
日本医学柔整鍼灸専門学校
平成31年度　授業計画書（シラバス）

学期 回数 実務経験

①・2・3・4 10

評価方法 評価割合（％）

定期試験 60

小テスト
（チェックテスト）

レポート 40

実技試験

プレゼン
テーション

その他

（合計） 100

まとめ図表、スケッチ提出を予定　　　　　

基礎分野であるところの「生理学」「解剖学」を修得することにより、専門分野の柔道整復学への理解や応用
が可能になります。また基礎医学・臨床系の病理学、衛生・公衆衛生学、リハビリ、運動学、一般臨床医学の
ような種々の科目にもつながっていきます。「人体のしくみ　１」はそれらの入門編と言えるでしょう。

履修に必要な予備知識や技能
行動目標にも記しましたが、この分野が得意な人、自信のある人は積極的に学習に取り組んでください。そう
でない人は高校までの生物や化学、保健体育で学んだところの復習をしておきましょう。

教科書・参考書
教科書　『生理学』　改訂版　（南江堂）　　　　全国柔道整復学校協会　　　監修
参考書　『解剖学』　改訂版　（医歯薬出版）　全国柔道整復学校協会　　　監修

受講上の注意
短い範囲ですが、生理学の基本になるところなので、休まず受講してください。

成績評価方法
具体的な評価の方法、観点など

選択問題と記述問題を織り交ぜて出題する予定　

授業科目名

人体のしくみ　１　

担当教員名 学科・学年 関連科目

浮谷　英邦　　 柔道整復学科夜間部　１学年 人体のしくみ2・人体の構造と機能1～12

授業目標

一般目標（GIO）

柔道整復師として患者を正しく管理できるようになるために、診断・治療・予後評
価に必要な医学の基礎的な知識を習得する。

行動目標（SBO）

1．人体のしくみの学習に必要な基礎的事項を列挙できる。
２．血液の機能や分類を説明できる。



日本医学柔整鍼灸専門学校
平成31年度　授業計画書（シラバス）

回数 教科書

第1回 Ｐ．１～７

第2回 Ｐ．７～１２

第3回 Ｐ．１３～１７

第4回 Ｐ．１７～２１

第5回 Ｐ．２３～２８

第6回 Ｐ．２８～３１

第7回 Ｐ．３１～３２

第8回 Ｐ．３２～３５

第9回 Ｐ．１～３５

第10回 定期試験　　　

血液型　　 教科書・ノート・筆記用具

血液の凝固　　 教科書・ノート・筆記用具

1回～８回のまとめ　　　 教科書・ノート・筆記用具

拡散、浸透、ろ過　　　受動輸送と能動輸送　　 教科書・ノート・筆記用具

血液の生理学／血液の役割、血液の組成　 教科書・ノート・筆記用具

免疫機能　 教科書・ノート・筆記用具

生理学の基礎／生理学とは・人体を構成する要素　　 教科書・ノート・筆記用具

からだの化学的構成　 教科書・ノート・筆記用具

細胞の機能的構造　 教科書・ノート・筆記用具

授業内容 教材・持ち物



  日本医学柔整鍼灸専門学校
平成31年度　授業計画書（シラバス）

学期 回数 実務経験

1・②・3・4 10

評価方法 評価割合（％）

定期試験 60

小テスト
（チェックテス

ト）
40

レポート

実技試験

プレゼン
テーション

その他

（合計） 100

生理学とは、ヒトが生きているということはどういうことか、ヒトの身体は生きていくた
めにどのような営みをしているいるかを「考える」学問である。将来、外傷･障害の治療
を行う柔道整復師にとっては必要不可欠な学問であるといえよう。

履修に必要な予備知識や技能
進行が速いので、予習と復習をして下さい。分からない事を「調べる」のではなく「考え
る」ようにして下さい。

教科書・参考書
教科書：
参考書：特になし

受講上の注意
10分程度でいいので、予習と復習をするように心がけて下さい。

成績評価方法
具体的な評価の方法、観点など

記述問題＋選択問題

実施内容、評価についてはガイダンスでアナウンスします。

科目の概要

授業科目名

人体のしくみ2

担当教員名 学科・学年 関連科目

木目　良太郎 柔道整復学科夜間部　１学年 人体のしくみ1

授業目標

一般目標（GIO）

●循環器系の機能を理解する。
●呼吸の機能を理解する。
●運動時における身体機能の変化を理解する。

行動目標（SBO）

●呼吸･循環器系の機能を説明できる。
●骨格筋の機能を説明できる。
●運動時における身体機能の変化を説明できる。



  日本医学柔整鍼灸専門学校
平成31年度　授業計画書（シラバス）

回数 教科書

第1回 P37＋α

第2回 P38〜P47

第3回 P47〜P55

第4回 P55〜P64

第5回 P65〜P73

第6回 P73〜P76

第7回
呼吸調節のしくみ，呼吸の異常

P76〜P81

第8回
運動時の酸素ダイナミクス

なし

第9回
追加資料
P17〜26

第10回
定期試験

持久的トレーニングの生理学

循環の調節，局所循環

呼吸器の機能的構造，ガス交換

血液中の酸素および二酸化炭素の運搬

ガイダンス

心臓の機能，構造

心臓のポンプ作用，各種血管，血圧，リンパ管系

授業内容 教材・持ち物



日本医学柔整鍼灸専門学校
平成31年度　授業計画書（シラバス）

学期 回数 実務経験

①・2・3・4 10

評価方法 評価割合（％）

定期試験 60

小テスト
（チェックテスト） 10

レポート 20

実技試験

プレゼン
テーション

その他 10

（合計） 100

科目概要

授業科目名

栄養学１

担当教員名 学科・学年 関連科目

西條 奈緒美 柔道整復学科夜間部　１学年
人体のしくみ1・2

人体の構造と機能8～12

授業目標

一般目標（GIO）

栄養素と身体の営みとの関わりを理解し、健康の維持増進に活かせる知識を習
得する。

行動目標（SBO）

・栄養素の種類を知り、それらのはたらきを説明できる。
・疾病と栄養素の関わりを説明できる。

授業時に内容に沿った課題等の作成状況を評価する。

身体をつくり、またその営みのために必要である栄養素について、それらのはたらき、必要量や摂取方法を
学ぶ。さらに、疾病および健康の維持増進と栄養との関わりついて、現代社会の問題もふまえて学ぶ。

