をふまえ、部位別での経穴の局所解剖と十四経での要穴を

中心に復習するとともに、部位別での経穴の取穴を完全にマスターできるようにする。また、十四経絡の流

注と経絡走行上の病証との関連を学習し、それを応用して臨床に結びつける知識を身につける。 

２．行動目標（SBOs） 

 1)知識（認知領域） 

 ①奇経八脈の意義を理解できる 

 ②古代刺法・経筋治療の現代医学的意義が言える 

 ③経絡の流注が理解できる 

 ④要穴の意義が理解できる 

 ⑤経穴とその局所解剖が理解できる 

 2)技能（精神領域） 

①奇経八脈の臨床応用ができる 

②古代刺法・経筋治療の臨床応用ができる部 

③位別に経穴を取穴することができる 

④十四経に属する経穴の局所解剖や要穴が理解できる 

 

Ⅱ．学習方略 

１．授業日程、２．授業内容、３．授業形態 

①要穴の意義・骨度 講義・実技 

②上肢の経穴１ 講義・実技 

③上肢の経穴２ 講義・実技 

④下肢の経穴１ 講義・実技 

⑤下肢の経穴２ 講義・実技 

⑥頭顔面の経穴１ 講義・実技 

⑦頭顔面の経穴 講義・実技 

⑧古代刺法・経筋治療１ 講義・実技 

⑨古代刺法・経筋治療２ 講義・実技 

⑩古代刺法・経筋治療３ 講義・実技 

⑪古代刺法・経筋治療４ 講義・実技 

⑫まとめ  

⑬復習 講義・実技 

⑭奇経治療１ 講義・実技 

⑮奇経治療２ 講義・実技 

 

Ⅲ．教育資源（テキスト、その他） 

教科書、筆記用具、実技道具・白衣（必ず授業前に着用すること） 



 

Ⅳ．評価 

定期テスト、課題提出・平常点の総合評価 

 

Ⅴ．注意点 その他 

毎時間、課題（宿題）があるため必ず翌週に提出すること。（翌週以外の提出は受け付けない） 

 

 

学科・学年・コース 鍼灸学科・３年・全コース 

科目名 臨床実技 

単位数（授業時数） １単位（３０時間） 

 

Ⅰ．学習目標 

１．一般目標（ＧＩＯ） 

２年間学んできた実技（医療面接、診察、治療、カルテ記載）の総チェック。互いに学生としてではなく一患者、

一治療者となり臨床現場を再現して、自分の技術の最終チェックを行う。  

２．行動目標（ＳＢＯｓ） 

①自分の実際に辛い愁訴に対して、２人の学生による治療を体験することによって患者側からの視点を養う。 

②２人の学生が訴える本当の愁訴に対して、医療面接からカルテの記載まで一連の診療を行い、自分の各

技術の再確認を行う。 

③患者側からの評価をもらい技術向上の材料とする。 

  

Ⅱ．学習方略 

① オリエンテーション  

② 診療実践①Ａ － 学生同士による診察～治療～カルテの記載まで 

③ 診療実践①Ｂ － 学生同士による診察～治療～カルテの記載まで 

④ カルテの記載法の解説 

⑤ 診療実践②Ａ － 学生同士による診察～治療～カルテの記載まで 

⑥ 診療実践②Ｂ － 学生同士による診察～治療～カルテの記載まで 

⑦ 診療実践の総括 － 診療実践①～④の総評 

 

Ⅲ．教育資源（テキスト、その他） 

① 資料配布  

② 実技当番が用意するもの 

鍼・灸備品一式（トレイ、角バット、ハンドパス、万能ツボ（角綿）、ハンドラップ、パレット、毫鍼、線香、モグ

サなど） 

 

Ⅳ．評価 



①カルテの内容、 

②学習態度 

 

Ⅴ．注意点 その他 

①診療現場を再現させるために患者、治療者はそれぞれの役に徹すること。 

②シュミレーション治療ではないので医療面接の結果などは秘密厳守すること。 

③教員が危険行為、不真面目な態度とみなしたときは退場を命じることがある。 

 

 

学科・学年・コース 鍼灸学科・１年・全コース 

科目名 臨床実習Ⅰ 

単位数（授業時数） １単位（４５時間） 

 

●本科目は実務経験のある教員による授業科目である。 

実際に鍼灸師として日常的に臨床に従事していた実務経験を持つ教員が現場で活用していた知識と経験を教

授する。 

 

Ⅰ．学習目標 

１．一般目標（GIO） 

①臨床の場で鍼灸治療を学ぶ（刺鍼や施灸をするだけが鍼灸治療および臨床実習ではない） 

②単に疾患、病態だけではなく、病める人としてとらえ、鍼灸治療を行っていくなかで実際に患者さんに接して、

患者さんと鍼灸師の人間関係のあり方、医療人としての自覚を身につける。 

③みどりの風鍼灸院のスタッフとしての動き、患者さんに対する接遇を積極的に学ぶ。 

２．行動目標（SBOs） 

３年間での実習内容 

診療準備、電話応対、患者さん対応、診療予約・予約変更、血圧・脈拍測定、治療見学、治療助手活 

動全般（取穴、施灸、刺鍼等）、診療後片づけなどを臨床の現場で身につける。 

 

Ⅱ．学習方略 

１．実習場所 

森ノ宮医療学園附属みどりの風鍼灸院（みどりの風クリニック３Ｆ） 

大阪市東成区中本3-15-18（3F） TEL 06-6976-3902 

２．参加日程・曜日・時間 

月・火・水・木・金曜日のいずれか 

時間：１３：１０～  （午後診） 

３．出欠の確認・実習の開始時間 

①ＰＭ１：１０までに鍼灸院更衣室で臨床実習時の服装に着替え、カンファレンスルーム２に集合 

して自己チェック表を完成しておく。 

②ＰＭ １：１０に出欠を確認して、臨床実習を開始します。 



４．臨床実習日程表の掲示について 

①場 所：教室掲示板 

②掲示日：６月 

５．学習内容（１年次） 

診療準備、診療後片づけなど鍼灸院での基本的な流れや動きを理解する。電話応対、診療予約・予約変更な

ど、患者さんに対する接遇を身につける。血圧・脈拍測定。 

６．学習形態 

各学生の技能に併せた参加型・ステップアップ方式 

 

Ⅲ．教育資源（テキスト、その他） 

１．服装 

【集合時の服装】 

男性・・・ビジネススーツ上下を着用・ネクタイ・白い無地のワイシャツ 

※5 月 1 日～10 月 31 日；ネクタイ・半袖の白い無地のワイシャツでも可 

特にビジネススーツの上着を着用しなくても可 

 

女性・・・ビジネススーツ上下を着用・白い無地のビジネスブラウス（レギュラー襟） 

※5 月 1 日～10 月 31 日；半袖の白い無地のビジネスブラウス（レギュラー襟）でも可 

特にビジネススーツの上着を着用しなくても可 

【実習時の服装】 

白衣上下・上履き 

・白衣は洗濯済みで、シワがなく清潔である 

・男性は白い無地のワイシャツにネクタイ、白ズボンである 

・女性は白い無地のブラウスか白い無地のＴシャツ、白ズボンである 

・白衣の袖からシャツが出ていない 

・白衣ズボンの裾が床に着かない（裾上げをきちんとする。折り込むだけでは不可） 

・靴下は必ず履くこと。（注意：パンストは禁止！）目立たない型・色である（ショートソックスは不可。くるぶしは

隠れていること） 

・白色の上履きである（学校指定の上履きに限る） 

２．持ち物 

・黒のボールペンがある（シンプルなデザイン） 

・メモ帳がある（ノート型に限る。用紙のみは不可） 

・臨床実習用指定名札 

 

Ⅳ．評価 

遅刻、出欠、実習意欲・態度、身なり（服装・髪型・髪色）、忘れ物（名札、黒色ボールペン、メモ帳等）、レポー

トの内容を総合的に評価する。 

 

Ⅴ．注意点 その他 



１．服装、身なりに関する注意（患者さんに不快感を与えないこと） 

・髪型は奇抜でないこと。（ジェル等で立てたりしない。） 

・髪の色を極端に変色・脱色しないこと。（髪色スケール・レベル６以下であること。） 

・長い髪は束ねている。 

・前髪は垂れないようにピン等で留めること。（目にかからないように上げておく。） 

・華美な化粧は控えること。（香りの強い化粧品、香水を避ける。） 

・不快な口臭・体臭に十分注意すること。（前日の食事に気をつける。） 

・爪をきちんと切り、マニキュアはしないこと。 

・ひげ・過度のもみあげは剃り残しがなく綺麗に剃ってある。 

・奇抜で目立つメガネはさける。  

・時計・ピアス・指輪・ブレスレット・ネックレスなどの装飾品を身に着けないこと。 

※上記以外でも全体の印象が悪いと判断された場合は、注意を受けることがあります。 

学校施設外での臨床実習ですので、鍼灸師スタッフの指示に従ってください。 

①替え・貴重品について 

３階カンファレンスルームの男子更衣室・ロッカー、女子更衣室・ロッカーを利用してください。その際、貴

重品は各自しっかり管理してロッカーは施錠すること。 

②実習終了後は、ロッカーに荷物を入れたまま、鍵を持って帰らないこと。必ずロッカーを空にし 

て鍵を付けてください。 

③各クールの最終実習日は、白衣・ズボン・上履き、等はすべて持って帰ること。 

注意：そのまま、放置している物はすべて処分します。 

④トイレの使用について  

実習時は鍼灸院スタッフに一声かけて鍼灸院内のトイレを使用してください。 

２．出欠の判定は実習への参加とレポートの提出をもって出席とする。レポート提出のない場合は 

欠席となる。実習レポートの提出場所：本校舎２階受付  ※受領書は大切に保管しておくこと 

３．遅刻 

①開始時間から３０分以内までは遅刻とする。   

②遅刻２回で１欠席とする。 

４．欠席 ＜仕事による欠席はいっさい認めない＞ 

①開始時間から30分を越えると欠席となる。 

  （やむを得ず欠席する場合は必ずみどりの風鍼灸院に連絡してください）   

 ②連絡先：０６－６９７６－３９０２（みどりの風鍼灸院直通） 

５．欠席届（用紙は本校舎２階受付でもらう事） 

やむを得ず欠席する場合は「臨床実習欠席届」を各学年担任に必ず提出する。 

６．交通機関の延着証明がある場合、延着時間に応じ基本的に出席扱いとする。 

７．実習日の変更（用紙は本校舎２階受付でもらう事） 

臨床実習の日程の変更は一切認めていません。 

ただし、以下の①～③をすべて満たした場合に限り変更を認めます。 

 

 

 



 

① 実習日の日程掲示後、変更指定期間内に実習日変更届をみどりの風鍼灸院に提出する。 

② 実習日変更届は変更者二人の氏名・学籍番号の記入、捺印と二人の内どちらか一人が責任をもって提

出する。※長期欠席者や空白への日程の変更はできません。 

③ 変更は両名が同一クール内で、すべての実習日の変更とする（１日のみは不可） 

 

８．交通機関のストライキ及び警報発令時の取り扱い 

①ＪＲ西日本に加えて阪急、阪神、南海、近鉄、京阪、大阪市営地下鉄のいずれか1社以上がストライキを実

施している場合、午前コースは午前７時現在においてスト決行中のとき休校となり、臨床実習も中止となる。 

※ただし、夏季、冬季、春季における休業期間中は、午前11時現在においてスト決行中のとき臨床実習は

中止となる。 

② 大阪府下に暴風警報が発令された場合、午前コースは午前７時現在において発令中のとき休校となり、

臨床実習も中止となる。 

※ただし、夏季、冬季、春季における休業期間中は、午前11時現在において発令中のとき臨床実習は中止

となる。 

９．臨床実習に当たっての注意 

・私語は慎むこと。 

・節度ある態度を取ること 

・患者さんに不快感を与える身なり・服装・行動は慎むこと。 

・鍼灸医学発展のために患者さんにご協力を頂いていることを忘れないこと。 

・患者さんに感謝する気持ちを持つこと。 

10．臨床実習の禁止および中止 

①みどりの風鍼灸院およびクリニックにおける臨床実習において、身なり（服装不備、髪型、髪色を含む）・持

ち物・態度などが臨床実習に不適切と判断された場合、クリニックおよび鍼灸院への入室を禁止、または実

習を中止し、欠席とする。 

 ②臨床実習における車・バイクや自転車での集合は禁止です。 

駐車場・駐輪場はクリニック・鍼灸院患者さんの為のものです。車・バイク・自転車を駐車・駐輪をした場合、

クリニック・鍼灸院の実習は中止し、欠席とする。 

 

 

学科・学年・コース 鍼灸学科・２年・全コース 

科目名 臨床実習Ⅱ 

単位数（授業時数） １単位（４５時間） 

 

●本科目は実務経験のある教員による授業科目である。 

実際に鍼灸師として日常的に臨床に従事していた実務経験を持つ教員が現場で活用していた知識と経験を教

授する。 

 

Ⅰ．学習目標 



１．一般目標（GIO） 

①臨床の場で鍼灸治療を学ぶ（刺鍼や施灸をするだけが鍼灸治療および臨床実習ではない） 

②単に疾患、病態だけではなく、病める人としてとらえ、鍼灸治療を行っていくなかで実際に患者さんに接して、

患者さんと鍼灸師の人間関係のあり方、医療人としての自覚を身につける。 

③みどりの風鍼灸院のスタッフとしての動き、患者さんに対する接遇を積極的に学ぶ。 

２．行動目標（SBOs） 

３年間での実習内容 

診療準備、電話応対、患者さん対応、診療予約・予約変更、血圧・脈拍測定、治療見学、治療助手活 

動全般（取穴、施灸、検査法、刺鍼等）、診療後片づけなどを臨床の現場で身につける。 

       

Ⅱ．学習方略 

１．実習場所 

森ノ宮医療学園附属みどりの風鍼灸院（みどりの風クリニック３Ｆ） 

大阪市東成区中本3-15-18（3F） TEL 06-6976-3902 

２．参加日程・曜日・時間  

月・火・水・木・金曜日のいずれか 

実習時間   ＰＭ 1：10 ～  （午後診） 

３．出欠の確認・実習の開始時間 

①ＰＭ１：１０までに鍼灸院更衣室で臨床実習時の服装に着替え、カンファレンスルーム２に集合 

して自己チェック表を完成しておく。 

②ＰＭ １：１０に出欠を確認して、臨床実習を開始します。 

４．臨床実習日程表の掲示について 

①場 所：教室掲示板 

②掲示日：２月末頃 

５．学習内容（２年次） 

診療準備、診療後片づけ。電話応対、診療予約・予約変更など、患者さんに対する接遇を身につけ 

る。血圧・脈拍測定。検査法、治療助手活動（取穴、施灸等）。 

６．学習形態 

各学生の技能に併せた参加型・ステップアップ方式 

 

Ⅲ．教育資源（テキスト、その他） 

１．服装 

【集合時の服装】 

男性・・・ビジネススーツ上下を着用・ネクタイ・白い無地のワイシャツ 

※5 月 1 日～10 月 31 日；ネクタイ・半袖の白い無地のワイシャツでも可 

特にビジネススーツの上着を着用しなくても可 

 

女性・・・ビジネススーツ上下を着用・白い無地のビジネスブラウス（レギュラー襟） 

※5 月 1 日～10 月 31 日；半袖の白い無地のビジネスブラウス（レギュラー襟）でも可 

特にビジネススーツの上着を着用しなくても可 



 

【実習時の服装】 

白衣上下・上履き 

・白衣は洗濯済みで、シワがなく清潔である 

・男性は白い無地のワイシャツにネクタイ、白ズボンである 

・女性は白い無地のブラウスか白い無地のＴシャツ、白ズボンである 

・白衣の袖からシャツが出ていない 

・白衣ズボンの裾が床に着かない（裾上げをきちんとする。折り込むだけでは不可） 

・靴下は必ず履くこと。（注意：パンストは禁止！）目立たない型・色である（ショートソックスは不可。くるぶしは

隠れていること） 

・白色の上履きである（学校指定の上履き、又は事前に鍼灸院院長の許可を受けたものに限る） 

２．持ち物 

・黒のボールペンがある（シンプルなデザイン）フリクションボールペンは不可 

・メモ帳がある（ノート型に限る。用紙のみは不可） 

・臨床実習用指定名札 

 

Ⅳ．評価 

遅刻、出欠、実習意欲・態度、身なり（服装・髪型・髪色）、忘れ物（名札、黒色ボールペン、メモ帳等）、レポート

の内容を総合的に評価する。 

 

Ⅴ．注意点 その他 

１．服装、身なりに関する注意（患者さんに不快感を与えないこと） 

・髪型は奇抜でないこと。（ジェル等で立てたりしない。） 

・髪の色を極端に変色・脱色しないこと。（髪色スケール・レベル 7 以下であること。） 

・長い髪は束ねている。 

・前髪は垂れないようにピン等で留めること。（目にかからないように上げておく。） 

・華美な化粧は控えること。（香りの強い化粧品、香水を避ける。） 

・不快な口臭・体臭に十分注意すること。（前日の食事に気をつける。） 

・爪をきちんと切り、マニキュアはしないこと。 

・ひげ・過度のもみあげは剃り残しがなく綺麗に剃ってある。 

・奇抜で目立つメガネはさける。  

・時計・ピアス・指輪・ブレスレット・ネックレスなどの装飾品を身に着けないこと。 

※上記以外でも全体の印象が悪いと判断された場合は、注意を受けることがあります。 

学校施設外での臨床実習ですので、鍼灸師スタッフの指示に従ってください。 

①替え・貴重品について 

３階カンファレンスルームの男子更衣室・ロッカー、女子更衣室・ロッカーを利用してください。その際、貴

重品は各自しっかり管理してロッカーは施錠すること。 

②実習終了後は、ロッカーに荷物を入れたまま、鍵を持って帰らないこと。必ずロッカーを空にし 

て鍵を付けてください。 



③各クールの最終実習日は、白衣・ズボン・上履き、等はすべて持って帰ること。 

注意：そのまま、放置している物はすべて処分します。 

④トイレの使用について  

実習時は鍼灸院スタッフに一声かけて鍼灸院内のトイレを使用してください。 

２．出欠の判定は実習への参加とレポートの提出をもって出席とする。レポート提出のない場合は 

欠席となる。実習レポートの提出場所：本校舎２階受付  ※受領書は大切に保管しておくこと 

３．遅刻 

①開始時間から３０分以内までは遅刻とする。 

②遅刻２回で１欠席とする。 

４．欠席 ＜仕事による欠席はいっさい認めない＞ 

①開始時間から30分を越えると欠席となる。 

  （やむを得ず欠席する場合は必ずみどりの風鍼灸院に連絡してください）   

 ②同年度内の欠席2回で単位未修得になり留年対象となります。 

③連絡先：０６－６９７６－３９０２（みどりの風鍼灸院直通） 

５．欠席届（用紙は本校舎２階受付でもらう事） 

やむを得ず欠席する場合は「臨床実習欠席届」を各学年担任に必ず提出する。 

６．交通機関の延着証明がある場合、延着時間に応じ基本的に出席扱いとする。 

７．実習日の変更（用紙は本校舎２階受付でもらう事） 

臨床実習の日程の変更は一切認めていません。 

ただし、以下の①～③をすべて満たした場合に限り変更を認めます。 

 

① 実習日の日程掲示後、変更指定期間内に実習日変更届をみどりの風鍼灸院に提出する。 

② 実習日変更届は変更者二人の氏名・学籍番号の記入、捺印と二人の内どちらか一人が責任をもって提

出する。※長期欠席者や空白への日程の変更はできません。 

③ 変更は両名が同一クール内で、すべての実習日の変更とする（１日のみは不可） 

 

８．交通機関のストライキ及び警報発令時の取り扱い 

① ＪＲ西日本に加えて阪急、阪神、南海、近鉄、京阪、大阪市営地下鉄のいずれか1社以上がストライキ

を実施している場合、午前コースは午前７時現在においてスト決行中のとき休校となり、臨床実習も中止と

なる。 

※ただし、夏季、冬季、春季における休業期間中は、午前11時現在においてスト決行中のとき臨床実習は

中止となる。 

 

② 大阪府下に暴風警報が発令された場合、午前コースは午前７時現在において発令中のとき休校となり、

臨床実習も中止となる。 

※ただし、夏季、冬季、春季における休業期間中は、午前11時現在において発令中のとき臨床実習は中止

となる。 

 

９．臨床実習に当たっての注意 

・私語は慎むこと。 

・節度ある態度を取ること 



・患者さんに不快感を与える身なり・服装・行動は慎むこと。 

・鍼灸医学発展のために患者さんにご協力を頂いていることを忘れないこと。 

・患者さんに感謝する気持ちを持つこと。 

10．臨床実習の禁止および中止 

①みどりの風鍼灸院およびクリニックにおける臨床実習において、身なり（服装不備、髪型、髪色を含む）・持

ち物・態度などが臨床実習に不適切と判断された場合、クリニックおよび鍼灸院への入室を禁止、または実

習を中止し、欠席とする。 

 ②臨床実習における車・バイクや自転車での集合は禁止です。 

駐車場・駐輪場はクリニック・鍼灸院患者さんの為のものです。車・バイク・自転車を駐車・駐輪をした場合、

クリニック・鍼灸院の実習は中止し、欠席とする。 

 

 

学科・学年・コース 鍼灸学科・３年・全コース 

科目名 臨床実習Ⅲ 

単位数（授業時数） ２単位（９０時間） 

 

●本科目は実務経験のある教員による授業科目である。 

実際に鍼灸師として日常的に臨床に従事していた実務経験を持つ教員が現場で活用していた知識と経験を教

授する。 

 

Ⅰ．学習目標 

１．一般目標（GIO） 

①臨床の場で鍼灸治療を学ぶ（刺鍼や施灸をするだけが鍼灸治療および臨床実習ではない） 

②単に疾患、病態だけではなく、病める人としてとらえ、鍼灸治療を行っていくなかで実際に患者さんに接して、

患者さんと鍼灸師の人間関係のあり方、医療人としての自覚を身につける。 

③みどりの風鍼灸院のスタッフとしての動き、患者さんに対する接遇を積極的に学ぶ。 

２．行動目標（SBOs） 

３年間での実習内容 

診療準備、電話応対、患者さん対応、診療予約・予約変更、血圧・脈拍測定、治療見学、治療助手活 

動全般（取穴、施灸、刺鍼等）、診療後片づけなどを臨床の現場で身につける。 

       

Ⅱ．学習方略 

１．実習場所 

森ノ宮医療学園附属みどりの風鍼灸院（みどりの風クリニック３Ｆ） 

大阪市東成区中本3-15-18（3F） TEL 06-6976-3902 

２．参加日程・曜日・時間  

実習曜日： 月・火・水・木・金曜日のいずれか 

   実習時間： ＰＭ 1：10 ～  （午後診）またはＰＭ 4：00 ～  （夜間診） 

３．出欠の確認・実習の開始時間 



①ＰＭ４：００（ＰＭ １：１０）までに鍼灸院更衣室で臨床実習時の服装に着替え、カンファレン 

スルーム２に集合して自己チェック表を完成しておく。 

②ＰＭ ４：００（ＰＭ １：１０）に出欠を確認して、臨床実習を開始します。 

４．臨床実習日程表の掲示について 

①場 所：教室掲示板 

②掲示日：２月末頃 

５．学習内容（３年次） 

診療準備、診療後片づけ。電話応対、診療予約・予約変更など、患者さんに対する接遇を身につけ 

る。血圧・脈拍測定。治療助手活動（取穴、施灸、刺鍼等）。 

６．学習形態 

各学生の技能に併せた参加型・ステップアップ方式 

 

Ⅲ．教育資源（テキスト、その他） 

１．服装 

【集合時の服装】 

男性・・・ビジネススーツ上下を着用・ネクタイ・白い無地のワイシャツ 

※5 月 1 日～10 月 31 日；ネクタイ・半袖の白い無地のワイシャツでも可 

特にビジネススーツの上着を着用しなくても可 

女性・・・ビジネススーツ上下を着用・白い無地のビジネスブラウス（レギュラー襟） 

※5 月 1 日～10 月 31 日；半袖の白い無地のビジネスブラウス（レギュラー襟）でも可 

特にビジネススーツの上着を着用しなくても可 

【実習時の服装】 

白衣上下・上履き 

・白衣は洗濯済みで、シワがなく清潔である 

・男性は白い無地のワイシャツにネクタイ、白ズボンである 

・女性は白い無地のブラウスか白い無地のＴシャツ、白ズボンである 

・白衣の袖からシャツが出ていない 

・白衣ズボンの裾が床に着かない（裾上げをきちんとする。折り込むだけでは不可） 

・靴下は必ず履くこと。（注意：パンストは禁止！）目立たない型・色である（ショートソックスは不可。くるぶしは

隠れていること） 

・白色の上履きである（学校指定の上履き、又は事前に鍼灸院院長の許可を受けたものに限る） 

２．持ち物 

・黒のボールペンがある（シンプルなデザイン）フリクションボールペンは不可 

・メモ帳がある（ノート型に限る。用紙のみは不可） 

・臨床実習用指定名札 

 

Ⅳ．評価 

遅刻、出欠、実習意欲・態度、身なり（服装・髪型・髪色）、忘れ物（名札、黒色ボールペン、メモ帳等）、レポート

の内容を総合的に評価する。 



 

