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脳卒中

到達目標

ねらい

1 正常な構造・機能と疾病の基礎
臓器や器官の正常な構造および機能を確認するとともに，その破綻に
よって生じる症状を理解する．また，その疾患の疫学，病態，病型，予
後などの情報を整理し，それらを習得する．

2 医学的診断と治療介入
医学的な診断や治療介入の方法や時期等について，各種ガイドライン
あるいは指針等に基づいて理解する．また多職種の関わりを整理し，
各職種が関わる意義を理解する．

3 理学療法介入の意義と理学療法士の役割
理学療法による介入の意義や目的を確認し，また他職種と比較した理
学療法士の役割を理解する.

4
疾患によって生じる障害とその評価および予後予
測

疾患によって生じる障害を整理するとともに，その障害の評価方法を習
得する．また，評価に基づいた予後予測の考え方や方法を理解し，予
後予測に基づく理学療法介入の意義を確認する．

5 脳卒中後の運動機能障害に対する理学療法
脳卒中後の運動機能障害に対する理学療法の基本的な考え方を整理
する．またそれらの介入による効果やその検証方法について理解する.

6 脳卒中後の高次脳機能障害に対する理学療法
脳卒中後の高次脳機能障害に対する理学療法の基本的な考え方を整
理する．またそれらの介入による効果やその検証方法について理解す
る.

7 脳卒中後の活動・参加制限に対する理学療法
脳卒中後の活動・参加制限の特徴を整理する．またその要因を検証す
るとともに，理学療法による介入の考え方や方法について理解する.

8 早期離床と合併症予防のための急性期理学療法
急性期での早期離床の考え方やその具体的な方法を整理する．またこ
の時期のリスク管理における注意点やその方法を習得するとともに，介
入の方法やその根拠を理解する．

9
機能回復と日常生活活動自立に向けた回復期理
学療法

回復期での機能回復や日常生活活動自立に向けた考え方やその具体
的な方法を整理する．またこの時期のリスク管理における注意点やそ
の方法を習得するとともに，介入の方法やその根拠を理解する．

10
在宅生活の充実と社会参加促進のための生活期
理学療法

在宅生活期での日常生活活動の自立支援や社会生活を促進させる考
え方やその具体的な方法を整理する．またこの時期のリスク管理にお
ける注意点やそれらを得る方法を習得するとともに，介入の方法やその
根拠を理解する．

11 終末期における理学療法
終末期における理学療法の考え方やその具体的な方法を整理する．ま
たこの時期のリスク管理における注意点やその方法を習得するととも
に，介入の方法やその根拠を理解する．

12 自立支援や疾病管理の補助具．機器とその活用
自立支援や介助量軽減のための補助具や機器，疾病を管理するため
の機器を整理し，その適応や注意点等について理解する．

13 発症予防、重症化予防、再発予防
脳卒中の発症予防や重症化予防，再発予防の考え方やその具体的な
方法を理解する．またその効果検証の方法を確認する．

14 患者・家族教育の意義とその方法
患者・家族に対し、状態・病期に即した理学療法を説明し理解を得るこ
との必要性を理解するとともに，どのように教育・指導するのかを整理
し，習得する．

15 社会資源の活用
障害等を持って生活する上で利用できる社会資源やそれらの活用方法
を理解する．

1
11-1.疾病・障害特異的理学療法の実際（技術編１）
（脳画像評価の実際）

脳画像評価に必要な知識を整理し、脳画像評価を用いた理学療法の
展開を理解する．

2
11-2.疾病・障害特異的理学療法の実際（技術編２）
（リスク管理の実際）

リスク管理に必要な知識を整理し、理学療法実施に際しリスク管理をど
のように行うのかを理解する．

3
11-3.疾病・障害特異的理学療法の実際（技術編３）
（歩行再建の実際）

歩行再建に必要な知識を整理し、歩行再建に必要な評価・トレーニング
について理解する．

4
11-4.疾病・障害特異的理学療法の実際（技術編４）
（ニューロモデュレーションの実際）

ニューロモデュレーションに関する知識を整理し、ニューロモデュレー
ションを用いた理学療法の展開について理解する．

5
11-5.疾病・障害特異的理学療法の実際（技術編５）
（装具療法の実際）

装具療法に必要な知識を整理し、装具療法を用いた理学療法の展開を
理解する．

6
11-6.疾病・障害特異的理学療法の実際（技術編６）
（上肢トレーニングの実際）

上肢トレーニングに必要な知識を整理し、上肢機能の評価並びに上肢
トレーニングの展開を理解する．

7
11-7.疾病・障害特異的理学療法の実際（技術編７）
（ロボット療法の実際）

ロボット療法に必要な知識を整理し、ロボット療法を用いた理学療法の
展開を理解する．

8
11-8.疾病・障害特異的理学療法の実際（技術編8）
（予後予測の実際）

予後予測に必要な知識を整理し、予後予測に必要な評価並びに予後
予測の展開を理解する．

役割（管理者、講師（担当科目名）、演習補助講師）

必須科目講師
（15コマ全ての開講）

・1コマあたり90分
・15コマ全ての履修を修了要
件とする。

選択科目講師
（5コマ以上を選択して開講）

・1コマあたり90分
・5コマ以上を選択して、履修
することを修了要件とする。
・各分野における特定の技術
など、その分野の知識・技術
を広げる上で、必要となるカ
リキュラムを設定する。

・脳卒中の理学療法に必要となる病態生理を理解し，診断や治療，予後予測について説明することができる．
・理学療法ガイドライン等を理解し，評価や治療介入を実践することができる．
・病期，障害に即した理学療法を説明し，実施することができる．
・脳卒中の発症予防や重症化予防，再発予防の考え方やその方法を理解し，説明することができる．
・患者，家族に対し，適切な理学療法指導，教育を実施することができる．
・活用できる社会資源を理解するとともに，自立支援および疾病管理について説明することができる．



神経筋障害

到達目標

ねらい

1 正常な構造・機能と疾病の基礎
臓器や器官の正常な構造および機能を確認するとともに，その破綻に
よって生じる症状を理解する．また，その疾患の疫学，病態，病型，予
後などの情報を整理し，それらを習得する．

2 医学的診断と治療介入
医学的な診断や治療介入の方法や時期等について，各種ガイドライン
あるいは指針等に基づいて理解する．また多職種の関わりを整理し，
各職種が関わる意義を理解する．

3 理学療法介入の意義と理学療法士の役割
理学療法による介入の意義や目的を確認し，また他職種と比較した理
学療法士の役割を理解する.

4
疾患によって生じる障害とその評価および予後予
測

疾患によって生じる障害を整理するとともに，その障害の評価方法を習
得する．また，評価に基づいた予後予測の考え方や方法を理解し，予
後予測に基づく理学療法介入の意義を確認する．

5 神経筋障害の運動機能障害に対する理学療法
神経筋障害の運動機能障害に対する理学療法の基本的な考え方を整
理する．またそれらの介入による効果やその検証方法について理解す
る.

6 神経筋障害の非運動機能障害に対する理学療法
神経筋障害の非運動機能障害（精神機能、自律神経機能、疲労、疼痛
など）に対する理学療法の基本的な考え方を整理する．またそれらの介
入による効果やその検証方法について理解する.

7 神経筋障害の活動・参加制限に対する理学療法
神経筋障害の活動・参加制限の特徴を整理する．またその要因を検証
するとともに，理学療法による介入の考え方や方法について理解する.

8 機能障害に対する発症早期の理学療法

発症早期において，疾患に直接起因する一次機能障害に対する理学
療法の具体的な方法を整理する．またこの時期のリスク管理における
注意点やその方法を習得するとともに，介入の方法やその根拠を理解
する．

9
機能改善と日常生活活動自立に向けた改善期理
学療法

改善期における二次的機能障害や動作障害の改善、日常生活活動自
立、薬物治療に向けた考え方やその具体的な方法を整理する．またこ
の時期のリスク管理における注意点やその方法を習得するとともに，介
入の方法やその根拠を理解する．

10
在宅生活の充実と社会参加促進のための生活期
理学療法

在宅生活期での日常生活活動の自立支援や社会生活を促進させる考
え方やその具体的な方法を整理する．またこの時期のリスク管理にお
ける注意点やその方法を習得するとともに，介入の方法やその根拠を
理解する．

11 終末期における理学療法
終末期における理学療法の考え方やその具体的な方法を整理する．ま
たこの時期のリスク管理における注意点やその方法を習得するととも
に，介入の方法やその根拠を理解する．

12 自立支援や疾病管理の補助具．機器とその活用
自立支援や介助量軽減のための補助具や機器，疾病を管理するため
の機器を整理し，その適応や注意点等について理解する．

13 発症予防、重症化予防、合併症予防
神経筋障害の発症予防や重症化予防，合併症予防の考え方やその具
体的な方法を理解する．またその効果検証の方法を確認する．

14 患者・家族教育の意義とその方法
患者・家族に対し、状態・病期に即した理学療法を説明し理解を得るこ
との必要性を理解するとともに，どのように教育・指導するのかを整理
し，習得する．

15 社会資源の活用
障害等を持って生活する上で利用できる社会資源やそれらの活用方法
を理解する．

1
11-1.疾病・障害特異的理学療法の実際（技術編１）
（神経筋障害に対する評価の実際）

種々の神経筋障害疾患における病態を理解し、ICFの分類に基づいた
構造・機能的障害に対する評価の考え方やその具体的な方法を習得
する.

2
11-2.疾病・障害特異的理学療法の実際（技術編２）
（パーキンソン病の実際）

パーキンソン病の治療目標の設定や治療アプローチの原則を理解し、
その障害学特性に合わせた介入の方法を習得する.

3
11-3.疾病・障害特異的理学療法の実際（技術編３）
（脊髄小脳変性症の実際）

脊髄小脳変性症の治療目標の設定や治療アプローチの原則を理解し、
その障害学特性に合わせた介入の方法を習得する.

4
11-4.疾病・障害特異的理学療法の実際（技術編４）
（筋ジストロフィー症の実際）

筋ジストロフィー症の治療目標の設定や治療アプローチの原則を理解
し、その障害学的特徴から介入の実際を習得する.

5
11-5.疾病・障害特異的理学療法の実際（技術編５）
（重症筋無力症の実際）

重症筋無力症の治療目標の設定や治療アプローチの原則を理解し、そ
の障害害学特性に合わせた介入の方法を習得する.

6
11-6.疾病・障害特異的理学療法の実際（技術編６）
（筋萎縮性側索硬化症の実際）

筋萎縮性側索硬化症の治療目標の設定や治療アプローチの原則を理
解し、その障害学特性に合わせた介入の方法を習得する.

7
11-7.疾病・障害特異的理学療法の実際（技術編７）
（ギラン・バレー症候群の実際）

ギラン・バレー症候群の治療目標の設定や治療アプローチの原則を理
解し、その障害学特性に合わせた介入の方法を習得する.

8
11-8.疾病・障害特異的理学療法の実際（技術編8）
（多発性硬化症の実際）

多発性硬化症の治療目標の設定や治療アプローチの原則を理解し、そ
の障害学特性に合わせた介入の方法を習得する.

役割（管理者、講師（担当科目名）、演習補助講師）

必須科目講師
（15コマ全ての開講）

・1コマあたり90分
・15コマ全ての履修を修了要
件とする。

選択科目講師
（5コマ以上を選択して開講）

・1コマあたり90分
・5コマ以上を選択して、履修
することを修了要件とする。
・各分野における特定の技術
など、その分野の知識・技術
を広げる上で、必要となるカ
リキュラムを設定する。

・神経筋障害の理学療法に必要となる病態生理を理解し，診断や治療，予後予測について説明することができる．
・理学療法ガイドライン等を理解し，評価や治療介入を実践することができる．
・病期，障害に即した理学療法を説明し，実施することができる．
・神経筋障害の発症予防や重症化予防，合併症予防の考え方やその方法を理解し，説明することができる．
・患者，家族に対し，適切な理学療法指導，教育を実施することができる．
・活用できる社会資源を理解するとともに，自立支援および疾病管理について説明することができる．



脊髄障害

到達目標

ねらい

1 正常な構造・機能と疾病の基礎
脊髄の正常な構造および機能を確認するとともに，その破綻によって
生じる症状を理解する．また，その疾患の疫学，病態，病型などの情
報を整理し，それらを習得する．

2 医学的診断と治療介入
医学的な診断や治療介入の方法や時期等について，各種ガイドライン
あるいは指針等に基づいて理解する．また多職種の関わりを整理し，
各職種が関わる意義を理解する．

3 理学療法介入の意義と理学療法士の役割
理学療法による介入の意義や目的を確認し，また他職種と比較した理
学療法士の役割を理解する.

4 疾患によって生じる障害とその評価および予後予測
疾患によって生じる障害を整理するとともに，その障害の評価方法を
習得する．また，評価に基づいた予後予測の考え方や方法を理解し，
予後予測に基づく理学療法介入の意義を確認する．

5 脊髄損傷後の運動機能障害に対する理学療法
脊髄損傷後の運動機能障害に対する理学療法の基本的な考え方を
整理する．またそれらの介入による効果やその検証方法について理解
する.

6 脊髄損傷後の呼吸障害・循環障害に対する理学療法
脊髄損傷後の呼吸障害や循環障害に対する理学療法の基本的な考
え方を整理する．またそれらの介入による効果やその検証方法につい
て理解する.

7 脊髄損傷後の活動・参加制限に対する理学療法
脊髄損傷後の活動・参加制限の特徴を整理する．またその要因を検
証するとともに，理学療法による介入の考え方や方法について理解す
る.