履修に必要な予備知識や技能
＜予備知識があると望ましいこと＞
・栄養素の種類　　・生活習慣病　　・食品の種類　　・身体のつくり

教科書・参考書
教科書：授業時に説明する
参考書：「生理学」の教科書

受講上の注意
・生理学の内容をふまえつつ講義を行う。そのため、生理学で使用するテキストを使用して説明することもあ
るため、生理学で使用する教科書を準備することが望ましい。
・確認のための小テストを適宜行う。

成績評価方法
具体的な評価の方法、観点など

選択問題中心の筆記試験を行う。

授業時に内容に沿った小テストにより評価する。

授業時の様子を総合的に評価する。



日本医学柔整鍼灸専門学校
平成31年度　授業計画書（シラバス）

回数 教科書

第1回
p．8、9、
103、104

第2回
p．8、9、
103、104

第3回
p．8、9、
103、104

第4回
p．9～11、
104

第5回
p．9～11、
104

第6回
p．9～11、
104

第7回
p．11、12、
104

第8回 p．104、105

第9回 p．104、105

第10回 無し

授業内容 教材・持ち物

栄養素と食品：五大栄養素、糖質
小テスト

「生理学」の教科書・ノート・
筆記用具

栄養素と食品：糖質と糖尿病
小テスト

「生理学」の教科書・ノート・
筆記用具

栄養素と食品：食物繊維
小テスト

「生理学」の教科書・ノート・
筆記用具

栄養素と食品：脂質と脂肪
小テスト

「生理学」の教科書・ノート・
筆記用具

栄養素と食品：脂肪酸　　　　　　　　　　　小テスト
「生理学」の教科書・ノート・
筆記用具

栄養素と食品：リポタンパク質
小テスト

「生理学」の教科書・ノート・
筆記用具

定期試験 筆記用具

栄養素と食品：タンパク質
小テスト

「生理学」の教科書・ノート・
筆記用具

栄養素と食品：脂溶性ビタミン
小テスト

「生理学」の教科書・ノート・
筆記用具

栄養素と食品：水溶性ビタミン
小テスト

「生理学」の教科書・ノート・
筆記用具



日本医学柔整鍼灸専門学校
平成31年度　授業計画書（シラバス）

学期 回数 実務経験

1・②・3・4 10

評価方法 評価割合（％）

定期試験 60

小テスト
（チェックテスト） 10

レポート 20

実技試験

プレゼン
テーション

その他 10

（合計） 100

授業時の様子を総合的に評価する。

授業時に内容に沿った課題等の作成状況を評価する。

身体をつくり、またその営みのために必要である栄養素について、それらのはたらき、必要量や摂取方法を
学ぶ。さらに、疾病および健康の維持増進と栄養との関わりついて、現代社会の問題もふまえて学ぶ。また、
摂取した栄養素の消化と吸収、代謝についても学ぶ。

履修に必要な予備知識や技能
＜予備知識があると望ましいこと＞
・栄養素の種類　　・生活習慣病　　・食品の種類　　・身体のつくり

教科書・参考書
教科書：授業時に説明する
参考書：「生理学」の教科書

受講上の注意
・生理学の内容をふまえつつ講義を行う。そのため、生理学で使用するテキストを使用して説明することもあ
るため、生理学で使用する教科書を準備することが望ましい。
・確認のための小テストを適宜行う。