Ⅴ．注意点 その他 

１．服装、身なりに関する注意（患者さんに不快感を与えないこと） 

・髪型は奇抜でないこと。（ジェル等で立てたりしない。） 

・髪の色を極端に変色・脱色しないこと。（髪色スケール・レベル 7 以下であること。） 

・長い髪は束ねている。 

・前髪は垂れないようにピン等で留めること。（目にかからないように上げておく。） 

・華美な化粧は控えること。（香りの強い化粧品、香水を避ける。） 

・不快な口臭・体臭に十分注意すること。（前日の食事に気をつける。） 

・爪をきちんと切り、マニキュアはしないこと。 

・ひげ・過度のもみあげは剃り残しがなく綺麗に剃ってある。 

・奇抜で目立つメガネはさける。  

・時計・ピアス・指輪・ブレスレット・ネックレスなどの装飾品を身に着けないこと。 

※上記以外でも全体の印象が悪いと判断された場合は、注意を受けることがあります。 

学校施設外での臨床実習ですので、鍼灸師スタッフの指示に従ってください。 

①替え・貴重品について 

３階カンファレンスルームの男子更衣室・ロッカー、女子更衣室・ロッカーを利用してください。その際、貴

重品は各自しっかり管理してロッカーは施錠すること。 

②実習終了後は、ロッカーに荷物を入れたまま、鍵を持って帰らないこと。必ずロッカーを空にし 

て鍵を付けてください。 

③各クールの最終実習日は、白衣・ズボン・上履き、等はすべて持って帰ること。 

注意：そのまま、放置している物はすべて処分します。 

④トイレの使用について  

実習時は鍼灸院スタッフに一声かけて鍼灸院内のトイレを使用してください。 

２．出欠の判定は実習への参加とレポートの提出をもって出席とする。レポート提出のない場合は 

欠席となる。実習レポートの提出場所：本校舎２階受付  ※受領書は大切に保管しておくこと 

３．遅刻 

①開始時間から３０分以内までは遅刻とする。 

②遅刻２回で１欠席とする。 

４．欠席 ＜仕事による欠席はいっさい認めない＞ 

①開始時間から30分を越えると欠席となる。 

  （やむを得ず欠席する場合は必ずみどりの風鍼灸院に連絡してください）   

 ②同年度内の欠席2回で単位未修得になり留年対象となります。 

③連絡先：０６－６９７６－３９０２（みどりの風鍼灸院直通） 

５．欠席届（用紙は本校舎２階受付でもらう事） 

やむを得ず欠席する場合は「臨床実習欠席届」を各学年担任に必ず提出する。 

６．交通機関の延着証明がある場合、延着時間に応じ基本的に出席扱いとする。 

７．実習日の変更（用紙は本校舎２階受付でもらう事） 

臨床実習の日程の変更は一切認めていません。 

ただし、以下の①～③をすべて満たした場合に限り変更を認めます。 



 

 

① 実習日の日程掲示後、変更指定期間内に実習日変更届をみどりの風鍼灸院に提出する。 

② 実習日変更届は変更者二人の氏名・学籍番号の記入、捺印と二人の内どちらか一人が責任をもって提

出する。※長期欠席者や空白への日程の変更はできません。 

③ 変更は両名が同一クール内で、すべての実習日の変更とする（１日のみは不可） 

 

８．交通機関のストライキ及び警報発令時の取り扱い 

①ＪＲ西日本と私鉄（阪急、阪神、南海、近鉄、京阪のうち１社以上）がストライキを予定している場合。 

②ＪＲ西日本と大阪地下鉄がストライキを予定している場合。 

③大阪府下に暴風警報が発令された場合、あるいは台風が大阪府下に接近し、大阪府下に暴風警報が発令

されなくても、兵庫県南部、和歌山県北部に暴風警報が発令された場合。  

★ＡＭ 臨床実習の中止 → 午前7:00現在、スト決行中、あるいは暴風警報が出ている場合。 

★ＰＭ 臨床実習の中止 → 午前11:00現在、スト決行中、あるいは暴風警報が出ている場合。 

９．臨床実習に当たっての注意 

・私語は慎むこと。 

・節度ある態度を取ること 

・患者さんに不快感を与える身なり・服装・行動は慎むこと。 

・鍼灸医学発展のために患者さんにご協力を頂いていることを忘れないこと。 

・患者さんに感謝する気持ちを持つこと。 

10．臨床実習の禁止および中止 

①みどりの風鍼灸院およびクリニックにおける臨床実習において、身なり（服装不備、髪型、髪色を含む）・持

ち物・態度などが臨床実習に不適切と判断された場合、クリニックおよび鍼灸院への入室を禁止、または実

習を中止し、欠席とする。 

 ②臨床実習における車・バイクや自転車での集合は禁止です。 

駐車場・駐輪場はクリニック・鍼灸院患者さんの為のものです。車・バイク・自転車を駐車・駐輪をした場合、

クリニック・鍼灸院の実習は中止し、欠席とする。 

 

 

学科・学年・コース 鍼灸学科・３年・全コース 

科目名 応用生理学 

単位数（授業時数） ２単位（５０時間） 

 

Ⅰ．学習目標 

１．一般目標（GIO） 

 人体におけるそれぞれの機能的役割を正確に理解し、統合的な人体の仕組みを説明できる。 

２．行動目標（SBOs） 

１）生命現象を扱う生理学の特徴、体を構成する細胞の構造と働き、細胞内での物質代謝、細胞内外を満た

す体液の組成や働きについて説明できる。 



２）消化器系の各器官における消化の特徴や吸収の仕組み、吸収された栄養素の代謝に重要な肝臓の働き

を説明できる。 

３）各栄養素の働きと代謝について説明できる。 

４）腎臓の尿の生成機構と細胞外液成分の濃度調節、膀胱の尿排泄機構を説明できる。 

５）外呼吸に携わる呼吸器系の働きと肺や組織におけるガス交換、および呼吸の調節の仕組みについて説明

できる。 

６）骨格筋の例について筋収縮の性質や仕組みを述べ、心筋と平滑筋についても簡単に説明できる。 

７）身体運動の調節の仕組みを、骨格筋の神経支配と中枢神経系の各レベルによる運動調節の機構に 

ついて順を追って説明できる。 

 

Ⅱ．学習方略 

１．授業日程、２．授業内容、３．授業形態 

① 第１章「生理学の基礎」    国試対策演習        講義 

② 第５章「消化と吸収」     国試対策演習        講義 

③ 第５章「消化と吸収」     国試対策演習        講義 

④ 第６章「栄養と代謝」     国試対策演習        講義 

⑤ 第８章「排 泄」       国試対策演習        講義 

⑥ 第８章「排 泄」       国試対策演習        講義 

⑦ 第４章「呼 吸」       国試対策演習        講義 

⑧ 第４章「呼 吸」       国試対策演習        講義 

⑨ 第 13 章「筋」         国試対策演習         講義 

⑩ 第 14 章「運 動」            国試対策演習         講義 

 

Ⅲ．教育資源（テキスト、その他） 

「生理学 第２版」（社）東洋療法学校協会編 佐藤優子、佐藤昭夫 他著 医歯薬出版（株） 

 

Ⅳ．評価 

試験 

 

Ⅴ．注意点 その他 

範囲が広くなります。復習を十分にして下さい。 

 

 

学科・学年・コース 鍼灸学科・３年・全コース 

科目名 環境学 

単位数（授業時数） １単位（２２時間） 

 

Ⅰ．学習目標 



１．一般目標（GIO） 

疾病予防と健康の保持・増進の為の行動・活動の全般についての知識を習得する。 

 

２．行動目標（SBOs） 

①健康の概念、健康管理全般について理解する 

②食生活と健康との関わりについて理解する 

③日常生活環境および環境問題を理解する 

④保健福祉を理解する 

⑤感染症予防のための法律・制度について理解する 

⑥保健統計の各種指標とその意義を理解する 

 

 

Ⅱ．学習方略 

１．授業日程、２．授業内容、３．授業形態 

①  衛生学の活動と意義、健康の概要      講義・復習 

②  健康管理・衛生行政・医療制度   講義・復習 

③  食生活、食品と疾病    講義・復習 

④  環境とは・日常生活環境    講義・復習 

⑤  環境汚染・地球規模の環境問題   講義・復習 

⑥  産業、精神保健     講義・復習 

 

                      

Ⅲ．教育資源（テキスト、その他） 

教科書  「衛生学・公衆衛生学」 医歯薬出版 

参考書  「国民衛生の動向」   厚生統計協会編 

 

Ⅳ．評価 

試験により評価する 

 

 

学科・学年・コース 鍼灸学科・３年・全コース 

科目名 応用診察論 

単位数（授業時数） １単位（３２時間） 

 

Ⅰ．学習目標 

１．一般目標（GIO） 

  患者の訴える症状や外見上で得られる様子から病態を推測し、診断に必要な診察所見を選別していく能力

を身につける。鍼灸師として患者にとって適切な治療法を提示するために正確な鑑別診断ができることを目



標とする。 

  

２．行動目標（SBOs） 

①身体の各部位に正確な診察ができ、その結果の臨床意義を説明することが出来る。 

②診察の技法・意義や各種の臨床検査などの知識を身に付け、卒試や国試の問題解決能力を養う。 

 

Ⅱ．学習方略 

１．授業日程 ２．授業内容 ３．授業形態  

 ①おもな症状の診察 講義 

②おもな症状の診察 講義 

③全身の診察  講義 

④局所の診察  講義 

⑤神経系の診察 講義 

⑥神経系の診察 講義 

⑦運動機能検査 講義 

⑧臨床検査法  講義 

⑨生命徴候  講義 

 

 

Ⅲ．教育資源（テキスト、その他） 

臨床医学総論 （社）東洋療法学校協会編 教科書執筆小委員会著 医歯薬出版株式会社 

 

Ⅳ．評価 

 試験 

 

Ⅴ．注意点 その他 

 

 

学科・学年・コース 鍼灸学科・３年・全コース 

科目名 中医概論 

単位数（授業時数） ２単位（４０時間） 

 

Ⅰ．学習目標 

１一般目標（GIO） 

 １・２年生で学習した東洋医学概論の概要を理解した上で、その基本的な問題や過去の国家試験問題を解い

ていき、知識を定着させ国家試験に臨む。 

 

２行動目標（SBOs） 



 東洋医学の基礎理論を理解し、得られた知識を幅広く用い、4 択問題に対応できるようにする。 

  

Ⅱ．学習方略 

１．授業日程、２．授業内容、３．授業形態 

① 東洋医学の特色・五行論・陰陽論 講義  教室 

② 気・血・津液   講義  教室 

③ 蔵象①（五臓）   講義  教室 

④ 蔵象②（六腑・奇恒の腑）  講義  教室 

⑤ 蔵象③（問題）   講義  教室 

⑥ 病因病機①    講義  教室 

⑦ 病因病機②    講義  教室 

⑧ 八綱弁証、気血津液精の病証  講義  教室 

⑨ 臓腑病証①    講義  教室 

⑩ まとめ①    講義  教室 

 

Ⅲ．教育資源（テキスト、その他） 

・東洋医学概論（社）東洋療法学校協会編 教科書執筆小委員会著 医道の日本社 

 ・プリント 

 ・国家試験過去問題集 

 

Ⅳ．評価 

試験（４択問題）にて実施 

 

Ⅴ．注意点 その他 

 

 

学科・学年・コース 鍼灸学科・１年・全コース 

科目名 総合演習Ⅰ 

単位数（授業時数） １単位（４０時間） 

 

Ⅰ．学習目標 

１．一般目標（GIO） 

 （１）あはき師の歴史を学び、鍼灸学へ興味を持つ 

 （２）人体の構造と機能に興味を持つ 

 （３）鍼灸を受療し、患者の気持ちが理解できるようになる 

 （４）学力診断を行い、自分の強み、弱みを把握する 

２．行動目標（SBOs） 

 （１）はり師・きゅう師の将来像を描く 



（２）あはき師の歴史を踏まえ、鍼灸師の役割を説明する 

（３）強み、弱みを理解し、勉強方法を確立する 

 

Ⅱ．学習方略 

１．授業日程・内容 ・授業形態 

１．あはき師の歴史１（オリエンテーション） 

２．あはき師の歴史２（オリエンテーション） 

３．あはき師の歴史３（オリエンテーション） 

４．あはき師の歴史４（学会） 

５．レクリエーション１（体育実習） 

６．レクリエーション２（体育実習） 

７．患者体験（受療体験） 

８．人体の機能と構造（基礎ゼミ） 

９．学力診断１（模試） 

10．学力診断２（模試） 

 

２．授業形態 

基本的には講義または実技です 

 

Ⅲ．教育資源（テキスト、その他） 

配布プリント 

 

Ⅳ．評価 

 レポート提出、授業への参加および態度 

 

Ⅴ．注意点 その他 

 

 

学科・学年・コース 鍼灸学科・２年・全コース 

科目名 総合演習Ⅱ 

単位数（授業時数） １単位（４０時間） 

 

Ⅰ．学習目標 

１．一般目標（GIO） 

 （１）鍼灸の各流派を知る 

 （２）専門性の高い鍼灸治療を身につける 

 （３）鍼灸トピックスを知る 

 （４）生命の尊さを理解する 



 （５）学力診断を行い、自分の強み、弱みを理解する 

２．行動目標（SBOs） 

 （１）各流派の特徴を説明する 

（２）専門性の高い鍼灸治療が行える 

（３）強み、弱みを理解し、勉強方法を確立する 

 

Ⅱ．学習方略 

１．授業日程・内容 ・授業形態 

１．鍼灸治療法１（とくゼミ） 

２．鍼灸治療法２（とくゼミ） 

３．鍼灸治効理論１（懇話会） 

４．鍼灸治効理論２（懇話会） 

５．鍼灸トピックス１（学会） 

６．鍼灸トピックス２（オリエンテーション） 

７．医療従事者としての倫理（解剖実習） 

８．患者体験（受療体験） 

９．学力診断１（模試） 

10．学力診断２（模試） 

 

２．授業形態 

基本的には講義または実技です 

 

Ⅲ．教育資源（テキスト、その他） 

配布プリント 

 

Ⅳ．評価 

 レポート提出、授業への参加および態度 

 

Ⅴ．注意点 その他 

 

 

学科・学年・コース 鍼灸学科・３年・全コース 

科目名 総合演習Ⅲ 

単位数（授業時数） ２単位（５０時間） 

 

Ⅰ．学習目標 

１．一般目標（GIO） 

 （１）国家試験の傾向を理解する 



 （２）学力診断を行い、自分の強み、弱みを把握する 

 （３）医療倫理、患者心理を学び、安心な施術ができるようになる 

２．行動目標（SBOs） 

 （１）近年の国家試験の傾向を理解し、学力診断の結果を基に、これからの勉強方法や学習計画をたてられる 

（２）鍼灸師の社会的役割を理解した上で患者に安心な施術ができるようになること、また、適切な日常生活

の指導が行える 

 

Ⅱ．学習方略 

１．授業日程・内容 ・授業形態 

１．国家試験の傾向（オリエンテーション） 

２．学力診断１（模試） 

３．学力診断２（模試） 

４．学力診断３（模試） 

５．学力診断４（模試） 

６．学力診断５（模試） 

７．学力診断６（模試） 

８．学力診断７（模試） 

９．学力診断８（模試） 

10．学力診断９（模試） 

11.患者体験（受療体験） 

12.医療倫理（解剖実習） 

13.鍼灸臨床総括（実技審査） 

 

２．授業形態 

基本的には講義 

 

Ⅲ．教育資源（テキスト、その他） 

配布プリント 

 

Ⅳ．評価 

 レポート提出、授業への参加および態度 

 

Ⅴ．注意点 その他 

 

 

 

授業科目名 心理学 

対象学年 １年 対象クラス 全 対象学科 柔道整復 



授業形態 講義 単位数 ２ 授業時数 ３６ 

授業概要 

病気の気の重要性について学修する。 

学修目標 

臨床２極のストレスとリラックスお理解し、自他に活かす。 

履修上の注意(学生へのメッセージ) 

レジュメよりも口述と板書を重視する。テストはそこから出題する。 

教科書 

テキストは使用せず、毎回レジュメを使用する。 

参考書 

適宜案内する。 

授業展開及び授業計画表 

 学修内容 予習復習・課題 

1 YG 性格検査の実施、自己採点 自己理解 

2 YG 性格検査の解説 性格論 

3 ストレス論①病気の原因 セリエ説 

4       ②ストレス刺激 内的ストレッサ― 

5       ③ストレス分類 根本因、機会因 

6       ④病気の種類と特徴 心身症、神経症 

7       ⑤ストレスの個人差 トラランス 

8       ⑥ストレス感染論 家族ストレス 

9       ⑦病気と性格の関連 がん性格 

10 リラックス論①リラックスの意味 治癒とエネルギー 

11        ②心理療法の理論 ラポール 

12        ③心理療法の種類 ムレテラ 

13       ④心理療法の実際 家族のカウンセリング 

14       ⑤リラックス法の種類 呼吸法、眺感 

15       ⑥治癒プロセス 遷延例 

16       ⑦治療上の心理的問題 治療抵抗 

17 人生プロセス：発達心理学 人生の４段階説 

18 まとめ 

成績評価方法 



定期試験 100％（３問×３００字以上の記述式） 

出席基準 

4/5 回以上の出席が必要 

 

 

授業科目名 臨床心理学 

対象学年 １年 対象クラス 全 対象学科 柔道整復 

授業形態 講義 単位数 ２ 授業時数 ３６ 

授業概要 

病気の気の重要性について学修する。 

学修目標 

臨床２極のストレスとリラックスお理解し、自他に活かす。 

履修上の注意(学生へのメッセージ) 

レジュメよりも口述と板書を重視する。テストはそこから出題する。 

教科書 

テキストは使用せず、毎回レジュメを使用する。 

参考書 

適宜案内する。 

授業展開及び授業計画表 

 学修内容 予習復習・課題 

１ 子どものストレス症状①夜盲症（１）症状 一次性夜尿 

２                    （２）原因 母ストレス 

３                    （３）治療 母カウンセリング 

４                    （４）展望 思考パターン 

５             ②チック 症状の道具論 

６             ③喘息  逆制止療法 

７ 
思春期のストレス症状①登校拒否（１）症

状 
閉じこもり 

８ 
                     （２）治

療 
リラックス家族 

９ 
                     （３）家

族 
ギブ・アンド・ギブ 



１０              ②拒食症（１）症状 思春期危機 

１１                    （２）治療 自己評価 

１２ 中年期のストレス症状うつ（１）症状 中年期危機 

１３                 （２）原因 環 

１４                 （３）治療 人生カウンセリング 

１５                 （４）問題 防御制御 

１６ 老年期のストレス症状 認知症 生きがいと充実 

１７ 死の心理学 死の心理的受容過程 

１８ まとめ 

成績評価方法 

定期試験１００％（３問×３００字以上の記述式） 

出席基準 

4/5 回以上の出席が必要 

 

 

授業科目名 社会学 

対象学年   １年 対象クラス 全 対象学科 柔道整復 

授業形態 講義 単位数 ２ 授業時数 ３６ 

授業概要 

我が国おける社会保障制度の中で社会保険（年金・医療・介護）の概要と医療保険の制度を理解

し、柔道整復師が取扱う療養費について学修する。 

学修目標 

1．社会保障制度について理解する。 

2．医療保険制度における柔道整復療養費の取扱いを理解する。 

3．柔道整復療養費の支給基準を理解し適正な運用ができるようにする。 

4．柔道整復師として施術録・支給申請書の作成ができるようにする。 

5．柔道整復師業界の現状を理解し柔道整復師としての自覚を持たせる。 

履修上の注意(学生へのメッセージ) 

1．柔道整復師の施術に係る療養費につての沿革を知る。 

2．柔道整復師の療養費の支給基準を理解する。  

3．法令遵守（ガバナンス）を基本とすることを認識する。 

教科書 

社会保険研究所発行 療養費の支給基準 

 



参考書 

厚生労働省資料等必要に応じて紹介する。 

 

授業展開及び授業計画表 

 学修内容 予習復習・課題 

1 
我が国における社会保障制度について 

解説する 

予習：シラバス・資料の確認 

復習：授業をもとにシラバス・資料の確認 

2 医療保険制度を解説する 
予習：シラバス・資料の確認 

復習：解説資料を確認 

3 
柔道整復師の施術における療養費の沿

革 

予習：テキスト P87～P91 の確認 

復習：テキスト解説の確認 

4 
柔道整復師の施術に係る療養費の算定

基準 

予習：テキスト P91～P94 の確認 

復習：テキスト解説の確認 

5 
柔道整復師の施術に係る算定基準の実

施上の留意事項 

予習：テキスト P95～P96 の確認 

復習：テキスト解説の確認 

6 
柔道整復師の施術に係る算定基準の実

施上の留意事項 

予習：テキスト P96～P99 の確認 

復習：テキスト解説の確認 

7 
柔道整復師の施術に係る算定基準の実

施上の留意事項 

予習：テキスト P99～P107 の確認 

復習：テキスト解説の確認 

8 
柔道整復師の施術に係る療養費の受領

委任の取扱い協定書について 

予習：テキスト P114～P135 の確認 

復習：テキスト解説の確認 

9 
柔道整復師の施術に係る療養費の受領

委任の取扱い協定書について 

予習：テキスト P114～P135 の確認 

復習：テキスト解説の確認 

10 柔道整復師の施術録の記載・整備事項 
予習：テキスト P110～P113 の確認 

復習：テキスト解説の確認 

11 柔道整復師の施術録の作成① 
予習：テキスト P110～P113 の確認 

復習：作成した施術録の確認 

12 柔道整復師の施術録の作成② 
予習：作成した施術録の確認 

復習：記載例の確認 

13 施術録に基づく支給申請書の作成① 
予習：記載例の確認 

復習：作成した支給申請書の確認 

14 施術録に基づく支給申請書の作成② 
予習：記載例の確認 

復習：作成した支給申請書の確認 

15 柔整業界の現状（１） 
予習：インターネット等による情報収集 

復習：資料の確認 

16 柔整業界の現状（２） 
予習：インターネット等による情報収集 

復習：資料の確認 



17 業務に関する関係法令・通知 
予習：テキスト P185～P189 の確認 

復習：テキスト解説の確認 

18 まとめ  

成績評価方法 

1．レポート テーマ「将来どのような柔道整復師になりたいか」（４００字程度） ３０％ 

評価基準：柔道整復師に対するイメージや医療人としての自覚を持っているかを知る。 

２．施術録・支給申請書記載実技 １０％ 

３．定期試験 ６０％ 

出席基準 

4/5 回以上の出席が必要 

 

 

授業科目名 生物学 

対象学年 １年 対象クラス 全 対象学科 柔道整復 

授業形態 講義 単位数 ４ 授業時数 ７２ 

授業概要 

医療に関わっていく上で学問としての生物の知識を身につけることは無意味ではない。 

本講義では、そのような生物学的知識のうち最も基礎的な部分について学修し、特に我々の身体を

形作る基本単位である細胞についての理解を深めることを目指す。 

学修目標 

・ミクロな視点から見た基本的な生命現象を理解する。 

・細胞の構造について説明できるようになる。 

・細胞の化学成分について説明できるようになる。 

・蛋白質がもつ様々な機能を理解する。 

履修上の注意(学生へのメッセージ) 

・講義は教科書に沿って行うので必ず教科書を持ってきてください。 

・基本的に板書で進めていくので筆記具、ノートを持ってきてください。 

・2 回目の講義からは講義の冒頭で小テストを行うのでしっかり復習すること。 

・予習は教科書の該当箇所を読んでくるだけで構いません。 

教科書 

前野正夫・磯川桂太郎 「改訂第 2 版 はじめの一歩のイラスト生化学・分子生物学」 羊土社 

参考書 

中村桂子・松原謙一 監訳 「原書第 2 版 Essential 細胞生物学」 南江堂 

授業展開及び授業計画表 

 学修内容 予習復習・課題 

1 大きさの単位、生命の単位 予習：教科書 p12-13 



復習：講義で示した重要項目 

2 
小テスト 

細胞膜、細胞内小器官 

予習：教科書 p14-21 

復習：講義で示した重要項目 

3 
小テスト 

細胞骨格 

予習：教科書 p22-26 

復習：講義で示した重要項目 

4 
小テスト 

細胞接着 

予習：教科書 p27-32 

復習：講義で示した重要項目 

5 
小テスト 

細胞周期、細胞の死 

予習：教科書 p33-39 

復習：講義で示した重要項目 

6 
小テスト 

細胞の化学成分、無機質 

予習：教科書 p40-42 

復習：講義で示した重要項目 

7 
小テスト 

アミノ酸 

予習：教科書 p43-44 

復習：講義で示した重要項目 

8 
小テスト 

タンパク質 

予習：教科書 p44-46 

復習：講義で示した重要項目 

9 
小テスト 

核酸 

予習：教科書 p47-49 

復習：講義で示した重要項目 

10 
小テスト 

糖質 

予習：教科書 p50-53 

復習：講義で示した重要項目 

11 
小テスト 

脂質 

予習：教科書 p54-56 

復習：講義で示した重要項目 

12 
小テスト 

タンパク質の機能、酵素 

予習：教科書 p58-63 

復習：講義で示した重要項目 

13 
小テスト 

ホルモン 

予習：教科書 p64-69 

復習：講義で示した重要項目 

14 
小テスト 

収縮性タンパク質 

予習：教科書 p70-73 

復習：講義で示した重要項目 

15 
小テスト 

輸送タンパク質 

予習：教科書 p74-78 

復習：講義で示した重要項目 

16 
小テスト 

（受容体タンパク質）、防御タンパク質 

予習：教科書 p（79-83）, 84-91 

復習：講義で示した重要項目 

17 
小テスト 

構造タンパク質 

予習：教科書 p92-99 

復習：講義で示した重要項目 

18 まとめ 

成績評価方法 

小テスト（４０％）＋定期試験（６０％） 



出席基準 

4/5 回以上の出席が必要 

 

 

授業科目名 英語 

対象学年 １年 対象クラス 全 対象学科 柔道整復 

授業形態 講義 単位数 ２ 授業時数 ３６ 

授業概要 

日本を訪れる外国人や在日の外国人が年々増加している中で、日本語を解さない患者を臨床の場

で適切に施術できる基本的な医療英語の習得を目指す。 

学修目標 

１．医学英語の構造が理解できる 

２．医学英語の単語の意味が理解できる 

３．医療現場で英語による基本的なコミュニケーションができる 

履修上の注意(学生へのメッセージ) 

授業には積極的に参加する これを平常点での評価対象とする 

声を出して発声するように努める 

教科書 

「Because We Care ―English for Healthcare Professionals―」センゲージラーニング(株) 

毎回配布プリントあり 

参考書 

必要に応じ紹介する 

授業展開及び授業計画表 

 学修内容 予習復習・課題(教科書参照ページ) 

1 
イントロダクション（医学英語で何を学ぶか） 

Introduction 
 

2 

人体各部の名称 （１） Body Parts 

医 療 従 事 者 の 名 称 （ 1 ）  Healthcare 

Professionals 

Text P.7～ /p.82 

P.2～ 

3 
人体各部の名称 （2） Body Parts  

医学英語の構造（１）Medical Terminology 

Text P.7～ /p.80～81 

        

4 

解剖学的肢位 Anatomical Position 

医 療 従 事 者 の 名 称 （ 2 ）  Healthcare 

Professionals 

Text P.84 

P.2～ 

5 筋骨格系（１）Musculoskeletal System Text P.13～ 



医学英語の構造（２） Medical Terminology    

6 
筋骨格系（2）Musculoskeletal System 

医学英語の構造(3) Medical Terminology 

Text P.13～ 

 

7 
筋骨格系（3）Musculoskeletal System 

 

Text P.13～ 

 

8 
循環器系 （１） Circulatory System 

症状 Signs and Symptoms 

Text P.19～  P.93 

    P.100～101 

9 
循環器系（２） (血液)  