8 早期離床と合併症予防のための急性期理学療法
急性期での早期離床の考え方やその具体的な方法を整理する．また
この時期のリスク管理における注意点やその方法を習得するととも
に，介入の方法やその根拠を理解する．

9
機能回復と日常生活活動自立に向けた回復期理学療
法

回復期での機能回復や日常生活活動自立に向けた考え方やその具
体的な方法を整理する．またこの時期のリスク管理における注意点や
その方法を習得するとともに，介入の方法やその根拠を理解する．

10
在宅生活の充実と社会参加促進のための生活期理学
療法

在宅生活期での日常生活活動の自立支援や社会生活を促進させる考
え方やその具体的な方法を整理する．またこの時期のリスク管理にお
ける注意点やそれらを得る方法を習得するとともに，介入の方法やそ
の根拠を理解する．

11
終末期における理学療法脊髄損傷者の排尿・排便障
害と性機能障害に対する理学療法

脊髄損傷者の排尿・排便障害と性機能障害に対する理学療法の考え
方やその具体的な方法を整理する．またこの時期のリスク管理におけ
る注意点やその方法を習得するとともに，介入の方法やその根拠を理
解する．

12 自立支援や疾病管理の補助具．機器とその活用
自立支援や介助量軽減のための補助具や装具・自助具・各種機器，
疾病を管理するための機器を整理し，その適応や注意点等について
理解する．

13 合併症予防や医学的管理
脊髄損傷後の合併症予防の考え方や医学的管理その具体的な方法
を理解する．またその効果検証の方法を確認する．

14 患者・家族教育の意義とその方法
患者・家族に対し、状態・病期に即した理学療法を説明し理解を得るこ
との必要性を理解するとともに，どのように教育・指導するのかを整理
し，習得する．

15 社会資源の活用
障害等を持って生活する上で利用できる社会資源やそれらの活用方
法を理解する．

1
11-1.疾病・障害特異的理学療法の実際（技術編１）
（脊髄損傷の機能障害に対する評価の実際）

脊髄損傷者の機能障害に対する評価尺度を理解し、正確に評価する
ための技術を習得する。

2
11-2.疾病・障害特異的理学療法の実際（技術編２）
（リスク管理と合併症予防の実際）

脊髄損傷に生じやすいリスク管理を理解し、合併症の予防や改善のた
めの理学療法を習得する。

3
11-3.疾病・障害特異的理学療法の実際（技術編３）
（呼吸理学療法の実際）

脊髄損傷者に生じやすい呼吸障害を理解し、呼吸理学療法の理論と
実際を習得する。

4
11-4.疾病・障害特異的理学療法の実際（技術編４）
（基本動作練習の実際　臥位～座位～移乗動作を中心
に）

脊髄損傷の残存レベルに合わせた可能となる基本動作（臥位～座位
～移乗動作）方法の理解と、練習方法を習得する。

5
11-5.疾病・障害特異的理学療法の実際（技術編５）
（基本動作練習の実際　車いす操作・立位・歩行を中心
に）

脊髄損傷の残存レベルに合わせた可能となる基本動作（車いす操作・
立位・歩行）方法の理解と、練習方法を習得する。

6
11-6.疾病・障害特異的理学療法の実際（技術編６）
（ADL練習の実際　食事・整容・更衣・排泄・入浴

脊髄損傷の残存レベルに合わせた可能となるADL（食事・整容・更衣・
排泄・入浴）方法の理解と、練習方法や補助具の使用を習得する。

7
11-7.疾病・障害特異的理学療法の実際（技術編７）
（ロボット療法と電気刺激療法の実際）

脊髄損傷者に用いられるロボット療法及び電気刺激療法の理論的背
景とその実際を習得する。

8
11-8.疾病・障害特異的理学療法の実際（技術編8）
（自動車運転や障がい者スポーツの実際）

脊髄損傷者にとって社会復帰に重要となる自動車運転や障がい者ス
ポーツの実際を理解する。

役割（管理者、講師（担当科目名）、演習補助講師）

必須科目講師
（15コマ全ての開講）

・1コマあたり90分
・15コマ全ての履修を修了要
件とする。

選択科目講師
（5コマ以上を選択して開講）

・1コマあたり90分
・5コマ以上を選択して、履修
することを修了要件とする。
・各分野における特定の技術
など、その分野の知識・技術
を広げる上で、必要となるカ
リキュラムを設定する。

・脊髄損傷の理学療法に必要となる病態生理を理解し，診断や治療，予後予測について説明することができる．
・理学療法ガイドライン等を理解し，評価や治療介入を実践することができる．
・病期，障害に即した理学療法を説明し，実施することができる．
・脊髄損傷の合併症予防の考え方やその方法を理解し，説明することができる．
・患者，家族に対し，適切な理学療法指導，教育を実施することができる．
・活用できる社会資源を理解するとともに，自立支援および疾病管理について説明することができる．



発達障害

到達目標

ねらい

1 正常な構造・機能と疾病の基礎
臓器や器官の正常な構造および機能を確認するとともに，その破綻に
よって生じる症状を理解する．また，その疾患の疫学，病態，病型，予
後などの情報を整理し，それらを習得する．

2 医学的診断と治療介入
医学的な診断や治療介入の方法や時期等について，各種ガイドライン
あるいは指針等に基づいて理解する．また多職種の関わりを整理し，
各職種が関わる意義を理解する．

3 理学療法介入の意義と理学療法士の役割
理学療法による介入の意義や目的を確認し，また他職種と比較した理
学療法士の役割を理解する.

4
疾患によって生じる障害とその評価および予後予
測

疾患によって生じる障害を整理するとともに，その障害の評価方法を習
得する．また，評価に基づいた予後予測の考え方や方法を理解し，予
後予測に基づく理学療法介入の意義を確認する．

5 運動・精神発達とその評価方法
運動および精神発達について理解し，その評価方法についての基本的
な知識を整理する．

6 中枢神経系疾患に対する理学療法①
脳性麻痺に対する理学療法の基本的な考え方や具体的な方法を整理
する．またそれらの介入による効果やその検証方法について理解する.

7 中枢神経系疾患に対する理学療法②
発達性協調運動障害・自閉症スペクトラム・注意欠陥、多動性障害に対
する理学療法の基本的な考え方や具体的な方法を整理する．またそれ
らの介入による効果やその検証方法について理解する.

8 筋・骨格系疾患に対する理学療法
二分脊椎症・筋ジストロフィー・骨形成不全症に対する理学療法の基本
的な考え方や具体的な方法を整理する．またそれらの介入による効果
やその検証方法について理解する.

9 小児期の内部障害に対する理学療法
呼吸・循環・代謝・腎機能障害・小児がんに対する理学療法の基本的な
考え方や具体的な方法を整理する．またそれらの介入による効果やそ
の検証方法について理解する.

10 低出生体重児・ハイリスク児に対する理学療法
低出生体重児・ハイリスク児に対する理学療法の基本的な考え方や具
体的な方法を整理する．またそれらの介入による効果やその検証方法
について理解する.

11 医療的ケア児・重症心身障害児に対する理学療法
医療的ケア児・重症心身障害児に対する理学療法の考え方やその具
体的な方法を整理する．またリスク管理における注意点やその方法を
習得するとともに，介入の方法やその根拠を理解する．

12 生活支援や疾病管理の補助具．機器とその活用
生活支援や介助量軽減のための補助具や機器，疾病を管理するため
の機器を整理し，適合や注意点等について理解する．

13 重症化予防、合併症予防
重症化予防，合併症予防の考え方やその具体的な方法を理解する．ま
たその効果検証の方法を確認する．

14 患者・家族教育の意義とその方法
患者・家族に対し、状態・病期に即した理学療法を説明し理解を得るこ
との必要性を理解するとともに，どのように教育・指導するのかを整理
し，習得する．

15 社会資源の活用
障害等を持って生活する上で利用できる社会資源やそれらの活用方法
を理解する．

1
11-1.疾病・障害特異的理学療法の実際（技術編１）
（運動発達に伴う姿勢反射の評価の実際）

運動発達の過程で出現/消退する姿勢反射について，評価の方法や解
釈を理解する．

2
11-2.疾病・障害特異的理学療法の実際（技術編２）
（新生児期・乳児期の理学療法の実際）

新生児期・乳児期の理学療法に必要となる知識を整理し，実践技術や
リスク管理について理解する．

3
11-3.疾病・障害特異的理学療法の実際（技術編３）
（幼児期の理学療法の実際）

幼児期の理学療法に必要となる知識を整理し，実践技術やリスク管理
について理解する．

4
11-4.疾病・障害特異的理学療法の実際（技術編４）
（学齢期の理学療法の実際）

学齢期の理学療法に必要となる知識を整理し，実践技術やリスク管理
について理解する．

5
11-5.疾病・障害特異的理学療法の実際（技術編５）
（成人期の理学療法の実際）

成人期の理学療法に必要となる知識を整理し，実践技術やリスク管理
について理解する．

6
11-6.疾病・障害特異的理学療法の実際（技術編６）
（義肢・装具療法の実際）

病態や障害に即した義肢や装具に必要となる知識を整理し，理学療法
実践の技術やリスク管理について理解する．

7
11-7.疾病・障害特異的理学療法の実際（技術編７）
（日常生活における福祉工学的アプローチの実際）

病態や障害に即した福祉工学的アプローチに必要となる知識を整理
し，理学療法実践の技術やリスク管理について理解する．

8
11-8.疾病・障害特異的理学療法の実際（技術編８）
（療育・就学支援の実際）

病態や障害に即した療育や就学支援に必要となる知識を整理し，理学
療法実践の技術やリスク管理について理解する．

・理学療法の対象となる小児疾患の病態生理を理解し，診断や治療について説明することができる．
・発達に伴う身体構造・心身機能の変化を理解し，各段階に応じた適切な理学療法を実施することができる．
・発達障害児・者に関わる療育・福祉制度を理解し，制度を活用した包括的な支援を提供することができる．

役割（管理者、講師（担当科目名）、演習補助講師）

必須科目講師
（15コマ全ての開講）

・1コマあたり90分
・15コマ全ての履修を修了要
件とする。

選択科目講師
（5コマ以上を選択して開講）

・1コマあたり90分
・5コマ以上を選択して、履修
することを修了要件とする。
・各分野における特定の技術
など、その分野の知識・技術
を広げる上で、必要となるカ
リキュラムを設定する。



運動器

到達目標

ねらい

1 正常な構造・機能と疾病の基礎
臓器や器官の正常な構造および機能を確認するとともに，その破綻に
よって生じる症状を理解する．また，その疾患の疫学，病態，病型，予
後などの情報を整理し，それらを習得する．

2 医学的診断と治療介入
医学的な診断や治療介入の方法や時期等について，各種ガイドライン
あるいは指針等に基づいて理解する．また多職種の関わりを整理し，
各職種が関わる意義を理解する．

3 理学療法介入の意義と理学療法士の役割
理学療法による介入の意義や目的を確認し，また他職種と比較した理
学療法士の役割を理解する.

4
疾患によって生じる障害とその評価および予後予
測

疾患によって生じる障害を整理するとともに，その障害の評価方法を習
得する．また，評価に基づいた予後予測の考え方や方法を理解し，予
後予測に基づく理学療法介入の意義を確認する．

5 筋力評価の方法と筋力増強のメカニズム
筋力評価の方法と、筋力増強・メカニズムの基本的な考え方を整理す
る．またそれらの介入による効果やその検証方法について理解する.

6 関節可動域制限の要因と治療手技
関節可動域制限に対する理学療法の基本的な考え方を整理する．ま
たそれらの介入による効果やその検証方法について理解する.

7 運動器疼痛の評価と理学療法
運動器に関連する疼痛メカニズムや各種治療手技の鎮痛メカニズムの
特徴を整理する．また物理療法や理学療法の考え方や方法について
理解する.

8 骨折・外傷後の治癒過程と理学療法
骨折や外傷損傷後の治癒メカニズムを整理する．また骨折後や外傷
後・外科的手術後の理学療法の方法やその考え方を理解する．

9 変形性関節症の理学療法
変形性関節症の保存的理学療法の方法や考え方を理解する．また、
外科的治療後の理学療法の方法やその考え方を理解する．

10 筋・腱・靱帯損傷後の外科的治療と理学療法
筋・腱・靱帯といった軟部組織損傷後の保存的理学療法の理学療法の
方法や考え方を理解する．また、外科的治療後の理学療法の方法や
考え方を理解する．

11 末梢神経障害の理学療法
末梢神経障害の治癒メカニズムや保存的理学療法の方法や考え方を
理解する．また、外科的治療後の理学療法の方法やその考え方を理解
する．

12 自立支援や疾病管理の補助具．機器とその活用
自立支援や介助量軽減のための補助具や機器，疾病を管理するため
の機器を整理し，その適応や注意点等について理解する．

13 発症予防、重症化予防、再発予防
運動器疾患の発症予防や重症化予防，再発予防の考え方やその具体
的な方法を理解する．またその効果検証の方法を確認する．

14 患者・家族教育の意義とその方法
患者・家族に対し、状態・病期に即した理学療法を説明し理解を得るこ
との必要性を理解するとともに，どのように教育・指導するのかを整理
し，習得する．

15 社会資源の活用
障害等を持って生活する上で利用できる社会資源やそれらの活用方法
を理解する．

1
11-1.疾病・障害特異的理学療法の実際（技術編１）
（運動器画像評価の実際）

運動器疾患におけるX線画像、CT、MRIなど各画像の見かたを習得し、
理学療法への活かし方を習得する。

2
11-2.疾病・障害特異的理学療法の実際（技術編２）
（肩関節疾患の機能解剖と理学療法）

肩関節疾患の機能解剖及び病態を理解し、整形外科的検査・評価、治
療アプローチまでの流れを習得する。

3
11-3.疾病・障害特異的理学療法の実際（技術編３）
（脊椎疾患の機能解剖と理学療法）

脊椎疾患の機能解剖及び病態を理解し、整形外科的検査・評価、治療
アプローチまでの流れを習得する。

4
11-4.疾病・障害特異的理学療法の実際（技術編４）
（股関節疾患の機能解剖と理学療法）

股関節疾患の機能解剖及び病態を理解し、整形外科的検査・評価、治
療アプローチまでの流れを習得する。

5
11-5.疾病・障害特異的理学療法の実際（技術編５）
（膝関節疾患の機能解剖と理学療法）

膝関節疾患の機能解剖及び病態を理解し、整形外科的検査・評価、治
療アプローチまでの流れを習得する。

6
11-6.疾病・障害特異的理学療法の実際（技術編６）
（足関節疾患の機能解剖と理学療法）

足関節疾患の機能解剖及び病態を理解し、整形外科的検査・評価、治
療アプローチまでの流れを習得する。

7
11-7.疾病・障害特異的理学療法の実際（技術編７）
（姿勢・歩行の評価・分析と理学療法の実際）

姿勢や歩行の観察や動作分析装置を用いた評価を理解し、姿勢や歩
行障害に対する理学療法アプローチの実際を習得する。

8
11-8.疾病・障害特異的理学療法の実際（技術編8）
（多関節運動連鎖の評価と理学療法の実際）

多関節運動連鎖に関して理解し、罹患関節のみでなく全身的視点や隣
接関節への理学療法アプローチを習得する。

・運動器疾患の理学療法に必要となる病態生理を理解し，診断や治療，予後予測について説明することができる．
・理学療法ガイドライン等を理解し，評価や治療介入を実践することができる．
・病期，障害に即した理学療法を説明し，実施することができる．
・運動器疾患の発症予防や重症化予防，再発予防の考え方やその方法を理解し，説明することができる．
・患者，家族に対し，適切な理学療法指導，教育を実施することができる．
・活用できる社会資源を理解するとともに，自立支援および疾病管理について説明することができる．

役割（管理者、講師（担当科目名）、演習補助講師）

必須科目講師
（15コマ全ての開講）

・1コマあたり90分
・15コマ全ての履修を修了要
件とする。

選択科目講師
（5コマ以上を選択して開講）

・1コマあたり90分
・5コマ以上を選択して、履修
することを修了要件とする。
・各分野における特定の技術
など、その分野の知識・技術
を広げる上で、必要となるカ
リキュラムを設定する。



切断

到達目標

ねらい

1 正常な構造・機能と疾病の基礎
臓器や器官の正常な構造および機能を確認するとともに，その破綻に
よって生じる症状を理解する．また，その疾患の疫学，病態，病型，予
後などの情報を整理し，それらを習得する．

2 医学的診断と治療介入
医学的な診断や治療介入の方法や時期等について，各種ガイドライン
あるいは指針等に基づいて理解する．また多職種の関わりを整理し，
各職種が関わる意義を理解する．

3 理学療法介入の意義と理学療法士の役割
理学療法による介入の意義や目的を確認し，また他職種と比較した理
学療法士の役割を理解する.