成績評価方法
具体的な評価の方法、観点など

選択問題中心の筆記試験を行う。

授業時に内容に沿った小テストにより評価する。

科目概要

授業科目名

栄養学２

担当教員名 学科・学年 関連科目

西條 奈緒美 柔道整復学科夜間部　１学年
人体のしくみ1・2

人体の構造と機能8～12

授業目標

一般目標（GIO）

栄養素と身体の営みとの関わりを理解し、健康の維持増進に活かせる知識を習
得する。また、栄養素の消化と吸収、代謝についての理解を深める。

行動目標（SBO）

・栄養素の種類を知り、それらのはたらきを説明できる。
・疾病と栄養素の関わりを説明できる。
・栄養素の消化と吸収、代謝について説明できる。



日本医学柔整鍼灸専門学校
平成31年度　授業計画書（シラバス）

回数 教科書

第1回 p．104

第2回 p．104

第3回 p．104

第4回 p．104

第5回 p．111～114

第6回
p．83～96、
104～111

第7回
p．83～96、
98～101

第8回 p．83～96

第9回 p．96～98

第10回 無し定期試験 筆記用具

健康と栄養：脂質の消化吸収
小テスト

「生理学」の教科書・ノート・
筆記用具

健康と栄養：タンパク質の消化
小テスト

「生理学」の教科書・ノート・
筆記用具

健康と栄養：ホルモン
小テスト

「生理学」の教科書・ノート・
筆記用具

栄養素と食品：Ｉ、水
小テスト

「生理学」の教科書・ノート・
筆記用具

健康と栄養：食事摂取基準
小テスト

「生理学」の教科書・ノート・
筆記用具

健康と栄養：糖質の消化吸収
小テスト

「生理学」の教科書・ノート・
筆記用具

栄養素と食品：Ｎａ、Ｃｌ、Ｋ
小テスト

「生理学」の教科書・ノート・
筆記用具

栄養素と食品：Ｃａ、Ｍｇ、Ｐ
小テスト

「生理学」の教科書・ノート・
筆記用具

栄養素と食品：Ｆｅ、Ｚｎ、Ｃｕ
小テスト

「生理学」の教科書・ノート・
筆記用具

授業内容 教材・持ち物



日本医学柔整鍼灸専門学校
平成31年度　授業計画書（シラバス）

学期 回数 実務経験

1・2・③・4 10

評価方法 評価割合（％）

定期試験

小テスト
（チェックテスト） 30

レポート 60

実技試験

プレゼン
テーション

その他 10

（合計） 100

授業における平常点を評価します。

トレーニングについて授業内で理解した上で、論理的かつ実践的なレポートを
書くことができる。

柔道整復の業務全般である治療法以外に、運動療法や外傷障害予防にも重要であるトレーニング理論を中
心に学んでいきます。トレーニングによって身体にどのような影響を及ぼすかを理解します。またリハビリす
る患者さんにとって外傷障害を再発しないようにするためにはトレーニングの役割も大きいと考えられます。
どのようにすれば早期社会復帰につながるか、怪我を予防することができるのかを考えていきます。

履修に必要な予備知識や技能
トレーニングを学ぶ上で重要なのは身体の構造を理解することです。解剖学や生理学などの知識を得た上
でどのように身体が動くのかを理論的に考えていきます。またトレーニングを実践できるようにスポーツ動作
を理解しておくと尚良いと思います。

教科書・参考書
教科書：
参考書：トレーニング指導者テキスト　理論編　改訂版 ＮＰＯ法人日本トレーニング指導者協会（ＪＡＴＩ） 編著
大修館　トレーニング指導者テキスト　実践編　改訂版 ＮＰＯ法人日本トレーニング指導者協会（ＪＡＴＩ） 編著
大修館

受講上の注意
毎回、授業の最初に小テスト（確認テスト）を行いますので、復習をしっかりやってきてください。
実技を行うこともあります。
不明な点は、適宜担当教員に確認してください。

成績評価方法
具体的な評価の方法、観点など

科目の概要

授業科目名

トレーナー基礎理論

担当教員名 学科・学年 関連科目

木村新 柔道整復学科夜間部　１学年
人体の構造と機能1～15

人体のしくみ1・2
基礎柔道整復学７～10

授業目標

一般目標（GIO）

トレーナーの役割として重要なトレーニング分野について理解する。
トレーニングはパフォーマンスを上げるだけではなく、外傷障害予防にも大きく貢
献している。各々のトレーニング理論の重要性について学ぶ

行動目標（SBO）

・トレーナーの役割を理解する
・解剖学や生理学などの基礎分野の知識を運動分野に応用することができる
・外傷障害予防について理解することが出来る。
・スポーツ動作を理解することができる



日本医学柔整鍼灸専門学校
平成31年度　授業計画書（シラバス）

回数 教科書

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

第8回 プライオメトリックトレーニング

第9回 スピードトレーニング

第10回 持久力トレーニング

アジリティトレーニング

レジスタンストレーニングのプログラムデザイン

体幹トレーニングⅠ（理論）

体幹トレーニングⅡ（応用）

スポーツとトレーナーの役割

機能解剖に着目したトレーニング

レジスタンストレーニングとは？

授業内容 教材・持ち物



日本医学柔整鍼灸専門学校
平成31年度　授業計画書（シラバス）

学期 回数 実務経験

①・2・3・4 10

評価方法 評価割合（％）

定期試験 60

小テスト
（チェックテスト）

レポート

実技試験

プレゼン
テーション

その他 40

（合計） 100

科目概要

授業科目名

介護福祉

担当教員名 学科・学年 関連科目

関根良子 柔道整復学科夜間部　１学年 柔道整復実技10

授業目標

一般目標（GIO）
介護福祉の基本理念は『目の前にいるこの人の尊厳を護る』ことにあります。介
護の具体的な技術について学び、利用者体験（介護を必要とする人の立場を体
験すること）から実感し、考えることができる。

行動目標（SBO）

・高齢者の特徴を知る　　・手引き歩行と車いすの介助を体験し、介助者と介護者の信頼関
係について考えることができる　・認知症の基礎知識とﾕﾏﾆﾁｭｰﾄﾞの理論を学び、ﾕﾏﾆﾁｭｰ
ﾄﾞの技術を体験して、認知症の人への理解を深めることができる　・持ち上げない移動・移
乗技術について学び、技術の進化の必要性を知る　・終末期のケアのエビデンスを学び、
終末期のケアについて考えを深めることができる

　「介護福祉の基本理念は『目の前にいるこの人の尊厳を護る』ことにあります。介護の具体的な技術につい
て学び、利用者体験（介護を必要とする人の立場を体験すること）から実感し、考えることができる。」という本
授業の一般目標は医療者としての基本的な態度の重要な要素の一つであると信じています。
地域の身近な医療人である柔道整復師は患者である目の前の人の人生と生活に関心を持って欲しい。そこ
には介護福祉の知識と技術の学びは具体的で実感を持って学ぶことができます。