Circulatory System – Blood 
Text P.93 

10 救命処置 BLS/ALS 
Text P.61～ 

 

11 呼吸器系 Respiratory System 
Text P.25～ 

 

12 リハビリテーション Rehabilitation 
Text P.67～ 

 

13 食事と栄養  Diet and Nutrition 
Text P.73～ 

 

14 消化器系  Digestive System 
Text P.31～ 

 

15 泌尿器系  Urinary System 
Text P.43～ 

 

16 
脳・神経・感覚系  

Brain, Nervous , Sensory System 

Text P.37～ 

 

17 
医療通訳 Medical Interpreter 

臨床会話 Clinical Conversation 
 

18 まとめ 

成績評価方法 

期末試験 ８０％ 

平常点（学習態度） ２０％  

出席基準 

4/5 回以上の出席が必要 

 

 

科 目 名 国語 

対象学年 1 年 対象クラス 全 対象学科 柔道整復 

授業形態 講義 単 位 数 ２ 授業時数 ３６ 



授業概要 

活字に親しみ、国語の一般常識を深めつつ、読解力アップを目指します。古今東西の名文に親しむ

と共に、地元大阪に関する英語問題にも挑戦します。講義が中心となりますが、実践力と想像力を

培う国語の授業を作り上げていきましょう。 

学修目標 

①文章読解力や会話から洞察力を高め、コミュニケーション能力を磨く。 

②レポートやビジネス文章、手紙文に小論文等の書き方を理解する。 

履修上の注意(学生へのメッセージ) 

国語は全教科の基本です。日本語力をトレーニングするためにも予習・復習を怠らず、指定された

課題は確実に提出して下さい。コミュニケーション能力を磨くためにも積極的に授業に参加されるこ

とを望みます。予習・復習では教科書をしっかり読みこなし、更に学習した内容の理解に努めて下さ

い。 

教科書 

齋藤 孝 著 「理想の国語教科書」（文藝春秋） 

参考書 

適宜にプリント類を配布 

授業展開及び授業計画表 

 学修内容 予習復習・課題 

1 
「夢十夜」夏目漱石、漢字・言葉、手紙の

書き方１ 
字形に注意する字① 

2 
「マクベス」シェイクスピア、名歌・名句・古

文の背景、手紙の書き方２ 
字形に注意する字② 

3 
「人間」小林秀雄、表現と表記、三行ラブ

レター１ 
読み誤りやすい熟語 

4 
「聊斎志異」蒲松齢、部首・慣用読みの

語、3 行ラブレター２ 
同訓異義語 

5 
「風と光と二十の私と」坂口安悟、故事成

語、「コラム」を読む１ 
同訓異義語 

6 
「ガルガンチュア物語」ラブレー、格言・現

代文用語、「コラム」を読む２ 
ペアで覚えておく漢字 

7 
「勝負事」菊池寛、時事キーワード、外来

語、論点を探る-生命科学- 
二字熟語 

8 

「人にはどれほどの土地がいるか」トルス

トイ、四字熟語、対義語、論点を探る—環

境- 

三字熟語 

9 「名人伝」中島敦、四字熟語、慣用句、こ 四字熟語、故事成語 



とわざ、論点を探る-経済・社会- 

10 

「ギリシャ・ローマ神話」ブルフィンチ、敬

語、現代文重要語集、論点を探る-言語・

国際- 

故事、ことわざ、難読後 

11 

「学者アラムハラドの見た着物」宮沢賢

治、古文重要単語、口語、文語文法、実

践小論文 

文学作品の中の漢字① 

12 
「なた」幸田文、古文常識、暑中見舞いの

書き方 
文学作品の中の漢字② 

13 
「疣」新美南吉、古文常識-百人一首-、

小論文の書き方１ 
読み方を注意すべき語① 

14 
「流れる星は生きている」藤原てい、文学

史、小論文の書き方２ 
読み方を注意すべき語② 

15 「杯」森鴎外、文章の構成、漢文の学習１ 文学作品の中の漢字③ 

16 
「加郷の訓」宮本常一、履歴書・面接、漢

文の学習２ 
文学作品の中の漢字④ 

17 基礎前期試験  

18 
ふり返り授業、百人一首の魅力、ディベ

ート 
 

成績評価方法 

各時間の提出物と定期試験の総合評価 

出席基準 

4/5 回以上の出席が必要 

 

 

授業科目名 解剖学Ⅰ 

対象学年 １年 対象クラス 全 対象学科 柔道整復 

授業形態 講義 単位数 ３ 授業時数 ７６ 

授業概要 

まずは解剖学の概説を知り、その中で運動器（骨）を理解するための基礎を覚える。 

学修目標 

◎解剖学で使用される用語を知り、細胞や組織の名称やそのはたらきを理解する。 

◎主に脊柱や胸郭における骨の部位と名称を理解する。 

履修上の注意(学生へのメッセージ) 



 

「試験に合格するだけ」という目的であれば、単に名称の暗記だけに走ってしまうことになり、 

これほど苦痛なことはありません。柔道整復師になれば、周囲からは“運動器のプロフェッショナル”

とみられます。つまり、学生である期間に運動器の基礎をしっかり積んでおくことは、２年からの専門

科目の理解が深まるだけでなく、今後の臨床の場においても大きな礎となります。 

解剖学Ⅰでは、聞きなれない名称をたくさん覚えないといけない大変な科目ではありますが、しっか

り予習・復習をして自分のものにしてもらいたいと思います。授業最初に前週の授業に実施した概

要を話しますので、復習含め必ずチェックしておくようにして下さい。 

 

教科書 

解剖学 

 

参考書 

授業で配布したプリント（絶対忘れないよう注意） 

 ＊プリントを分解して、クリアファイルで整理すると非常に見やすい資料になります。 

授業展開及び授業計画表 

 学修内容 予習復習・課題 

1 

解剖学の意義 

解剖学の分類 ＊教科書 p１ 

解剖学用語＊教科書 p１～２、１７～２０ 

予習：教科書およびプリントの確認 

復習：授業を元にプリントの確認 

2 
筋の作用 教科書 p７２～７５ 

細胞（細胞膜） 教科書 p３ 

予習：教科書およびプリントの確認 

復習：授業を元にプリントの確認 

3 細胞（核） 教科書 p３～６ 
予習：教科書およびプリントの確認 

復習：授業を元にプリントの確認 

4 
細胞（細胞質） 

組織（上皮組織） ＊教科書 p７～９ 

予習：教科書およびプリントの確認 

復習：授業を元にプリントの確認 

5 組織（支持組織） ＊教科書 p１０～１２ 
予習：教科書およびプリントの確認 

復習：授業を元にプリントの確認 

6 
組織（支持組織） 

組織（筋組織） ＊教科書 p１２～１３ 

予習：教科書およびプリントの確認 

復習：授業を元にプリントの確認 

7 

組織（筋組織） 

発生 ＊教科書 p１３～１６ 

骨格系総論（骨の役割～骨の構造） 

 ＊教科書 p２１～２３ 

予習：教科書およびプリントの確認 

復習：授業を元にプリントの確認 

8 
骨格系総論（骨の構造～骨の連結） 

 ＊教科書 p２３～２５ 

予習：教科書およびプリントの確認 

復習：授業を元にプリントの確認 

9 概説チェックテスト 予習：教科書およびプリントの確認 



骨格系総論（骨の連結） 

 ＊教科書 p２５、２６ 

復習：授業を元にプリントの確認 

10 

骨格系総論（骨の連結） 

骨格系各論（脊柱、頚椎） 

 ＊教科書 p２６～３０ 

予習：教科書およびプリントの確認 

復習：授業を元にプリントの確認 

11 
骨格系各論（胸椎～脊柱の連結） 

 ＊教科書 p３１～３３ 

予習：教科書およびプリントの確認 

復習：授業を元にプリントの確認 

12 
骨格系各論（胸郭） 

 ＊教科書 p３３～３６ 

予習：教科書およびプリントの確認 

復習：授業を元にプリントの確認 

13 まとめ 

成績評価方法 

定期試験 100% 

出席基準 

4/5 回以上の出席が必要 

 

 

授業科目名 解剖学Ⅱ 

対象学年 １年 対象クラス 全 対象学科 柔道整復 

授業形態 講義 単位数 ２ 授業時数 ５０ 

授業概要 

解剖学は“正常な人体の形態とその構造”について肉眼から顕微鏡レベルで学ぶ基礎的な授業科

目の一つです。人体の構成単位を細胞からとすると細胞が集まり組織をつくり、組織が集合して一

定の形と働きをもった臓器・器官となり、さらに臓器・器官が集まってと特有な構造・機能を備えた器

官系をつくり、各器官系が互いに関連して私たちの体をつくり生命が維持される機構が作り上げら

れています。その器官系には骨格、筋、脈管、消化器、呼吸器、泌尿器、生殖器、内分泌、神経、感

覚器系で代表されます。例えば骨格系では骨芽細胞が細胞外に主にアパタイト結晶からなる硬い

骨基質を造り上げ骨の内外に骨膜、骨髄組織が加わって個々の骨ができ、大きさも形も異なる 200

余りの骨が全身を造り上げています。さらにそれぞれ筋肉や靭帯などの筋系やそれらを調節する神

経、内分泌系が加わり、互いに連動したシステムが構築されています。このように解剖学ではそれ

ぞれの器官系統を学ぶことによって最終的に“一個体の形態とその構造”について統合的に理解す

ることを目指しています。 

学修目標 

授業科目では諸器官系のうち主に脈管系、内臓系、内分泌系に関する項目について学ぶ。 

１．脈管系 心臓、動脈、静脈、リンパ系について理解する。 

２．内臓系 消化器、呼吸器、泌尿器、生殖器系について理解する。 

３．内分泌系 ホルモン分泌細胞、組織、器官について理解する。 

・それぞれの系統で学ぶ項目は単独で成立するものではなく互いに関連していることを念頭におい



て学修することが重要となります。 

・また解剖学で学ぶ内容は異なった授業科目の生理学で学ぶ内容と密接な関連性があります。そ

れぞれ学ぶ項目で“人体の形態・構造は機能が反映されたものである”との認識で科目横断的に

統合的に理解するよう取り組むことが重要となります。 

・解剖学のうち脈管系と内臓（消化器系）に関する 2 つのシステムを学ぶことになります。 

履修上の注意(学生へのメッセージ) 

・解剖学で学ぶ専門用語は広く関連分野での人体を構成する形や構造を表現するときに用いられ

る基礎的かつ共通用語となることに留意すること。 

・事前に講義に使う資料と解説付きの演習問題資料の 2 種類を配布します。 

資料にはより理解しやすくするために教科書に掲載されている参考図表以外も含まれています。

また演習問題資料では過去に出題された国家試験問題、またはそれに準じた内容になっている

ので講義の進行に合わせて自学自習教材とすること。 

教科書 

岸 清・石塚 寛 編  解剖学（改訂第２版） 医歯薬出版 

参考書 

特に指定しませんが講義の中で適宜紹介します。 

授業展開及び授業計画表 

 学修内容 予習復習・課題 

1 

総論： 血液循環と血管の構造 

肺循環と体循環 

心臓の位置とその構造 

教科書 page１２３～１３０ 

動脈、静脈と毛細血管の構造を比較できる。

心臓の各部屋と体循環と肺循環との間の血液

の流れを説明できる。 

2 

ポンプとしての心臓の刺激伝導系 

心臓の脈管・神経、心膜 

教科書 page１３０～１３３ 

特殊心筋としてのペースメーカー刺激伝導系

の構造を説明できる。 

3 

動脈系の中の大動脈 

脳を含む頭頚部への動脈 

教科書 page１３３～１３８ 

大動脈の 4 つの区分が説明できる。 

大動脈から分枝する主な動脈が説明できる。 

体表から拍動を触れる動脈を知る。 

4 

上肢への動脈 

胸部への動脈 

教科書 page１３８～１４０ 

胸大動脈の臓側枝と壁側枝の分布領域を知

る。 

5 
腹部、下肢の動脈 

教科書 page１４０～１４５ 

腹大動脈の臓側枝と壁側枝の分布領域を知

る。 

6 

静脈系： 

上大静脈：脳、頭頚部、上肢の静脈 

下大静脈：下肢、腹部の静脈 

教科書 page１４７～１５０ 

頭頚部、上肢、下肢、腹、骨盤部から導出する

静脈を知る。 

 



7 

門脈系 

上・下大静脈を結ぶ奇静脈 

静脈の特殊性：皮静脈と静脈洞 

胎児循環 

教科書 page１４８～１５2 

門脈とその側副循環路。            奇

静脈の構成が説明できる。 

上、下肢から導出する皮静脈を知る。 

胎児循環と出生後の血流の変化の関連を理

解する。。 

8 
リンパ系器官（脾臓、胸腺を含む） 

教科書 page１５2～１５６ 

リンパ系の構成要素とリンパの流れが説明で

きる。 

リンパの流れと血流の相関を理解する。 

9 

消化器の基本構造 

口腔、咽頭と食道 

教科書 page１５７～１６５ 

口腔から肛門まで摂取した食べ物の咀嚼・嚥

下・消化・吸収を行う消化器系を構成する異な

った機能をもつ器官の構造の違いが説明でき

る。 

10 
胃、小腸、大腸 

教科書 page１６５～１７１ 
同上 

11 
肝臓の構造と門脈、胆嚢 

教科書 page１７１～１７４ 

脈管系で学んだ門脈と肝臓の機能・構造上の

関連性を説明できる。 

12 

消化器官としての膵臓 

腹部内臓を包む腹膜 

教科書 page１７４～１７７ 

消化器官としての膵臓と内分泌系で学ぶ膵臓

の特徴を説明できる。 

腹膜と呼吸器系で学ぶ胸膜について説明でき

る。 

13 まとめ 

成績評価方法 

筆記試験による。 

出席基準 

4/5 回以上の出席が必要 

 

 

授業科目名 解剖学Ⅲ（感覚） 

対象学年 ２年 対象クラス 全 対象学科 柔道整復 

授業形態 講義 単位数 １ 授業時数 ２６ 

授業概要 

末梢神経、自律神経、感覚器の解剖を学ぶ。 

学修目標 

末梢神経、自律神経、感覚器の走行や働きについて理解する。 

履修上の注意(学生へのメッセージ) 



覚えることが多いので、しっかりと予習復習をしておくこと 

教科書 

解剖学 

参考書 

イラスト解剖学 

授業展開及び授業計画表 

 学修内容 予習復習・課題 

1 脊髄神経概論  

2 脊髄神経 (頸部、上肢)-1  

3 脊髄神経 (頸部、上肢)-2  

4 脊髄神経 (胸部、腰部、下肢)-1  

5 脊髄神経 (胸部、腰部、下肢)-2  

6 脊髄神経 (胸部、腰部、下肢)-3  

7 自律神経-1  

8 自律神経-2  

9 感覚器-1  

10 感覚器-2  

11 全体の復習-1  

12 まとめ  

13 ふり返り授業  

成績評価方法 

筆記試験 

出席基準 

4/5 回以上の出席が必要 

 

 

授業科目名 神経解剖 

対象学年 １年 対象クラス 全 対象学科 柔道整復 

授業形態 講義 単位数 １ 授業時数 ２４ 

授業概要 



神経系の脳、脊髄、末梢神経(脳神経)について学ぶ。 

学修目標 

神経系を基礎から学び、国家試験レベルの問題を解く力を身につけること。 

履修上の注意(学生へのメッセージ) 

授業でプリントを配ります。そのプリントと教科書を参考にして勉強してください。 

教科書 

解剖学 医歯薬出版株式会社 p217〜p245 

 

参考書 

 

 

授業展開及び授業計画表 

 学修内容 予習復習・課題 

1 神経系の基礎 教科書 p217〜219 

2 神経系の基礎 p220〜223 

3 脳(大脳) p223〜226 

4 脳(間脳・中脳・橋) p226〜228 

5 脳(延髄・小脳) p228〜230 

6 脊髄 p230〜232 

7 伝導路 p233〜234 

8 伝導路 p235〜238 

9 脳神経 p238〜242 

10 脳神経 p242〜245 

11 まとめ  

12 ふり返り 

成績評価方法 

試験 60 点以上 

出席基準 

4/5 回以上の出席が必要 

 

 



授業科目名 生理学Ⅰ 

対象学年 １年 対象クラス 昼・夜 対象学科 柔道整復 

授業形態 講義 単位数 ２ 授業時数 ５２ 

授業概要 

生理学は「生きている」事についての学問であり、授業では細胞・組織の話から始めて、主として人

体各臓器の正常な働き方について解説する、さらにこれらの統合についてまとめる。 

学修目標 

「柔道整復」だから骨と筋肉だけ勉強すれば良い、と思ってはいけない。内臓の働きと身体運動とは

互いに関連がある。また医療人としてある程度以上の医学知識がなければ、一般人との対話もでき

ない。学年が進むと臨床医学（内科、外科、など）の講義を受けるが、その前段階の知識を解剖学

や生理学で習得する。 

履修上の注意(学生へのメッセージ) 

教科書とノートは持参すること、プリントは随時配布する。ただし、これらをロッカーに入れっぱなし

で、自宅で全く読まないようでは駄目だ。自宅に持ち帰って、予習・復習せよ。 

学期末に試験する以外に、小テストをする。小テスト成績は学期末成績に加算する。 

教科書 

「生理学」 （改定第３版） 根来英雄・貴邑冨久子著  南江堂 

参考書 

入学時の「生物学～医学」の知識は各自の学歴・履歴によって全く違っている。 

したがって １）教科書が難しくて一人では読めない場合は本屋で自分に合ったレベルの入門書を

探すことを勧める、逆に２）教科書の程度が低すぎると感じたら大学院レベルの本を勧める。 

最初の講義で一・二紹介する。しかし、それよりも本校の図書室で生理学の棚にある本を見て、どの

レベルのものが自分に合うのか判断するとよい。 

授業展開及び授業計画表 

 学修内容 予習復習・課題 

1 生理学総論（入門）、細胞（１） 生理学とは？； 細胞学 

2 細胞（２）、血液（１） 物質輸送； 血液一般、赤血球、白血球 

3 血液（２） 免疫、血液型、血液凝固 

4 循環（１） 心臓の形態、心筋、ポンプ機能 

5 循環（２） 心筋の電気現象、心電図； 血管の分類 

6 循環（３） 血管の働き、血圧； リンパ管 

7 循環（４） 循環の調節； 局所循環（１）、脳脊髄液の循環 

8 呼吸（１） 呼吸器入門、 換気（圧と量） 

9 呼吸（２） ガス交換； 呼吸の調節 

10 消化（１） 消化管の運動 



11 消化（２） 消化液の分泌と消化と吸収 

17 まとめ  

18 ふり返り授業  

成績評価方法 

前期末試験成績に小テスト及び平常点（＝出席回数プラス受講態度）を加味する。 

出席基準 

4/5 回以上の出席が必要 

 

 

授業科目名 生理学Ⅱ 

対象学年 １年 対象クラス 昼・夜 対象学科 柔道整復 

授業形態 講義 単位数 １ 授業時数 ２４ 

授業概要 

生理学Ⅱでは、「内分泌系の機能・生殖・骨の生理学」について講義を行う。人体の構成要素である

細胞・組織・器官について学習することで、どのようにして生命活動が維持されているかを理解す

る。 

学修目標 

①生体機能は主に内分泌系と神経系によって調節されている。内分泌系の情報伝達を学び、個々

のホルモンの作用、ホルモンの調節の仕組みを理解する。 

②内分泌系を理解した上で、男女の生殖機能の違い、性周期、特異的な生殖行動について理解す

る。 

③骨の構造、機能、生成、代謝の仕組みを理解する。 

履修上の注意(学生へのメッセージ) 

教科書・プリントにそって講義します。配布プリントは紛失しないよう管理してください。 

教科書 

根来英雄・貴邑冨久子 生理学 南江堂 

参考書 

特になし 

授業展開及び授業計画表 

 学修内容 予習復習・課題 

1 内分泌の機能 教科書ｐ141～147 

2 内分泌の機能 教科書ｐ148～151 

3 内分泌の機能 教科書ｐ151～157 



4 内分泌の機能 教科書ｐ157～165 

5 内分泌の機能・生殖 教科書ｐ166～173 

6 生殖 教科書ｐ174～178 

7 生殖 教科書ｐ179～184 

8 骨の生理学 教科書 p185～189 

9 骨の生理学 教科書 p190～192 

10 後期試験範囲の復習 教科書 p141～192 

11 後期試験範囲の復習 教科書 p141～192 

12 まとめ 

成績評価方法 

定期試験（100％） 

出席基準 

4/5 回以上の出席が必要 

 

 

授業科目名 生理学Ⅲ 

対象学年 ２年 対象クラス 昼・夜 対象学科 柔道整復 

授業形態 講義 単位数 ２ 授業時数 ５２ 

授業概要 

生理学Ⅲでは、1 年次に引き続き「体液の生理学・神経の基本的機能・神経系の機能」について講

義を行う。人体の構成要素である細胞・組織・器官について学習することで、どのようにして生命活

動が維持されているかを理解する。 

学修目標 

①体液とは何か、どのように分けられるか、どのような組成になっているかを理解する。体液の恒常

性とは、どのように維持されるかを理解する。 

②末梢自律神経系の構成・支配の特徴について理解する。末梢自律神経系の機能は、さらに中枢

神経系により高度な調節を受けることを理解する。 

履修上の注意(学生へのメッセージ) 

教科書・プリントにそって講義します。配布プリントは紛失しないよう管理してください。 

教科書 

根来英雄・貴邑冨久子 生理学 南江堂 

参考書 



特になし 

授業展開及び授業計画表 

 学修内容 予習復習・課題 

1 体液の生理学 教科書 p193～200 

2 神経の基本的機能 教科書 p201～209 

3 神経の基本的機能 教科書 p209～217 

4 神経系の機能 教科書 p219～226 

5 神経系の機能 教科書 p226～234 

6 神経系の機能 教科書 p234～240 

7 神経系の機能 教科書 p240～245 

8 神経系の機能 教科書 p245～252 

9 神経系の機能 教科書 p252～258 

10 神経系の機能 教科書 p258～263 

11 前期試験範囲の復習 教科書 p193～263 

12 まとめ  

13 ふり返り授業  

成績評価方法 

定期試験（100％） 

出席基準 

4/5 回以上の出席が必要 

 

 

授業科目名 生理学 

対象学年 １年 対象クラス アドバンス 対象学科 柔道整復 

授業形態 講義 単位数 ３ 授業時数 ７６ 

授業概要 

解剖学で学んだ臓器や器官の働きを学び、理解し、人体の総合的な働きを理解する 

学修目標 

臓器や器官の働きを理解し、そこで行われる「代謝」を理解し、日常生活の中で健康を柱とした生き

方を医療人として考えられるようになる。 

履修上の注意(学生へのメッセージ) 

最低、前もってその日の講義のところの教科書は読んでおくこと、またその日のうちに復習すること 



教科書 

「生理学」全国柔道整復学校協会監修 

 

参考書 

 

授業展開及び授業計画表 

 学修内容 予習復習・課題 

1 生理学の基礎 人体を構成する成分について 

2 ホメオスタシス 内部環境・調節のメカニスム 

3 細胞 細胞の機能的構造 

4 細胞内小器官Ⅰ 細胞膜・ミトコンドリア・小胞体・リボソーム 

5 細胞内小器官Ⅱ 核（DNA と RNA） 

6 細胞内小器官Ⅲ ゴルジ装置・リソソーム  他 

7 物質の膜の通過 受動輸送と能動輸送 他 

8 血液の役割 運搬機能 他 

9 血液の組成 体液の区分 他 

10 免疫機能 免疫系器官・免疫のしくみ 

11 血液の凝固 血液凝固の機序 

12 まとめ  

13 ふり返り授業  

成績評価方法 

筆記試験 

出席基準 

4/5 回以上の出席が必要 

 

 

授業科目名 生理学特論Ⅰ 

対象学年 ２年 対象クラス 全 対象学科 柔道整復 

授業形態 講義 単位数 １ 授業時数 １８ 

授業概要 

高齢者の生理学的特徴・変化 

学修目標 



一般的な生理学分野の知識をベースに、さらに高齢者に見られやすい特徴・変化について理解を

深め習得する。 

履修上の注意(学生へのメッセージ) 

一般的な生理学分野の学習は終了しているものとして講義を進めるため、この分野の理解が不十

分な者は復習しておくこと。 

教科書 

公益社団法人 全日本柔道整復学校協会監修 生理学 改訂第 3 版 （追加資料含む） 

参考書 

特になし 

授業展開及び授業計画表 

 学修内容 予習復習・課題など 

1 生活習慣病と運動・スポーツ 

予習は特に必要ないが、配布資料・教科

書を用いて復習を怠らないこと。 

レポート課題を課す可能性がある。 

2 高齢者の生理学的特徴・変化（代謝Ⅰ） 

3 高齢者の生理学的特徴・変化（代謝Ⅱ） 

4 高齢者の生理学的特徴・変化（神経） 

5 高齢者の生理学的特徴・変化（運動器） 

6 高齢者の生理学的特徴・変化（循環器） 

7 高齢者の生理学的特徴・変化（呼吸器） 

8 高齢者の生理学的特徴・変化（腎臓その他） 

9 まとめ  

成績評価方法 

試験（レポート課題の成績を加味する可能性あり） 

出席基準 

4/5 回以上の出席が必要 

 

 

授業科目名 生理学特論Ⅱ 

対象学年 ２年 対象クラス 全 対象学科 柔道整復 

授業形態 講義 単位数 １ 授業時数 １８ 

授業概要 

競技者の生理学的特徴・変化 

学修目標 



一般的な生理学分野の知識をベースに、さらに競技者に見られやすい特徴・変化について理解を

深め習得する。 

履修上の注意(学生へのメッセージ) 

一般的な生理学分野の学習は終了しているものとして講義を進めるため、この分野の理解が不十

分な者は復習しておくこと。 

教科書 

公益社団法人 全日本柔道整復学校協会監修 生理学 改訂第 3 版 （追加資料含む） 

参考書 

特になし 

授業展開及び授業計画表 

 学修内容 予習復習・課題など 

1 競技者の生理学的特徴・変化（総論） 

予習は特に必要ないが、配布資

料・教科書を用いて復習を怠らな

いこと。 

レポート課題を課す可能性があ

る。 

2 競技者の生理学的特徴・変化（血液） 

3 競技者の生理学的特徴・変化（呼吸器） 

4 競技者の生理学的特徴・変化（女性ｱｽﾘｰﾄ） 

5 競技者の生理学的特徴・変化（ｵｰﾊﾞｰﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ） 

6 競技者の生理学的特徴・変化（消化器） 

7 競技者の生理学的特徴・変化（循環器その他） 

8 まとめ  

9 ふり返り  

成績評価方法 

試験（レポート課題の成績を加味する可能性あり） 

出席基準 

4/5 回以上の出席が必要 

 