4 疾患によって生じる障害とその評価および予後予測
疾患によって生じる障害を整理するとともに，その障害の評価方法を習
得する．また，評価に基づいた予後予測の考え方や方法を理解し，予
後予測に基づく理学療法介入の意義を確認する．

5 下肢切断に対する理学療法ガイドラインとその適応
理学療法ガイドラインを理解し，下肢切断者に対する理学療法の基本
的な考え方を整理する．

6 義肢の種類と構造的特徴 義肢の種類とその構造的特徴についての基本的な知識を整理する．

7 義肢のバイオメカニクス 義肢のバイオメカニクスについての基本的な知識を整理する．

8 切断肢の機能向上に向けた義足装着前の理学療法
切断術後・義肢装着前に行う理学療法の考え方やその具体的方法を
整理する．また，この時期のリスク管理における注意点やその方法を習
得するとともに，介入の方法やその根拠を理解する．

9 歩行能力向上に向けた義足装着後の理学療法
義肢装着後に行う歩行能力向上に向けた理学療法の考え方やその具
体的な方法を整理する．また，この時期のリスク管理における注意点や
その方法を習得するとともに，介入の方法やその根拠を理解する．

10 日常生活活動の自立に向けた義肢装着後の理学療法

義肢装着後に行う日常生活活動の自立に向けた理学療法や環境整備
など，その考え方や具体的な方法を整理する．またこの時期のリスク管
理における注意点やそれらを得る方法を習得するとともに，介入の方法
やその根拠を理解する．

11 終末期における理学療法
終末期における理学療法の考え方やその具体的な方法を整理する．ま
たこの時期のリスク管理における注意点やその方法を習得するととも
に，介入の方法やその根拠を理解する．

12 自立支援や疾病管理の補助具．機器とその活用
自立支援や介助量軽減のための補助具や機器，疾病を管理するため
の機器を整理し，その適応や注意点等について理解する．

13 発症予防、重症化予防、再発予防
発症予防や重症化予防，再発予防の考え方やその具体的な方法を理
解する．またその効果検証の方法を確認する．

14 患者・家族教育の意義とその方法
患者・家族に対し、状態・病期に即した理学療法を説明し理解を得るこ
との必要性を理解するとともに，どのように教育・指導するのかを整理
し，習得する．

15 社会資源の活用
障害等を持って生活する上で利用できる社会資源やそれらの活用方法
を理解する．

1
11-1.疾病・障害特異的理学療法の実際（技術編１）
（切断術前評価と理学療法介入の実際）

切断術前の理学療法評価、理学療法介入の方法について理解する。

2
11-2.疾病・障害特異的理学療法の実際（技術編２）
（術後の断端管理の実際）

切断術後の断端管理について理解する。

3
11-3.疾病・障害特異的理学療法の実際（技術編３）
（義肢装着前断端トレーニングの実際）

義肢装着前の断端部トレーニングについて理解する。

4
11-4.疾病・障害特異的理学療法の実際（技術編４）
（義肢装着下での立位・歩行トレーニングの実際）

義肢装着下での立位・歩行練習について理解する。

5
11-5.疾病・障害特異的理学療法の実際（技術編５）
（義肢装着下でのADLトレーニングの実際）

義肢装着下でのADLトレーニングについて理解する。

6
11-6.疾病・障害特異的理学療法の実際（技術編６）
（義肢アライメントの問題と対処方法の実際）

義肢アライメントの問題とその対処方法について理解する。

7
11-7.疾病・障害特異的理学療法の実際（技術編７）
（断端痛や幻肢痛の問題と対処方法の実際）

断端痛や幻肢痛への対処方法について理解する。

8
11-8.疾病・障害特異的理学療法の実際（技術編８）
（断端の衛生管理の実際）

断端部の衛生管理について理解する。

・下肢切断の原因となる疾患・障害の病態生理を理解し，基本的な治療法や予後について説明することができる．
・ガイドライン（下肢切断 理学療法診療ガイドライン）を理解し，理学療法に必要な評価や介入を実施することができる．
・切断術後、義肢装着下における重症化予防、再発予防の考え方やその方法を理解し、説明することができる．
・義肢のバイオメカニクスを理解し，義肢アライメントの調整と患者家族に対し適切な義肢装着トレーニングを指導、教育
することができる．
・切断患者を取り巻く福祉制度および義肢の公的支給制度について説明することができる．

役割（管理者、講師（担当科目名）、演習補助講師）

必須科目講師
（15コマ全ての開講）

・1コマあたり90分
・15コマ全ての履修を修了要
件とする。

選択科目講師
（5コマ以上を選択して開講）

・1コマあたり90分
・5コマ以上を選択して、履修
することを修了要件とする。
・各分野における特定の技術
など、その分野の知識・技術
を広げる上で、必要となるカ
リキュラムを設定する。



スポーツ

到達目標

ねらい

1 スポーツ理学療法　総論
スポーツを取り巻く現状やスポーツの意義を理解し，理学療法との関り
を理解する．また，理学療法による介入の意義や目的を理解する．

2 医学的診断と治療介入
医学的な診断や治療介入の方法や時期等について，各種ガイドライン
あるいは指針等に基づいて理解する．また多職種の関わりを整理し，
各職種が関わる意義を理解する．

3 スポーツ外傷・障害の機能評価
疾患によって生じる機能障害を整理するとともに，その障害の評価方
法を習得する．また，評価に基づいたクリニカルリーズニングの考え方
や方法を理解する．

4 アンチドーピング スポーツ現場におけるアンチドーピングについての知識を理解する.

5 スポーツ外傷の急性期対応
スポーツ現場における救急対応や急性期理学療法について評価の方
法と具体的な介入方法を整理し，その根拠を理解する．また，この時
期のリスク管理について習得する．

6 スポーツ外傷・障害のアスレティックリハビリテーション
スポーツ外傷・障害の機能回復や競技復帰に向けた考え方や具体的
な介入方法を整理し，その根拠を理解する．

7 スポーツ外傷・障害の発生・再発予防のための理学療法
スポーツ外傷・障害のリスク因子を理解し，発生予防や重症化予防，
再発予防の考え方やその具体的な方法を理解する．またその効果検
証の方法を確認する．

8 パフォーマンス向上のための介入とその方法
スポーツ参加者のパフォーマンス向上に対する考え方やその具体的な
方法を整理する．また年代における注意点やコンディショニングの方法
やその根拠を理解する．

9 スポーツ外傷・障害への理学療法　上肢
上肢のスポーツ外傷・障害に対する理学療法の基本的な考え方を整
理する．また介入による効果やその検証方法について理解する.

10 スポーツ外傷・障害への理学療法　下肢
下肢のスポーツ外傷・障害に対する理学療法の基本的な考え方を整
理する．また介入による効果やその検証方法について理解する.

11 スポーツ外傷・障害への理学療法　頭頸部・体幹
頭頚部・体幹のスポーツ外傷・障害に対する理学療法の基本的な考え
方を整理する．また介入による効果やその検証方法について理解す
る.

12 患者・家族教育の意義とその方法
患者・家族・チームスタッフに対し、状態・病期に即した理学療法を説
明し理解を得ることの必要性を理解するとともに，どのように教育・指
導するのかを整理し，習得する．

13 スポーツ用装具・テーピング・物理療法とその活用
スポーツ外傷・障害に対する装具やテーピングや物理療法について整
理し，その適応や禁忌について理解する．

14 障がい者スポーツ　総論
障がい者スポーツを取り巻く現状や障がい者スポーツの意義を理解し,
理学療法との関りを理解する．また，障がい者スポーツの歴史やクラ
シフィケーションについて理解する．

15 障がい者スポーツ　障害別各論
障がい者の特性を理解し，参加可能なスポーツについて理解する．ま
た，障害特性に合わせたリスク管理の方法を習得する．

1
11-1.疾病・障害特異的理学療法の実際（技術編１）
（画像評価の実際）

レントゲン,CT,MRI,超音波エコー画像などから得られる情報を整理し,要
点を理解する.

2
11-2.疾病・障害特異的理学療法の実際（技術編２）
（救急対応の実際）

スポーツ現場における救急対応の実際を理解する.

3
11-3.疾病・障害特異的理学療法の実際（技術編３）
（スポーツ用装具・テーピング　上肢・体幹）

上肢・体幹のスポーツ外傷・障害に対しての装具療法,テーピングを理
解する.

4
11-3.疾病・障害特異的理学療法の実際（技術編４）
（スポーツ用装具・テーピング　下肢）

下肢のスポーツ外傷・障害に対しての装具療法,テーピングを理解する.

5
11-5.疾病・障害特異的理学療法の実際（技術編５）
（物理療法）

スポーツ領域における物理療法介入について理解する.

6
11-4.疾病・障害特異的理学療法の実際（技術編４）
（スポーツ選手に対する徒手療法）

スポーツ領域における徒手療法介入について理解する.

7
11-7.疾病・障害特異的理学療法の実際（技術編７）
（パフォーマンス向上・予防トレーニングの実際）

パフォーマンス向上やスポーツ外傷・障害予防のためのトレーニング
方法について理解する．

8
11-8.疾病・障害特異的理学療法の実際（技術編8）
（障がい者スポーツの競技・障害別対応の実際）

障がい者スポーツにおける競技別，障害別の対応について理解する.

・スポーツ外傷・障害に対する理学療法に必要となる病態生理を理解し，診断や治療，予後予測について説明することが
できる．
・スポーツ理学療法に関するガイドライン等を理解し，評価や治療介入を実践することができる．
・病期，障害に即した理学療法を説明し，実施することができる．
・スポーツ外傷・障害の発生予防や重症化予防，再発予防の考え方やその方法を理解し，説明することができる．
・患者，家族，チームスタッフに対し，適切な理学療法指導，教育を実施することができる．
・活用できる社会資源を理解するとともに，自立支援および疾病管理について説明することができる．
・障がい者スポーツと理学療法との関りを理解し，適切な支援を実施することができる.

役割（管理者、講師（担当科目名）、演習補助講師）

必須科目講師
（15コマ全ての開講）

・1コマあたり90分
・15コマ全ての履修を修了要
件とする。

選択科目講師
（5コマ以上を選択して開講）

・1コマあたり90分
・5コマ以上を選択して、履修
することを修了要件とする。
・各分野における特定の技術
など、その分野の知識・技術
を広げる上で、必要となるカ
リキュラムを設定する。



徒手理学療法

到達目標

ねらい

1 徒手理学療法のエビデンス

神経筋骨格系機能障害を持つ患者の評価と管理に対するエビデンス
を理解する．エビデンスを実践に取り入れることの限界を認識しなが
ら、臨床・医学・行動科学の知識を臨床現場で引き出し、統合し、応用
する能力を身に付ける．治療結果を的確に評価するためのアウトカム
指標を理解し活用できる．

2 神経筋骨格系システムの解剖学・生理学

筋骨格系、神経系、血管系、リンパ系の解剖学・生理学を確認し、正
常な機能とその破綻によって生じる症状を理解する．粘弾性組織の生
体力学的特性を確認し、正常な機能とその破綻によって生じる症状を
理解する．

3 神経筋骨格系機能障害の病態

神経筋骨格系システムの機械的機能障害の基礎となる病理学、病
態、疼痛メカニズムに関する知識を理解する．神経筋骨格系システム
の機能障害と区別するために、内臓機能障害・心臓血管機能障害に
関する包括的な知識を理解する．

4 徒手理学療法の臨床科学
臨床科学(臨床解剖学、生理学、生体力学、疫学)の知識を身に付け、
患者の能力、疼痛、多面的ニーズの性質と程度をICF分類に関連させ
て効果的に評価できるようになる．

5 徒手理学療法の行動科学
神経筋骨格系システムの評価と管理に関連する行動と行動変容の理
論を理解する．神経筋骨格系に関連した生物心理社会的モデルの役
割(集学的管理戦略など)について理解する．

6 徒手理学療法に必要な機能評価とその解釈
徒手理学療法の安全な実践のためのスクリーニングテストについての
知識を理解する．神経筋骨格系システムの評価において関節系・神経
系・筋・筋膜系・血管系の検査についての知識を理解する．

7 神経筋骨格系機能障害の管理・予防
神経筋骨格系機能障害の管理のための集学的介入の構成要素とし
て、徒手療法・運動プログラム・運動学習・患者教育・そのたモダリティ
(テーピング、装具、物理療法など)について理解する．

8
クリニカルリーズニングにおける仮説カテゴリとリーズニングプロセ
ス

徒手理学療法で利用される仮説カテゴリについて理解する．仮説の生
成と検証を含む仮説演繹的なクリニカルリーズニングのプロセスを理
解する．臨床知識をパターンで整理することの重要性を含むパターン
認識のプロセスを理解する．

9 クリニカルリーズニングを用いた臨床意思決定

科学的証拠、臨床データ、患者の認識と目標、および臨床的背景と患
者の個々の状況に関連する要因を統合するためにクリニカルリーズニ
ングを使用し、臨床意思決定行うプロセスを理解する．よくあるリーズ
ニングエラーを批判的に評価できるようになる．

10 徒手理学療法のためのコミュニケーションスキル

信頼性の高い有効なデータを得るための傾聴、質問戦略を理解する．
患者・家族・その他関係者に臨床判断やリハビリテーションプログラム
を説明・教育することの意義を理解し、効果的な管理計画を実施でき
るようになる．

11 関節系に対する徒手理学療法
関節系の評価・治療を目的とした手技とその適応・禁忌について理解
する．

12 軟部組織に対する徒手理学療法
筋・筋膜系、血管系の評価・治療を目的とした手技とその適応・禁忌に
ついて理解する．

13 神経系に対する徒手理学療法
神経系の評価・治療を目的とした手技とその適応・禁忌について理解
する．

14 徒手理学療法におけるスクリーニング検査
静的・動的姿勢の解析にについて理解する．また，徒手理学療法を安
全に実施するためのスクリーニング検査方法を理解する．

15 徒手理学療法の研究法

徒手理学療法の実践におけるさらなるエビデンスの開発の必要性と研
究の役割を認識し，代表的な研究手法ついて理解する．また，関連す
る研究の批判的評価に基づいた研究課題の作成や適切なデータ分析
手順の方法を習得する．

1 11-1.症例に基づく徒手理学療法の評価と介入　肩関節 肩関節に対しての徒手療法の実際を理解する.