履修に必要な予備知識や技能
身近な人の生活や人生に関心を持って、興味と関心を広げたい。

教科書・参考書
授業で資料を配布します。

受講上の注意
・授業で配布した資料と小テストをファイルしてください。
・車いす介助、手引き歩行では動きやすい服装と靴で体験します。

具体的な評価の方法、観点など

　第９回で記述テストをします。（授業の中で行う知識の確認の小テストは記述テ
ストの資料とします）

　利用者体験から学んだことを小グループで話し合います。学んだことを記述テス
トに言語化



日本医学柔整鍼灸専門学校
平成31年度　授業計画書（シラバス）

回数 教科書

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

第8回

第9回

第10回

授業内容 教材・持ち物

高齢者の特徴（知識の確認小テスト） ファイル

持ち上げない移動・移乗技術（知識の確認小テスト）

ファイル

ファイル

車いすの介助（利用者体験から学んだことを話し合
う）

手引き歩行（利用者体験から学んだことを話し合う） ファイル

認知症の基礎知識（知識の確認小テスト） ファイル

ユマニチュードの理論と体験（利用者体験から学ん
だことを話し合う）

ファイル

テスト返却　まとめの話し合い　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ファイル

終末期のケア（知識の確認小テスト） ファイル

介護予防としてのフットケア（知識の確認小テスト） ファイル

記述テスト ファイル



日本医学柔整鍼灸専門学校
平成31年度　授業計画書（シラバス）

学期 回数 実務経験

①・②・3・4 20

評価方法 評価割合（％）

定期試験

小テスト
（チェックテスト）

レポート

実技試験 90

プレゼン
テーション

その他 10

（合計） 100

科目の概要

授業科目名

柔道入門１

担当教員名 学科・学年 関連科目

岡村　忠彦 柔道整復学科夜間部　１学年 柔道入門2・柔道1～4

授業目標

一般目標（GIO）

柔道の持つ特性をふまえ、柔道に必要な基礎的な技能の修得を図る。特に礼法・
受身の修得に重点を置く。また技能修得を通じて、礼儀、遵法といった精神修養
を図っていく。

行動目標（SBO）

①正しい礼法（立礼・座礼）を修得する。
②正しい受身（後方受身・側方受身・前回受身）を修得する。
③基本的な投技を修得する。
④授業を通じ、礼儀・遵法等の医療人としての素養を身に付ける。

基本的には二人一組での投技の対人実技が中心となります。
個人差（技術、体力、経験、性、その他）を考慮して授業を進めていきます。

履修に必要な予備知識や技能
初めて柔道に取り組む学生もいるので、１から説明・実技指導を行っていきます。

教科書・参考書
教科書：
参考書：

受講上の注意
貴金属類（指輪、ネックレス、イヤリング等）は必ずはずすこと。
当然ながらガムや飴等を食べながらの受講は厳禁。
格技故やり方を誤ると怪我につながるため、怪我防止のための注意事項は厳守すること。

成績評価方法
具体的な評価の方法、観点など

受身・投技についての技術を評価する。1人もしくは1組ずつ実施する。
授業で説明したポイントの習熟度を基準に評価する。

授業態度、服装、出欠席を評価する。



日本医学柔整鍼灸専門学校
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回数 教科書

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

第8回

第9回

第10回

第11回

第12回

第13回

第14回

第15回

第16回

第17回

第18回

第19回

第20回

授業内容 教材・持ち物
オリエンテーション

シラバス

柔道衣の着方、礼法（立礼、座礼）、後受身
柔道衣（体操着）

移動しながらの後受身、横受身
柔道衣（体操着）

前回受身
柔道衣

投技（膝車）
柔道衣

投技（大腰）
柔道衣

投技（一本背負投）、（移動しながらの膝車）
柔道衣

投技（背負投）
柔道衣

投技（釣込腰）、移動しながらの横受身
柔道衣

投技（移動しながらの大腰）
柔道衣

投技（移動しながらの一本背負投）
柔道衣

投技（移動しながらの背負投）
柔道衣

投技（移動しながらの釣込腰）
柔道衣

投技（送足払）
柔道衣

投技（出足払①）
柔道衣

実技試験
柔道衣

解説授業
柔道衣

投技（出足払②）
柔道衣

左組での投技
柔道衣

総復習
柔道衣



日本医学柔整鍼灸専門学校
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学期 回数 実務経験

1・2・③・④ 20

評価方法 評価割合（％）

定期試験

小テスト
（チェックテスト）

レポート

実技試験 90

プレゼン
テーション

その他 10

（合計） 100

投技についての技術を評価する。1人もしくは1組ずつ実施する。
授業で説明したポイントの習熟度を基準に評価する。

授業態度、服装、出欠席を評価する。

基本的には二人一組での投技の対人実技が中心となります。
個人差（技術、体力、経験、性、その他）を考慮して授業を進めていきます。

履修に必要な予備知識や技能
初めて柔道に取り組む学生もいるので、１から説明・実技指導を行っていきます。

教科書・参考書
教科書：
参考書：

受講上の注意
貴金属類（指輪、ネックレス、イヤリング等）は必ずはずすこと。
当然ながらガムや飴等を食べながらの受講は厳禁。
格技故やり方を誤ると怪我につながるため、怪我防止のための注意事項は厳守すること。

成績評価方法
具体的な評価の方法、観点など

科目の概要

授業科目名

柔道入門2

担当教員名 学科・学年 関連科目

岡村　忠彦 柔道整復学科夜間部　１学年 柔道入門1・柔道1～4

授業目標

一般目標（GIO）

柔道の持つ特性をふまえ、柔道に必要な基礎的な技能の修得を図る。特に投技
の修得に重点を置く。また技能修得を通じて、礼儀、遵法といった精神修養を図っ
ていく。

行動目標（SBO）

①正しい礼法（立礼・座礼）を修得する。
②正しい受身（後方受身・側方受身・前回受身）を修得する。
③基本的な投技を修得する。
④授業を通じ、礼儀・遵法等の医療人としての素養を身に付ける。