 

授業科目名 運動学 

対象学年 ３年 対象クラス 昼・夜 対象学科 柔道整復 

授業形態 講義 単位数 １ 授業時数 ２４ 

授業概要 

課題に対して、問題解決の推論を行い、運動学的な理論説明が出来る。 

学修目標 



○ 運動学に関する身体の構造と機能の関係を理解する 

○ 運動に関する原理・理論を理解する 

○ 運動学の知識を利用して運動障害の理論を理解する 

履修上の注意(学生へのメッセージ) 

○ 運動学に必要な解剖学の知識は、１年生で習っていることから学生の方々に質問をしていきま

す。答えられるように再度学習してきてください。 

○ 授業展開とテストの評価範囲は授業の進行具合によって変更することがあります。 

教科書 

運動学 医歯薬出版株式会社 第３版第４刷発行 

（必要に応じてプリントを配布） 

参考書 

○筋骨格系のキネシオロギー原著第２版 医歯薬出版株式会社  

○オーチスのキネシオロジー身体運動の力学と病態力学 ラウンドフラット 

○ブルンストローム臨床運動学原著第６版 医歯薬出版株式会社 

授業展開及び授業計画表 

 学修内容 予習復習・課題 

1 膝関節の機能 教科書 P１２５～P１３０ 

2 膝関節の機能 教科書 P１２５～P１３０ 

3 足関節の機能 教科書 P１３１～P１４５ 

4 足関節の機能・体幹と脊柱の機能 教科書 P１３１～P１４５、P１４６～P１７２ 

5 体幹と脊柱の機能 教科書 P１４６～P１７２ 

6 体幹と脊柱の機能 教科書 P１４６～P１７２ 

7 姿勢（立位姿勢の安定性） 教科書 P１７７～P１８８ 

8 姿勢 教科書 P１７７～P１８８ 

9 歩行 教科書 P１８９～P２１１ 

10 歩行 教科書 P１８９～P２１１ 

11 歩行 教科書 P１８９～P２１１ 

12 運動発達・運動学習 教科書 P２１３～P２２３、P２２５～P２３０ 

13 まとめ 

成績評価方法 

定期試験１００％（選択問題、説明問題） 

教科書とプリントから問題を作成します。 

出席は、4/5 回以上の出席が必要です。 

出席基準 

4/5 回以上の出席が必要 



 

 

授業科目名 運動学 

対象学年 ２年 対象クラス 選択コース 対象学科 柔道整復 

授業形態 講義 単位数 ３ 授業時数 ７６ 

授業概要 

解剖学の知識から、さらに運動学の知識を習得し、実際の運動が理解できる。 

学修目標 

○ 運動学に関する身体の構造と機能の関係を理解する 

○ 運動に関する原理・理論を理解する 

履修上の注意(学生へのメッセージ) 

○ 運動学に必要な解剖学の知識は、１年生で習っていることから学生の方々に質問をしていきま

す。答えられるように再度学習してきてください。 

○ 授業展開とテストの評価範囲は授業の進行具合によって変更することがあります。 

教科書 

運動学 医歯薬出版株式会社 第３版第４刷発行 

（必要に応じてプリントを配布） 

参考書 

・筋骨格系のキネシオロギー原著第２版 医歯薬出版株式会社  

・オーチスのキネシオロジー身体運動の力学と病態力学 ラウンドフラット 

・ブルンストローム臨床運動学原著第６版 医歯薬出版株式会社 

授業展開及び授業計画表 

 学修内容 予習復習・課題 

1 運動学の目的 解剖学と運動学の違いを理解する 

2 運動の軸と面、関節運動の表示 骨運動と関節運動を学ぶ 

3 
身体運動力学（てこ） 教科書（P１３～P１７）を読んでくること 

（特にてこの計算式を理解しておく） 

4 身体運動力学（てこ）、運動の法則 教科書（P１３～P１７）を読んでくること 

5 関節の構造と機能 教科書（P３０～P３１）を読んでくること 

6 骨格筋の構造と機能 教科書（P３２～P３６）を読んでくること 

7 骨格筋の構造と機能 教科書（P３６～P３９）を読んでくること 

8 運動感覚・反射・随意運動 教科書（P５１～P６８）を読んでくること 

9 肩関節 教科書（P６９～P86）を読んでくること 

10 肩関節 教科書（P６９～P86）を読んでくること 

11 肩関節 教科書（P６９～P86）を読んでくること 



12 まとめ 前期範囲を予めまとめること 

13 ふり返り 

成績評価方法 

定期試験１００％（選択問題、説明問題） 

教科書とプリントから問題を作成します。 

出席基準 

4/5 回以上の出席が必要 

 

 

授業科目名 病理学概論 

対象学年 2 年 対象クラス 全 対象学科 柔道整復 

授業形態 講義 単位数 ２ 授業時数 ５０ 

授業概要 

解剖学に重ねて、各臓器の機能、その間を流れる物の代謝を理解し、正常（健康）な状態の身体を

理解し、異常（病的）な状態（病理学）と比較することで、病的状態の程度を診断できる力を身につけ

る。 

学修目標 

1．医療人として必要な知識を積み上げる。 

2．身体（臓器）の働き（機能）を学び、正常（健康）な身体のメカニズムを理解した上に、形態・機能

の異常を学ぶ。 

履修上の注意(学生へのメッセージ) 

1．病理学は医学の常識であることを認識して取り組むこと。 

2．病理学の理解を深めることは、解剖学や生理学のみならず病態学の理解を深めることにつなが

ることから、積極的に学習すること。 

3．疑問点は大切にし、解決に向けて積極的に行動すること。 

4．出席は授業の理解にも影響することから、欠席をしないようにすること。  

5．私語は授業妨害・他学生への迷惑行為なので退室させる場合がある。その場合、速やかに退室

すること。 

6．受講にあたっては最低限の礼儀をわきまえること。   

教科書 

1．教科書：病理学概論．社団法人全国柔道整復学校協会 監修．医歯薬出版 

2．必要に応じて、適宜プリントを配布する。 

参考書 

1．標準病理学．坂本 穆彦監修．医学書院 

授業展開及び授業計画表 



 学修内容 予習復習・課題 

1 病理学とは 
予習：教科書、シラバスを確認しておくこと 

復習：授業内容を整理しておくこと 

2 疾病の一般 
予習：教科書、シラバスを確認しておくこと 

復習：授業内容を整理しておくこと 

3 病因（内因） 
予習：教科書、シラバスを確認しておくこと 

復習：授業内容を整理しておくこと 

4 病因（栄養障害） 
予習：教科書、シラバスを確認しておくこと 

復習：授業内容を整理しておくこと 

5 病因（物理的外因） 
予習：教科書、シラバスを確認しておくこと 

復習：授業内容を整理しておくこと 

6 病因（化学的外因） 
予習：教科書、シラバスを確認しておくこと 

復習：授業内容を整理しておくこと 

7 病因（生物学的外因） 
予習：教科書、シラバスを確認しておくこと 

復習：授業内容を整理しておくこと 

8 細胞傷害（萎縮、変性） 
予習：教科書、シラバスを確認しておくこと 

復習：授業内容を整理しておくこと 

9 
細胞傷害（尿酸代謝異常、カルシウム代

謝異常、色素代謝異常、鉄代謝異常） 

予習：教科書、シラバスを確認しておくこと 

復習：授業内容を整理しておくこと 

10 細胞傷害（胆汁色素代謝異常、糖尿病） 
予習：教科書、シラバスを確認しておくこと 

復習：授業内容を整理しておくこと 

11 
細胞傷害（老化（動脈硬化症など）、壊

死、死） 

予習：教科書、シラバスを確認しておくこと 

復習：授業内容を整理しておくこと 

12 
本学期のまとめ（病理学とは、疾病の一

般、病因、細胞傷害） 

予習：教科書、シラバスを確認しておくこと 

復習：授業内容を整理しておくこと 

13 まとめ  

14 振り返り  

成績評価方法 

1．筆記試験で評価する（100%）。 

出席基準 

4/5 回以上の出席が必要 

 

 

授業科目名 病理学概論 

対象学年 2 年 対象クラス 選択コース 対象学科 柔道整復 



授業形態 講義 単位数 １ 授業時数 ２４ 

授業概要 

解剖学に重ねて、各臓器の機能、その間を流れる物の代謝を理解し、正常（健康）な状態の身体を

理解し、異常（病的）な状態（病理学）と比較することで、病的状態の程度を診断できる力を身につけ

る。 

学修目標 

1．医療人として必要な知識を積み上げる。 

2．身体（臓器）の働き（機能）を学び、正常（健康）な身体のメカニズムを理解した上に、形態・機能

の異常を学ぶ。 

履修上の注意(学生へのメッセージ) 

1．病理学は医学の常識であることを認識して取り組むこと。 

2．病理学の理解を深めることは、解剖学や生理学のみならず病態学の理解を深めることにつなが

ることから、積極的に学習すること。 

3．疑問点は大切にし、解決に向けて積極的に行動すること。 

4．出席は授業の理解にも影響することから、欠席をしないようにすること。  

5．私語は授業妨害・他学生への迷惑行為なので退室させる場合がある。その場合、速やかに退室

すること。 

6．受講にあたっては最低限の礼儀をわきまえること。   

教科書 

1．教科書：病理学概論．社団法人全国柔道整復学校協会 監修．医歯薬出版 

2．必要に応じて、適宜プリントを配布する。 

参考書 

1．標準病理学．坂本 穆彦監修．医学書院 

授業展開及び授業計画表 

 学修内容 予習復習・課題 

1 病理学とは 
予習：教科書、シラバスを確認しておくこと 

復習：授業内容を整理しておくこと 

2 疾病の一般 
予習：教科書、シラバスを確認しておくこと 

復習：授業内容を整理しておくこと 

3 病因（内因） 
予習：教科書、シラバスを確認しておくこと 

復習：授業内容を整理しておくこと 

4 病因（栄養障害） 
予習：教科書、シラバスを確認しておくこと 

復習：授業内容を整理しておくこと 

5 病因（物理的外因） 
予習：教科書、シラバスを確認しておくこと 

復習：授業内容を整理しておくこと 

6 病因（化学的外因） 
予習：教科書、シラバスを確認しておくこと 

復習：授業内容を整理しておくこと 



7 病因（生物学的外因） 
予習：教科書、シラバスを確認しておくこと 

復習：授業内容を整理しておくこと 

8 細胞傷害（萎縮、変性） 
予習：教科書、シラバスを確認しておくこと 

復習：授業内容を整理しておくこと 

9 
細胞傷害（尿酸代謝異常、カルシウム代

謝異常、色素代謝異常、鉄代謝異常） 

予習：教科書、シラバスを確認しておくこと 

復習：授業内容を整理しておくこと 

10 細胞傷害（胆汁色素代謝異常、糖尿病） 
予習：教科書、シラバスを確認しておくこと 

復習：授業内容を整理しておくこと 

11 
細胞傷害（老化（動脈硬化症など）、壊

死、死） 

予習：教科書、シラバスを確認しておくこと 

復習：授業内容を整理しておくこと 

12 
本学期のまとめ（病理学とは、疾病の一

般、病因、細胞傷害） 

予習：教科書、シラバスを確認しておくこと 

復習：授業内容を整理しておくこと 

13 まとめ  

14 振り返り  

成績評価方法 

1．筆記試験で評価する（100%）。 

出席基準 

4/5 回以上の出席が必要 

 

 

授業科目名 病理学演習 

対象学年 3 年 対象クラス 全 対象学科 柔道整復 

授業形態 講義 単位数 １ 授業時数 ２６ 

授業概要 

解剖学に重ねて、各臓器の機能、その間を流れる物の代謝を理解し、正常（健康）な状態の身体を

理解し、異常（病的）な状態（病理学）と比較することで、病的状態の程度を診断できる力を身につけ

る。 

学修目標 

1．医療人として必要な知識を積み上げる。 

2．身体（臓器）の働き（機能）を学び、正常（健康）な身体のメカニズムを理解した上に、形態・機能

の異常を学ぶ。 

履修上の注意(学生へのメッセージ) 

1．病理学は医学の常識であることを認識して取り組むこと。 

2．病理学の理解を深めることは、解剖学や生理学のみならず病態学（一般臨床医学）の理解を深

めることにつながることから、積極的に学習すること。 



3．疑問点は大切にし、解決に向けて積極的に行動すること。 

4．出席は授業の理解にも影響することから、欠席をしないようにすること。  

5．私語は授業妨害・他学生への迷惑行為なので退室させる場合がある。その場合、速やかに退室

すること。 

6．受講にあたっては最低限の礼儀をわきまえること。  

教科書 

1．教科書：病理学概論．社団法人全国柔道整復学校協会 監修．医歯薬出版 

2．必要に応じて、適宜プリントを配布する。 

参考書 

1.標準病理学 第 5 版．坂本 穆彦監修．医学書院 

授業展開及び授業計画表 

 学修内容 予習復習・課題 

1 免疫異常（免疫の仕組み） 
予習：教科書、シラバスを確認しておくこと 

復習：授業内容を整理しておくこと 

2 免疫不全症（先天性、後天性） 
予習：教科書、シラバスを確認しておくこと 

復習：授業内容を整理しておくこと 

3 
自己免疫疾患 1（全身性エリテマトーデ

ス、関節リウマチ） 

予習：教科書、シラバスを確認しておくこと 

復習：授業内容を整理しておくこと 

4 
自己免疫疾患 2（その他）、アレルギー分

類 1 

予習：教科書、シラバスを確認しておくこと 

復習：授業内容を整理しておくこと 

5 アレルギー分類 2 
予習：教科書、シラバスを確認しておくこと 

復習：授業内容を整理しておくこと 

6 腫瘍の定義、腫瘍細胞と組織構造 
予習：教科書、シラバスを確認しておくこと 

復習：授業内容を整理しておくこと 

7 腫瘍の発生初段階、生体への影響 
予習：教科書、シラバスを確認しておくこと 

復習：授業内容を整理しておくこと 

8 
腫瘍の原因と診断・治療、腫瘍学各論

（主な癌） 

予習：教科書、シラバスを確認しておくこと 

復習：授業内容を整理しておくこと 

9 先天性異常 1（遺伝性疾患） 
予習：教科書、シラバスを確認しておくこと 

復習：授業内容を整理しておくこと 

10 
先天性異常 2（染色体異常と奇形の原

因） 

予習：教科書、シラバスを確認しておくこと 

復習：授業内容を整理しておくこと 

11 
本学期のまとめ（免疫異常、腫瘍、先天

性異常） 

予習：教科書、シラバスを確認しておくこと 

復習：授業内容を整理しておくこと 

12 まとめ 
予習：教科書、シラバスを確認しておくこと 

復習：授業内容を整理しておくこと 

13 本学期の振り返り（免疫異常、腫瘍、先 予習：教科書、シラバスを確認しておくこと 



天性異常） 復習：授業内容を整理しておくこと 

成績評価方法 

試験で評価する（100%）。 

出席基準 

4/5 回以上の出席が必要 

 

 

授業科目名 外科学概論 

対象学年 ３年 対象クラス 全 対象学科 柔道整復 

授業形態 講義 単位数 ３ 授業時数 ７２ 

授業概要 

外傷を専門とする柔道整復師にとって、外科学の基本的知識の習得は必要である。外科概論として

の外科学の基本的考え方、外傷、炎症、腫瘍を伴う疾患および臓器移植、清潔、消毒、滅菌といっ

た基本的処置、手術を含めた周術期管理、緩和ケア、心肺蘇生法について学ぶ。更に、内視鏡手

術の重視、医療環境の変化、入院期間の短縮などの傾向を理解することは将来の日常診療に役立

つと考え授業で言及する。 

学修目標 

１．医療における外科学の対象範囲を理解する。 

２．外科治療学全般の周術期管理を含めた特質を理解する。 

３．救急救命的な外科的処置を理解する。 

履修上の注意(学生へのメッセージ) 

１．外科学概論での内容として総論を重視している。 

２．教科書を中心とした授業であることを認識する。 

３．出席は重視する。 

教科書 

外科学概論、編集：炭山嘉伸、南江堂 

参考書 

標準外科学、監修：北島政樹、医学書院 

授業展開及び授業計画表 

 学修内容 予習復習・課題 

1 
外科学とは：外科学の歴史、外科医の立

場、現在の外科医療、損傷 

予習：シラバス、教科書の確認 

復習：配布資料の重要事項を確認 

2 創傷、熱傷 
予習：創傷、熱傷について調べる 

復習：授業の内容を確認 



3 炎症と外科感染症 
予習：炎症の機序、外科感染症を調べる 

復習：授業の内容、配布資料を確認 

4 腫瘍：腫瘍の分類、診断、治療 
予習：腫瘍の概念、分類について調べる 

復習：授業の内容を確認 

5 ショック 
予習：ショックについて考える 

復習：授業の重要事項を確認 

6 輸血、輸液 
予習：輸血、輸液について考える 

復習：授業の重要事項を確認 

7 消毒、滅菌 

予習：消毒、滅菌について考える 

復習：清潔、ふけつ、感染についての重要事項

を確認 

8 手術 
予習：手術について考える 

復習：手術法についての重要事項を確認 

9 麻酔、疼痛、緩和ケア 
予習：麻酔について考える 

復習：授業の重要事項を確認 

10 移植、免疫 
予習：移植について考える 

復習：授業の重要事項を確認 

11 出血、止血、心肺蘇生法 
予習：出血、止血、心肺蘇生法について考える 

復習：授業の重要事項を確認 

12 まとめ  

13 ふり返り授業  

成績評価方法 

定期試験（１００％）で評価する 

出席基準 

4/5 回以上の出席が必要 

 

 

授業科目名 整形外科学 

対象学年 ３年 対象クラス 全 対象学科 柔道整復 

授業形態 講義 単位数 １ 授業時数 ２４ 

授業概要 

肢疾患（肩を除く）、上肢末梢神経障害（腕神経叢損傷を含む）、上肢外傷、腰椎疾患の履修 

学修目標 

①一般目標 

上記疾患についての理解と臨床への応用 



②行動目標 

・ 整形学的疾患を説明できる。 

・ 患者に対し病態を説明できる。 

・ 問診ができ、ある程度の身体所見をとることができる。 

・ 疾患の鑑別ができる。 

・  ・ 疾患に対する的確な治療法が選択できる。 

履修上の注意(学生へのメッセージ) 

関節疾患以外の疾患についての知識を深めて欲しい 

教科書 

学校購入のもの 

参考書 

・テキスト：整形外科学・南江堂、標準整形外科学・医学書院、解剖アトラス・各出版社 

・三次元媒体：人体骨格模型（学校にあるもの） 

・視覚媒体：スライド、レントゲンフィルム（ともに担当者準備） 

・視聴覚媒体：教育ビデオ、手術ビデオ（ともに担当者準備） 

授業展開及び授業計画表 

 学修内容 予習復習・課題 

1 肘関節の解剖、障害①  

2 肘関節の障害②  

3 肘〜手関節部の外傷  

4 腕神経叢損傷  

5 上肢末梢神経障害①  

6 上肢末梢神経障害②  

7 手指の外傷  

8 手指の診察（VTR）  

9 腰椎疾患（総論）  

10 腰椎疾患（各論）  

11 腰椎疾患の治療（手術を含む）  

12 まとめ  

13 ふり返り  

成績評価方法 

試験のみ 

出席基準 



4/5 回以上の出席が必要 

 

 

授業科目名 整形外科診断学 

対象学年 ３年 対象クラス 全 対象学科 柔道整復 

授業形態 講義 単位数 １ 授業時数 ２６ 

授業概要 

肢疾患（肩を除く）、上肢末梢神経障害（腕神経叢損傷を含む）、上肢外傷、腰椎疾患の履修 

学修目標 

①一般目標 

上記疾患についての理解と臨床への応用 

②行動目標 

・ 整形学的疾患を説明できる。 

・ 患者に対し病態を説明できる。 

・ 問診ができ、ある程度の身体所見をとることができる。 

・ 疾患の鑑別ができる。 

 ・ 疾患に対する的確な治療法が選択できる。 

履修上の注意(学生へのメッセージ) 

関節疾患以外の疾患についての知識を深めて欲しい 

教科書 

学校購入のもの 

参考書 

・テキスト：整形外科学・南江堂、標準整形外科学・医学書院、解剖アトラス・各出版社 

・三次元媒体：人体骨格模型（学校にあるもの） 

・視覚媒体：スライド、レントゲンフィルム（ともに担当者準備） 

・視聴覚媒体：教育ビデオ、手術ビデオ（ともに担当者準備） 

授業展開及び授業計画表 

 学修内容 予習復習・課題 

1 肘関節の解剖、障害①  

2 肘関節の障害②  

3 肘〜手関節部の外傷  

4 腕神経叢損傷  

5 上肢末梢神経障害①  

6 上肢末梢神経障害②  



7 手指の外傷  

8 手指の診察（VTR）  

9 腰椎疾患（総論）  

10 腰椎疾患（各論）  

11 腰椎疾患の治療（手術を含む）  

12 まとめ  

13 ふり返り授業  

成績評価方法 

試験のみ 

出席基準 

4/5 回以上の出席が必要 

 

 

授業科目名 衛生学・公衆衛生学 

対象学年 ２年 対象クラス 全 対象学科 柔道整復 

授業形態 講義 単位数 ２ 授業時数 ５２ 

授業概要 

柔道整復師として必要な衛生に関する知識を学ぶ。 

学修目標 

衛生学・公衆衛生学についての基礎的な知識を身に着ける。 

履修上の注意(学生へのメッセージ) 

講義では 10 分程度の前回講義分小テストと講義という形式で行っていきます。小テストは成績とし

ての評価対象には含みませんので習熟度のチェックとして軽い気持ちで受けてください。 

教科書 

衛生学・公衆衛生学 改訂第 6 版 (南江堂) 

 

参考書 

公衆衛生がみえる 2016-2017 第 2 版 (メディックメディア) 

 

授業展開及び授業計画表 

 学修内容 予習復習・課題 

1 
オリエンテーション/衛生学ならびに公衆

衛生学の意義 
教科書 PP9-15 



2 
公衆衛生①（地域保健・医療/疾病予防

と疫学） 
教科書 PP15-29,31-46,253-263 

3 
公衆衛生②（衛生統計/母子保健/学校

保健） 
教科書 PP121-151 

4 公衆衛生③（産業保健/成人保健） 教科書 PP153-191 

5 公衆衛生④（高齢者の保健/食品衛生） 教科書 PP107-118, 

6 公衆衛生⑤(精神保健/衛生行政) 教科書 PP193-243 

7 感染症 教科書 PP31-46 

8 消毒 教科書 PP49-59 

9 環境衛生①（環境と適応/環境と健康） 教科書 PP61-118 

10 
環境衛生②（住居・衣服と健康/上水・下

水） 
同上 

11 環境衛生③（廃棄物/公害） 同上 

12 問題演習  

13 まとめ 

成績評価方法 

定期試験(100%) 

当科目としては 60%獲得で合格とする 

出席基準 

4/5 回以上の出席が必要 

 

 

授業科目名 衛生学・公衆衛生学特論 

対象学年  ３年 対象クラス 全 対象学科 柔道整復 

授業形態 講義 単位数 １ 授業時数 ２０ 

授業概要 

公衆衛生学は予防医学であり、社会の組織的な努力を通じ、健康の保持・増進や疾病の予防など

を図ることを目的とした学問です。 

本講義では、人の健康に関わる社会的要因と健康や疾病との関係や、国・地域・学校など集団にお

ける人々の疾病予防および健康増進のために必要な基礎的知識についての総復習を行います。 

学修目標 

医療人として、人々の健康づくりに貢献することを目標として、わが国における保健・医療・福祉の

現状と問題点を認識し、総合的に考察できるよう理解を深めましょう。 

履修上の注意(学生へのメッセージ) 



・毎回、重要事項を確認した上で、問題練習を行います。講義中に重要事項は記憶するように努め

てください。 

・私語は慎んでください。 

・スマートフォン等の機器の使用は禁じます。 

・無断の途中退室は認めません。 

教科書 

「衛生学・公衆衛生学 改訂第５版」 鈴木庄亮 他著 （南江堂） 

参考書 

 

授業展開及び授業計画表 

 学修内容 予習復習・課題 

1 衛生行政と保健医療・医療の倫理 教科書 p211-240 を読んでおく 

2 疫学 教科書 p241-252 を読んでおく 

3 保健統計/疾病予防と健康管理の復習  該当する講義プリント（中期）の復習 

4 感染症/消毒の復習 該当する講義プリント（中期）の復習 

5 環境保健/食品保健の復習 該当する講義プリント（中期）の復習 

6 母子保健/学校保健の復習 該当する講義プリント（中期）の復習 

7 産業保健の復習 該当する講義プリント（中期）の復習 

8 成人・高齢者保健/精神保健の復習 該当する講義プリント（中期）の復習 

9 地域保健・国際保健/保健医療制度の復習 該当する講義プリント（中期）の復習 

10 医の倫理と安全の確保/疫学の復習 該当する講義プリント（中期）の復習 

11 総復習 自分が誤答した問題の見直し 

成績評価方法と基準 

試験および受講態度 

出席基準 

4/5 回以上の出席が必要 

 

 

授業科目名 一般臨床医学 

対象学年 ３年 対象クラス 全 対象学科 柔道整復 

授業形態 講義 単位数 ３ 授業時数 ７２ 

授業概要 

今まで学習してきた解剖学、生理学、病理学の集大成としての疾患を学ぶ。苦労して覚えてきたバ

ラバラな知識が有機的につながってくる医療学習の醍醐味を味わって欲しい。医療では外科内科の



区別なく幅広い知識と科学的な考え方が必要となることを学んでいく 

学修目標 

学生は患者の主訴や徴候から疾患名を列挙し、それを鑑別するための診察、検査方法を既習の解

剖学や生理学に基づいて選択できるようになること。また診断された疾患について、その病因、発生

機序を病理学的な視点から理解し、患者にその病態や治療そして予後について分かりやすく説明

できること。教科書を鵜呑みにせず、常に患者から謙虚に学び、そして日々進歩する医療を積極的

に学び続ける土台と姿勢を身につけること。 

履修上の注意(学生へのメッセージ) 

毎回、講義に入る前に復習プリントを使って前回の授業内容を復習し知識を整理する。また講義し

た内容をすぐにプリント問題で確認することで知識の定着をはかる。定期試験ではこのプリントから

出題されることが多いので、いずれも積極的に取り組んでほしい。出席確認後の長時間の退室や授

業時間中の長時間の居眠りは授業への不参加とみなされ、欠席扱いにすることがあるので注意す

ること。 ノート、教科書を持参のこと。 

教科書 

一般臨床医学 第 3 版 (全国柔道整復学校協会監修教科書) 全国柔道整復学校協会(監修) 