2 11-2.症例に基づく徒手理学療法の評価と介入　頸椎・胸椎 頸椎・胸椎に対する徒手療法の実際を理解する.

3 11-3.症例に基づく徒手理学療法の評価と介入　腰椎・骨盤帯 腰椎・骨盤隊に対する徒手療法の実際を理解する.

4 11-4.症例に基づく徒手理学療法の評価と介入　股関節 股関節に対する徒手療法の実際を理解する.

5 11-5.症例に基づく徒手理学療法の評価と介入　膝関節 膝関節に対する徒手療法の実際を理解する.

6 11-6.症例に基づく徒手理学療法の評価と介入　足関節．足部 足関節・足部に対する徒手療法の実際を理解する.

7 11-7.症例に基づく徒手理学療法の評価と介入　肘・手関節・手指 肘・手関節に対する徒手療法の実際を理解する.

8 11-8.症例に基づく徒手理学療法の評価と介入　顔面・前庭機能 顔面・前提機能に対する徒手療法の実際を理解する.

・徒手理学療法に必要となる病態生理を理解し，診断や治療，予後予測について説明することができる．
・理学療法ガイドライン等を理解し，エビデンスに基づいた評価や治療介入を批判的に実践することができる．
・病期，障害に即した理学療法を説明し，実施することができる．
・神経筋骨格系機能障害の発症予防や重症化予防，再発予防の考え方やその方法を理解し，説明することができる．
・患者，家族に対し，適切な理学療法指導，教育を実施することができる．
・徒手理学療法の実践の発展に向けた専門的な取り組みを継続的に行うことができる．

役割（管理者、講師（担当科目名）、演習補助講師）

必須科目講師
（15コマ全ての開講）

・1コマあたり90分
・15コマ全ての履修を修了要
件とする。

選択科目講師
（5コマ以上を選択して開講）

・1コマあたり90分
・5コマ以上を選択して、履修
することを修了要件とする。
・各分野における特定の技術
など、その分野の知識・技術
を広げる上で、必要となるカ
リキュラムを設定する。



呼吸

到達目標

ねらい

1 正常な構造・機能と疾病の基礎
臓器や器官の正常な構造および機能を確認するとともに，その破綻に
よって生じる症状を理解する．また，その疾患の疫学，病態，病型，予
後などの情報を整理し，それらを習得する．

2 医学的診断と治療介入
医学的な診断や治療介入の方法や時期等について，各種ガイドライン
あるいは指針等に基づいて理解する．また多職種の関わりを整理し，
各職種が関わる意義を理解する．

3 理学療法介入の意義と理学療法士の役割
理学療法による介入の意義や目的を確認し，また他職種と比較した理
学療法士の役割を理解する.

4 疾患によって生じる障害とその評価および予後予測
疾患によって生じる障害を整理するとともに，その障害の評価方法を習
得する．また，評価に基づいた予後予測の考え方や方法を理解し，予
後予測に基づく理学療法介入の意義を確認する．

5 慢性閉塞性肺疾患患者に対する呼吸理学療法
慢性閉塞性肺疾患患者に対する呼吸理学療法の基本的な考え方を整
理する．またそれらの介入による効果やその検証方法について理解す
る.

6 間質性肺疾患患者に対する呼吸理学療法
間質性肺疾患患者に対する呼吸理学療法の基本的な考え方を整理す
る．またそれらの介入による効果やその検証方法について理解する.

7 人工呼吸器管理患者に対する呼吸理学療法
人工呼吸器管理患者に対する呼吸理学療法の基本的な考え方を整理
する．またそれらの介入による効果やその検証方法について理解する.

8 神経筋疾患患者に対する呼吸理学療法
神経筋疾患患者に対する呼吸理学療法の基本的な考え方を整理す
る．またそれらの介入による効果やその検証方法について理解する.

9 肺炎・無気肺に対する呼吸理学療法
肺炎に対する呼吸理学療法の基本的な考え方を整理する．またそれら
の介入による効果やその検証方法について理解する.

10 外科手術後の呼吸理学療法
外科手術後の呼吸理学療法の基本的な考え方を整理する．またそれ
らの介入による効果やその検証方法について理解する.

11 終末期における理学療法
終末期における理学療法の考え方やその具体的な方法を整理する．ま
たこの時期のリスク管理における注意点やその方法を習得するととも
に，介入の方法やその根拠を理解する．

12 自立支援や疾病管理の補助具．機器とその活用
自立支援や介助量軽減のための補助具や機器，疾病を管理するため
の機器を整理し，その適応や注意点等について理解する．

13 発症予防、重症化予防、再発予防
呼吸器病の重症化予防，再発予防の考え方やその具体的な方法を理
解する．またその効果検証の方法を確認する．

14 患者・家族教育の意義とその方法
患者・家族に対し、状態・病期に即した理学療法を説明し理解を得るこ
との必要性を理解するとともに，どのように教育・指導するのかを整理
し，習得する．

15 社会資源の活用
障害等を持って生活する上で利用できる社会資源やそれらの活用方法
を理解する．

1
疾病・障害特異的理学療法の実際（技術編）
（画像評価の実際）

画像所見から得られる情報を整理し、呼吸理学療法を実施する際の要
点を理解する

2
疾病・障害特異的理学療法の実際（技術編）
（呼吸障害把握のための身体所見のとりかた）

呼吸障害を把握するうえでの身体所見のとりかたを理解する

3
疾病・障害特異的理学療法の実際（技術編）
（運動耐容能評価の実際）

運動耐容能評価の実際を理解する

4
疾病・障害特異的理学療法の実際（技術編）
（ADL・QOL評価の実際）

ADL・QOL評価の実際を理解する

5
疾病・障害特異的理学療法の実際（技術編）
（コンディショニングの実際）

コンディショニングの実際を理解する

6
疾病・障害特異的理学療法の実際（技術編）
（運動療法の実際）

運動療法の実際を理解する

7
疾病・障害特異的理学療法の実際（技術編）
（排痰法の実際）

排痰法の実際を理解する

8
疾病・障害特異的理学療法の実際（技術編）
（吸引の実際）

吸引の実際を理解する

・呼吸障害に対する理学療法に必要となる病態生理を理解し，診断や治療，予後予測について説明することができ
る．
・理学療法ガイドライン等を理解し，評価や治療介入を実践することができる．
・病期，障害に即した理学療法を説明し，実施することができる．
・呼吸器病の重症化予防，再発予防の考え方やその方法を理解し，説明することができる．
・患者，家族に対し，適切な理学療法指導，教育を実施することができる．
・活用できる社会資源を理解するとともに，自立支援および疾病管理について説明することができる．

役割（管理者、講師（担当科目名）、演習補助講師）

必須科目講師
（15コマ全ての開講）

・1コマあたり90分
・15コマ全ての履修を修了要
件とする。

選択科目講師
（5コマ以上を選択して開講）

・1コマあたり90分
・5コマ以上を選択して、履修
することを修了要件とする。
・各分野における特定の技術
など、その分野の知識・技術
を広げる上で、必要となるカ
リキュラムを設定する。



循環

到達目標

ねらい

1 正常な構造・機能と疾病の基礎
臓器や器官の正常な構造および機能を確認するとともに，その破綻に
よって生じる症状を理解する．また，その疾患の疫学，病態，病型，予
後などの情報を整理し，それらを習得する．

2 医学的診断と治療介入
医学的な診断や治療介入の方法や時期等について，各種ガイドライン
あるいは指針等に基づいて理解する．また多職種の関わりを整理し，
各職種が関わる意義を理解する．

3 理学療法介入の意義と理学療法士の役割
理学療法による介入の意義や目的を確認し，また他職種と比較した理
学療法士の役割を理解する.

4 疾患によって生じる障害とその評価および予後予測
疾患によって生じる障害を整理するとともに，その障害の評価方法を習
得する．また，評価に基づいた予後予測の考え方や方法を理解し，予
後予測に基づく理学療法介入の意義を確認する．

5 虚血性心疾患患者に対する循環器理学療法
虚血性心疾患患者に対する循環器理学療法の基本的な考え方を整理
する．またそれらの介入による効果やその検証方法について理解する.

6 心不全患者に対する循環器理学療法
心不全に対する循環器理学療法の基本的な考え方を整理する．また
それらの介入による効果やその検証方法について理解する.

7 大血管疾患患者に対する循環器理学療法
大血管疾患に対する循環器理学療法の基本的な考え方を整理する．
またそれらの介入による効果やその検証方法について理解する.

8 末梢血管疾患に対する循環器理学療法
末梢血管（動脈・静脈）疾患に対する循環器理学療法の基本的な考え
方を整理する．またそれらの介入による効果やその検証方法について
理解する.

9 腎機能障害に対する循環器理学療法
腎機能障害に対する循環器理学療法の基本的な考え方を整理する．
またそれらの介入による効果やその検証方法について理解する.

10 高齢者循環器疾患に対する循環器理学療法
高齢循環器疾患に対する循環器理学療法の基本的な考え方を整理す
る．またそれらの介入による効果やその検証方法について理解する.

11 終末期における理学療法
終末期における理学療法の考え方やその具体的な方法を整理する．
またこの時期のリスク管理における注意点やその方法を習得するとと
もに，介入の方法やその根拠を理解する．

12 自立支援や疾病管理の補助具．機器とその活用
自立支援や介助量軽減のための補助具や機器，疾病を管理するため
の機器を整理し，その適応や注意点等について理解する．

13 発症予防、重症化予防、再発予防
循環器病の発症予防や重症化予防，再発予防の考え方やその具体的
な方法を理解する．またその効果検証の方法を確認する．

14 患者・家族教育の意義とその方法
患者・家族に対し、状態・病期に即した理学療法を説明し理解を得るこ
との必要性を理解するとともに，どのように教育・指導するのかを整理
し，習得する．

15 社会資源の活用
障害等を持って生活する上で利用できる社会資源やそれらの活用方
法を理解する．

1
疾病・障害特異的理学療法の実際（技術編）
（心電図の診かた）

心電図の基本波形，心電図から得られる情報を整理し、心電図モニ
ターを監視する際の要点を理解する

2
疾病・障害特異的理学療法の実際（技術編）
（循環・腎機能障害把握のための理学療法評価の実際）

循環ならびに腎障害を把握するうえでの理学療法評価の実際を理解
する

3
疾病・障害特異的理学療法の実際（技術編）
（心血管理学療法に必要な機能的能力の評価指標）

循環器理学療法を実践するために必要な機能的能力の評価指標を理
解する

4
疾病・障害特異的理学療法の実際（技術編）
（運動負荷試験・運動処方立案の実際）

運動負荷試験の基本を整理し、運動負荷試験の結果から運動処方を
立案する際の要点を理解する

5
疾病・障害特異的理学療法の実際（技術編）
（リスク管理の実際）

循環器理学療法を実践する際のリスク管理方法を理解する

6
疾病・障害特異的理学療法の実際（技術編）
（高齢心血管器疾患に対する運動療法の実際）

高齢心血管器疾患に対する運動療法の実際を理解する

7
疾病・障害特異的理学療法の実際（技術編）
（慢性心不全患者に対する運動療法の実際）

慢性心不全患者に対する運動療法の実際を理解する

8
疾病・障害特異的理学療法の実際（技術編）
（大血管疾患に対する運動療法の実際）

大血管疾患に対する運動療法の実際を理解する

・循環障害に対する理学療法に必要となる病態生理を理解し，診断や治療，予後予測について説明することができる．
・理学療法ガイドライン等を理解し，評価や治療介入を実践することができる．
・病期，障害に即した理学療法を説明し，実施することができる．
・循環器病の発症予防や重症化予防，再発予防の考え方やその方法を理解し，説明することができる．
・患者，家族に対し，適切な理学療法指導，教育を実施することができる．
・活用できる社会資源を理解するとともに，自立支援および疾病管理について説明することができる．

役割（管理者、講師（担当科目名）、演習補助講師）

必須科目講師
（15コマ全ての開講）

・1コマあたり90分
・15コマ全ての履修を修了要
件とする。

選択科目講師
（5コマ以上を選択して開講）

・1コマあたり90分
・5コマ以上を選択して、履修
することを修了要件とする。
・各分野における特定の技術
など、その分野の知識・技術
を広げる上で、必要となるカ
リキュラムを設定する。