日本医学柔整鍼灸専門学校
平成31年度　授業計画書（シラバス）

回数 教科書

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

第8回

第9回

第10回

第11回

第12回

第13回

第14回

第15回

第16回

第17回

第18回

第19回

第20回

実技試験
柔道衣

解説授業
柔道衣

前に移動しての前技、約束乱取
柔道衣

横に移動しての前技、約束乱取
柔道衣

総復習
柔道衣

投技（連絡技⑥,⑦）、約束乱取
柔道衣

左組での投技、約束乱取
柔道衣

左組での投技、約束乱取
柔道衣

投技（移動しながらの払腰）、（連絡技③）
柔道衣

投技（内股）、（連絡技④）、約束乱取
柔道衣

投技（連絡技⑤）、約束乱取
柔道衣

投技（移動しながらの大内刈）
柔道衣

投技（移動しながらの小内刈）、（連絡技①）
柔道衣

投技（払腰）、（連絡技②）
柔道衣

投技（小内刈）
柔道衣

投技（大外刈、大内刈、小内刈）
柔道衣

投技（移動しながらの大外刈）
柔道衣

前期復習
柔道衣

投技（大外刈）
柔道衣

投技（大内刈）
柔道衣

授業内容 教材・持ち物



日本医学柔整鍼灸専門学校
平成31年度　授業計画書（シラバス）

学期 回数 実務経験

①・2・3・4 10

評価方法 評価割合（％）

定期試験 60

小テスト
（チェックテスト） 40

レポート

実技試験

プレゼン
テーション

その他

（合計） 100

人が健康な生活をおくるためには、健康の維持・増進と疾病予防の科学的・合理的知識に基づき行わなければなりませ
ん。その基準となる正常な構造や機能を十分理解しなければ身体に起こる異常を知ることは不可能であります。ここで
は人体概説および身体の骨子となる骨格系について学びます。

履修に必要な予備知識や技能
柔道整復を学ぶ上で、その医学的基礎を理解する必要があります。それには、生物学的な知識についての理解も必要
です。また、患者さんの立場に考えて説明、同意、指導を行うことを理解するためには相手を敬い、思いやる気持ちやリ
スク管理が大事で、広い視野をもつ必要があります。また、集団の中での状況を把握し、他者の意見を真剣に聴く力を
養う必要があります。

教科書・参考書
教科書：「解剖学」改訂第2版　社団法人全国柔道整復学校協会監修　医歯薬出版
参考書：「日本人体解剖学」　金子丑之助原著　南山堂
　　　　　 「プロメテウス解剖学コアアトラス」　坂井建雄監訳　医学書院　 「イラスト解剖学」　松村讓兒著　中外医学社など

受講上の注意

毎回、授業の最初に小テスト（確認テスト）を行いますので、復習をしっかりやってきてください。不
明な点は、授業内でも授業外でも構わないので適宜担当教員に確認してください。
授業で必要なものは、必ず授業前に準備をしておいてください。

成績評価方法
具体的な評価の方法、観点など

小テストの範囲から筆記問題あるいは選択問題を中心に出題します。

毎回授業最初に前回授業範囲の小テストを実施します。（全7回）
小テストの総合点の正答率で評価します。

科目概要

授業科目名

人体の構造と機能1

担当教員名 学科・学年 関連科目

髙田　雄三 柔道整復学科夜間部　１学年 人体の構造と機能2～15

授業目標

一般目標（GIO）

各器官組織の形態・構造を理解し、その関係性を学習することによって、柔道整復に必要
な知識のみならず、生涯にわたる人の健康の維持増進や競技スポーツの発展に寄与・貢
献していくために不可欠な知識を習得し技術への礎とする。

行動目標（SBO）

・細胞、組織の構造と発生を理解する。
・骨系の名称と付着する筋、走行する血管や神経を理解する。



日本医学柔整鍼灸専門学校
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回数 教科書

第1回 p.1-6

第2回 p.6-8

第3回 p.8-16

第4回 p.17-20

第5回 p.21-24

第6回 p.24-25

第7回 p.25-28

第8回 p.28-33

第9回 p.33-36

第10回 定期試験 筆記用具

骨系（滑膜性の連結）
小テスト

教科書・ノート・筆記用
具、配布プリント

骨系（脊柱と頭関節）、骨模型（総論、脊柱）
小テスト

教科書・ノート・筆記用
具、配布プリント

骨系（胸郭）、骨模型（脊柱、胸郭）
小テスト

教科書・ノート・筆記用
具、配布プリント

人体の構成（人体の区分）
小テスト

教科書・ノート・筆記用
具、配布プリント

骨系（役割、分類、構造）
小テスト

教科書・ノート・筆記用
具、配布プリント

骨系（発生と成長、線維性の連結）
小テスト

教科書・ノート・筆記用
具、配布プリント

人体の構成（総論、細胞膜、細胞核） 教科書・ノート・筆記用具

人体の構成（細胞質、細胞周期と細胞分裂）
小テスト

教科書・ノート・筆記用
具、配布プリント

人体の構成（組織、発生）
小テスト

教科書・ノート・筆記用
具、配布プリント

授業内容 教材・持ち物



日本医学柔整鍼灸専門学校
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学期 回数 実務経験

1・②・3・4 10

評価方法 評価割合（％）

定期試験 60

小テスト
（チェックテスト） 40

レポート

実技試験

プレゼン
テーション

その他

（合計） 100

科目概要

授業科目名

人体の構造と機能2

担当教員名 学科・学年 関連科目

髙田　雄三 柔道整復学科夜間部　１学年 人体の構造と機能1、3〜15

授業目標

一般目標（GIO）

各器官組織の形態・構造を理解し、その関係性を学習することによって、柔道整復に必要
な知識のみならず、生涯にわたる人の健康の維持増進や競技スポーツの発展に寄与・貢
献していくために不可欠な知識を習得し技術への礎とする。