参考書 

特になし 授業で紹介することがある 

授業展開及び授業計画表 

 学修内容 予習復習・課題 

1 内分泌疾患を学ぶための解剖と生理 特になし 

2 内分泌疾患１ 授業のノートや配布プリントを見直す 

3 内分泌疾患２    同上 

4 内分泌疾患３    同上 

5 内分泌疾患４    同上 

6 血液疾患１    同上 

7 血液疾患２    同上 

8 血液疾患３    同上 

9 血液疾患４    同上 

10 免疫疾患１    同上 

11 免疫疾患２    同上 

12 まとめ  

13 ふり返り授業  

成績評価方法 



基本的に定期試験の成績（１００％）で評価するが、学習到達度や授業態度に応じて授業時間内に

中間テストを追加し、それを評価（最大２０％）に加えることがある。その場合は事前に連絡 

出席基準 

4/5 回以上の出席が必要 

 

 

授業科目名 リハビリテーション医学 

対象学年 ３年 対象クラス 全 対象学科 柔道整復 

授業形態 講義 単位数 ３ 授業時数 ７２ 

授業概要 

柔道整復師に必要なリハビリテーションの考え方、知識、技術を習得する。またリハビリテーション

の立場から今後、柔道整復師に期待される役割を考察する。 

学修目標 

リハビリテーションの大筋を理解し、患者に対する基本的な評価や対処法の説明と実施ができる。 

履修上の注意(学生へのメッセージ) 

実技を実施する場合があるので、事前に実技できる服装等を連絡します。 

必ず復習すること 

教科書 

リハビリテーション医学（公益社団法人柔道整復学校協会監修、三上真弘編：南江堂 

参考書 

 

授業展開及び授業計画表 

 学修内容 予習復習・課題 

1 リハビリテーションの概念と歴史，ICF  

2 障害受容，関節の運動，筋肉とその作用  

3 上肢の運動と機能解剖(肩甲帯と肩関節)  

4   

5 上肢の運動と機能解剖(肘関節と前腕)  

6 錘体路，錐体外路  

7 上肢の運動と機能解剖(手関節と手)  

8 測定と評価  

9 失行，失認，失語症  

10 下肢の運動と機能解剖  



11 協調性テスト  

12 試験対策  

13 まとめ  

14 ふり返り授業  

成績評価方法 

 

出席基準 

4/5 回以上の出席が必要 

 

 

授業科目名 鑑別診断学 

対象学年 ３年 対象クラス 全 対象学科 柔道整復 

授業形態 講義 単位数 ２ 授業時数 ４６ 

授業概要 

柔道整復師が施術を行う前提としての鑑別についての知識を学ぶ。基本的に座学授業であるが、

模擬的な演習の導入も予定している。 

学修目標 

患者への接し方から始まり、施術の適否、疾患に対する鑑別や適切な治療法を確立できるような知

識と技術を習得する。 

履修上の注意(学生へのメッセージ) 

予習復習は必ず行う事。 

教科書 

医療の中の柔道整復（南江堂） 

整形外科学（南江堂） 

参考書 

講義内で指示する。 

授業展開及び授業計画表 

 学修内容 予習復習・課題 

1 導入  

2 柔道整復術の適否１  

3 柔道整復術の適否２  

4 損傷に類似した症状（内臓）  

5 損傷に類似した症状（腰痛）  



6 損傷に類似した症状（可能性の炎症）  

7 損傷に類似した症状（軟部組織）  

8 血流障害を伴う損傷  

9 抹消神経損傷を伴う損傷  

10 脱臼骨折  

11 外出血を伴う損傷  

12 病的骨折および脱臼  

13 意識障害を伴う損傷  

14 脊髄症状のある損傷  

15 呼吸運動障害を伴う損傷  

16 内臓損傷の合併が疑われる損傷  

17 高エネルギー外傷  

18 まとめ  

19 ふり返り授業  

成績評価方法 

試験 

出席基準 

4/5 回以上の出席が必要 

 

 

授業科目名 医学史 

対象学年 １年 対象クラス 全 対象学科 柔道整復 

授業形態 講義 単位数 １ 授業時数 ２６ 

授業概要 

医学の成り立ち、発展について学ぶことで、解剖学や生理学を学ぶこと意義を理解し、それらの学

び方についても考え、実践していく。またさまざまな治療法についても、歴史的な背景を理解するこ

とで、より深く修得するための基礎的能力を身につける。 

学修目標 

1. 医学の歴史を学ぶことで、柔道整復師が医療人として知っておくべき医学(現代医学)に関する基

礎知識を把握し、説明できる。 

2. 固有の医療である柔道整復術の歴史的展開について把握、説明できる。 

3．医学の歴史から医学・医療の学習法を導きだし、実践する。 

履修上の注意(学生へのメッセージ) 



1．本講義内容は解剖学や生理学の理解を深めることにつながることから、積極的に学習すること。 

2．ひとつの事象にとらわれず、包括的に人体を診る能力を身につけるよう積極的に受講すること。 

3. 配布された資料は整理しておくこと。 

4．私語は授業妨害・他学生への迷惑行為なので退室させる場合がある。その場合、速やかに退室

すること。 

5．受講にあたっては最低限の礼儀をわきまえること。  

教科書 

必要に応じて講義資料を配布する。 

参考書 

1.茨木保著．まんが医学の歴史．医学書院． 

2.ルチャーノ・ステルペローネ 著、福田眞人 監修、小川熙 翻訳．医学の歴史．原書房． 

3.梶田 昭．医学の歴史．講談社学術文庫. 

授業展開及び授業計画表 

 学修内容 予習復習・課題など 

1 医学の始まり（4大文明からヒポクラテス） 

予習：シラバスならびに関連科目を確認してお

くこと 

復習：授業内容の整理と確認をしておくこと 

2 解剖学の誕生と体表観察 1 

予習：シラバスならびに関連科目を確認してお

くこと 

復習：授業内容の整理と確認をしておくこと 

3 解剖学の誕生と体表観察 2 

予習：シラバスならびに関連科目を確認してお

くこと 

復習：授業内容の整理と確認をしておくこと 

4 生理学の誕生と循環の観察 1 

予習：シラバスならびに関連科目を確認してお

くこと 

復習：授業内容の整理と確認をしておくこと 

5 生理学の誕生と循環の観察 2 

予習：シラバスならびに関連科目を確認してお

くこと 

復習：授業内容の整理と確認をしておくこと 

6 
近代医学の誕生と医療機器 1（聴診と打

診の実際と意義） 

予習：シラバスならびに関連科目を確認してお

くこと 

復習：授業内容の整理と確認をしておくこと 

7 
近代医学の誕生と医療機器 2（腱反射と

病的反射の実際と意義） 

予習：シラバスならびに関連科目を確認してお

くこと 

復習：授業内容の整理と確認をしておくこと 

8 運動療法（ストレッチ）の歴史と実際 
予習：シラバスならびに関連科目を確認してお

くこと 



復習：授業内容の整理と確認をしておくこと 

9 テーピングの歴史と実際 

予習：シラバスならびに関連科目を確認してお

くこと 

復習：授業内容の整理と確認をしておくこと。 

10 蘇生術の歴史と実際 1（止血） 

予習：シラバスならびに関連科目を確認してお

くこと 

復習：授業内容の整理と確認をしておくこと。 

11 蘇生術の歴史と実際 2（心肺蘇生法） 

予習：シラバスならびに関連科目を確認してお

くこと 

復習：授業内容の整理と確認をしておくこと。 

12 まとめ 

予習：シラバスならびに関連科目を確認してお

くこと 

復習：授業内容の整理と確認をしておくこと 

13 ふり返り授業 

予習：シラバスならびに関連科目を確認してお

くこと 

復習：授業内容の整理と確認をしておくこと 

成績評価方法 

1．定期試験で評価する（100%）。 

出席基準 

4/5 回以上の出席が必要 

 

 

授業科目名 関係法規 

対象学年 ３年 対象クラス 全 対象学科 柔道整復 

授業形態 講義 単位数 １ 授業時数 ２６ 

授業概要 

柔道整復師法とその他の医事関連法規との接点や境界を考え関連する事項について学習する 

学修目標 

法律を考える上での基本的な概念を理解し、その上で柔道整復師法について必要な基本的事項を

理解する 

履修上の注意(学生へのメッセージ) 

考えるということをテーマに授業をする。法律について興味と関心を持って聞いてほしい。 

教科書 

全国柔道整復学校協会監修『関係法規』（南江堂）  



参考書 

特に定めていないので、適宜、ニュースや新聞に関心を寄せて、常にいろいろと考えてみてくださ

い。気になる事項は関連の書籍を参考にしてください。 

授業展開及び授業計画表 

 学修内容 予習復習・課題 

1 法律について概論 教科書（P1～P3）を読んでくること 

2 インフォームド・コンセント 教科書（P4～P7）を読んでくること 

3 柔道整復師法① 免許 教科書（P9～P23）を読んでくること 

4 柔道整復師法② 業務 教科書（P24～P28）を読んでくること 

5 民法について しっかりと授業を聞くこと 

6 柔道整復師法③ 施術所 教科書（P29～P32）を読んでくること 

7 柔道整復師法④ 雑則 教科書（P33～P36）を読んでくること 

8 刑法について しっかりと授業を聞くこと 

9 柔道整復師法⑤ 罰則 教科書（P37～P41）を読んでくること 

10 その他の医事関連法規 教科書（P42～P100）を読んでくること 

11 その他の医事関連法規 教科書（P42～P100）を読んでくること 

12 まとめ  

13 ふり返り授業  

成績評価方法 

定期試験１００％（選択問題、説明問題） 

教科書とプリントから問題を作成します。 

出席基準 

4/5 回以上の出席が必要 

 

 

授業科目名 柔道Ⅰ 

対象学年 １年 対象クラス 全 対象学科 柔道整復 

授業形態 実技 単位数 １ 授業時数 ３４ 

授業概要 

講道館柔道の本質を学び、柔道整復学との関連性を理解できるように授業を行う。 

学修目標 

礼法・受身を学び技の理合・技術を習得し、そこから運動力学の作用を理解する。 

履修上の注意(学生へのメッセージ) 



常に体調を整え、欠席しないこと。 

教科書 

特になし。 

参考書 

特に定めていないので、適宜、柔道関連の書籍を参考にしてください。 

授業展開及び授業計画表 

 学修内容 予習復習・課題 

1 柔道実技概要、オリエンテーション 講道館柔道について調べる。 

2 柔道着の着装、基礎体操、補強運動 体調を整え、軽い運動を常に行う。 

3 基礎体操、補強運動、礼法、受身 体調を整え、軽い運動を常に行う。 

4 基礎体操、補強運動、礼法、受身 体調を整え、軽い運動を常に行う。 

5 補強運動、礼法、受身、投げ技の練習 体調を整え、軽い運動を常に行う。 

6 補強運動、礼法、受身、投げ技の練習 体調を整え、軽い運動を常に行う。 

7 補強運動、礼法、受身、投げ技の練習 体調を整え、軽い運動を常に行う。 

8 補強運動、礼法、受身、投げ技の練習 体調を整え、軽い運動を常に行う。 

9 受身、打込み、形（手技 3 本） 体調を整え、軽い運動を常に行う。 

10 受身、打込み、形（手技 3 本） 体調を整え、軽い運動を常に行う。 

11 受身、打込み、形（腰技 3 本） 体調を整え、軽い運動を常に行う。 

12 受身、打込み、形（腰技 3 本） 体調を整え、軽い運動を常に行う。 

13 受身、打込み、形（足技 3 本） 体調を整え、軽い運動を常に行う。 

14 受身、打込み、形（足技 3 本） 体調を整え、軽い運動を常に行う。 

15 受身、打込み、形（9 本）総復習 体調を整え、軽い運動を常に行う。 

16 受身、打込み、形（9 本）総復習 十分に練習を行ってくること。 

17 まとめ  

18 ふり返り授業 総復習 

成績評価方法 

定期試験１００％（受身、礼法、形 9 本） 

授業内容から課題を出題します。 

出席基準 

4/5 回以上の出席が必要 

 



 

授業科目名 柔道Ⅱ 

対象学年 2 年 対象クラス 全 対象学科 柔道整復 

授業形態 実技 単位数 ２ 授業時数 ７０ 

授業概要 

柔道の受身や技を習得し、自身の身体の使い方を学び、そこから運動力学を理解できるように授業

を行う。 

学修目標 

乱取を通して技の理合・技術を習得し、そこから運動力学の作用を理解する。 

履修上の注意(学生へのメッセージ) 

常に体調を整え、欠席しないこと。 

教科書 

特になし。 

参考書 

特に定めていないので、適宜、柔道関連の書籍を参考にしてください。 

授業展開及び授業計画表 

 学修内容 予習復習・課題 

1 受身、打込み、形（復習） 講道館柔道について調べる。 

2 受身、打込み、乱取、抑え込み技 体調を整え、軽い運動を常に行う。 

3 受身、打込み、乱取、抑え込み技 体調を整え、軽い運動を常に行う。 

4 受身、打込み、乱取、抑え込み技 体調を整え、軽い運動を常に行う。 

5 受身、打込み、乱取、抑え込み技 体調を整え、軽い運動を常に行う。 

6 受身、打込み、乱取、抑え込み技 体調を整え、軽い運動を常に行う。 

7 受身、打込み、乱取、抑え込み技 体調を整え、軽い運動を常に行う。 

8 受身、打込み、乱取、抑え込み技 体調を整え、軽い運動を常に行う。 

9 受身、打込み、乱取、抑え込み技 体調を整え、軽い運動を常に行う。 

10 受身、打込み、乱取、抑え込み技 体調を整え、軽い運動を常に行う。 

11 受身、打込み、形（浮落） 体調を整え、軽い運動を常に行う。 

12 受身、打込み、形（背負投） 体調を整え、軽い運動を常に行う。 

13 受身、打込み、形（肩車） 体調を整え、軽い運動を常に行う。 

14 受身、打込み、形（手技 3 本練習） 体調を整え、軽い運動を常に行う。 

15 受身、打込み、形（手技 3 本練習） 体調を整え、軽い運動を常に行う。 



16 受身、打込み、形（手技 3 本）総復習 十分に練習を行ってくること。 

17 まとめ  

18 ふり返り授業 総復習 

成績評価方法 

定期試験１００％（受身、礼法、形 9 本） 

授業内容から課題を出題します。 

出席基準 

4/5 回以上の出席が必要 

 

 

授業科目名 柔道Ⅲ 

対象学年 ３年 対象クラス 全 対象学科 柔道整復 

授業形態 講義 単位数 ２ 授業時数 ６０ 

授業概要 

柔道の受身や技を応用して乱取を行い自身の身体の使い方を追求し、そこから運動力学を理解で

きるように授業を行う。 

学修目標 

投技・固技を中心に技の理合・技術を習得し、そこから運動力学の作用を理解する。 

履修上の注意(学生へのメッセージ) 

常に体調を整え、欠席しないこと。 

教科書 

特になし。 

参考書 

特に定めていないので、適宜、柔道のニュースや新聞に関心を寄せて、常にいろいろと考えてみてく

ださい。気になる事項は柔道関連の書籍を参考にしてください。 

授業展開及び授業計画表 

 学修内容 予習復習・課題 

1 受身、打込み、乱取、抑込技 体調を整え、軽い運動を常に行う。 

2 受身、打込み、乱取、絞め技 体調を整え、軽い運動を常に行う。 

3 受身、打込み、乱取、関節技 体調を整え、軽い運動を常に行う。 

4 受身、打込み、乱取（立ち技、寝技） 体調を整え、軽い運動を常に行う。 

5 受身、打込み、乱取（立ち技、寝技） 体調を整え、軽い運動を常に行う。 

6 受身、打込み、乱取（立ち技、寝技） 体調を整え、軽い運動を常に行う。 



7 受身、打込み、乱取（立ち技、寝技） 体調を整え、軽い運動を常に行う。 

8 受身、打込み、乱取（立ち技、寝技） 体調を整え、軽い運動を常に行う。 

9 受身、打込み、乱取（立ち技、寝技） 体調を整え、軽い運動を常に行う。 

10 受身、打込み、乱取（立ち技、寝技） 体調を整え、軽い運動を常に行う。 

11 受身、打込み、乱取（総復習） 体調を整え、軽い運動を常に行う。 

12 まとめ  

13 ふり返り授業 総復習 

成績評価方法 

定期試験１００％（礼法、受身、乱取） 

出席基準 

4/5 回以上の出席が必要 

 

 

授業科目名 職業倫理 

対象学年 ２年 対象クラス 全 対象学科 柔道整復 

授業形態 講義 単位数 １ 授業時数 １８ 

授業概要 

柔道整復師が当然備えておくべき医療人としての倫理観を学ぶ。 

学修目標 

柔道整復師としての誇りを持ち、正しく患者に接することができるような意識を確立する。 

履修上の注意(学生へのメッセージ) 

授業回数が多くないので欠席はしない事。 

教科書 

社会保障制度と柔道整復師の職業倫理（医歯薬出版） 

参考書 

必要に応じ指示する。 

授業展開及び授業計画表 

 学修内容 予習復習・課題 

1 医療従事者の職業倫理  

2 現代的倫理観  



3 柔道整復師における倫理観  

4 患者への対応  

5 守秘義務  

6 社会的責任  

7 患者への対応  

8 医療における情報と責任  

9 まとめ  

成績評価方法 

試験 

出席基準 

4/5 回以上の出席が必要 

 

 

授業科目名 社会保障制度 

対象学年 ２年 対象クラス 全 対象学科 柔道整復 

授業形態 講義 単位数 １ 授業時数 １８ 

授業概要 

保険者が保険給付を行う社会保険制度としての医療保険の基礎的知識および医療保険の適用事

例を併せて学ぶ。 

学修目標 

医療保健についての正しい知識を身に付ける。 

履修上の注意(学生へのメッセージ) 

授業回数が多くないので欠席はしない事。 

教科書 

社会保障制度と柔道整復師の職業倫理（医歯薬出版） 

参考書 

必要に応じ指示する。 

授業展開及び授業計画表 

 学修内容 予習復習・課題 

1 医療保険の概要  

2 国民医療費  



3 高齢者医療制度  

4 保険診療の概要  

5 公費負担医療  

6 医療保険財政の現状と課題  

7 診療報酬制度の現状と課題  

8 医療財的資源の活用と柔道整復師  

9 まとめ  

成績評価方法 

試験 

出席基準 

4/5 回以上の出席が必要 

 

 

授業科目名 柔道整復学総論Ⅰ 

対象学年 １年 対象コース 全 対象学科 柔道整復 

授業形態 講義 単位数 ２ 授業時数 ５２ 

授業概要 

柔道整復術の基本である評価・治療法（整復・固定・後療・指導管理）について 

特殊な骨折として、小児骨折・高齢者骨折の特徴について 

骨折の治癒過程について 

学修目標 

評価の方法や手順、カルテの記載について理解する 

治療法の違いを理解し、適応範囲や禁忌について理解する 

小児骨折や高齢者骨折の特徴から、臨床上の注意点を理解する 

骨折の治癒過程を理解し、治療法での工夫や注意点について考える 

履修上の注意(学生へのメッセージ) 

なに？なぜ？を常に意識し、考えて下さい 

教科書 

柔道整復学・理論編 

参考書 

 

授業展開及び授業計画表 

 学修内容 予習復習・課題 



1 評価 教科書を一読しておくこと 

2 骨折の整復法① 教科書を一読しておくこと 

3 骨折の整復法② 教科書を一読しておくこと 

4 固定法 教科書を一読しておくこと 

5 後療法 教科書を一読しておくこと 

6 指導管理 教科書を一読しておくこと 

7 小児骨折の特徴 教科書を一読しておくこと 

8 高齢者骨折の特徴 教科書を一読しておくこと 

9 骨折の癒合日数 教科書を一読しておくこと 

10 骨折の治癒過程 教科書を一読しておくこと 

11 骨折の予後 教科書を一読しておくこと 

12 骨折の治癒に影響を与える因子 教科書を一読しておくこと 

13 まとめ 

成績評価方法 

試験 60 点以上を合格とする（100％） 

出席基準 

4/5 回以上の出席が必要 

 

 

授業科目名 柔道整復学総論Ⅱ 

対象学年 1 年 対象クラス 全 対象学科 柔道整復 

授業形態 講義 単位数 ２ 授業時数 ５２ 

授業概要 

運動器のなかの関節を構成する軟部組織の損傷について、それぞれの組織の概要と損傷のメカニ

ズム、修復過程、治療法についての総論を学ぶ。 

教科書を中心とするが、参考文献や資料を多く提示してグループディスカッションなども取り入れて、

医療人として必要な自己解決能力と論理的思考法を見つける。 

学修目標 

２年次以降に学ぶ柔道整復学各論に向けて、また、様々な疾患に対応できるよう、教科書に記載さ

れていないような症例に対して対応できるように土台づくりをする。 

履修上の注意(学生へのメッセージ) 

教科書に記載されていること、経験的に伝えられていることがすべてではありません。これをいかに

論理的に考えて実行するかが大切です。 

関節軟部組織損傷の総論を通じて学んでいきましょう。 



教科書 

全国柔道整復学学校協会監修 柔道整復学・理論編 

参考書 

 

授業展開及び授業計画表 

 学修内容 予習復習・課題 

1 序章 
予習：教科書を読む 

復習：授業を元にノートやプリントの確認 

2 関節の構造と機能① 
予習：教科書を読む 

復習：授業を元にノートやプリントの確認 

3 関節の構造と機能② 
予習：教科書を読む 

復習：授業を元にノートやプリントの確認 

4 関節損傷① 
予習：教科書を読む 

復習：授業を元にノートやプリントの確認 

5 関節損傷② 
予習：教科書を読む 

復習：授業を元にノートやプリントの確認 

6 関節損傷③ 
予習：教科書を読む 

復習：授業を元にノートやプリントの確認 

7 関節損傷④ 
予習：教科書を読む 

復習：授業を元にノートやプリントの確認 

8 関節損傷⑤ 
予習：教科書を読む 

復習：授業を元にノートやプリントの確認 

9 脱臼① 
予習：教科書を読む 

復習：授業を元にノートやプリントの確認 

10 脱臼② 
予習：教科書を読む 

復習：授業を元にノートやプリントの確認 

11 脱臼③ 
予習：教科書を読む 

復習：授業を元にノートやプリントの確認 

12 まとめ  

13 ふり返り授業  

成績評価方法 

定期試験１００％ 

出席基準 



4/5 回以上の出席が必要 

 

 

授業科目名 柔道整復学総論Ⅲ 

対象学年 １年 対象クラス 全 対象学科 柔道整復 

授業形態 講義 単位数 １ 授業時数 ２４ 

授業概要 

医療に携わるため、身体各所の診察方法と得られる所見の種類、その代表的な疾患について知

り、鑑別するための基礎をつくります。 

学修目標 

①各種診察方法と特徴的な所見について専門的な用語を理解できる。 

②それらがどの疾患にみられるのかを覚える。 

履修上の注意(学生へのメッセージ) 

序盤は重要な所見が多いこともあり少し緩やかですが、中盤以降はくり返し出てくる疾患があるため

やや早い進度になります。覚えるべき単語が多いため、こまめに復習しましょう。 

基本的に毎回、授業の始めに前回の授業内容を中心とした小テストを行います。 

教科書 

『一般臨床医学』医歯薬出版 

 

参考書 

指定なし 

 

授業展開及び授業計画表 

 学修内容 予習復習・課題 

1 
一般臨床医学とは 

診察概論、医療面接 

教科書 P.1～8 を読み、講義内容を確認してお

く。 

2 
視診１ 

（体格・体型、体位・姿勢） 

教科書 P.8～11 を読み、講義内容を確認して

おく。 

3 
視診２ 

（栄養状態、精神状態） 

教科書 P.11～14、P81～82、P.89～92 を読み、

講義内容を確認しておく。 

4 
視診３ 

（異常運動、歩行） 

教科書 P.15～18 を読み、講義内容を確認して

おく。 

5 
視診４ 

（皮膚、頭部・顔面、頸部） 

教科書 P. 18～26、P.77～79、P.82～84、P86～

89 を読み、講義内容を確認しておく。 

6 
視診５ 

（胸部、腹部、背部、四肢） 

教科書 P.26～34 を読み、講義内容を確認して

おく。 

7 打診、聴診１ 教科書 P.34～39 を読み、講義内容を確認して



おく。 

8 聴診２、触診１ 
教科書 P.39～50 P.84～86 を読み、講義内容

を確認しておく。 

9 触診２ 
教科書 P.47～52、P.79～81 を読み、講義内容

を確認しておく。 

10 生命徴候、感覚検査 
教科書 P.52～64、P.74～77 を読み、講義内容

を確認しておく。 

11 反射検査、検査法 
教科書 P.64～75、P.93～97 を読み、講義内容

を確認しておく。 

12 まとめ 

成績評価方法 

定期試験（100%） 

出席基準 

4/5 回以上の出席が必要 

 

 

授業科目名 柔道整復学総論Ⅳ 

対象学年 2 年 対象クラス 選択コース 対象学科 柔道整復 

授業形態 講義 単位数 ３ 授業時数 ７６ 

授業概要 

１年生の生理学に引き続き、内分泌系の機能、生殖の生理学、骨の生理学の範囲について教科書

を中心に、基礎的なものから柔道整復師の業務の中で役に立つこと、必要な事項に関しては特に

詳細に実施する。 

学修目標 

医療人として最低限理解しておきたい、人体の機能と正常な調節メカニズムを理解する。また、国家

試験において出題問題数が多いことから、それに対応できるようにする。 

履修上の注意(学生へのメッセージ) 