代謝

到達目標

ねらい

1 正常な構造・機能と疾病の基礎
糖尿病に関する臓器や器官の正常な構造および機能を確認するととも
に，その破綻によって生じる症状を理解する．また，その疾患の疫学，
病態，病型，予後などの情報を整理し，それらを習得する．

2 医学的診断と治療介入
医学的な診断や治療介入の方法や時期等について，各種ガイドライン
あるいは指針等に基づいて理解する．

3 糖尿病治療に関わるチーム医療の役割
糖尿病治療に関わる多職種の役割を整理し，各職種が関わる方法と
意義を知り，糖尿病療養指導チームの一員としての役割を理解する．

4 運動療法のエビデンス
糖尿病患者に対する運動療法の分子生物学的，生理学的なエビデン
スを理解する．

5 疾患によって生じる障害とその評価および予後予測

疾患によって生じる（代謝，神経，運動器）障害・を整理するとともに，そ
の障害の評価方法を習得する．また，評価に基づいた予後予測の考え
方や方法を理解し，予後予測に基づく理学療法介入の意義を確認す
る．

6
心理・行動学的な理論に基づいた患者教育および
自己管理行動の促進

患者・家族に対し、状態・病期に即した理学療法を説明し理解を得るこ
との必要性を理解するとともに，特に行動科学的理論に基づくアプロー
チについてどのように教育・指導するのかを整理し，習得する．

7
運動療法・身体活動とその効果、理学療法介入と
血糖管理

運動療法による介入方法を理解し，血糖コントロールのための運動や
身体活動の考え方や具体的な介入方法を習得する．

8 合併症に対する理学療法：糖尿病性神経障害
糖尿病性神経障害の特徴を整理する．またその合併症を有する時期
の理学療法による介入の考え方や方法を理解する．

9 合併症に対する理学療法：糖尿病網膜症
糖尿病網膜症の特徴を整理する．またその合併症を有する時期の理
学療法による介入の考え方や方法を理解する．

10 合併症に対する理学療法：糖尿病性腎症
糖尿病性腎症、糖尿病性腎臓病の特徴を整理する．またその合併症を
有する時期の理学療法による介入の考え方や方法を理解する．

11 合併症に対する理学療法：糖尿病足病変
糖尿病足病変の特徴を整理する．またその合併症を有する時期の理
学療法による介入の考え方や方法を理解する．

12 糖尿病を有する理学療法対象患者への対応
合併症として糖尿病を有する理学療法対象患者に対して、どのような
配慮，指導をすべきか理解する．

13 高齢糖尿病者に対する理学療法
高齢糖尿病患者に対する理学療法として，リスク管理を含めた評価を
理解し，実践に必要な知識と技術を習得する．また高齢者糖尿病診療
ガイドラインに基づいた診断と評価を理解する．

14
小児・思春期および妊娠と糖尿病における糖尿病
理学療法

小児・思春期の糖尿病（特に1型糖尿病）患者への関りに必要な理学療
法評価と介入方法を習得する，また妊娠糖尿病に対する理学療法の
関りを知る．

15 糖尿病患者への社会生活支援
糖尿病患者が健康な人と変わらない人生を送るための支援を理解す
る．

1
11-1.疾病・障害特異的理学療法の実際（技術編１）
（フィジカルアセスメントの実際）

糖尿病患者に対する身体所見をとるために必要な知識や技術を整理
し，その具体的な実施方法を理解する．

2
11-2.疾病・障害特異的理学療法の実際（技術編２）
（身体機能評価の実際）

糖尿病患者に対する身体機能の評価の実施に必要な知識や技術を整
理し，その具体的な実施方法を理解する．

3
11-3.疾病・障害特異的理学療法の実際（技術編３）
（運動負荷試験とその解釈）

糖尿病患者に対する運動負荷試験の実施に必要な知識や技術を整理
し，その具体的な実施方法およびその結果の解釈の方法を理解する．

4
11-4.疾病・障害特異的理学療法の実際（技術編４）
（運動処方とリスク管理）

運動処方に必要な知識や技術を整理し，フィジカルアセスメントや身体
機能の評価に基づく処方を行う．またリスク管理の具体的な方法をを理
解する．

5
11-5.疾病・障害特異的理学療法の実際（技術編５）
（フットケアの実際）

糖尿病に関連する足病変の知識を整理し，フットケアの目的を理解す
るとともに，具体的な実施方法を習得する．

6
11-6.疾病・障害特異的理学療法の実際（技術編６）
（多職種連携の実際）

糖尿病患者のケアに必要な多職種連携の考え方を理解し，実践に必
要な知識を習得する．

7
11-7.疾病・障害特異的理学療法の実際（技術編７）
（個別指導と集団指導の実際）

個別指導と集団指導の違いを理解し，種々の介入における具体的な実
践方法を習得する．

8
11-8.疾病・障害特異的理学療法の実際（技術編8）
（高齢糖尿病患者への介入）

高齢の糖尿病患者の特性を整理し，介入の実際について理解する．

・糖尿病を中心とする代謝疾患の理学療法に必要となる病態生理を理解し，診断や治療，療養指導について説明す
ることができる．
・理学療法ガイドライン、糖尿病診療ガイドライン（日本糖尿病学会）、糖尿病治療ガイド（日本糖尿病学会）を理解し，
評価や治療介入を実践することができる．
・病期，障害に即した理学療法を説明し，実施することができる．
・糖尿病を代表とする代謝疾患の発症予防、重症化予防および再発予防の考え方とその方法を理解し，説明すること
ができる．
・患者，家族に対し，適切な理学療法指導，教育を実施することができる．
・活用できる社会資源を理解するとともに，自立支援および疾病管理について説明することができる．

役割（管理者、講師（担当科目名）、演習補助講師）

必須科目講師
（15コマ全ての開講）

・1コマあたり90分
・15コマ全ての履修を修了要
件とする。

選択科目講師
（5コマ以上を選択して開講）

・1コマあたり90分
・5コマ以上を選択して、履修
することを修了要件とする。
・各分野における特定の技術
など、その分野の知識・技術
を広げる上で、必要となるカ
リキュラムを設定する。



地域理学療法

到達目標

ねらい

1 地域理学療法学概説
地域理学療法学の意義や領域について理解する。また、地域理学療
法分野で用いられる定義や用語について整理する。

2 地域理学療法に関わる制度
地域理学療法に関連する法制度について理解する。また、保健・福祉
制度および健康増進施策の概要について理解する。

3 理学療法介入の意義と理学療法士の役割
理学療法による介入の意義や目的を確認し、また他職種と比較した理
学療法士の役割を理解する。

4 地域理学療法における理学療法評価
疾患によって生じる障害を整理するとともに、その障害の評価方法を習
得する。また、評価に基づいた予後予測の考え方や方法を理解し、予
後予測に基づく理学療法介入の意義を確認する。

5 プライマリ・ケアにおける多職種の役割
プライマリ・ケア医（外来診療、訪問診療、往診）、プライマリ・ケア看護
師、プライマリ・ケア薬剤師の役割について理解する。また、プライマリ・
ケアにおける理学療法士の役割についても理解する。

6 訪問介護士、介護支援専門員の役割
訪問介護士、介護支援専門員の役割について理解する.また、プライマ
リ・ケアにおける理学療法士の役割についても理解する。

7 訪問サービスにおける理学療法と保険制度
訪問サービス（訪問リハビリ等）における理学療法と保険制度について
理解する。

8 通所サービスにおける理学療法と保険制度
通所サービス（通所介護、通所リハビリ等）における理学療法と保険制
度について理解する。

9 施設サービスにおける理学療法と保険制度
施設サービス（特別養護老人ホーム、老人保健施設等）における理学
療法と保険制度について理解する。

10
在宅生活の充実と社会参加促進のための生活期
理学療法

在宅生活期での日常生活活動の自立支援や社会生活を促進させる考
え方やその具体的な方法を整理する．またこの時期のリスク管理にお
ける注意点やそれらを得る方法を習得するとともに，介入の方法やそ
の根拠を理解する．

11 終末期における理学療法
終末期における理学療法の考え方やその具体的な方法を整理する．ま
たこの時期のリスク管理における注意点やその方法を習得するととも
に，介入の方法やその根拠を理解する．

12
自立支援や疾病管理の補助具、機器、社会資源の
活用

自立支援や介助量軽減のための補助具や機器，疾病を管理するため
の機器を整理し，その適応や注意点等について理解する．利用できる
社会資源やそれらの活用方法を理解する。

13 発症予防、重症化予防、再発予防
疾病予防、障害予防、重症化予防，再発予防の考え方やその具体的
な方法を理解する．またその効果検証の方法を確認する．

14 患者・家族教育の意義とその方法
患者・家族に対し、状態・病期に即した理学療法を説明し理解を得るこ
との必要性を理解するとともに，どのように教育・指導するのかを整理
し，習得する．

15 地域理学療法の将来展望
地域理学療法における新しい動きや政策、将来展望についての知識を
習得する。

1
11-1.疾病・障害特異的理学療法の実際（技術編１）
（ヘルパー、訪問看護師が行う介助方法の実際）

ヘルパー、訪問看護師が行う排泄介助（トイレ、オムツ）、更衣介助、入
浴介助（清拭）を理解する。

2
11-2.疾病・障害特異的理学療法の実際（技術編２）
（家族が行う介助方法の実際）

家族が行う排泄介助（トイレ、オムツ）、更衣介助、入浴介助（清拭）を理
解する。どのように教育・指導するのかを整理し、習得する。

3
11-3.疾病・障害特異的理学療法の実際（技術編３）
（歩行補助具の見直しと装具作成の実際）

歩行補助具の見直しに関する各種理学療法評価等を整理し、歩行補
助具の処方、装具の作成手順について理解する。

4
11-4.疾病・障害特異的理学療法の実際（技術編４）
（住宅環境調整の実際）

住宅環境調整の実際、福祉用具（ベッド，エアマット、リフター等）の選
択と使用方法、介助指導について理解する。

5
11-5.疾病・障害特異的理学療法の実際（技術編５）
（緊急時対応、皮膚・フットケアの実際）

緊急時対応（救急車要請含む）、皮膚（真菌、褥瘡、擦過傷など）への
対応、フットケアの知識と対応方法について理解する。

6
11-6.疾病・障害特異的理学療法の実際（技術編６）
（在宅で生活するがん患者の実際）

在宅で生活するがん患者への理学療法の実際について理解する。

7
11-7.疾病・障害特異的理学療法の実際（技術編７）
（在宅で生活する在宅酸素療法患者の実際）

在宅で生活する在宅酸素療法患者への理学療法の実際について理解
する。

8
11-8.疾病・障害特異的理学療法の実際（技術編8）
（在宅で生活する小児の実際）

在宅で生活する小児への理学療法の実際について理解する。

・在宅生活者を支える一員として、多職種の働きを理解し、地域における理学療法の役割を説明することができる。
・理学療法ガイドライン等を理解し、評価や治療介入を実践することができる。
・病期、障害に即した理学療法を説明し、実施することができる。
・疾病予防、障害予防、重症化予防、再発予防の考え方やその方法を理解し、説明することができる。
・患者、家族に対し、適切な理学療法指導、教育を実施することができる。
・活用できる社会資源を理解するとともに、自立支援および疾病管理について説明することができる。

役割（管理者、講師（担当科目名）、演習補助講師）

必須科目講師
（15コマ全ての開講）

・1コマあたり90分
・15コマ全ての履修を修了要
件とする。

選択科目講師
（5コマ以上を選択して開講）

・1コマあたり90分
・5コマ以上を選択して、履修
することを修了要件とする。
・各分野における特定の技術
など、その分野の知識・技術
を広げる上で、必要となるカ
リキュラムを設定する。



健康増進・参加

到達目標

ねらい

1 健康とその管理
健康の定義や考え方を確認するとともに，それを管理することの意味
や方法を理解する．

2 生活習慣病の病因と診断
生活習慣によって健康が損なわれる原因や機序を整理し，関連する疾
病の診断の方法を理解する．

3 健康増進に関する政策および施策
本邦だけでなく世界で展開されている健康増進に関する政策や施策を
整理するとともに，他職種と比較した理学療法士の役割を理解する．

4 運動生理学
運動に伴う生体の反応を生理学的に理解する．またリスク管理の基盤
となる知識や技術を習得する．

5 機能解剖とバイオメカニクス
運動に関連する身体諸器官の機能解剖やバイオメカニクスについて理
解する．

6 運動プログラム作成の理論的背景
対象者に運動プログラムを作成するために必要となる理論的な背景を
理解する．

7 行動変容とその援助
生活習慣を改善するために必要となる行動変容の考え方や過程を整
理するとともに，それを援助するための具体的な方法を理解する．

8 心の健康とその管理
身体的な健康だけでなく，精神的，心理的な健康に関する知識を整理
し，それを援助するための具体的な方法を理解する．

9 成長・発達と身体の変化
運動機能と精神機能の両面から，成長や発達に伴う身体機能や身体
能力の変化を理解する．

10 性差および加齢変化
身体の機能や能力の性差を整理するとともに，それらの加齢に伴う変
化について，運動機能と精神機能の両面から理解する．

11 介護予防としての健康増進・参加
高齢者などに対する介護予防としての健康増進や参加の考え方やそ
の具体的方法を理解する．

12 栄養管理と健康増進 健康増進における栄養管理の考え方やその具体的方法を理解する．

13 発症予防、重症化予防、再発予防
健康増進・参加による発症予防や重症化予防，再発予防の効果やそ
の具体的な方法を理解する．またその効果検証の方法を確認する．

14 患者・家族教育の意義とその方法
患者・家族に対し、状態・病期に即した理学療法を説明し理解を得るこ
との必要性を理解するとともに，どのように教育・指導するのかを整理
し，習得する．

15 社会資源の活用
障害等を持って生活する上で利用できる社会資源やそれらの活用方法
を理解する．

1
11-1.疾病・障害特異的理学療法の実際（技術編１）
（フィジカルアセスメントとリスク管理）

フィジカルアセスメントの実施に必要な知識や技術を整理し，その具体
的な実施方法を理解する．またリスク管理に繋げるため，急変を察知
するための知識や技術を習得する．