行動目標（SBO）

・骨系の名称と付着する筋、走行する血管や神経を理解する。
・筋系の名称と付着する部位、運動、作用する神経を理解する。

人が健康な生活をおくるためには、健康の維持・増進と疾病予防の科学的・合理的知識に基づき行わなければなりませ
ん。その基準となる正常な構造や機能を十分理解しなければ身体に起こる異常を知ることは不可能であります。ここで
は身体の骨子となる骨格系およびそれを動かす筋系について学びます。

履修に必要な予備知識や技能
柔道整復を学ぶ上で、その医学的基礎を理解する必要があります。それには、生物学的な知識についての理解も必要
です。また、患者さんの立場に考えて説明、同意、指導を行うことを理解するためには相手を敬い、思いやる気持ちやリ
スク管理が大事で、広い視野をもつ必要があります。また、集団の中での状況を把握し、他者の意見を真剣に聴く力を
養う必要があります。

教科書・参考書
教科書：「解剖学」改訂第2版　社団法人全国柔道整復学校協会監修　医歯薬出版
参考書：「日本人体解剖学」　金子丑之助原著　南山堂
　　　　　 「プロメテウス解剖学コアアトラス」　坂井建雄監訳　医学書院 「イラスト解剖学」　松村讓兒著　中外医学社など

受講上の注意

毎回、授業の最初に小テスト（確認テスト）を行いますので、復習をしっかりやってきてください。不明な点は、授業内でも
授業外でも構わないので適宜担当教員に確認してください。
授業で必要なものは、必ず授業前に準備をしておいてください。

成績評価方法
具体的な評価の方法、観点など

小テストの範囲から筆記問題あるいは選択問題を中心に出題します。

毎回授業最初に前回授業範囲の小テストを実施します。（全8回）
小テストの総合点の正答率で評価します。
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回数 教科書

第1回 p.36-40

第2回 p.40-42

第3回 p.42-46

第4回 p.46-50

第5回 p.50-53

第6回 p.53-59

第7回 p.59-65

第8回 p.65-70

第9回 p.70-78

第10回

授業内容 教材・持ち物

骨系（上肢帯、上腕の骨）、骨模型（上肢帯、上
腕）

教科書・ノート・筆記用
具、配布プリント

骨系（前腕、手の骨）、骨模型（前腕、手）
小テスト

教科書・ノート・筆記用
具、配布プリント

骨系（上肢の関節）、骨模型（上肢）
小テスト

教科書・ノート・筆記用
具、配布プリント

骨系（下肢帯の骨、骨盤）、骨模型（下肢帯、骨盤）
小テスト

教科書・ノート・筆記用
具、配布プリント

骨系（大腿、下腿の骨）、骨模型（大腿、下腿）
小テスト

教科書・ノート・筆記用
具、配布プリント

骨系（足の骨、下肢の関節）、骨模型（下肢）
小テスト

教科書・ノート・筆記用
具、配布プリント

定期試験 筆記用具

骨系（頭の骨）、骨模型（頭部）
小テスト

教科書・ノート・筆記用
具、配布プリント

骨系（頭の骨）、骨模型（頭部）
小テスト

教科書・ノート・筆記用
具、配布プリント

筋系（総論、顔面の筋）
小テスト

教科書・ノート・筆記用
具、配布プリント
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学期 回数 実務経験

1・2・③・4 10

評価方法 評価割合（％）

定期試験 60

小テスト
（チェックテスト） 40

レポート

実技試験

プレゼン
テーション

その他

（合計） 100

人が健康な生活をおくるためには、健康の維持・増進と疾病予防の科学的・合理的知識に基づき行わなければなりませ
ん。その基準となる正常な構造や機能を十分理解しなければ身体に起こる異常を知ることは不可能であります。ここで
は身体を動かす筋系について学びます。

履修に必要な予備知識や技能
柔道整復を学ぶ上で、その医学的基礎を理解する必要があります。それには、生物学的な知識についての理解も必要
です。また、患者さんの立場に考えて説明、同意、指導を行うことを理解するためには相手を敬い、思いやる気持ちやリ
スク管理が大事で、広い視野をもつ必要があります。また、集団の中での状況を把握し、他者の意見を真剣に聴く力を
養う必要があります。

教科書・参考書
教科書：「解剖学」改訂第2版　社団法人全国柔道整復学校協会監修　医歯薬出版
参考書：「日本人体解剖学」　金子丑之助原著　南山堂
　　　　　 「プロメテウス解剖学コアアトラス」　坂井建雄監訳　医学書院「イラスト解剖学」　松村讓兒著　中外医学社など

受講上の注意

毎回、授業の最初に小テスト（確認テスト）を行いますので、復習をしっかりやってきてください。不明な点は、授業内でも
授業外でも構わないので適宜担当教員に確認してください。
授業で必要なものは、必ず授業前に準備をしておいてください。

成績評価方法
具体的な評価の方法、観点など

小テストの範囲から筆記問題あるいは選択問題を中心に出題します。

毎回授業最初に前回授業範囲の小テストを実施します。（全8回）
小テストの総合点の正答率で評価します。

科目概要

授業科目名

人体の構造と機能3

担当教員名 学科・学年 関連科目

髙田　雄三 柔道整復学科夜間部　１学年 人体の構造と機能1、2、4〜15

授業目標

一般目標（GIO）

各器官組織の形態・構造を理解し、その関係性を学習することによって、柔道整復に必要
な知識のみならず、生涯にわたる人の健康の維持増進や競技スポーツの発展に寄与・貢
献していくために不可欠な知識を習得し技術への礎とする。