生理学が苦手な方は多いはずです。まずは解剖学などの名称や位置関係、場所を知っている必要

はありますが、様々な事項が繋がってくればとても面白いです。 

まずは、生理学を好きになって、もっと知りたいという探究心をもって欲しいです。 

教科書 

全国柔道整復学校協会監修 生理学 南江堂 

参考書 

セラピストのための解剖生理学の教科書 ナツメ社 



東洋療法学校協会編 生理学 医歯薬出版 

授業展開及び授業計画表 

 学修内容 予習復習・課題 

1 1 年生の復習 
予習：教科書を読む 

復習：授業を元にノートやプリントの確認 

2 
内分泌系の機能① 

（総論） 

予習：教科書を読む 

復習：授業を元にノートやプリントの確認 

3 
内分泌系の機能② 

（視床下部、下垂体ホルモン） 

予習：教科書を読む 

復習：授業を元にノートやプリントの確認 

4 
内分泌系の機能③ 

（甲状腺ホルモン） 

予習：教科書を読む 

復習：授業を元にノートやプリントの確認 

5 
内分泌系の機能④ 

（副腎皮質・髄質ホルモン） 

予習：教科書を読む 

復習：授業を元にノートやプリントの確認 

6 
内分泌系の機能⑤ 

（膵臓ホルモン） 

予習：教科書を読む 

復習：授業を元にノートやプリントの確認 

7 
内分泌系の機能⑥ 

（生殖ホルモン） 

予習：教科書を読む 

復習：授業を元にノートやプリントの確認 

8 
内分泌系の機能⑦ 

（ホルモン復習） 

予習：教科書を読む 

復習：授業を元にノートやプリントの確認 

9 生殖① 
予習：教科書を読む 

復習：授業を元にノートやプリントの確認 

10 生殖② 
予習：教科書を読む 

復習：授業を元にノートやプリントの確認 

11 骨の生理学 
予習：教科書を読む 

復習：授業を元にノートやプリントの確認 

12 まとめ  

13 ふり返り授業  

成績評価方法 

定期試験１００％ 

出席基準 

4/5 回以上の出席が必要 

 

 

授業科目名 柔道整復学特論 I 

対象学年 ３年 対象クラス 全 対象学科 柔道整復 



授業形態 講義 単位数 ３ 授業時数 ７２ 

授業概要 

柔道整復に必要な解剖学の復習を行い、国家試験に備える。 

学修目標 

内臓系の基本的な構造を理解します。 

履修上の注意(学生へのメッセージ) 

事前に教科書を読み、理解できない部分を授業にて埋めていくといいでしょう。授業を聞いて理解し

た後は、必ず覚える時間を持つようにしましょう。 

教科書 

解剖学 改訂第２版 

参考書 

生理学 

 

授業展開及び授業計画表 

 学修内容 予習復習・課題 

1 組織の分類、発生 

予習：教科書の確認 

復習：教科書の確認、国試の過去問などによ

る確認 

2 臓器の基本 

予習：教科書の確認 

復習：教科書の確認、国試の過去問などによ

る確認 

3 消化器（口〜咽頭） 

予習：教科書の確認 

復習：教科書の確認、国試の過去問などによ

る確認 

4 消化器（喉頭〜胃） 

予習：教科書の確認 

復習：教科書の確認、国試の過去問などによ

る確認 

5 消化器（小腸〜直腸） 

予習：教科書の確認 

復習：教科書の確認、国試の過去問などによ

る確認 

6 消化器（肝臓、胆嚢） 

予習：教科書の確認 

復習：教科書の確認、国試の過去問などによ

る確認 

7 消化器（膵臓、腹膜） 
予習：教科書の確認 

復習：教科書の確認、国試の過去問などによ



る確認 

8 呼吸器（鼻〜喉頭） 

予習：教科書の確認 

復習：教科書の確認、国試の過去問などによ

る確認 

9 呼吸器（気管支〜肺、縦隔） 

予習：教科書の確認 

復習：教科書の確認、国試の過去問などによ

る確認 

10 泌尿器（腎臓） 

予習：教科書の確認 

復習：教科書の確認、国試の過去問などによ

る確認 

11 泌尿器（尿路） 

予習：教科書の確認 

復習：教科書の確認、国試の過去問などによ

る確認 

12 男性生殖器（精巣〜精嚢） 

予習：教科書の確認 

復習：教科書の確認、国試の過去問などによ

る確認 

13 
男性生殖器（前立腺〜）女性生殖器（卵

巣） 

予習：教科書の確認 

復習：教科書の確認、国試の過去問などによ

る確認 

成績評価方法 

定期試験 100% 

出席基準 

4/5 回以上の出席が必要 

 

 

授業科目名 柔道整復学特論Ⅱ 

対象学年 3 年 対象クラス 全 対象学科 柔道整復 

授業形態 講義 単位数 １ 授業時数 ２６ 

授業概要 

柔道整復師として、必要な病理病態学を学ぶ。 

学修目標 

1．医療人として必要な知識を積み上げる。 

2．病理病態学を学ぶことで、柔道整復師が扱う疾患の理解を深める。 

履修上の注意(学生へのメッセージ) 



1．知識を覚えるだけでなく、論理的思考を磨き、各科目のつながりを形成する。そのためにも知識

を活用すること。 

2．疑問点は大切にし、解決に向けて積極的に行動すること。 

3．出席は授業の理解にも影響することから、欠席をしないようにすること。  

4．私語は授業妨害・他学生への迷惑行為なので退室させる場合がある。その場合、速やかに退室

すること。 

5．受講にあたっては最低限の礼儀をわきまえること。   

教科書 

1．教科書：病理学概論．社団法人全国柔道整復学校協会 監修．医歯薬出版 

2．教科書：生理学．社団法人全国柔道整復学校協会 監修．南江堂 

3．必要に応じて、適宜プリントを配布する。 

参考書 

 

授業展開及び授業計画表 

 学修内容 予習復習・課題 

1 
疾病の一般、細胞障害（萎縮）、ホメオス

タシスと臓器間ネットワーク 1 

予習：教科書、シラバスを確認しておくこと 

復習：授業内容を整理しておくこと 

2 
細胞障害（変性、代謝障害）と疾病、ホメ

オスタシスと臓器間ネットワーク 2 

予習：教科書、シラバスを確認しておくこと 

復習：授業内容を整理しておくこと 

3 
循環障害と疾病 予習：教科書、シラバスを確認しておくこと 

復習：授業内容を整理しておくこと 

4 
進行性病変と細胞・組織の適応、組織修

復・骨折修復 

予習：教科書、シラバスを確認しておくこと 

復習：授業内容を整理しておくこと 

5 
炎症と疾病 予習：教科書、シラバスを確認しておくこと 

復習：授業内容を整理しておくこと 

6 
免疫機能と疾病（免疫不全、自己免疫疾

患、アレルギー） 

予習：教科書、シラバスを確認しておくこと 

復習：授業内容を整理しておくこと 

7 
腫瘍 1 予習：教科書、シラバスを確認しておくこと 

復習：授業内容を整理しておくこと 

8 
腫瘍 2 予習：教科書、シラバスを確認しておくこと 

復習：授業内容を整理しておくこと 

9 
遺伝子と疾病、先天性異常 予習：教科書、シラバスを確認しておくこと 

復習：授業内容を整理しておくこと 

10 
病因と疾病 1（内因） 予習：教科書、シラバスを確認しておくこと 

復習：授業内容を整理しておくこと 

11 
病因と疾病 2（外因） 予習：教科書、シラバスを確認しておくこと 

復習：授業内容を整理しておくこと 



12 まとめ  

13 振り返り 
予習：教科書、シラバスを確認しておくこと 

復習：授業内容を整理しておくこと 

成績評価方法 

1．筆記試験で評価する（100%）。 

出席基準 

4/5 回以上の出席が必要 

 

 

授業科目名 柔道整復学特論Ⅲ 

対象学年 3 年 対象クラス 全 対象学科 柔道整復 

授業形態 講義 単位数 １ 授業時数 ２６ 

授業概要 

柔道整復師における保存療法について概観する。 

学修目標 

柔道整復師として必要な保存療法の知識を習得する。 

履修上の注意(学生へのメッセージ) 

これまでに学んだ解剖学、生理学の知識がないと理解できないので、あらかじめ復習しておくこと。 

教科書 

柔道整復学・実技編（南江堂） 

参考書 

 

授業展開及び授業計画表 

 学修内容 予習復習・課題 

1 概説  

2 運動器系（診察）  

3 運動器系（鑑別）  

4 運動器系（整復・固定）  

5 運動器系（後療法）  

6 運動器系（治癒の判定）  

7 上肢（骨折・脱臼）  



8 上肢（軟部組織損傷）  

9 下肢（骨折・脱臼）  

10 下肢（軟部組織損傷）  

11 各論・その他の損傷  

12 まとめ  

13 ふり返り  

成績評価方法 

試験 

出席基準 

4/5 回以上の出席が必要 

 

 

授業科目名 柔道整復学各論Ⅰ 

対象学年 ２年 対象クラス 全 対象学科 柔道整復 

授業形態 講義 単位数 ３ 授業時数 ７６ 

授業概要 

臨床現場と教科書をリンクさせながら行う。 

学修目標 

各骨折を理解し応急処置から整復固定までの流れを身につける 

履修上の注意(学生へのメッセージ) 

講義は居眠りせずしっかり聞く（特にスライド進行中） 

配布プリントにしっかり記載する 

教科書 

柔道整復学（理論編） 

参考書 

 

授業展開及び授業計画表 

 学修内容 予習復習・課題 

1 鎖骨骨折 形態から発生機序 

2 鎖骨骨折 発生機序〜症状、臨床整復固定、治療法 

3 鎖骨骨折 臨床 X-P   

4 肩甲骨骨折 発生機序〜症状、治療法 



5 
鎖骨〜肩甲骨骨折小テスト 

上腕骨近位端部骨折 
発生機序〜治療法 

6 
上腕骨近位端部骨折 

          （大結節、小結節） 

 

発生機序〜治療法 

7 上腕骨骨幹部骨折 発生機序〜治療法 

8 上腕骨近位端部〜骨幹部骨折小テスト 発生機序〜治療法 

9 脊椎骨折（頚椎） 発生機序〜治療法 

10 脊椎骨折（腰椎） 発生機序〜治療法 

11 

肋骨骨折 

胸骨骨折 

 

発生機序〜治療法 

12 まとめ  

13 ふり返り 

成績評価方法 

試験 

出席基準 

4/5 回以上の出席が必要 

 

 

授業科目名 柔道整復学各論Ⅱ 

対象学年 ２年 対象クラス 全 対象学科 柔道整復 

授業形態 講義 単位数 ３ 授業時数 ７６ 

授業概要 

１年生の「骨折総論」を習得した上で、２年生では各論としての「下肢骨折」を学修する。 

「骨盤骨折」、「大腿骨骨折」についての知識を習得し、実際の臨床では医療機関(医師)との連携の

必要性が絶対であることを知る。 

学修目標 

①骨盤に関しての解剖学的知識を整理し、説明できる 

②「骨盤骨折」について説明できる 

③大腿骨に関しての解剖学的知識を整理し、説明できる 

④「大腿骨近位端部骨折」についての説明ができる 

⑤「大腿骨骨幹部骨折」についての説明ができる 

⑥柔道整復師が骨折症例に対して施術を行う上において、「医接連携」の取り方について「診察

依頼状の作成方法」などを通じて考える 

履修上の注意(学生へのメッセージ) 



① 柔道整復師の業務範囲について知る 

② 医接連携の大切さについて知る 

③ 各部位における骨折の特殊性を知る 

④ 受験用の知識としてではなく、自分の将来のための知識として身に付ける意識が必要 

教科書 

柔道整復学・理論編 南江堂 

参考書 

各単元でプリント配布 

授業展開及び授業計画表 

 学修内容 予習復習・課題 

1 

導入（柔道整復師／教科／国家試験） 

「骨折総論」の復習 

骨盤に関しての解剖学的知識の整理 

骨盤骨折の分類  

 

2 骨盤骨折の発生機序、治療法  

3 
骨盤骨折合併症 

小テスト、国家試験問題の検討 
 

4 
大腿骨に関しての解剖学的知識の整理 

大腿骨近位端部骨折の分類、症状 
 

5 大腿骨近位端部骨折の治療法、合併症  

6 

大腿骨近位端部骨折のまとめ 

大腿骨近位端部骨折の外科的処置の紹

介（Power Point 使用） 

 

7 小テスト、国家試験問題の検討  

8 
医療機関との連携の必要性を説明 

診察依頼状作成方法の説明① 
 

9 診察依頼状作成方法の説明②  

10 
大腿骨骨幹部骨折の発生機序、分類、

症状 
 

11 
大腿骨骨幹部骨折の治療法、合併症、

まとめ 
 

12 

小テスト、国家試験問題の検討 

大腿骨骨幹部骨折の外科的処置の紹介 

（Power Point 使用） 

 

13 まとめ 

成績評価方法 



１．小テスト・・・１０％ 

２．定期試験・・・９０％ 

出席基準 

4/5 回以上の出席が必要 

 

 

授業科目名 柔道整復学応用講座Ⅰ 

対象学年 ３年 対象クラス 昼・夜 対象学科 柔道整復 

授業形態 講義 単位数 ３ 授業時数 ７２ 

授業概要 

課題に対して、問題解決の推論を行い、運動学的な理論説明が出来る。 

学修目標 

○ 運動学に関する身体の構造と機能の関係を理解する 

○ 運動に関する原理・理論を理解する 

○ 運動学の知識を利用して運動障害の理論を理解する 

履修上の注意(学生へのメッセージ) 

○ 運動学に必要な解剖学の知識は、１年生で習っていることから学生の方々に質問をしていきま

す。答えられるように再度学習してきてください。 

○ 授業展開とテストの評価範囲は授業の進行具合によって変更することがあります。 

教科書 

運動学 医歯薬出版株式会社 第３版第４刷発行 

（必要に応じてプリントを配布） 

参考書 

○筋骨格系のキネシオロギー原著第２版 医歯薬出版株式会社  

○オーチスのキネシオロジー身体運動の力学と病態力学 ラウンドフラット 

○ブルンストローム臨床運動学原著第６版 医歯薬出版株式会社 

授業展開及び授業計画表 

 学修内容 予習復習・課題 

1 膝関節の機能 教科書 P１２５～P１３０ 

2 膝関節の機能 教科書 P１２５～P１３０ 

3 足関節の機能 教科書 P１３１～P１４５ 

4 足関節の機能・体幹と脊柱の機能 教科書 P１３１～P１４５、P１４６～P１７２ 

5 体幹と脊柱の機能 教科書 P１４６～P１７２ 

6 体幹と脊柱の機能 教科書 P１４６～P１７２ 

7 姿勢（立位姿勢の安定性） 教科書 P１７７～P１８８ 



8 姿勢 教科書 P１７７～P１８８ 

9 歩行 教科書 P１８９～P２１１ 

10 歩行 教科書 P１８９～P２１１ 

11 歩行 教科書 P１８９～P２１１ 

12 運動発達・運動学習 教科書 P２１３～P２２３、P２２５～P２３０ 

13 まとめ 

成績評価方法 

定期試験１００％（選択問題、説明問題） 

教科書とプリントから問題を作成します。 

出席は、4/5 回以上の出席が必要です。 

出席基準 

4/5 回以上の出席が必要 

 

 

授業科目名 柔道整復学応用講座Ⅰ 

対象学年 ３年 対象クラス 選択コース 対象学科 柔道整復 

授業形態 講義 単位数 ２ 授業時数 ４６ 

授業概要 

課題に対して、問題解決の推論を行い、運動学的な理論説明が出来る。 

学修目標 

○ 運動学に関する身体の構造と機能の関係を理解する 

○ 運動に関する原理・理論を理解する 

○ 運動学の知識を利用して運動障害の理論を理解する 

履修上の注意(学生へのメッセージ) 

○ 運動学に必要な解剖学の知識は、１年生で習っていることから学生の方々に質問をしていきま

す。答えられるように再度学習してきてください。 

○ 授業展開とテストの評価範囲は授業の進行具合によって変更することがあります。 

教科書 

運動学 医歯薬出版株式会社 第３版第４刷発行 

（必要に応じてプリントを配布） 

参考書 

○筋骨格系のキネシオロギー原著第２版 医歯薬出版株式会社  

○オーチスのキネシオロジー身体運動の力学と病態力学 ラウンドフラット 

○ブルンストローム臨床運動学原著第６版 医歯薬出版株式会社 

授業展開及び授業計画表 



 学修内容 予習復習・課題 

1 膝関節の機能 教科書 P１２５～P１３０ 

2 膝関節の機能 教科書 P１２５～P１３０ 

3 足関節の機能 教科書 P１３１～P１４５ 

4 足関節の機能・体幹と脊柱の機能 教科書 P１３１～P１４５、P１４６～P１７２ 

5 体幹と脊柱の機能 教科書 P１４６～P１７２ 

6 体幹と脊柱の機能 教科書 P１４６～P１７２ 

7 姿勢（立位姿勢の安定性） 教科書 P１７７～P１８８ 

8 姿勢 教科書 P１７７～P１８８ 

9 歩行 教科書 P１８９～P２１１ 

10 歩行 教科書 P１８９～P２１１ 

11 歩行 教科書 P１８９～P２１１ 

12 運動発達・運動学習 教科書 P２１３～P２２３、P２２５～P２３０ 

13 まとめ 

成績評価方法 

定期試験１００％（選択問題、説明問題） 

教科書とプリントから問題を作成します。 

出席は、4/5 回以上の出席が必要です。 

出席基準 

4/5 回以上の出席が必要 

 

 

授業科目名 柔道整復学応用講座Ⅱ 

対象学年 ３年 対象クラス 全 対象学科 柔道整復 

授業形態 講義 単位数 ２ 授業時数 ４６ 

授業概要 

柔道整復に必要な生理学の復習を行い、国家試験に備える。 

学修目標 

国家試験生理学範囲において正解率 80% 

履修上の注意(学生へのメッセージ) 

配布する資料に授業でのポイントの記入や絵を描くことで、個々が理解するための資料になります。

まずは休まず、作成とポイントの整理をする事。各分野が終了した時点で、国家試験過去問やオリ

ジナル問題を配布するので、各自授業内での理解がどこまで深まっているかを確認する目的で試し

て下さい。 



教科書 

全国柔道整復学校協会 監修 生理学 改訂第 3 版 

参考書 

授業で配布するプリント 

授業展開及び授業計画表 

 学修内容 予習復習・課題 

1 導入・生理学の基礎 
予習：教科書の確認 

復習：プリントの確認 

2 血液の生理学① 
予習：教科書の確認 

復習：プリントの確認 

3 血液の生理学② 
予習：教科書の確認 

復習：プリントの確認 

4 循環の生理学① 
予習：教科書の確認 

復習：プリントの確認 

5 循環の生理学② 
予習：教科書の確認 

復習：プリントの確認 

6 呼吸の生理学① 
予習：教科書の確認 

復習：プリントの確認 

7 呼吸の生理学② 
予習：教科書の確認 

復習：プリントの確認 

8 消化と吸収① 
予習：教科書の確認 

復習：プリントの確認 

9 消化と吸収② 
予習：教科書の確認 

復習：プリントの確認 

10 栄養と代謝① 
予習：教科書の確認 

復習：プリントの確認 

11 栄養と代謝② 
予習：教科書の確認 

復習：プリントの確認 

12 体温とその調節① 
予習：教科書の確認 

復習：プリントの確認 

13 体温とその調節② 
予習：教科書の確認 

復習：プリントの確認 

成績評価方法 

試験 

出席基準 



4/5 回以上の出席が必要 

 

 

授業科目名 柔道整復学応用講座Ⅲ 

対象学年  ３年 対象クラス 全 対象学科 柔道整復 

授業形態 講義 単位数 １ 授業時数 ２０ 

授業概要 

柔整理論（脱臼捻挫）分野の総復習を行い、国家試験に備える。 

学修目標 

国家試験において脱臼捻挫分野の正答率 100％を目指す。 

履修上の注意(学生へのメッセージ) 

各分野の総復習を行います。各疾患につき重要ポイントの説明を行い、国家試験過去問やオリジナ

ル問題に取り組み、理解を深めていただきます。配布資料や問題には真摯に取り組み、疑問点に

ついては必ず教科書で確認すること、また理解しにくい部分があれば積極的に質問し、その日のう

ちに解決することを心がけてください。 

教科書 

柔道整復学（理論編） 

参考書 

柔道整復理論サブノート改訂第 4 版 

授業で配布するプリント 

授業展開及び授業計画表 

 学修内容 予習復習・課題 

1 総論復習 教科書・サブノート・問題の予習復習 

2 総論復習 教科書・サブノート・問題の予習復習 

3 手関節・手指の脱臼 教科書・サブノート・問題の予習復習 

4 手指の捻挫・足部の脱臼 教科書・サブノート・問題の予習復習 

5 股関節・顎関節・脊椎の脱臼 教科書・サブノート・問題の予習復習 

6 肩関節・鎖骨の脱臼 教科書・サブノート・問題の予習復習 

7 肘関節・膝蓋骨・膝関節の脱臼 教科書・サブノート・問題の予習復習 

8 膝関節軟部組織損傷 教科書・サブノート・問題の予習復習 

9 足関節捻挫・アキレス腱断裂 教科書・サブノート・問題の予習復習 

10 必修問題対策 教科書・問題の予習復習 

成績評価方法と基準 



試験。4/5 回以上の出席が必要です。 

出席基準 

4/5 回以上の出席が必要 

 

 

授業科目名 柔道整復学応用講座Ⅳ 

対象学年  ３年 対象クラス 昼・夜 対象学科 柔道整復 

授業形態 講義 単位数 １ 授業時数 ２０ 

授業概要 

骨折についての国家試験対策授業を行なう 

学修目標 

 国家試験に合格する 

 骨折分野について、正解率 90％を確保する 

履修上の注意(学生へのメッセージ) 

授業中の注意事項については以下の通りです。 

①休まない ②寝ない ③抜け出さない ④喋らない ⑤スマホ使わない  

教科書 

柔道整復学・理論編 改訂第 5 版（社団法人全国柔道整復学校協会・教科書委員会：南江堂） 

参考書 

毎回配布する資料 

授業展開及び授業計画表 

 学修内容 予習復習・課題 

1 骨折総論 
予習：当該範囲について 

復習：間違えた問題のやり直し 

2 下肢骨折１（骨盤骨、大腿骨頸部） 
予習：当該範囲について 

復習：間違えた問題のやり直し 

3 下肢骨折２（大腿骨） 
予習：当該範囲について 

復習：間違えた問題のやり直し 

4 下肢骨折３（膝関節周辺） 
予習：当該範囲について 

復習：間違えた問題のやり直し 

5 下肢骨折４（下腿骨、足部） 
予習：当該範囲について 

復習：間違えた問題のやり直し 

6 上肢骨折１（頭蓋、胸郭） 
予習：当該範囲について 

復習：間違えた問題のやり直し 

7 上肢骨折２（肩関節周辺） 予習：当該範囲について 



復習：間違えた問題のやり直し 

8 上肢骨折３（肘関節周辺） 
予習：当該範囲について 

復習：間違えた問題のやり直し 

9 上肢骨折４（前腕骨） 
予習：当該範囲について 

復習：間違えた問題のやり直し 

10 上肢骨折５（手部） 
予習：当該範囲について 

復習：間違えた問題のやり直し 

成績評価方法と基準 

試験及び出席状況（4/5 以上）で評価する。 

出席基準 

4/5 回以上の出席が必要 

 

 

授業科目名 柔道整復学応用講座Ⅳ 

対象学年  ３年 対象クラス 選択コース 対象学科 柔道整復 

授業形態 講義 単位数 ２ 授業時数 ４６ 

授業概要 

骨折についての国家試験対策授業を行なう 

学修目標 

 国家試験に合格する 

 骨折分野について、正解率 90％を確保する 

履修上の注意(学生へのメッセージ) 

授業中の注意事項については以下の通りです。 

①休まない ②寝ない ③抜け出さない ④喋らない ⑤スマホ使わない  

教科書 

柔道整復学・理論編 改訂第 5 版（社団法人全国柔道整復学校協会・教科書委員会：南江堂） 

参考書 

毎回配布する資料 

授業展開及び授業計画表 

 学修内容 予習復習・課題 

1 骨折総論 
予習：当該範囲について 

復習：間違えた問題のやり直し 

2 下肢骨折１（骨盤骨、大腿骨頸部） 
予習：当該範囲について 

復習：間違えた問題のやり直し 



3 下肢骨折２（大腿骨） 
予習：当該範囲について 

復習：間違えた問題のやり直し 

4 下肢骨折３（膝関節周辺） 
予習：当該範囲について 

復習：間違えた問題のやり直し 

5 下肢骨折４（下腿骨、足部） 
予習：当該範囲について 

復習：間違えた問題のやり直し 

6 上肢骨折１（頭蓋、胸郭） 
予習：当該範囲について 

復習：間違えた問題のやり直し 

7 上肢骨折２（肩関節周辺） 
予習：当該範囲について 

復習：間違えた問題のやり直し 

8 上肢骨折３（肘関節周辺） 
予習：当該範囲について 

復習：間違えた問題のやり直し 

9 上肢骨折４（前腕骨） 
予習：当該範囲について 

復習：間違えた問題のやり直し 

10 上肢骨折５（手部） 
予習：当該範囲について 

復習：間違えた問題のやり直し 

成績評価方法と基準 

試験及び出席状況（4/5 以上）で評価する。 

出席基準 

4/5 回以上の出席が必要 

 

 

授業科目名 柔道整復学応用講座Ⅴ 

対象学年  ３年 対象クラス 全 対象学科 柔道整復 

授業形態 講義 単位数 １ 授業時数 ２０ 

授業概要 

２年次に学んだ疾患も含めた整形外科学領域の疾患を学ぶ。 

学修目標 

○国試で出題されるポイントを中心に学び、国試問題に対応できるようにする。 

履修上の注意(学生へのメッセージ) 

柔道整復理論と重複する内容の疾患も復習する為、確実にポイントを捉えて整形外科学だけでは

なく、柔道整復理論の問題にも対応できるように国家試験の準備をしましょう。 

教科書 

整形外科学 改訂第３班 株式会社南江堂 

柔道整復学・理論編 改訂第６版  株式会社南江堂 



参考書 

配布プリント 

授業展開及び授業計画表 

 学修内容 予習復習・課題 

1 骨端症 
予習：教科書の確認   

復習：教科書、授業プリントの確認 

2 骨盤・股関節の疾患 
予習：教科書の確認   

復習：教科書、授業プリントの確認 

3 大腿・膝関節の疾患 
予習：教科書の確認   

復習：教科書、授業プリントの確認 

4 下肢の絞扼性神経障害 
予習：教科書の確認   

復習：教科書、授業プリントの確認 

5 足部の疾患 
予習：教科書の確認   

復習：教科書、授業プリントの確認 

6 体幹部（頚部、胸部、腰部）の疾患 
予習：教科書の確認   

復習：教科書、授業プリントの確認 

7 感染性疾患 
予習：教科書の確認   

復習：教科書、授業プリントの確認 

8 骨腫瘍 
予習：教科書の確認   

復習：教科書、授業プリントの確認 

9 全身性の骨軟部疾患 
予習：教科書の確認   

復習：教科書、授業プリントの確認 

10 総合まとめ 
予習：教科書の確認   

復習：教科書、授業プリントの確認 

成績評価方法と基準 

試験。4/5 回以上の出席が必要です。 

出席基準 

4/5 回以上の出席が必要 

 