2
11-2.疾病・障害特異的理学療法の実際（技術編２）
（体力測定・評価の実際）

体力測定等の身体機能や能力の評価に必要な知識や技術を整理し，
その具体的な実施方法を理解する．

3
11-3.疾病・障害特異的理学療法の実際（技術編３）
（運動負荷試験とその解釈）

糖尿病患者に対する運動負荷試験の実施に必要な知識や技術を整理
し，その具体的な実施方法およびその結果の解釈の方法を理解する．

4
11-4.疾病・障害特異的理学療法の実際（技術編４）
（運動処方とリスク管理）

運動処方に必要な知識や技術を整理し，フィジカルアセスメントや身体
機能の評価に基づく処方を行う．またリスク管理の具体的な方法をを理
解する．

5
11-5.疾病・障害特異的理学療法の実際（技術編５）
（ストレスマネジメントとカウンセリング）

ストレスやそのマネジメントの意義を整理する．またカウンセリングの目
的や具体的な方法を理解する．

6
11-6.疾病・障害特異的理学療法の実際（技術編６）
（一次救命処置）

対象者が急変した場合の一次救命の考え方や具体的な方法を理解
し，救急システムへ連携するための基本的な方法を習得する．

7
11-7.疾病・障害特異的理学療法の実際（技術編７）
（個別指導と集団指導の実際）

個別指導と集団指導の違いを理解し，種々の介入における具体的な実
践方法を習得する．

8
11-8.疾病・障害特異的理学療法の実際（技術編8）
（高齢者への介入）

高齢者の特性を整理し，介入の実際について理解する．

・健康増進に関連する政策・施策を理解し，健康管理やその方法について説明できる．
・成長や発達などの身体機能の変化に加え，心の健康についても説明できる．
・体力測定や評価に基づいた運動プログラムを作成し，リスク管理を含めてそれを実施することができる．
・理学療法ガイドライン等を理解し，評価や治療介入を実践することができる．
・活用できる社会資源を理解するとともに，疾病管理について説明することができる。
・対象者に対し適切な理学療法士指導、教育を実践することができる。

役割（管理者、講師（担当科目名）、演習補助講師）

必須科目講師
（15コマ全ての開講）

・1コマあたり90分
・15コマ全ての履修を修了要
件とする。

選択科目講師
（5コマ以上を選択して開講）

・1コマあたり90分
・5コマ以上を選択して、履修
することを修了要件とする。
・各分野における特定の技術
など、その分野の知識・技術
を広げる上で、必要となるカ
リキュラムを設定する。



介護予防

到達目標

ねらい

1 介護予防概説
予防理学療法学の意義や領域について理解する．また，介護予防分野
で用いられる定義や用語について整理する．

2 介護予防に関わる制度
加齢による諸機能の低下について理解するとともに，介護予防を実践
するための生理学・病理学の基礎を整理する．

3 介護予防における理学療法士の役割
介護予防に関連する法制度について理解する．また，保健・福祉制度
および健康増進施策の概要について理解する．

4 機能・活動・参加に対する加齢の影響
介護予防における理学療法士の業務範囲や対象領域を整理する．ま
た，理学療法による介入の意義や目的を確認し，また他職種と比較した
理学療法士の役割を理解する.

5 要介護の要因
ヘルスコミュニケーションの重要性とその方法について理解するととも
に，介入による行動変容について理解する．

6 要介護化のリスク
介護予防を実践するために必要な評価方法を習得する．また，評価に
基づいた予後予測の考え方や方法を理解し，予後予測に基づく理学療
法介入の意義を確認する．

7 介護予防における理学療法評価
ロコモティブシンドロームの背景について整理する．また，その要因を検
証するとともに，予防介入の考え方や方法について理解する.

8 介護予防における理学療法介入
サルコペニアやフレイルなどの運動器の機能低下について整理する．
また，その要因を検証するとともに，予防介入の考え方や方法について
理解する.

9 介護予防事業の推進支援
転倒の疫学や転倒予防の考え方について整理する．また，転倒の要因
を検証するとともに，予防介入の考え方や方法について理解する.

10 介護予防へのかかわり方の実際（訪問・通所）
介護予防のために必要な栄養学やアセスメントについて理解する．ま
た，低栄養や摂食・嚥下機能低下について知識の整理をするとともに，
評価方法や予防介入の考え方や方法について理解する.

11 介護予防へのかかわり方の実際（通いの場）
認知症の病態や危険因子について整理をする．また，身体活動による
認知機能向上メカニズムや認知機能低下による周辺症状予防について
理解する．

12 介護予防へのかかわり方の実際（講演会、研修会）
加齢や廃用による呼吸・心血管機能低下のメカニズムについて整理す
る．また，その要因を検証するとともに，予防介入の考え方や方法につ
いて理解する.

13 介護予防へのかかわり方の実際（地域ケア会議）
要介護の要因となる脳卒中，心・呼吸器疾患，整形外科疾患などの再
発率や病態について整理する．また，再発リスクを検証するとともに，再
発や重症化予防の考え方や方法について理解する.

14 介護予防のための安全管理
介護予防理学療法を実践するための安全管理の方法について理解す
る．また，そのために必要なリスクに関する知識や連携などの方法につ
いて習得する．

15 介護予防理学療法の将来展望
介護予防領域の理学療法における新しい動きや政策、将来展望につい
ての知識を習得する。

1
11-1.疾病・障害特異的理学療法の実際
（ヘルスコミュニケーションの実際）

介護予防を実践するために必要なヘルスコミュニケーションを理解し，
実践する．

2
11-2.疾病・障害特異的理学療法の実際
（運動器の機能低下予防の実際）

運動器の機能低下予防のための理学療法の実践例をもとに，具体的
な方法について理解する．

3
11-3.疾病・障害特異的理学療法の実際
（転倒予防の実際）

転倒予防のための理学療法の実践例をもとに，具体的な方法について
理解する．

4
11-4.疾病・障害特異的理学療法の実際
（認知機能低下予防の実際）

認知機能予防のための理学療法の実践例をもとに，具体的な方法につ
いて理解する．

5
11-5.疾病・障害特異的理学療法の実際
（地域における介護予防の実際）

地域における介護予防の実践例をもとに，具体的な方法について理解
する．

6
11-6.疾病・障害特異的理学療法の実際
（病院・施設における介護予防の実際）

病院・施設における介護予防の実践例をもとに，具体的な方法につい
て理解する．

7
11-7.疾病・障害特異的理学療法の実際（技術編７）
（介護予防におけるセーフティプロモーションの実際）

介護予防におけるセーフティプロモーション実践例をもとに，具体的な
方法について理解する．

8
11-8.疾病・障害特異的理学療法の実際（技術編8）
（科学的根拠に基づく介護予防の実際）

介護予防分野の研究法や科学的根拠にもとづく介護予防について実践
例をもとに，具体的な方法について理解する．

・介護予防のための理学療法に必要となる病態生理を理解し，生理学的機序について説明することができる．
・介護予防に関するガイドライン等を理解し，評価や予防的介入を実践することができる．
・介護予防を実践するための理学療法を説明し，安全に実施することができる．
・要介護の要因となる疾患などの発症予防や重症化予防、再発予防の考え方や方法について理解する.
・対象者に対し，適切な理学療法指導，教育を実施することができる．
・活用できる社会資源を理解するとともに，社会の中で理学療法に求められている役割について説明することができる．

役割（管理者、講師（担当科目名）、演習補助講師）

必須科目講師
（15コマ全ての開講）

・1コマあたり90分
・15コマ全ての履修を修了要
件とする。

選択科目講師
（5コマ以上を選択して開講）

・1コマあたり90分
・5コマ以上を選択して、履修
することを修了要件とする。
・各分野における特定の技術
など、その分野の知識・技術
を広げる上で、必要となるカ
リキュラムを設定する。



補装具

到達目標

ねらい

1 補装具の分野における理学療法学概説
補装具を必要とする障害者、障害児の病態生理について理解する。ま
た，補装具の分野で用いられる定義や用語について整理する。

2 補装具：義肢、装具 義肢、装具について整理するとともに補装具の役割について理解する。

3 補装具：車椅子、電動車椅子
車椅子、電動車椅子について整理するとともに補装具の役割について
理解する。

4 補装具：歩行器、歩行補助杖
歩行器、歩行補助杖について整理するとともに補装具の役割について
理解する。

5
補装具：重度障害者用意思伝達装置、座位保持装置
等

重度障害者用意思伝達装置、座位保持装置等について整理するととも
に補装具の役割について理解する。

6 適切な補装具の処方のための理学療法評価
補装具の種類について整理し、各補装具の特徴について理解する。適
切な補装具の選定のための理学療法評価について習得する。

7 障害者総合支援法の概要、補装具費支給制度の理解 障害者総合支援法の概要、補装具費支給制度について理解する。

8 社会資源の活用
補装具を利用して生活する上で利用できる社会資源やそれらの活用方
法を理解する。

9 装具療法の理解と実際、治療用装具
装具療法の理解と実際、治療用装具について整理するとともに、装具
処方の流れについて理解する。

10 患者・家族教育の意義とその方法
患者・家族教育の重要性について理解し、各種補装具の特徴、注意点
等を整理する。また、どのように教育・指導するのかを整理し、具体的な
方法を習得する。

11 義肢・装具作成後の定期点検（フォローアップ）
義肢・装具作成後の定期点検（フォローアップ）の重要性、訪問による装
具の対応等について理解する。

12 安全管理と多職種連携
義肢・装具作成後のチェックポイント、定期点検の重要性について理解
し、安全管理の方法を習得する。また、そのために必要なリスクに関す
る知識や他職種との連携など具体的な方法について学習する。

13 補装具の分野における理学療法士の役割
理学療法士による介入の意義や目的について理解する。また、理学療
法士の役割について他職種の役割と比較しながら、整理する。

14 自立支援ロボット（歩行補助ロボット等）
自立支援ロボット（歩行補助ロボット等）について整理するとともに自立
支援ロボットの役割について理解する。

15 補装具領域における将来展望
補装具の領域における将来的な展望について、素材開発や各種制御
における医工学分野との融合など現在進行している知見や将来展望に
ついての知識を習得する。

1
11-1.疾病・障害特異的理学療法の実際（技術編１）
（義足アライメントの問題と対処方法の実際）

義足アライメントの問題と対処方法の実際について理解する。

2
11-2.疾病・障害特異的理学療法の実際（技術編２）
（短下肢装具と長下肢装具の適応と実際）

短下肢装具と長下肢装具の適応と実際について理解する。

3
11-3.疾病・障害特異的理学療法の実際（技術編３）
（車椅子、電動車椅子の適応と実際）

車椅子、電動車椅子の適応と実際について理解する。

4
11-4.疾病・障害特異的理学療法の実際（技術編４）
（歩行器、歩行補助杖の適応と実際）

歩行器、歩行補助杖の適応と実際について理解する。

5
11-5.疾病・障害特異的理学療法の実際（技術編５）
（意思伝達装置、座位保持装置の適応と実際）

意思伝達装置、座位保持装置の適応と実際について理解する。

6
11-6.疾病・障害特異的理学療法の実際（技術編６）
（装具チェックポイントとバイオメカニクス）

装具チェックポイントとバイオメカニクスの実際について理解する。

7
11-7.疾病・障害特異的理学療法の実際（技術編７）
（装具療法の実際、最新のエビデンス）

装具療法の実際、最新のエビデンスについて理解する。

8
11-8.疾病・障害特異的理学療法の実際（技術編8）
（自立支援ロボットの実際）

自立支援ロボット（歩行補助ロボット等）の実際について理解する。

・補装具を必要とする障害者、障害児の病態生理を理解し、適切な補装具の処方について説明することができる。
・義肢・装具や福祉機器・用具に関する知識と技能を習得し、理学療法に必要な評価や介入を実践することができる。
・義肢・装具作成後の二次的合併症予防、重症化予防を踏まえた定期点検（フォローアップ）の考え方やその方法を理
解し、説明することができる。
・訪問による装具の対応、多職種との連携の重要性等を理解し、安全で適切に実践することができる。
・患者、家族に対し、適切な理学療法指導、教育を実施することができる。
・活用できる社会資源を理解するとともに、自立支援および疾病管理について説明することができる。

役割（管理者、講師（担当科目名）、演習補助講師）

必須科目講師
（15コマ全ての開講）

・1コマあたり90分
・15コマ全ての履修を修了要
件とする。

選択科目講師
（5コマ以上を選択して開講）

・1コマあたり90分
・5コマ以上を選択して、履修
することを修了要件とする。
・各分野における特定の技術
など、その分野の知識・技術
を広げる上で、必要となるカ
リキュラムを設定する。



物理療法

到達目標

ねらい

1 物理療法の歴史と定義（用語）
物理療法の歴史と日本及び世界における物理療法の情勢について理
解する．また、物理療法で用いられる定義や用語を整理する．

2 ガイドラインにおける物理療法の意義
物理療法介入の方法や時期等について，各種疾患のガイドラインある
いは指針等に基づいて理解する．

3 疼痛制御に関する生理学・病理学と物理療法
疼痛の生理学的及び病理学的メカニズムを理解するとともに、疼痛制
御に関する物理療法の作用機序に関して理解する．

4
温熱・寒冷療法の基本的知識と生理学的機序　適応と
禁忌

温熱療法及び寒冷療法の基本的知識や生理学的機序を理解する．ま
た、安全かつ有効に温熱・寒冷療法が行えるよう適応と禁忌を理解す
る．

5 超音波療法の基本的知識と生理学的機序　適応と禁忌
超音波療法の基本的知識や生理学的機序を理解する．また、安全か
つ有効に超音波療法が行えるよう適応と禁忌を理解する．

6
超短波・極超短波の基本的知識と生理学的機序　適応
と禁忌

超短波・極超短波の基本的知識や生理学的機序を理解する．また、安
全かつ有効に超短波・極超短波が行えるよう適応と禁忌を理解する．

7 衝撃波療法の基本的知識と生理学的機序　適応と禁忌
衝撃波療法の基本的知識や生理学的機序を理解する．また、安全か
つ有効に衝撃波療法が行えるよう適応と禁忌を理解する．