行動目標（SBO）

・筋系の名称と付着する部位、運動、作用する神経を理解する。



日本医学柔整鍼灸専門学校
平成31年度　授業計画書（シラバス）

回数 教科書

第1回 p.78-81

第2回 p.81-85

第3回 p.85-88

第4回 p.88-92

第5回 p.92-97

第6回 p.97-107

第7回 p.107-111

第8回 p.111-114

第9回 p.114-122

第10回 定期試験 筆記用具

筋系（下肢帯の筋）
小テスト

教科書・ノート・筆記用
具、配布プリント

筋系（大腿の筋）
小テスト

教科書・ノート・筆記用
具、配布プリント

筋系（下腿、足の筋）
小テスト

教科書・ノート・筆記用
具、配布プリント

筋系（背部の筋）
小テスト

教科書・ノート・筆記用
具、配布プリント

筋系（上肢帯、上腕の筋）
小テスト

教科書・ノート・筆記用
具、配布プリント

筋系（前腕、手の筋）
小テスト

教科書・ノート・筆記用
具、配布プリント

筋系（咀嚼筋、頚部の筋）
教科書・ノート・筆記用
具、配布プリント

筋系（胸部の筋）
小テスト

教科書・ノート・筆記用
具、配布プリント

筋系（腹部の筋）
小テスト

教科書・ノート・筆記用
具、配布プリント

授業内容 教材・持ち物



日本医学柔整鍼灸専門学校
平成31年度　授業計画書（シラバス）

学期 回数 実務経験

①・2・3・4 10

評価方法 評価割合（％）

定期試験 60

小テスト
（チェックテスト）

40

レポート

実技試験

プレゼン
テーション

その他

（合計） 100

肉眼および顕微鏡レベルでの人体の正常な構造（解剖学）について学ぶ。肉眼解剖学は将来臨床
手技を行なうにあたって必要不可欠な知識であり、顕微解剖学は正常機能とその病的変化を理解
するための基盤となる。本科目では内臓系（消化器系、呼吸器系、泌尿器系、生殖器系）の構造に
ついて学ぶ。

履修に必要な予備知識や技能

教科書・参考書
教科書：解剖学　改訂第2版　岸・石塚編　医歯薬出版

受講上の注意

成績評価方法
具体的な評価の方法、観点など

筆記試験（選択問題）の成績で評価する

筆記試験（記述問題）の成績で評価する

科目の概要

授業科目名

人体の構造と機能４

担当教員名 学科・学年 関連科目

藤枝　弘樹 柔道整復学科夜間部　１学年 人体の構造と機能１～３

授業目標

一般目標（GIO）

柔道整復師が適切な施術を行うために必要な人体の正常構造と機能に
ついての知識を習得する。

行動目標（SBO）

内臓系（消化器系、呼吸器系、泌尿器系、生殖器系）の肉眼的および組
織学的構造の特徴を生理機能や病態、臨床手技との関連に留意しながら
理解し、説明できる。



日本医学柔整鍼灸専門学校
平成31年度　授業計画書（シラバス）

回数 教科書

第1回 P.123-126

第2回 P.127-129

第3回 P.130-133

第4回 P.133-138

第5回 P.139-144

第6回 P.145-150

第7回 P.150-156

第8回 P.157-164

第9回 P.164-166

第10回

脈管系１（総論） 教科書・ノート・筆記用具

脈管系２（心臓） 教科書・ノート・筆記用具

教科書・ノート・筆記用具消化器系２（食道、胃）

定期試験 筆記用具

脈管系７（胎児循環、リンパ系） 教科書・ノート・筆記用具

消化器系１（総論、口、咽頭） 教科書・ノート・筆記用具

脈管系５（動脈系） 教科書・ノート・筆記用具

脈管系６（静脈系） 教科書・ノート・筆記用具

脈管系３（心臓） 教科書・ノート・筆記用具

脈管系４（動脈系） 教科書・ノート・筆記用具

授業内容 教材・持ち物



日本医学柔整鍼灸専門学校
平成31年度　授業計画書（シラバス）

学期 回数 実務経験

1・②・3・4 10

評価方法 評価割合（％）

定期試験 60

小テスト
（チェックテスト）

40

レポート

実技試験

プレゼン
テーション

その他

（合計） 100

科目の概要

授業科目名

人体の構造と機能５

担当教員名 学科・学年 関連科目

藤枝　弘樹 柔道整復学科夜間部　１学年 人体の構造と機能１～４

授業目標

一般目標（GIO）

柔道整復師が適切な施術を行うために必要な人体の正常構造と機能に
ついての知識を習得する。

行動目標（SBO）

内臓系（生殖器系、内分泌系）および脈管系の肉眼的および組織学的構
造の特徴を生理機能や病態、臨床手技との関連に留意しながら理解し、
説明できる。

肉眼および顕微鏡レベルでの人体の正常な構造（解剖学）について学ぶ。肉眼解剖学は将来臨床
手技を行なうにあたって必要不可欠な知識であり、顕微解剖学は正常機能とその病的変化を理解
するための基盤となる。本科目では内臓系（生殖器系、内分泌系）と脈管系の構造について学ぶ。