 

授業科目名 物理療法学特論 

対象学年  ２年 対象クラス 全 対象学科 柔道整復 

授業形態 講義 単位数 １ 授業時数 ２４ 

授業概要 

柔道整復師に取って必要な物理療法の知識を学ぶ 



学修目標 

理学療法的な観点はもちろん、柔道整復師的な観点から物理療法を学び、実践できることを目指

す。 

履修上の注意(学生へのメッセージ) 

欠席、居眠りは厳禁である。 

教科書 

柔道整復学・理論編 南江堂 

参考書 

配布プリント 

授業展開及び授業計画表 

 学修内容 予習復習・課題 

1 導入・物理療法とは  

2 電気療法（低周波電流療法）  

3 電気療法（その他）  

4 温熱療法（伝導熱療法）  

5 温熱療法（輻射熱療法）  

6 温熱療法（変換熱療法）  

7 光線療法（レーザー光線療法等）  

8 寒冷療法（冷却法、冷却療法）  

9 牽引療法（頚椎介達牽引）  

10 牽引療法（腰椎介達療法）  

1１ その他の物理療法  

1２ まとめ  

成績評価方法と基準 

試験にて評価 

出席基準 

4/5 回以上の出席が必要 

 

 

授業科目名 臨床柔道整復学 

対象学年  ３年 対象クラス 全 対象学科 柔道整復 

授業形態 講義 単位数 ２ 授業時数 ５２ 

授業概要 



柔道整復師が日常業務で患者を危険に晒さないために必要な能力を養い、外傷に類似した症例を

示す症例の判別や外傷に潜んでいる危険な兆候を学ぶ。併せて超音波画像診断装置の理解を始

めとする様々な医用画像についても学ぶ。 

学修目標 

柔道整復術の正しい適応と医用画像への理解を見に付ける。 

履修上の注意(学生へのメッセージ) 

復習は必ずすること。 

教科書 

施術の適用と医療画像の理解・南江堂 

参考書 

配布プリント 

授業展開及び授業計画表 

 学修内容 予習復習・課題 

1 導入  

2 施術の適応判断の必要性  

3 適応の判断  

4 非適応が疑われる症状と所見  

5 内臓疾患の投影を疑う疼痛  

6 腰痛を伴う疾患  

7 化膿性の炎症  

8 軟部組織の圧迫損傷  

9 血流障害  

10 末梢神経損傷  

1１ 脱臼・骨折  

12 外出血を伴う損傷  

13 病的骨折及び脱臼  

14 意識障害を伴う損傷  

15 脊髄症状のある損傷  

16 呼吸運動障害を伴う損傷  

17 内臓損傷の合併が疑われる損傷  

18 高エネルギー外傷  

19 医用画像の理解１  

20 医用画像の理解２  



21 まとめ  

成績評価方法と基準 

試験 

出席基準 

4/5 回以上の出席が必要 

 

 

授業科目名 基礎柔道整復実技 

対象学年 1 年 対象クラス 全 対象学科 柔道整復 

授業形態 実技 単位数 3 授業時数 ９０ 

授業概要 

包帯技術の習得 

（本科目は実務経験のある教員による授業科目である。実際に柔道整復師として日常的に臨床に

従事していた実務経験を持つ教員が現場で活用していた知識と経験を教授する。） 

学修目標 

基本包帯技術を学ぶ 

履修上の注意(学生へのメッセージ) 

説明の講義はしっかり聞く 

配布プリントにポイントをしっかり記載する 

時間を管理して練習を行う。 

意識づけのため必ず白衣は；着用する 

頭髪、服飾品に注意する（髪が長い場合は束ねる、装飾品は外す） 

関係のない私語は慎む 

教科書 

包帯固定学 

参考書 

プリント配布 

授業展開及び授業計画表 

 学修内容 予習復習・課題など 

1 導入  

2 基本包帯 前腕 折転帯   総ての学生が均等に練習する 

3 基本包帯 手関節 麦穂帯   総ての学生が均等に練習する 



4 基本包帯 肘関節 亀甲帯   総ての学生が均等に練習する 

5 総合練習 上肢帯   総ての学生が均等に練習する 

6 基本包帯法 小テスト  

7 基本包帯  指 総指包か帯 総ての学生が均等に練習する 

8 基本包帯 足趾 総ての学生が均等に練習する 

9 基本包帯 下腿 折転帯   総ての学生が均等に練習する 

10 基本包帯 足関節 亀甲帯  総ての学生が均等に練習する 

11 基本包帯 膝関節 亀甲帯  総ての学生が均等に練習する 

12 総合練習 総ての学生が均等に練習する 

13 総復習・まとめ  

成績評価方法 

実技試験を行い 100 点満点中 60 点以上を持って合格とする 

出席基準 

4/5 回以上の出席が必要 

 

 

授業科目名 基礎柔道整復実技 

対象学年 1 年 対象クラス アドバンス 対象学科 柔道整復 

授業形態 実技 単位数 3 授業時数 ９２ 

授業概要 

包帯技術の習得 

（本科目は実務経験のある教員による授業科目である。実際に柔道整復師として日常的に臨床に

従事していた実務経験を持つ教員が現場で活用していた知識と経験を教授する。） 

学修目標 

基本包帯技術を学ぶ 

履修上の注意(学生へのメッセージ) 

説明の講義はしっかり聞く 

配布プリントにポイントをしっかり記載する 

時間を管理して練習を行う。 

意識づけのため必ず白衣は；着用する 

頭髪、服飾品に注意する（髪が長い場合は束ねる、装飾品は外す） 

関係のない私語は慎む 



教科書 

包帯固定学 

参考書 

プリント配布 

授業展開及び授業計画表 

 学修内容 予習復習・課題など 

1 導入  

2 基本包帯 前腕 折転帯   総ての学生が均等に練習する 

3 基本包帯 手関節 麦穂帯   総ての学生が均等に練習する 

4 基本包帯 肘関節 亀甲帯   総ての学生が均等に練習する 

5 総合練習 上肢帯   総ての学生が均等に練習する 

6 基本包帯法 小テスト  

7 基本包帯  指 総指包か帯 総ての学生が均等に練習する 

8 基本包帯 足趾 総ての学生が均等に練習する 

9 基本包帯 下腿 折転帯   総ての学生が均等に練習する 

10 基本包帯 足関節 亀甲帯  総ての学生が均等に練習する 

11 基本包帯 膝関節 亀甲帯  総ての学生が均等に練習する 

12 総合練習 総ての学生が均等に練習する 

13 総復習・まとめ  

成績評価方法 

実技試験を行い 100 点満点中 60 点以上を持って合格とする 

出席基準 

4/5 回以上の出席が必要 

 

 

授業科目名 柔道整復学実技Ⅰ 

対象学年  ２年 対象クラス 全 対象学科 柔道整復 

授業形態 実技 単位数 ３ 授業時数 ９０ 

授業概要 

柔道整復師に必要な骨折・脱臼・軟部組織損傷について検査法、整復法、固定法を学ぶ 

学修目標 



臨床場面にでても検査・整復・固定が出来る。 

履修上の注意(学生へのメッセージ) 

柔道整復学理論編、実技編の教科書を読み、授業に臨むこと 

教科書 

柔道整復学理論編、 

柔道整復学実技編 

参考書 

プリント配布 

授業展開及び授業計画表 

 学修内容 予習復習・課題 

1 前腕両骨骨折 
柔整理論編 P２２８～P２３０ 

柔整実技編 P７１～P７６ 

2 膝蓋骨脱臼 
柔整理論編 P３７５～P３７６ 

柔整実技編 P２５５～P２６０ 

3 包帯練習 
膝関節離開亀甲帯、コーレス骨折固定法帯基

本法帯、固定法帯 

4 整復練習１  

5 コーレス骨折① 
柔整理論編 P２３１～P２３５ 

柔整実技編 P７７～P８７ 

6 コーレス骨折② 
柔整理論編 P２３１～P２３５ 

柔整実技編 P７７～P８７ 

7 整復練習２  

8 整復練習３  

9 包帯練習 基本法帯、固定法帯 

10 包帯テスト  

11 まとめ  

成績評価方法と基準 

包帯実技テストと整復実技テストで評価します。 

出席は、4/5 回以上の出席が必要です。 

出席基準 

4/5 回以上の出席が必要 

 

 

授業科目名 柔道整復学実技Ⅱ 



対象学年  ３年 対象クラス 全 対象学科 柔道整復 

授業形態 実技 単位数 ３ 授業時数 ９０ 

授業概要 

柔道整復学実技Ⅰに引き続き、柔道整復師に必要な骨折・脱臼・軟部組織損傷について検査法、

整復法、固定法を学ぶ 

学修目標 

臨床場面にでても検査・整復・固定が出来る。 

履修上の注意(学生へのメッセージ) 

柔道整復学理論編、実技編の教科書を読み、授業に臨むこと 

教科書 

柔道整復学理論編、 

柔道整復学実技編 

参考書 

プリント配布 

授業展開及び授業計画表 

 学修内容 予習復習・課題 

1 運動器系の整復・固定  

2 肩部の整復・固定  

3 各論・上肢の整復・固定  

4 上肢骨折の整復・固定  

5 各論・下肢の整復・固定  

6 下肢骨折の整復・固定  

7 その他の損傷の整復・固定  

8 まとめ  

成績評価方法と基準 

包帯実技テストと整復実技テストで評価します。 

出席は、4/5 回以上の出席が必要です。 

出席基準 

4/5 回以上の出席が必要 

 

 

授業科目名 柔道整復学実技Ⅲ 

対象学年 ２年 対象クラス 全 対象学科 柔道整復 

授業形態 実技 単位数 ２ 授業時数 ７６ 



授業概要 

頚部疾患について病態や特徴、症状や所見、治療等について学ぶ。 

学修目標 

○各疾患の病態を理解する。 

○鑑別に必要な知識と技術を身につける。 

履修上の注意(学生へのメッセージ) 

授業開始約１０分間は前回の授業の復習を行います。この約１０分間で各疾患の重要ポイントを説

明しますので、遅刻せずに出席してください。 

教科書 

柔道整復学・理論編 改訂第５版  株式会社 南江堂 

参考書 

配布プリント 

授業展開及び授業計画表 

 学修内容 予習復習・課題 

1 上肢疾患導入（カンファレンス） 評価と鑑別の重要性について 

2 頚椎の基礎～頸椎の機能解剖 解剖学（骨・筋・神経）の復習 

3 斜頸 
予習：教科書の確認   

復習：授業プリントの確認 

4 頚椎症①：病態、特徴、症状、所見など 
予習：教科書の確認   

復習：授業プリントの確認 

5 頚椎症②治療法、高位診断、腱反射等 
予習：教科書の確認   

復習：授業プリントの確認 

6 頚椎椎間板ヘルニア 
予習：教科書の確認   

復習：授業プリントの確認 

7 後縦靭帯骨化症 
予習：教科書の確認   

復習：授業プリントの確認 

8 胸郭出口症候群 
予習：教科書の確認   

復習：授業プリントの確認 

9 徒手検査法の復習、練習問題 
予習：教科書の確認   

復習：授業プリントの確認 

10 腕神経叢損傷 
予習：教科書の確認   

復習：授業プリントの確認 

11 頚部捻挫 
予習：教科書の確認   

復習：授業プリントの確認 

12 まとめ、カンファレンス まとめと試験についての説明 

成績評価方法 



定期試験１００％（４択問題、記述問題、症例問題） 

授業プリントから問題を作成します。 

出席基準 

4/5 回以上の出席が必要 

 

 

授業科目名 柔道整復学実技Ⅳ 

対象学年 ２年 対象クラス 全 対象学科 柔道整復 

授業形態 実技 単位数 ２ 授業時数 ７６ 

授業概要 

腰部から小児の股関節にかけての主な疾患を取り扱います。各疾患の概要、症状、治療法などを

疾患別に学習します。 

学修目標 

各疾患のメカニズムを理解し、まず鑑別ができることを第一の目標とする。その上で治療方針およ

び治療するにあたって注意すべきポイントを理解する。 

履修上の注意(学生へのメッセージ) 

板書でポイントを色にて区別しながら、配布資料とスライドをリンクさせて理解を深めていけるよう

努めます。更に毎回授業の初めに、前回の授業内容のダイジェストを話します。ポイントを更にしぼ

った部分であるため、各自しっかりとチェックをしておいて下さい。 

また、単に板書を書き写したノートを何も考えず、ひたすら記憶するだけでは単に試験に通るため

だけの学習になってしまい、全く身につきません。まずは各疾患の身体内部で起こっているメカニズ

ム（解剖学等）をしっかり理解することが、症状・所見・治療法の理解につながります。時間の進行具

合でチェックテストを行う場合があります。 

教科書 

柔道整復学（理論編） 

参考書 

授業で配布したプリント 

授業展開及び授業計画表 

 学修内容 予習復習・課題 

1 下肢疾患を学ぶ意味 

予習：教科書を読む（柔道整復学理論編だけ

でなく、整形外科学にも記載されている疾患も

ある） 

復習：授業を元にノートやプリントの確認 

2 椎間関節性腰痛① 

予習：教科書を読む（柔道整復学理論編だけ

でなく、整形外科学にも記載されている疾患も

ある） 



復習：授業を元にノートやプリントの確認 

3 椎間関節性腰痛② 

予習：教科書を読む（柔道整復学理論編だけ

でなく、整形外科学にも記載されている疾患も

ある） 

復習：授業を元にノートやプリントの確認 

4 
椎間板性腰痛 

腰椎椎間板ヘルニア① 

予習：教科書を読む（柔道整復学理論編だけ

でなく、整形外科学にも記載されている疾患も

ある） 

復習：授業を元にノートやプリントの確認 

5 腰椎椎間板ヘルニア② 

予習：教科書を読む（柔道整復学理論編だけ

でなく、整形外科学にも記載されている疾患も

ある） 

復習：授業を元にノートやプリントの確認 

6 脊椎分離症 

予習：教科書を読む（柔道整復学理論編だけ

でなく、整形外科学にも記載されている疾患も

ある） 

復習：授業を元にノートやプリントの確認 

7 脊椎分離症・すべり症 

予習：教科書を読む（柔道整復学理論編だけ

でなく、整形外科学にも記載されている疾患も

ある） 

復習：授業を元にノートやプリントの確認 

8 
変性脊椎すべり症 

脊柱管狭窄症① 

予習：教科書を読む（柔道整復学理論編だけ

でなく、整形外科学にも記載されている疾患も

ある） 

復習：授業を元にノートやプリントの確認 

9 脊柱管狭窄症② 

予習：教科書を読む（柔道整復学理論編だけ

でなく、整形外科学にも記載されている疾患も

ある） 

復習：授業を元にノートやプリントの確認 

10 先天性股関節脱臼 

予習：教科書を読む（柔道整復学理論編だけ

でなく、整形外科学にも記載されている疾患も

ある） 

復習：授業を元にノートやプリントの確認 

11 
ペルテス病 

単純性股関節炎 

予習：教科書を読む（柔道整復学理論編だけ

でなく、整形外科学にも記載されている疾患も

ある） 

復習：授業を元にノートやプリントの確認 

12 大腿骨頭すべり症 予習：教科書を読む（柔道整復学理論編だけ



でなく、整形外科学にも記載されている疾患も

ある） 

復習：授業を元にノートやプリントの確認 

13 まとめ 

成績評価方法 

定期試験 100% 

出席基準 

4/5 回以上の出席が必要 

 

 

授業科目名 柔道整復学実技Ⅴ 

対象学年 ２年 対象クラス 全 対象学科 柔道整復 

授業形態 実技 単位数 ２ 必修・選択 ７６ 

授業概要 

顎関節、脊椎、鎖骨、肩関節、肘関節の脱臼について、各疾患の概要、症状、治療法について学

ぶ。 

学修目標 

１．各関節の正常な構造・機能を正確に理解できる 

２．各疾患の発生機序や病態について理解できる 

３．各疾患の治療法や後療法について理解し、臨床に応用できる 

履修上の注意(学生へのメッセージ) 

1．自主的かつ計画的に予習復習をおこなうこと 

２．理解しにくい部分があれば、積極的に質問しその日のうちに解決すること 

３．「本日の振返りテスト」「小テスト」など授業内で行うテストにも真剣に取り組むこと 

教科書 

柔道整復学（理論編）（実技編） 

参考書 

授業で配布するプリント 

授業展開及び授業計画表 

 学修内容 予習復習・課題 

1 総論復習 1 年時に学んだ柔道整復学総論の復習 

2 
総論小テスト 

顎関節の解剖 

教科書理論編（P134～139）を読んでくること 

授業後のプリント・板書の確認、復習 

3 顎関節脱臼 
教科書理論編（P134～139）を読んでくること 

授業後のプリント・板書の確認、復習 

4 顎関節解剖と脱臼小テスト 教科書理論編（P140～143）を読んでくること 



顎関節症 授業後のプリント・板書の確認、復習 

5 脊椎の解剖と脱臼 
教科書理論編（P167～170）を読んでくること 

授業後のプリント・板書の確認、復習 

6 

顎関節症・脊椎脱臼の小テスト 

鎖骨の解剖 

胸鎖関節脱臼 

教科書理論編（P261～264）を読んでくること 

授業後のプリント･板書の確認、復習 

7 肩鎖関節脱臼 
教科書理論編（P261～264）を読んでくること 

授業後のプリント･板書の確認、復習 

8 
鎖骨脱臼小テスト 

肩関節の解剖と肩関節脱臼 

教科書理論編（P264～271）を読んでくること 

授業後のプリント･板書の確認、復習 

9 肩関節脱臼 
教科書理論編（P264～271）を読んでくること 

授業後のプリント･板書の確認、復習 

10 
肩関節脱臼小テスト 

肘関節解剖と肘関節脱臼 

教科書理論編（P271～275）を読んでくること 

授業後のプリント･板書の確認、復習 

11 肘関節脱臼 
教科書理論編（P271～275）を読んでくること 

授業後のプリント･板書の確認、復習 

12 肘内障 
教科書理論編（P275～276）を読んでくること 

授業後のプリント･板書の確認、復習 

13 まとめ 

成績評価方法 

試験 100％（教科書・プリント・板書から問題を作成） 

出席基準 

4/5 回以上の出席が必要 

 

 

授業科目名 柔道整復学実技Ⅵ 

対象学年 ３年 対象クラス 全 対象学科 柔道整復 

授業形態 実技 単位数 １ 授業時数 ４６ 

授業概要 

科学的根拠に基づいた医療を展開できるようにするために、これまで学習してきた基礎医学と臨

床系医学を包括的に学習する。また論理的な思考に基づいて鑑別・判断や施術ができるように臨

床系医学の症状や所見について基礎医学的な観点から学び理解を深める。 

学修目標 

1．医療人として必要な知識を積み上げる。 

2．身体（臓器）の働き（機能）を学び、正常（健康）な身体のメカニズムを理解した上に、疾患の病



態があることを理解する。 

履修上の注意(学生へのメッセージ) 

1．本講義内容は解剖学や生理学のみならず病態学の理解を深めることにつながることから、積

極的に学習すること。 

2．ひとつの学問（科目）にとらわれず、包括的に人体を診る能力を身につけるよう積極的に受講す

ること。 

3．出席は授業の理解にも影響することから、欠席をしないようにすること。  

4．私語は授業妨害・他学生への迷惑行為なので退室させる場合がある。その場合、速やかに退

室すること。 

5．受講にあたっては最低限の礼儀をわきまえること。   

教科書 

1．解剖学．社団法人全国柔道整復学校協会 監修．医歯薬出版 

2．生理学．社団法人全国柔道整復学校協会 監修．南江堂 

3．柔道整復学・理論編．社団法人全国柔道整復学校協会 監修．南江堂 

4．整形外科学．社団法人全国柔道整復学校協会 監修．南江堂 

5．その他必要に応じて、適宜プリントを配布する。 

参考書 

 

授業展開及び授業計画表 

 学修内容 予習復習・課題 

1 病的骨折と骨代謝学 1（骨系統疾患） 
予習：シラバスと教科書を確認しておくこと 

復習：授業内容の整理と確認をしておくこと 

2 病的骨折と骨代謝学 2（骨系統疾患） 予習：シラバスと教科書を確認しておくこと 

3 
病的骨折と骨代謝学 3（骨粗鬆症と内

分泌疾患） 

復習：授業内容の整理と確認をしておくこと 

4 成長障害と骨代謝学１（小人症） 予習：シラバスと教科書を確認しておくこと 

5 成長障害と骨代謝学 2（巨人症） 復習：授業内容の整理と確認をしておくこと 

6 
神経筋疾患と神経の解剖生理学 1（脊

髄性小児麻痺） 

予習：シラバスと教科書を確認しておくこと 

7 

神経筋疾患と神経の解剖生理学 2（筋

萎縮性側索硬化症と進行性筋ジストロ

フィー） 

復習：授業内容の整理と確認をしておくこと 

8 
神経筋疾患と神経の解剖生理学 3（脊

髄癆と脊髄空洞症） 

予習：シラバスと教科書を確認しておくこと 

9 
神経筋疾患と神経の解剖生理学 4（末

梢神経障害） 

復習：授業内容の整理と確認をしておくこと 



10 悪性骨腫瘍と骨代謝 予習：シラバスと教科書を確認しておくこと 

11 悪性骨腫瘍と免疫 復習：授業内容の整理と確認をしておくこと 

12 良性腫瘍と病的骨折 予習：シラバスと教科書を確認しておくこと 

13 まとめ 

成績評価方法 

試験で評価する（100%）。 

出席基準 

4/5 回以上の出席が必要 

 

 

授業科目名 柔道整復学応用実技Ⅰ 

対象学年 ２年 対象クラス 全 対象学科 柔道整復 

授業形態 実技 単位数 １ 授業時数 １８ 

授業概要 

近年、問題意識が高まりつつある高齢者の外傷について学ぶ。高齢者外傷では，軽微な受傷機

転や軽微な症状であっても、致命的な損傷を負っていることがある。また，損傷は軽微でも致命的

になることが珍しくない。高齢者の外傷に対する注意点と、予防方法について学習する。 

学修目標 

高齢者の外傷における特長を理解し、予防法を理解した上で、臨床現場で活用できる知識を身に

つける。 

履修上の注意(学生へのメッセージ) 

 

教科書 

柔道整復学・理論編（社団法人全国柔道整復学校協会/南江堂） 

参考書 

 

授業展開及び授業計画表 

 学修内容 予習復習・課題 

1 導入・総論  

2 疫学  

3 高齢者外傷の特殊性  

4 初期診療  

5 高齢者の気道・呼吸・循環  

6 基礎疾患や投薬による影響  



7 予防法１  

8 予防法２  

9 まとめ  

成績評価方法 

試験 

出席基準 

4/5 回以上の出席が必要 

 

 

授業科目名 柔道整復学応用実技Ⅱ 

対象学年 ２年 対象クラス 全 対象学科 柔道整復 

授業形態 実技 単位数 １ 授業時数 １８ 

授業概要 

競技者のサポートも近年では柔道整復師がその役割を担う事が多くなってきている。競技者が外

傷を得た場合、一度の治療で完治せず何度も来院するようになることは競技者にとっても、柔道整

復師にとっても望ましくない事である。この授業では治療・施術だけではなく、予防対策を学び実践

できる知識と技術を身に付ける。 

学修目標 

これまで学習した治療と施術に加えて、再発を防止するための知識と技術を身に付ける。 

履修上の注意(学生へのメッセージ) 

 

教科書 

競技者の外傷予防（医歯薬出版） 

参考書 

 

授業展開及び授業計画表 

 学修内容 予習復習・課題 

1 運動生理学の概要  

2 競技者の外傷予防・概論  

3 競技者の外傷予防のための実技  

4 種目別の外傷予防とその実際１  

5 種目別の外傷予防とその実際２  

6 種目別の外傷予防とその実際３  



7 予防法１  

8 予防法２  

9 まとめ  

成績評価方法 

試験 

出席基準 

4/5 回以上の出席が必要 

 

 

授業科目名 臨床実習Ⅰ 

対象学年 1 年 対象クラス 全 対象学科 柔道整復 

授業形態 実習 単位数 １ 授業時数 ４５ 

授業概要 

柔道整復師が関わる可能性がある病院、整骨院、高齢者施設、スポーツ現場などで、どのような活

動が行われているのか学び、また、そこで必要とされる評価技術、患者対応について学ぶ。 

（本科目は実務経験のある教員による授業科目である。実際に柔道整復師として日常的に臨床に

従事していた実務経験を持つ教員が現場で活用していた知識と経験を教授する。） 

学修目標 

・病院、整骨院、高齢者施設、スポーツ現場などについて知る。 

・そこで柔道整復師がどの様に活動しているかを知る。 

・評価技術を習得する。 

・患者対応の基本を学ぶ。 

履修上の注意(学生へのメッセージ) 

 

教科書 

なし 

参考書 

 

授業展開及び授業計画表 

 学修内容 予習復習・課題など 

1 臨床実習の概説１  

2 スポーツ現場での柔道整復師の活動  

3 病院での柔道整復師の活動  



4 接骨院での柔道整復師の活動  

5 高齢者施設での柔道整復師の活動  

6 評価の基本  

7 基礎評価実習  

成績評価方法 

レポート提出（50％） 

授業態度（50％） 

出席基準 

4/5 回以上の出席が必要 

 

 

授業科目名 臨床実習Ⅱ 

対象学年 2 年 対象クラス 全 対象学科 柔道整復 

授業形態 実習 単位数 1 授業時数 ４５ 

授業概要 

これまで履修した専門基礎分野・専門分野科目群で修得した知識をもとに、患者などの対象者との

接触を通じて、対応能力と評価能力を向上させる。また、社会的マナーや TPO に応じたコミュニケ

ーション能力を向上させる。 

（本科目は実務経験のある教員による授業科目である。実際に柔道整復師として日常的に臨床に

従事していた実務経験を持つ教員が現場で活用していた知識と経験を教授する。） 

学修目標 

・SOAP の流れが臨床（現場）でどのようにして行われているかを理解する。 

・対象者の傷病や状態を把握した上で、基本的な検査や測定法（ROM、MMT、反射、バイタル、各

種徒手検査など）を正確に実施できるようになる。 

・評価に必要な適切な説明（自己紹介、検査や測定についての説明（わかりやすい言葉で））ができ

るようになる。 

履修上の注意(学生へのメッセージ) 

 

教科書 

 

参考書 

 

授業展開及び授業計画表 

 学修内容 予習復習・課題など 



1 臨床実習の概説  

2 患者対応について  

3 SOAP のについて  

4 病院での評価実習  

5 評価結果の解釈  

6 症例の検討  

成績評価方法 

レポート提出（50％） 

授業態度（50％） 

出席基準 

4/5 回以上の出席が必要 

 