8
電気刺激療法の基本的知識と生理学的機序　適応と禁
忌

電気刺激療法の基本的知識や生理学的機序を理解する．また、安全
かつ有効に電気刺激療法が行えるよう適応と禁忌を理解する．

9
バイオフィードバック療法の基本的知識と生理学的機序
適応と禁忌

バイオフィードバック療法の基本的知識や生理学的機序を理解する．
また、安全かつ有効にバイオフィードバック療法が行えるよう適応と禁
忌を理解する．

10
光線療法（レーザー・赤外線・紫外線）の基本的知識と
生理学的機序　適応と禁忌

光線療法の基本的知識や生理学的機序を理解する．また、安全かつ
有効に光線療法が行えるよう適応と禁忌を理解する．

11 水治療法の基本的知識と生理学的機序　適応と禁忌
水治療法の基本的知識や生理学的機序を理解する．また、安全かつ
有効に水治療法が行えるよう適応と禁忌を理解する．

12 牽引療法の基本的知識と生理学的機序　適応と禁忌
牽引療法の基本的知識や生理学的機序を理解する．また、安全かつ
有効に牽引療法が行えるよう適応と禁忌を理解する．

13
圧迫・振動療法の基本的知識と生理学的機序　適応と
禁忌

圧迫・振動療法の基本的知識や生理学的機序を理解する．また、安全
かつ有効に圧迫・振動療法が行えるよう適応と禁忌を理解する．

14 神経生理学的検査を用いた評価の基本と実際
電気診断法や筋電図解析を用いた神経・筋機能評価方法の基本と実
際に関して理解する．

15 物理療法機器保守管理総論
物理療法機器の安全性に関わる法規を理解するとともに、保守管理に
関して理解する．

1
11-1.疾病・障害特異的理学療法の実際（技術編１）
（脳卒中に対する機能的電気刺激療法の実際）

脳卒中に対する機能的電気刺激療法の理論と実際について習得す
る．

2
11-2.疾病・障害特異的理学療法の実際（技術編２）
（疼痛管理における経皮的電気刺激療法の実際）

疼痛管理に対する経皮的電気刺激療法の理論と実際について習得す
る．

3
11-3.疾病・障害特異的理学療法の実際（技術編３）
（運動器疾患における物理療法の実際）

運動器疾患に対する物理療法の目的や理論に関して理解し、実際に
物理療法を行う手法を習得する．

4
11-4.疾病・障害特異的理学療法の実際（技術編４）
（スポーツの領域における物理療法の実際）

スポーツ領域における物理療法の目的や理論に関して理解し、実際に
物理療法を行う手法を習得する．

5
11-5.疾病・障害特異的理学療法の実際（技術編５）
（創傷・褥瘡に対する電気刺激療法の実際）

創傷・褥瘡における電気刺激療法の目的や理論に関して理解し、その
手法を習得する．

6
11-6.疾病・障害特異的理学療法の実際（技術編６）
（ウイメンズヘルスに対する物理療法の実際）

尿失禁などのウイメンズヘルスにおける電気刺激療法の目的や理論
に関して理解し、その手法を習得する．

7
11-7.疾病・障害特異的理学療法の実際（技術編７）
（超音波画像装置を用いた評価の理論と実際）

超音波画像装置を用いた評価方法に関して理解するとともに実際の
手法を習得する．

8
11-8.疾病・障害特異的理学療法の実際（技術編8）
（非侵襲的脳刺激療法の理論と実際）

非侵襲的脳刺激療法の目的や理論に関して理解し、その実際の手法
について習得する．

・物理療法に適応となる病態生理を理解し，物理療法の生理学的機序について説明することができる．
・物理療法に関するガイドライン等を理解し、評価や治療として物理療法を実践することができる．
・病期，障害に即した物理療法を説明し，適応と禁忌を理解した上で安全に実施することができる．
・物理療法の種類を理解し、各種療法ごとの基本的性質や治療装置の特徴を説明できる．
・患者，家族に対し，適切に物理療法療法を説明し，教育を実施することができる．

役割（管理者、講師（担当科目名）、演習補助講師）

必須科目講師
（15コマ全ての開講）

・1コマあたり90分
・15コマ全ての履修を修了要
件とする。

選択科目講師
（5コマ以上を選択して開講）

・1コマあたり90分
・5コマ以上を選択して、履修
することを修了要件とする。
・各分野における特定の技術
など、その分野の知識・技術
を広げる上で、必要となるカ
リキュラムを設定する。



褥瘡・創傷ケア

到達目標

ねらい

1 正常な構造・機能と疾病の基礎
臓器や器官の正常な構造および機能を確認するとともに，その破綻に
よって生じる症状を理解する．また，その疾患の疫学，病態，病型，予
後などの情報を整理し，それらを習得する．

2 医学的診断と治療介入
医学的な診断や治療介入の方法や時期等について，各種ガイドライン
あるいは指針等に基づいて理解する．また多職種の関わりを整理し，
各職種が関わる意義を理解する．

3 理学療法介入の意義と理学療法士の役割
理学療法による介入の意義や目的を確認し，また他職種と比較した理
学療法士の役割を理解する.

4
褥瘡・創傷によって生じる障害とその評価および予後
予測

褥瘡・創傷によって生じる障害を整理するとともに，その障害の評価方
法を習得する．また，評価に基づいた予後予測の考え方や方法を理解
し，予後予測に基づく理学療法介入の意義を確認する．

5 褥瘡・創傷による運動機能障害に対する理学療法
褥瘡・創傷による運動機能障害に対する理学療法の基本的な考え方を
整理する．またそれらの介入による効果やその検証方法について理解
する.

6 褥瘡・創傷による創面環境調整に対する理学療法
褥瘡・創傷による創傷治癒環境に対する理学療法（物理療法・運動療
法）の基本的な考え方を整理する．またそれらの介入による効果やその
検証方法について理解する.

7 褥瘡・創傷による活動・参加制限に対する理学療法
褥瘡・創傷による活動・参加制限の特徴を整理する．またその要因を検
証するとともに，理学療法による介入の考え方や方法について理解す
る.

8 早期離床と合併症予防のための急性期理学療法
急性期での早期離床の考え方やその具体的な方法を整理する．またこ
の時期のリスク管理における注意点やその方法を習得するとともに，介
入の方法やその根拠を理解する．

9
機能回復と日常生活活動自立に向けた回復期理学療
法

回復期での機能回復や日常生活活動自立に向けた考え方やその具体
的な方法を整理する．またこの時期のリスク管理における注意点やそ
の方法を習得するとともに，介入の方法やその根拠を理解する．

10
在宅生活の充実と社会参加促進のための生活期理
学療法

在宅生活期での日常生活活動の自立支援や社会生活を促進させる考
え方やその具体的な方法を整理する．またこの時期のリスク管理にお
ける注意点やその方法を習得するとともに，介入の方法やその根拠を
理解する．

11 終末期における理学療法
終末期における理学療法の考え方やその具体的な方法を整理する．ま
たこの時期のリスク管理における注意点やその方法を習得するととも
に，介入の方法やその根拠を理解する．

12 自立支援や疾病管理の補助具．機器とその活用
自立支援や介助量軽減のための補助具や機器，疾病を管理するため
の機器を整理し，その適応や注意点等について理解する．

13 発症予防、重症化予防、再発予防、合併症予防
褥瘡・創傷の発症予防や重症化予防，再発予防、合併症予防の考え方
やその具体的な方法を理解する．またその効果検証の方法を確認す
る．

14 患者・家族教育の意義とその方法
患者・家族に対し、状態・病期に即した理学療法を説明し理解を得るこ
との必要性を理解するとともに，どのように教育・指導するのかを整理
し，習得する．

15 社会資源の活用
障害等を持って生活する上で利用できる社会資源やそれらの活用方法
を理解する．

1
11-1.疾病・障害特異的理学療法の実際（技術編１）
（熱傷に対する予防・ケアの実際）

熱傷に対する治療目標の設定や予防・治療アプローチの原則を理解
し、その障害特性に合わせた介入の方法を習得する.

2
11-2.疾病・障害特異的理学療法の実際（技術編２）
（褥瘡に対する予防・ケアの実際）

褥瘡に対する治療目標の設定や予防・治療アプローチの原則を理解
し、その障害特性に合わせた理学療法（介入）の方法を習得する.

3
11-3.疾病・障害特異的理学療法の実際（技術編３）
（創傷一般に対する予防・ケアの実際）

創傷（糖尿病性潰瘍，膠原病・血管炎，下腿潰瘍・下肢静脈瘤）に対す
る治療目標の設定や予防・治療アプローチの原則を理解し、その障害
特性に合わせた介入の方法を習得する.

4
11-4.疾病・障害特異的理学療法の実際（技術編４）
（減圧・体位変換の実際）

褥瘡・創傷ケアにおける減圧・体位交換の治療アプローチの原則を理
解し、その障害特性に合わせた介入の方法を習得する.

5
11-5.疾病・障害特異的理学療法の実際（技術編５）
（皮膚管理（スキンケア）の実際）

褥瘡・創傷ケアにおける皮膚管理（スキンケア）アプローチの原則を理
解し、その障害特性に合わせた介入の方法を習得する.

6
11-6.疾病・障害特異的理学療法の実際（技術編６）
（シーティングの実際）

褥瘡・創傷ケアにおける車椅子シーティングアプローチの原則を理解
し、その障害特性に合わせた介入の方法を習得する.

7
11-7.疾病・障害特異的理学療法の実際（技術編７）
（栄養状態の改善の実際）

褥瘡・創傷ケアにおける栄養状態の改善とその治療アプローチの原則
を理解し、その障害特性に合わせた介入の方法を習得する.

8
11-8.疾病・障害特異的理学療法の実際（技術編8）
（褥瘡・創傷ケアにおける物理療法の実際）

褥瘡・創傷ケアにおける物理療法アプローチの原則を理解し、その障害
特性に合わせた介入の方法を習得する.

・褥瘡・創傷ケアの理学療法に必要となる病態生理を理解し，診断や治療，予後予測について説明することができる．
・理学療法ガイドライン等を理解し，評価や治療介入を実践することができる．
・病期，病態に即した理学療法を説明し，実施することができる．
・褥瘡・創傷ケアの発症予防や重症化予防，再発予防，合併症予防の考え方やその方法を理解し，説明することができ
る．
・患者，家族に対し，適切な理学療法指導，教育を実施することができる．
・活用できる社会資源を理解するとともに，自立支援および疾病管理について説明することができる．

役割（管理者、講師（担当科目名）、演習補助講師）

必須科目講師
（15コマ全ての開講）

・1コマあたり90分
・15コマ全ての履修を修了要
件とする。

選択科目講師
（5コマ以上を選択して開講）

・1コマあたり90分
・5コマ以上を選択して、履修
することを修了要件とする。
・各分野における特定の技術
など、その分野の知識・技術
を広げる上で、必要となるカ
リキュラムを設定する。



疼痛管理

到達目標

ねらい

1 疼痛の生理学的機序
疼痛の生理学的及び病理学的メカニズムを理解するとともに、疼痛制御メカニ
ズムについて理解する．

2 慢性疼痛のエビデンスと介入法
慢性疼痛の病態とその介入の方法や時期等について，各種疾患のガイドライン
あるいは指針等に基づいて理解する．

3 慢性疼痛患者の心理・行動とコミュニケーション
慢性疼痛患者の心理と行動について理解する．また，慢性疼痛患者に対するコ
ミュニケーションの方法について習得する．

4 疼痛に対する薬物療法
疼痛に対する薬物療法と作用機序を理解する．また，副作用やリスク管理の注
意点について理解する．

5 患者教育・セルフマネジメントの意義とその方法
疼痛患者に対する患者教育とセルフマネジメントの意義・重要性を理解するとと
もに，どのように教育・指導するのかを整理し，習得する．

6 疼痛のスクリーニングと問診
疼痛のスクリーニングツールとその方法について理解する．また，疼痛患者に
対する問診の方法と注意点について整理する．

7 疼痛の評価
疼痛や疼痛に関連して生じる機能障害・活動制限の評価方法について理解す
る．また，治療効果判定に用いるアウトカムについても理解する．

8 疼痛に対する徒手療法・運動療法
疼痛に対する徒手療法や運動療法の疼痛制御メカニズムやエビデンスについ
て整理する．また，リスク管理における注意点や介入の方法を理解する．

9 疼痛に対する物理療法　電気刺激療法
疼痛に対する電気刺激療法の疼痛制御メカニズムやエビデンスについて整理
する．また，また，リスク管理における注意点や介入の方法を理解する．

10 疼痛に対する物理療法　温熱療法・超音波療法
疼痛に対する温熱療法や超音波療法の疼痛制御メカニズムやエビデンスにつ
いて整理する．また，リスク管理における注意点や介入の方法を理解する．

11 疼痛に対する認知行動療法・患者教育
疼痛に対する認知行動療法・患者教育の有用性やエビデンスについて整理す
る．また，リスク管理における注意点や介入の方法を理解する．

12 疼痛に対する集学的アプローチ
疼痛に対する集学的アプローチの意義やその介入方法について理解する．ま
た，理学療法士の役割や他職種との連携についても理解する．

13 疼痛の重症化予防，再発予防
疼痛の重症化や再発に関する基礎知識を整理する．また，重症化や再発に対
する対処方法や予防法について理解する．

14 末梢性・中枢性感作の基礎と介入法
末梢性・中枢性感作のメカニズムと神経システムの変化について知識を整理す
る．また，介入の方法とその根拠について理解する．

15 複合性局所疼痛症候群（CRPS）の基礎と介入法
CRPSの病態について知識を整理する．また，リスク管理における注意点や介
入の方法とその根拠について理解する．