 

授業科目名 臨床実習Ⅲ 

対象学年 ２年 対象クラス 全 対象学科 柔道整復 

授業形態 実習 単位数 1 授業時数 ４５ 

授業概要 

これまで履修した専門基礎分野・専門分野科目群で修得した知識をもとに、患者などの対象者との

接触を通じて、対応能力と評価能力を向上させる。また、接骨院で実施する評価を学ぶと共に治療

に必要な固定法についても学ぶ。 

（本科目は実務経験のある教員による授業科目である。実際に柔道整復師として日常的に臨床に

従事していた実務経験を持つ教員が現場で活用していた知識と経験を教授する。） 

学修目標 

・SOAP の流れが臨床（現場）でどのようにして行われているかを理解する。 

・対象者の傷病や状態を把握した上で、基本的な検査や測定法（ROM、MMT、反射、バイタル、各

種徒手検査など）を正確に実施できるようになる。 

・治療に必要な固定方法を習得し、治療の補助ができるようになる。 

履修上の注意(学生へのメッセージ) 

 

教科書 

 

参考書 

 

授業展開及び授業計画表 



 学修内容 予習復習・課題など 

1 臨床実習の概説  

2 臨床固定実習  

3 接骨院での評価実習  

4 接骨院での固定補助実習  

5 評価結果の解釈  

6 症例の検討  

成績評価方法 

レポート提出（50％） 

授業態度（50％） 

出席基準 

4/5 回以上の出席が必要 

 

 

授業科目名 臨床実習Ⅳ 

対象学年 ３年 対象クラス 全 対象学科 柔道整復 

授業形態 実習 単位数 1 授業時数 ４５ 

授業概要 

これまで履修した医学、柔道整復学全般にわたる知識と技術、臨床評価実習で習得した評価の実

践能力を駆使して治療計画をもとに、総合実習を実施する。臨床実習指導者の施術を見学、補助

し、治療計画と治療戦略を共有する。 

（本科目は実務経験のある教員による授業科目である。実際に柔道整復師として日常的に臨床に

従事していた実務経験を持つ教員が現場で活用していた知識と経験を教授する。） 

学修目標 

・臨床的問題を解決するために学内教育で習得した知識や技術を総動員し、適切な情報を収集し

（S、O）、問題を同定し（A）、その解決法を導き出す（P）能力を養う。 

・一つの症例（事象）に対してさまざまな角度から議論でき、プレゼンテーションできる能力を身につ

ける。 

・急性外傷については、問診・視診・触診を通じて必要な情報（外観、受傷後の経過時間、急性期/

慢性期、合併症、現病歴、既往歴）を収集し、組織修復の過程を考慮して柔道整復師として何を

すべきかを考える。 

・整復や固定時において助手の重要性を理解し、その際の対象者との接し方（受傷部位を考慮して

愛護的に）について学ぶ。 

・整復や固定時の肢位の目的を理解し、施術者のリスク管理、対象者の日常生活の指導管理の重

要性を学ぶ。 

・後療法の実施方法について学ぶ。 



履修上の注意(学生へのメッセージ) 

 

教科書 

 

参考書 

 

授業展開及び授業計画表 

 学修内容 予習復習・課題など 

1 臨床実習の概説  

2 臨床後療法実習  

3 総合臨床実習１  

4 総合臨床実習１  

5 治療結果の解釈  

6 症例の検討  

成績評価方法 

レポート提出（50％） 

授業態度（50％） 

出席基準 

4/5 回以上の出席が必要 

 

 

授業科目名 総合演習Ⅰ 

対象学年 １年 対象クラス 昼・夜 対象学科 柔道整復 

授業形態 演習 単位数 １ 授業時数 ２０ 

授業概要 

1. 現代の柔道整復師は、単に治療法を習得するだけでなく、現在の患者や医療をとりまく社会環

境を充分に理解、認識し、患者とのコミュニケーションを図る必要がある。そこで本演習では患者を

取り巻く状況を理解し、複雑な社会に生活する患者と良好な関係を築くためのコミュニケーション

手法の習得を目標とする。 

2 ．医師をはじめとする他の医療職との関係性の構築についても学習し、医療人、医療職としての

意識を高めることを目指す。 

学修目標 

1．患者と医療者間のコミュニケーションの重要性を理解し、医療者としての基本的な態度や技術

を学ぶことで、「主体性」「協調性」「論理性」の基礎を身につける。 



2．また医師をはじめとする他の医療職に対する情報提供や関係性の構築ができるよう他の医療

職についての理解を深める。 

履修上の注意(学生へのメッセージ) 

 

教科書 

適宜資料もしくはプリントを配布する。 

参考書 

 

授業展開及び授業計画表 

 学修内容 予習復習・課題 

1 個人や社会との関わり方について  

2 
社会人としてのマナーと態度について

の自己分析とグループワーク 

 

3 患者を取り巻く医療環境  

4 医療人としての患者との接し方  

5 
患者との接し方についてのグループワ

ークとロールプレイング 

 

6 医療面接について  

7 医療面接の実際  

8 柔道整復師を取り巻く現在の医療環境  

9 
医師との関係の構築について（情報提

供ならびに患者紹介） 

 

10 
医師以外の医療職との関係の構築に

ついて（情報提供ならびに患者紹介） 

 

成績評価方法 

レポート課題・出席ならびに授業態度（グループワークでの積極性）も評価に含める。 

出席基準 

4/5 回以上の出席が必要 

 

 

授業科目名 総合演習Ⅱ 

対象学年 ２年 対象クラス 昼・夜 対象学科 柔道整復 

授業形態 演習 単位数 １ 授業時数 ２０ 

授業概要 



1．人体の構造的、機能的最小単位である細胞には様々な形態を有しているものがあり、器官・臓

器はそれらが一定の秩序に従って構成されている。本実習では顕微鏡観察を通じて、ミクロでの

構造の理解を深めると共に、柔道整復師に必要な「人体の構造」と「人体の機能」の関連性や病態

理解についても考察できるように学習する。また動物やヒトの身体から頂いた組織標本の観察を

通じて、生命の尊厳についても学習する。 

学修目標 

1．生物の最小単位である細胞から器官・臓器に至るまで、いかなる「形態」を有し、それらがいか

に「機能」を発揮しうるのかについて「観察」を通じてより深く理解し、疾病における形態変化がどの

ような機能障害を生じるかについても考察できるようにする。 

履修上の注意(学生へのメッセージ) 

演習内容に応じて積極的に図書室や教科書を利用すること。 

教科書 

適宜資料もしくはプリントを配布する。 

参考書 

 

授業展開及び授業計画表 

 学修内容 予習復習・課題 

1 
顕微鏡の使い方、組織学総論の復習

（4 大組織について） 
 

2 上皮組織についての解説および観察  

3 
支持組織（骨、関節組織）についての解

説および観察 

 

4 
支持組織（血液）についての解説および

観察 

 

5 筋組織ついて解説および観察  

6 神経組織について解説および観察  

7 呼吸器系（肺）について解説および観察  

8 
循環器系（心、血管）についての解説お

よび観察 

 

9 
消化器系（胃腸、肝、膵）についての解

説および観察 

 

10 泌尿器系（腎）について観察および解説  

成績評価方法 

レポート課題・出席ならびに授業態度（グループワークでの積極性）も評価に含める。 



出席基準 

4/5 回以上の出席が必要 

 

 

授業科目名 評価学 

対象学年 １年 対象クラス 選択コース 対象学科 柔道整復 

授業形態 実習 単位数 ２ 授業時数 ４８ 

授業概要 

柔道整復師に不可欠な運動器評価とバイタルサインについての理論を学び、実技練習を通して評

価の基本を身につけます。 

学修目標 

①評価の必要性と重要性を説明できる。 

②各評価方法の原理を理解し、評価の原則に従って愛護的に実践ができる。 

③実施する評価やその結果について判断し、それを他者に説明できる。 

履修上の注意(学生へのメッセージ) 

講義：しっかりと話を聞き、必ずメモを取ってください。 

実技：被験者を慎重に観察し、丁寧に行うことを常に意識して積極的に参加してください。空き時間

などを利用しなるべく練習や復習をしましょう。 

服装：動きやすい服装を心がけ、スカートは控えてください。 

その他：特定の姿勢や他者との接触など、不安がある場合は相談してください。 

教科書 

必要に応じて資料を配布します。 

参考書 

「柔道整復学 理論編」南江堂 

「リハビリテーション医学」南江堂 

「生理学」南江堂 

「運動療法のための機能解剖学的触診技術 上肢/下肢・体幹」メジカルビュー社 

授業展開及び授業計画表 

回数 学修内容 予習復習・課題 

1 グループディスカッション 復習：講義内容を確認し、まとめておく。 

2 評価とは 

予習：「柔道整復学 理論編」P.87～90 を読ん

でおく 

復習：講義内容を確認し、まとめておく。 

3 バイタルサイン（脈拍） 
予習：四肢の主要動脈の走行を確認しておく。 

復習：講義内容を確認し、練習しておく。 

4 バイタルサイン（血圧） 
予習：「生理学」P.52～53 を読んでおく。 

復習：講義内容を確認し、練習しておく。 



5 ROM 測定 理論 

予習：「リハビリテーション医学」P.15～16  １

関節の運動、P.53 Ｃ関節可動域測定法、P.56

表 4・3 を読んでおく。 

復習：講義内容を確認し、まとめておく。 

6 ROM 測定 上肢実技 

予習：「リハビリテーション医学」P.15～16  １

関節の運動、P.53 Ｃ関節可動域測定法、P.56

表 4・3 を読んでおく。 

復習：講義内容を確認し、練習しておく。 

7 ROM 測定 下肢実技 

予習：「リハビリテーション医学」P.15～16  １

関節の運動、P.53 Ｃ関節可動域測定法、P.56

表 4・3 を読んでおく。 

復習：講義内容を確認し、練習しておく。 

8 MMT 理論 

予習：肩関節と肘関節、股関節と膝関節の主

要な筋について確認しておく。 

復習：講義内容を確認し、まとめておく。 

9 MMT 上肢実技 予習・復習：講義内容を確認し、練習しておく。 

10 MMT 下肢実技 予習・復習：講義内容を確認し、練習しておく。 

11 
理論小テスト 

実技テスト説明 

予習：各評価法の理論について配付資料で確

認しておく。 

復習：間違いや不十分なところを確認しておく。 

12 実技テスト 予習：事前説明に基づき練習をしておく。 

13 実技テストフィードバック 
予習：テストと同じことを実際の患者に行った

場合、どういう影響があるかを考えておく。 

成績評価方法 

実技テスト 20% 

定期試験 80% 

出席基準 

4/5 回以上の出席が必要 

 

 

授業科目名 整復力学 

対象学年 １年 対象クラス 選択コース 対象学科 柔道整復 

授業形態 講義 単位数 １ 授業時数 ２６ 

授業概要 

整復や運動指導等に必要な、物理学の基礎を学びます。 

学修目標 



力と速度、加速度の関係を直感的に理解できるようになる。 

力のモーメントについての基礎を直感的に理解できるようになる。 

熱エネルギーについての基礎を理解し、健康管理や治療に役立てられるようにする。 

履修上の注意(学生へのメッセージ) 

単に計算問題を公式にあてはめて解くのではなく、実感覚として納得しながら課題に取り組んでい

ただければと思います。 

教科書 

特にありません 

 

参考書 

 

授業展開及び授業計画表 

 学修内容 予習復習・課題 

1 力学について  

2 ベクトルとスカラーについて 復習：授業を元にプリントの確認 

3 位置と速度について 復習：授業を元にプリントの確認 

4 加速度について 復習：授業を元にプリントの確認 

5 慣性と、重量と質量について 復習：授業を元にプリントの確認 

6 運動の法則について 復習：授業を元にプリントの確認 

7 作用反作用の法則について 復習：授業を元にプリントの確認 

8 運動方程式について 復習：授業を元にプリントの確認 

9 運動量と力積について 復習：授業を元にプリントの確認 

10 力のモーメントの基礎 復習：授業を元にプリントの確認 

11 前期の復習 復習：授業を元にプリントの確認 

12 まとめ 復習：授業を元にプリントの確認 

13 振り返り 復習：授業を元にプリントの確認 

成績評価方法 

定期試験 100% 

出席基準 

4/5 回以上の出席が必要 

 

 

授業科目名 整復解剖学Ⅰ 



対象学年 １年 対象クラス 選択コース 対象学科 柔道整復 

授業形態 講義 単位数 ２ 授業時数 ５０ 

授業概要 

柔道整復師にとって筋骨格系に関する解剖学は基本的知識であり，さらに臨床場面においては患

者の評価および治療に際し，単なる知識としてではなく，その解剖学知識を触診技術に反映させる

ことが重要である。この科目では，解剖学にて学習した筋解剖学の知識を基に，実際の人体では

「どの部位に当たるか」また触診技術として「どのように触るか」といった技術学として学習する。合

わせて，各骨格筋の機能について，関節運動学および病理学もふまえて臨床的知識を学習する。 

学修目標 

1. 上肢帯筋の機能解剖学を理解する。 

2. 上肢帯の関節運動学を理解し，臨床にて担当する機会が多い症例の特徴を知る。 

3. 上肢帯筋の解剖学的位置関係を知り，適切に触診できる技術を修得する。 

履修上の注意(学生へのメッセージ) 

実際の触診技術を修得していくので軽装で参加するようにする。基本的には実習科目であるので積

極的に参加し，多くの学生を触診するようにして個人差を把握する。また，解剖学の知識を復習しな

がら進めていくので，必要であれば解剖学の講義資料などを持参する。 

教科書 

林 典雄．運動療法のための機能解剖学的触診技術．メジカルビュー社 

参考書 

 

授業展開及び授業計画表 

 学修内容 予習復習・課題 

1 関節の構造と運動学 
予習：解剖学の教科書等による知識の確認 

復習：教科書および板書事項の確認 

2 肩関節の運動学について 
予習：解剖学の教科書等による知識の確認 

復習：教科書および板書事項の確認 

3 
肩甲帯を構成する筋の機能解剖と触診

① 

予習：肩関節の運動を担う筋の解剖学の確認 

復習：触診技術の確認 

4 
肩甲帯を構成する筋の機能解剖と触診

② 

予習：肩関節の運動を担う筋の解剖学の確認 

復習：触診技術の確認 

5 上腕を構成する筋の機能解剖と触診① 

予習：肩・肘関節に作用する筋の解剖学の確

認 

復習：触診技術の確認 

6 上腕を構成する筋の機能解剖と触診② 

予習：肩・肘関節に作用する筋の解剖学の確

認 

復習：触診技術の確認 

7 肘関節の運動学について 予習：解剖学の教科書等による知識の確認 



復習：教科書および板書事項の確認 

8 前腕を構成する筋の機能解剖と触診① 

予習：肘関節・前腕に作用する筋の解剖学の

確認 

復習：触診技術の確認 

9 前腕を構成する筋の機能解剖と触診② 

予習：肘関節・前腕に作用する筋の解剖学の

確認 

復習：触診技術の確認 

10 
手関節の運動学と手内在筋の機能解剖

と触診 

予習：手関節・手指に作用する筋の解剖学の

確認 

復習：触診技術の確認 

11 
上肢帯における筋触診技術の確認 

（実技試験） 

予習：これまで学習した筋の触診技術の確認 

復習：教員からの触診技術に関するフィードバ

ックの確認 

12 まとめ 

成績評価方法 

定期試験 80% 

触診技術試験 20% 

出席基準 

4/5 回以上の出席が必要 

 

 

授業科目名 整復解剖学Ⅱ 

対象学年 ２年 対象クラス 選択コース 対象学科 柔道整復 

授業形態 講義・実技 単位数 １ 授業時数 ２６ 

授業概要 

柔道整復師にとって筋骨格系に関する解剖学は基本的知識であり，さらに臨床場面においては患

者の評価および治療に際し，単なる知識としてではなく，その解剖学知識を触診技術に反映させる

ことが重要である。この科目では，解剖学にて学習した体幹および下肢帯にける筋解剖学の知識を

基に，実際の人体では「どの部位に当たるか」また触診技術として「どのように触るか」といった技術

学として学習する。合わせて，各骨格筋の機能について，関節運動学および病理学もふまえて臨床

的知識を学習する。 

学修目標 

4. 下肢帯筋の機能解剖学を理解する。 

5. 下肢帯の関節運動学を理解し，臨床にて担当する機会が多い症例の特徴を知る。 

6. 下肢帯筋の解剖学的位置関係を知り，適切に触診できる技術を修得する。 

履修上の注意(学生へのメッセージ) 



実際の触診技術を修得していくので軽装で参加するようにする。基本的には実習科目であるので積

極的に参加し，多くの学生を触診するようにして個人差を把握する。また，解剖学の知識を復習しな

がら進めていくので，必要であれば解剖学の講義資料などを持参する。 

教科書 

林 典雄．運動療法のための機能解剖学的触診技術．メジカルビュー社 

 

参考書 

 

 

授業展開及び授業計画表 

 学修内容 予習復習・課題 

1 股関節の構造と運動学 

予習：解剖学の教科書等による知識

の確認 

復習：教科書および板書事項の確認 

2 骨盤帯の筋の機能解剖と触診① 

予習：骨盤帯を起始とする筋の解剖学

の確認 

復習：触診技術の確認 

3 骨盤帯の筋の機能解剖と触診② 

予習：骨盤帯を起始とする筋の解剖学

の確認 

復習：触診技術の確認 

4 股関節を構成する筋の機能解剖と触診① 

予習：股関節に作用する筋の解剖学

の確認 

復習：触診技術の確認 

5 股関節を構成する筋の機能解剖と触診② 

予習：股関節に作用する筋の解剖学

の確認 

復習：触診技術の確認 

6 膝関節の運動学について 

予習：解剖学の教科書等による知識

の確認 

復習：教科書および板書事項の確認 

7 膝関節を構成する筋の機能解剖学と触診① 

予習：膝関節に作用する筋の解剖学

の確認 

復習：触診技術の確認 

8 膝関節を構成する筋の機能解剖学と触診② 

予習：膝関節に作用する筋の解剖学

の確認 

復習：触診技術の確認 

9 足関節の運動学について 
予習：解剖学の教科書等による知識

の確認 



復習：教科書および板書事項の確認 

10 足関節を構成する筋の機能解剖学と触診① 

予習：足関節に作用する筋の解剖学

の確認 

復習：触診技術の確認 

11 足関節を構成する筋の機能解剖学と触診② 

予習：足関節に作用する筋の解剖学

の確認 

復習：触診技術の確認 

12 体幹の構造と筋の機能解剖学と触診 

予習：体幹に作用する筋の解剖学の

確認 

復習：触診技術の確認 

13 体幹および下肢帯における筋触診技術の確認 

予習：これまで学習した筋の触診技術

の確認 

復習：教員からの触診技術に関するフ

ィードバックの確認 

成績評価方法 

定期試験 80% 

触診技術試験 20% 

出席基準 

4/5 回以上の出席が必要 

 

 

授業科目名 救急法 

対象学年 ３年 対象クラス 選択コース 対象学科 柔道整復 

授業形態 講義・演習 単位数 １ 授業時数 ２４ 

授業概要 

日常生活およびスポーツイベント、野外活動等において起こりうる病気やけが、事故に対して、その

予防的な考え方や、要救助者に何が起こっているのか観察する力と対処について、実践的に学習

していく。 

学修目標 

◎いわゆる一次救命処置を理解する。 

◎救命のタイムリミット、緊急度別に観察・評価・対処・連絡がスムーズにできるようになる。 

◎日常生活におけるケガや病気、スポーツの現場や野外活動における危険を予想して対処 

出来るようになる。 

履修上の注意(学生へのメッセージ) 

救助者としてのライフセーバーが現場で遭遇する、様々な具体的な事例をもとに、事故設定がなさ

れているので、BLS（一次救命処置）や、搬送等に対応できる服装で受講すること。授業は、原則と

して理論学習と実技の両方を行う。理論で学んだことを実技で確認していく。 



教科書 

特に教科書を定めず、資料として主として新聞やニュースになった事案を毎回用意している。 

資料を入れるファイルを用意のこと。 

参考書 

 

授業展開及び授業計画表 

 学修内容 予習復習・課題 

1 救急法を学ぶ意味 緊急度別対処法 復習：授業をもとに資料を確認 

2 
各種運動別のケガについて  

ケガの予測と救急箱に用意するもの 
復習：授業をもとに資料を確認 

3 創傷の種類 止血法 復習：授業をもとに資料を確認 

4 創傷の危険性 観察法、対処法 復習：授業をもとに資料を確認 

5 応急処置 RICE 対処の意味 復習：授業をもとに資料を確認 

6 熱傷 評価と対処 復習：授業をもとに資料を確認 

7 乳幼児の救急時対処 復習：授業をもとに資料を確認 

8 熱中症 観察と対処 復習：授業をもとに資料を確認 

9 ケガ 身近なものを使っての対処法 復習：授業をもとに資料を確認 

10 野外活動における危険性 対処法 復習：授業をもとに資料を確認 

11 
救急救命シミュレーション  

想定事故への実際の対処 

予習：今までの授業内での対処方法を 

イメージしておく。 

復習：実施したシミュレーションの反省点を 

    確認 

12 市民救命士養成講座 
予習：CPR/AED の方法について確認 

復習：授業をもとに資料を確認 

成績評価方法 

神戸市消防局「市民救命士」修了およびレポートにより総合的に評価する。 

出席基準 

4/5 回以上の出席が必要 

 

 

授業科目名 スポーツトレーナー演習 

対象学年 １年 対象クラス 選択コース 対象学科 柔道整復 

授業形態 講義 単位数 ３ 授業時数 ７６ 



授業概要 

スポーツ現場におけるトレーナ活動や、スポーツ選手に対する治療に必要なスポーツ医科学の基

礎的知識と技術を学ぶ 

学修目標 

• 柔道整復師とスポーツとの係わりについて理解する 

• スポーツトレーナーとして現場で必要な基礎的な知識と技術を身に付ける 

• テーピングの基礎的技術を身に付ける 

• アメリカ研修に向けて予備知識を身に付ける 

履修上の注意(学生へのメッセージ) 

講義、実技ともに積極的に取り組んで下さい。テーピングではテーピングシザースを使用するの

で安全面に十分注意すること。またトレーニング系の実技に関してはウォーミングアップとクールダ

ウンを十分に行ない、自ら怪我の予防に努めること。 

教科書 

無し 

参考書 

適時配布する資料 

授業展開及び授業計画表 

 学修内容 予習復習・課題 

1 トレーナーの役割 復習：授業内容をまとめる、実技練習 

2 テーピング総論 復習：授業内容をまとめる、実技練習 

3 足関節（下腿部）の外傷と障害 １ 復習：授業内容をまとめる、実技練習 

4 足関節（下腿部）の外傷と障害 ２ 
予習：前回の内容チェック 

復習：授業内容をまとめる、実技練習 

5 足関節（下腿部）の外傷と障害 ３ 
予習：前回の内容チェック 

復習：授業内容をまとめる、実技練習 

6 膝関節（大腿部）の外傷と障害 １ 復習：授業内容をまとめる、実技練習 

7 膝関節（大腿部）の外傷と障害 ２ 
予習：前回の内容チェック 

復習：授業内容をまとめる、実技練習 

8 腰部・股関節の外傷と障害  復習：授業内容をまとめる、実技練習 

9 キネシオテーピング 復習：授業内容をまとめる、実技練習 

10 肩関節（肩甲帯）の外傷と障害 １ 復習：授業内容をまとめる、実技練習 

11 肩関節（肩甲帯）の外傷と障害 ２ 
予習：前回の内容チェック 

復習：授業内容をまとめる、実技練習 

12 まとめ 

成績評価方法 



試験（選択問題、記述問題）  60 点以上で合格とする。 

出席基準 

4/5 回以上の出席が必要 

 

 

授業科目名 パーソナルフィットネストレーナー演習 

対象学年 ２年 対象クラス 選択コース 対象学科 柔道整復 

授業形態 講義・実技 単位数 ２ 授業時数 ４０ 

授業概要 

スポーツ現場におけるトレーナ活動や、スポーツ選手に対する治療に必要なスポーツ医科学の基

礎的知識と技術を学ぶ。 

学修目標 

 柔道整復師とスポーツとの係わりについて理解する 

 スポーツトレーナーとして現場で必要な基礎的な知識と技術を身に付ける 

 テーピングの基礎的技術を身に付ける 

 アメリカ研修に向けて予備知識を身に付ける 

履修上の注意(学生へのメッセージ) 

講義、実技ともに積極的に取り組んで下さい。テーピングではテーピングシザースを使用するので

安全面に十分注意すること。またトレーニング系の実技に関してはウォーミングアップとクールダウ

ンを十分に行ない、自ら怪我の予防に努めること。 

教科書 

無し 

参考書 

適時配布する資料 

授業展開及び授業計画表 

 学修内容 予習復習・課題 

1 肘関節（上腕・前腕）の外傷と障害 １ 復習：授業内容をまとめる、実技練習 

2 肘関節（上腕・前腕）の外傷と障害 ２ 
予習：授業内容のチェック 

復習：授業内容をまとめる、実技練習 

3 手関節・指の外傷と障害  
予習：授業内容のチェック 

復習：授業内容をまとめる、実技練習 

4 頭頸部の外傷と障害 １ 
予習：授業内容のチェック 

復習：授業内容をまとめる、実技練習 

5 頭頸部の外傷と障害 ２ 
予習：授業内容のチェック 

復習：授業内容をまとめる、実技練習 



6 外傷の応急処置 １ 
予習：授業内容のチェック 

復習：授業内容をまとめる、実技練習 

7 外傷の応急処置 ２ 
予習：授業内容のチェック 

復習：授業内容をまとめる、実技練習 

8 内科的疾患について 
予習：授業内容のチェック 

復習：授業内容をまとめる、実技練習 

9 コンディショニング総論 
予習：授業内容のチェック 

復習：授業内容をまとめる、実技練習 

10 筋のスポーツ生理学 
予習：授業内容のチェック 

復習：授業内容をまとめる、実技練習 

11 ストレッチング １ 
予習：授業内容のチェック 

復習：授業内容をまとめる、実技練習 

12 ストレッチング ２ 
予習：授業内容のチェック 

復習：授業内容をまとめる、実技練習 

13 ウォーム UP とクール DOWN 
予習：授業内容のチェック 

復習：授業内容をまとめる、実技練習 

成績評価方法 

① 定期試験（選択問題、記述問題） 

② レポート課題 

 上記２点の合算で評価する。60 点以上で合格とする。 

出席基準 

4/5 回以上の出席が必要 

 

 

 

 