1
11-1.疾病・障害特異的理学療法の実際（技術編１）
（脳卒中患者の疼痛に対する疼痛管理）

脳卒中患者の疼痛のメカニズムと評価・理学療法について実践例に基づき，理
解する．

2
11-2.疾病・障害特異的理学療法の実際（技術編２）
（幻視痛に対する疼痛管理）

幻視痛のメカニズムと評価・理学療法について実践例に基づき，理解する．

3
11-3.疾病・障害特異的理学療法の実際（技術編３）
（頸部痛に対する疼痛管理）

頸部痛のメカニズムと評価・理学療法について実践例に基づき，理解する．

4
11-4.疾病・障害特異的理学療法の実際（技術編４）
（腰痛に対する疼痛管理）

腰痛のメカニズムと評価・理学療法について実践例に基づき，理解する．

5
11-5.疾病・障害特異的理学療法の実際（技術編５）
（膝関節痛に対する疼痛管理）

膝関節痛（変形性膝関節症）のメカニズムと評価・理学療法について実践例に
基づき，理解する．

6
11-6.疾病・障害特異的理学療法の実際（技術編６）
（急性痛（術後痛）に関する疼痛管理）

急性痛（術後痛）のメカニズムと評価・理学療法について実践例に基づき，理解
する．

7
11-7.疾病・障害特異的理学療法の実際（技術編７）
（がん性疼痛に対する疼痛管理）

がん性疼痛のメカニズムと評価・理学療法について実践例に基づき，理解す
る．

8
11-8.疾病・障害特異的理学療法の実際（技術編8）
（CRPSに対する疼痛管理）

CRPSのメカニズムと評価・理学療法について実践例に基づき，理解する．

・疼痛管理に対する理学療法に必要となる病態生理を理解し，診断や治療について説明することができる．
・疼痛に関するガイドライン等を理解し，評価や治療介入を実践することができる．
・疼痛の病期，障害に即した理学療法を説明し，実施することができる．
・疼痛の重症化予防や再発予防の考え方やその方法を理解し，説明することができる．
・患者，家族に対し，適切な理学療法指導，教育を実施することができる．

役割（管理者、講師（担当科目名）、演習補助講師）

必須科目講師
（15コマ全ての開講）

・1コマあたり90分
・15コマ全ての履修を修了要
件とする。

選択科目講師
（5コマ以上を選択して開講）

・1コマあたり90分
・5コマ以上を選択して、履修
することを修了要件とする。
・各分野における特定の技術
など、その分野の知識・技術
を広げる上で、必要となるカ
リキュラムを設定する。



臨床教育

到達目標

ねらい

1 管理学総論
管理学に関する理論やその方法を整理し、臨床教育へ応用するため
の知識を習得する．

2 教育学総論
教育学に関する理論やその方法を整理し、臨床教育へ応用するため
の知識を習得する．

3 組織学総論
組織やそれによる協働に関する理論や方法を整理し、臨床教育へ応用
するための知識を習得する．

4 情報学総論
情報学に関する理論やその役割を整理し、臨床教育へ応用するため
の知識を習得する．

5 理学療法概論
理学療法教育の変遷と教育制度を整理し、時代に即した臨床教育に必
要となる知識を習得する．

6 理学療法管理概論
理学療法における管理の基本的原則と管理の在り方について整理し、
臨床教育へ応用するための知識を習得する．

7 理学療法専門概論
医療専門職としての理学療法士の役割と理学療法専門教育の在り方
を整理し、それを理解する．

8 人材育成論
わが国の理学療法現場が抱える課題や求められるスキルを整理し、人
材育成や教育方法に関して理解する．

9 人的資源管理論
臨床教育における指導者の能力や役割を理解し、臨床現場における人
材資源の最適化に関して理解する．

10 理学療法組織管理論
組織の一員としての人材管理の基本的原則とその管理方法の実際に
関して理解する．

11 ヘルスケアサービス管理論
健康の保持及び増進、介護予防を通じた，健康寿命の延伸に資するヘ
ルスケアサービスを整理し、臨床教育において必要となる知識を習得
する

12 医療経済論
経済学的手法を用いた分析から理学療法サービスに関する課題を臨
床教育の側面から整理し、それを理解する．

13 保健医療福祉政策論
理学療法に関連する法律や制度に関して、社会的背景や政策形成過
程を含め整理し、それを理解するとともに臨床教育で実践できるスキル
を習得する．

14 保健医療福祉組織論
保健医療福祉サービスに関わる職種や役割を整理し、それらにより構
成される組織を理解するとともに臨床教育での連携やそれに必要な理
論を習得する．

15 経営管理論
医療介護施設等における経営・管理について整理し、それを理解する
とともに臨床教育で実践できるスキルを習得する．．

1
11-1.臨床教育の実際（技術編１）
On the Job Trainingの実際

On the Job Trainingを行う上での基盤となる考え方や理論を理解し、そ
れを実践することができる．

2
11-2.臨床教育の実際（技術編２）
Off the Job Trainingの実際

Off the Job Trainingを行う上での基盤となる考え方や理論を理解し、そ
れを実践することができる．

3
11-3.臨床教育の実際（技術編３）
他職種連携・他職種協働

他職種連携・他職種協働を行う上での基盤となる考え方や理論を理解
し、それを実践することができる．

4
11-4.臨床教育の実際（技術編４）
臨床教育効果判定

臨床教育効果判定を行う上での基礎となる考え方や理論を理解し、そ
れを実践することができる．

5
11-5.臨床教育の実際（技術編５）
臨床実習指導法

臨床実習指導を行う上での基盤となる考え方や理論を理解し、それを
実践することができる．

6
11-6.臨床教育の実際（技術編６）
クリニカルラダー

クリニカルラダーの構築並びに運用を行う上での基盤となる考え方や
理論を理解し、それを実践することができる．

7
11-7.臨床教育の実際（技術編７）
コミュニケーション論

臨床教育に必要なコミュニケーション論を理解し、それを実践すること
ができる．

8
11-8.臨床教育の実際（技術編8）
研究活動教育

研究活動教育を行う上での基盤となる考え方や理論を理解し、それを
実践することができる．

・臨床教育を行う上での基礎となる考え方や理論を説明できる．
・理論を理学療法および関連する領域に応用し，実践することができる．
・人材を資源として育成および管理することができる．
・医療経済や保健医療福祉政策を理解し，臨床教育を実施することができる．	

役割（管理者、講師（担当科目名）、演習補助講師）

必須科目講師
（15コマ全ての開講）

・1コマあたり90分
・15コマ全ての履修を修了要
件とする。

選択科目講師
（5コマ以上を選択して開講）

・1コマあたり90分
・5コマ以上を選択して、履修
することを修了要件とする。
・各分野における特定の技術
など、その分野の知識・技術
を広げる上で、必要となるカ
リキュラムを設定する。



管理・運営

到達目標

ねらい

1 管理学総論
管理学に関する理論やその方法を整理し、理学療法の管理・運営へ応用する
ための知識を習得する．

2 教育学総論
教育学に関する理論やその方法を整理し、理学療法の管理・運営へ応用する
ための知識を習得する．

3 組織学総論
組織やそれによる協働に関する理論や方法を整理し、理学療法の管理・運営
へ応用するための知識を習得する．

4 情報学総論
情報学に関する理論やその役割を整理し、理学療法の管理・運営へ応用する
ための知識を習得する．

5 理学療法概論
理学療法における管理・運営の変遷を整理し、時代に即した管理・運営に必
要となる知識を習得する．

6 理学療法管理概論
理学療法における管理の基本的原則と管理の在り方について整理し、理学療
法を効果的に展開するための管理手法を習得する

7 理学療法専門概論
医療専門職としての理学療法士の役割と理学療法専門教育の在り方を整理
し、それを理解する．

8 人材育成論
わが国の理学療法現場が抱える課題や求められるスキルを整理し、人材育
成や教育方法に関して理解する．

9 人的資源管理論
理学療法士の能力や役割を理解し、管理・運営における人材資源の最適化に
関して理解する．

10 理学療法組織管理論
組織の一員としての人材管理の基本的原則とその管理方法の実際に関して
理解する．

11 ヘルスケアサービス管理論
健康の保持及び増進、介護予防を通じた，健康寿命の延伸に資するヘルスケ
アサービスを整理し、その管理・運営に必要となる知識を習得する

12 医療経済論
経済学的手法を用いた分析から理学療法サービスに関する課題を管理・運営
の側面から整理し、それを理解する．

13 保健医療福祉政策論
理学療法に関連する法律や制度に関して、社会的背景や政策形成過程を含
め整理し、それを理解するとともに管理・運営領域で実践できるスキルを習得
する．

14 保健医療福祉組織論
保健医療福祉サービスに関わる職種や役割を整理し、それらにより構成され
る組織を理解するとともに管理・運営に必要な理論を習得する．

15 経営管理論
経営学を基盤として組織の管理に関する基本理論を学び、理学療法の経営・
管理に必要な知識を習得する

1
11-1.領域・医療機関機能別の理学療法管理・運営
の実際-急性期医療-（技術編１）

急性期医療おける理学療法管理・運営の実際を理解する。

2
11-2.領域・医療機関機能別の理学療法管理・運営
の実際-回復期病棟-（技術編２）

回復期病棟おける理学療法管理・運営の実際を理解する。

3
11-3.領域・医療機関機能別の理学療法管理・運営
の実際-療養病棟-（技術編３）

療養病棟おける理学療法管理・運営の実際を理解する。

4
11-3.領域・医療機関機能別の理学療法管理・運営
の実際-小児施設-（技術編４）

小児施設における理学療法管理・運営の実際を理解する。

5
11-4.領域・医療機関機能別の理学療法管理・運営
の実際-訪問理学療法-（技術編５）

訪問における理学療法管理・運営の実際を理解する。

6
11-4.領域・医療機関機能別の理学療法管理・運営
の実際-通所施設-（技術編６）

通所施設における理学療法管理・運営の実際を理解する。

7
11-5.領域・医療機関機能別の理学療法管理・運営
の実際-介護保険施設-（技術編７）

介護保険施設における理学療法管理・運営の実際を理解する。

8
11-7.災害・緊急時の避難所における理学療法管
理・運営（技術編８）

災害・緊急時の避難所における理学療法管理・運営の実際を理解する。

・管理・運営を行う上での基礎となる考え方や理論を説明できる．
・理論を理学療法および関連する領域に応用し，実践することができる．
・人材を資源として育成および管理することができる．
・医療経済や保健医療福祉政策を理解し，管理・運営を実施することができる．

役割（管理者、講師（担当科目名）、演習補助講師）

必須科目講師
（15コマ全ての開講）

・1コマあたり90分
・15コマ全ての履修を修了要
件とする。

選択科目講師
（5コマ以上を選択して開講）

・1コマあたり90分
・5コマ以上を選択して、履修
することを修了要件とする。
・各分野における特定の技術
など、その分野の知識・技術
を広げる上で、必要となるカ
リキュラムを設定する。



学校教育

到達目標

ねらい

1 管理学総論
管理学に関する理論を整理し、学校教育へ応用するための知識を習得
する．

2 教育学総論
教育理論とそれを基盤とした教育方法に関する知識を整理し、それを
理解する．

3 組織学総論
組織やそれによる協働に関する理論や方法を整理し、学校教育へ応用
するための知識を習得する．

4 情報学総論
管理学に関する理論やその役割を整理し、学校教育へ応用するため
の知識を習得する．

5 理学療法概論
理学療法教育の変遷と教育制度を整理し、時代に即した学校教育に必
要となる知識を習得する．

6 理学療法管理概論
理学療法における管理の基本的原則と管理の在り方について整理し、
学校教育へ応用するための知識を習得する．

7 理学療法専門概論
医療専門職としての理学療法士の役割と理学療法専門教育の在り方
を整理し、それを理解する．

8 人材育成論
わが国の理学療法現場が抱える課題や求められるスキルを整理し、人
材育成や教育方法に関して理解する．

9 人的資源管理論
学校教育における教員の能力や教員の役割を理解し、教育現場にお
ける人材資源の最適化に関して理解する．

10 理学療法組織管理論
組織の一員としての人材管理の基本的原則とその管理方法の実際に
関して理解する．

11 ヘルスケアサービス管理論
健康の保持及び増進、介護予防を通じた，健康寿命の延伸に資するヘ
ルスケアサービスを整理し、学校教育において必要となる知識を習得
する.

12 医療経済論
経済学的手法を用いた分析から理学療法サービスに関する課題を学
校教育の側面から整理し、それを理解する．

13 保健医療福祉政策論
理学療法に関連する法律や制度に関して、社会的背景や政策形成過
程を含め整理し、それを理解するとともに学校教育で実践できるスキル
を習得する．

14 保健医療福祉組織論
保健医療福祉サービスに関わる職種や役割を整理し、それらにより構
成される組織を理解するとともに学校教育での連携やそれに必要な理
論を習得する．

15 経営管理論
学校における経営・管理について整理し、それを理解するとともに学校
教育で実践できるスキルを習得する．

1
11-1.学校教育の実際（技術編１）
（授業設計の実際）

授業設計を行う上での基盤となる考え方や理論を理解し、それを実践
することができる．

2
11-2.学校教育の実際（技術編２）
（講義法の実際）

講義法を行う上での基盤となる考え方や理論を理解し、それを実践す
ることができる．

3
11-3.学校教育の実際（技術編３）
（アクティブラーニングの実際）

アクティブラーニングを行う上での基盤となる考え方や理論を理解し、
それを実践することができる．

4
11-4.学校教育の実際（技術編４）
（学習評価の実際）

学習評価を行う上での基礎となる考え方や理論を理解し、それを実践
することができる．

5
11-5.学校教育の実際（技術編５）
（研究指導の実際）

研究指導を行う上での基盤となる考え方や理論を理解し、それを実践
することができる．

6
11-6.学校教育の実際（技術編６）
（授業改善の実際）

授業改善を行う上での基盤となる考え方や理論を理解し、それを実践
することができる．

7
11-7.学校教育の実際（技術編７）
（臨床実習の意義）

臨床実習教育を行う上での基盤となる考え方や理論を理解し、それを
実践することができる．

8
11-8.学校教育の実際（技術編8）
（障害学生支援の実際）

障害学生支援を行う上での基盤となる考え方や理論を理解し、それを
実践することができる．

・学校教育を行う上での基礎となる考え方や理論を説明できる．
・理論を理学療法および関連する領域に応用し，実践することができる．
・人材を資源として育成および管理することができる．
・医療経済や保健医療福祉政策を理解し，学校教育を実施することができる．

役割（管理者、講師（担当科目名）、演習補助講師）

必須科目講師
（15コマ全ての開講）

・1コマあたり90分
・15コマ全ての履修を修了要
件とする。

選択科目講師
（5コマ以上を選択して開講）

・1コマあたり90分
・5コマ以上を選択して、履修
することを修了要件とする。
・各分野における特定の技術
など、その分野の知識・技術
を広げる上で、必要となるカ
リキュラムを設定する。
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