履修に必要な予備知識や技能

教科書・参考書
教科書：解剖学　改訂第2版　岸・石塚編　医歯薬出版

受講上の注意

成績評価方法
具体的な評価の方法、観点など

筆記試験（選択問題）の成績で評価する

筆記試験（記述問題）の成績で評価する



日本医学柔整鍼灸専門学校
平成31年度　授業計画書（シラバス）

回数 教科書

第1回 P.167-171

第2回 P.171-173

第3回 P.173-177

第4回 P.177-181

第5回 P.181-186

第6回 P.186-190

第7回 P.190-192

第8回 P.192-197

第9回 P.197-205

第10回

授業内容 教材・持ち物

消化器系３（小腸、大腸） 教科書・ノート・筆記用具

消化器系４（肝臓） 教科書・ノート・筆記用具

消化器系５（胆道、膵臓、腹膜） 教科書・ノート・筆記用具

泌尿器系２（尿管、膀胱、尿道） 教科書・ノート・筆記用具

生殖器系２（女性生殖器） 教科書・ノート・筆記用具

呼吸器系１（鼻腔、喉頭、気管） 教科書・ノート・筆記用具

呼吸器系２（気管支、肺、胸膜、縦隔） 教科書・ノート・筆記用具

泌尿器系１（腎臓） 教科書・ノート・筆記用具

定期試験 筆記用具

生殖器系１（男性生殖器） 教科書・ノート・筆記用具



日本医学柔整鍼灸専門学校
平成31年度　授業計画書（シラバス）

学期 回数 実務経験

1・2・③・4 10

評価方法 評価割合（％）

定期試験 60

小テスト
（チェックテスト）

40

レポート

実技試験

プレゼン
テーション

その他

（合計） 100

科目の概要

授業科目名

人体の構造と機能６

担当教員名 学科・学年 関連科目

藤枝　弘樹 柔道整復学科夜間部　１学年 人体の構造と機能１～５

授業目標

一般目標（GIO）

柔道整復師が適切な施術を行うために必要な人体の正常構造と機能に
ついての知識を習得する。

行動目標（SBO）

神経系の肉眼的および組織学的構造の特徴を生理機能や病態、臨床手
技との関連に留意しながら理解し、説明できる。

肉眼および顕微鏡レベルでの人体の正常な構造（解剖学）について学ぶ。肉眼解剖学は将来臨床
手技を行なうにあたって必要不可欠な知識であり、顕微解剖学は正常機能とその病的変化を理解
するための基盤となる。本科目では神経系の構造について学ぶ。

履修に必要な予備知識や技能

教科書・参考書
教科書：解剖学　改訂第2版　岸・石塚編　医歯薬出版

受講上の注意

成績評価方法
具体的な評価の方法、観点など

筆記試験（選択問題）の成績で評価する

筆記試験（記述問題）の成績で評価する



日本医学柔整鍼灸専門学校
平成31年度　授業計画書（シラバス）

回数 教科書

第1回 P.207-215

第2回 P.217-222

第3回 P.223-226

第4回 P.226-230

第5回 P.230-232

第6回 P.232-238

第7回 P.238-241

第8回 P.241-243

第9回 P.243-245

第10回

内分泌系 教科書・ノート・筆記用具

授業内容 教材・持ち物

神経系２（脳） 教科書・ノート・筆記用具

神経系４（脊髄） 教科書・ノート・筆記用具

神経系５（脊髄） 教科書・ノート・筆記用具

神経系７（脳神経２） 教科書・ノート・筆記用具

神経系１（総論） 教科書・ノート・筆記用具

神経系３（脳） 教科書・ノート・筆記用具

定期試験 筆記用具

神経系６（脳神経１） 教科書・ノート・筆記用具

神経系８（脳神経３） 教科書・ノート・筆記用具



日本医学柔整鍼灸専門学校
平成31年度　授業計画書（シラバス）

学期 回数 実務経験

1・2・3・④ 10

評価方法 評価割合（％）

定期試験 60

小テスト
（チェックテスト）

40

レポート

実技試験

プレゼン
テーション

その他

（合計） 100

科目の概要

授業科目名

人体の構造と機能７

担当教員名 学科・学年 関連科目

藤枝　弘樹 柔道整復学科夜間部　１学年 人体の構造と機能１～６

授業目標

一般目標（GIO）

柔道整復師が適切な施術を行うために必要な人体の正常構造と機能に
ついての知識を習得する。

行動目標（SBO）

神経系、感覚器系の肉眼的および組織学的構造の特徴を生理機能や病
態、臨床手技との関連に留意しながら理解し、説明できる。
体表解剖、局所解剖、およびその臨床的意義を理解し、説明できる。

肉眼および顕微鏡レベルでの人体の正常な構造（解剖学）について学ぶ。肉眼解剖学は将来臨床
手技を行なうにあたって必要不可欠な知識であり、顕微解剖学は正常機能とその病的変化を理解
するための基盤となる。本科目では神経系、感覚器系の構造、体表解剖、局所解剖について学
ぶ。

履修に必要な予備知識や技能

教科書・参考書
教科書：解剖学　改訂第2版　岸・石塚編　医歯薬出版

受講上の注意

成績評価方法
具体的な評価の方法、観点など

筆記試験（選択問題）の成績で評価する

筆記試験（記述問題）の成績で評価する



日本医学柔整鍼灸専門学校
平成31年度　授業計画書（シラバス）

回数 教科書

第1回 P.245-247

第2回 P.247-250

第3回 P.250-252

第4回 P.252-256

第5回 P.256-259

第6回 P.261-270

第7回 P.270-274

第8回 P.275-290

第9回 P.290-304

第10回

授業内容 教材・持ち物

神経系１２（脊髄神経４） 教科書・ノート・筆記用具

神経系９（脊髄神経１） 教科書・ノート・筆記用具

神経系１０（脊髄神経２） 教科書・ノート・筆記用具

神経系１１（脊髄神経３） 教科書・ノート・筆記用具

感覚器系２（平衡聴覚器） 教科書・ノート・筆記用具

体表解剖・局所解剖１ 教科書・ノート・筆記用具

教科書・ノート・筆記用具神経系１３（自律神経系）

感覚器系１（皮膚、視覚器） 教科書・ノート・筆記用具

定期試験 筆記用具

体表解剖・局所解剖２ 教科書・ノート・筆記用具



日本医学柔整鍼灸専門学校
平成31年度　授業計画書（シラバス）

学期 回数 実務経験

1・②・3・4 10

評価方法 評価割合（％）

定期試験 60

小テスト
（チェックテスト）

レポート 40

実技試験

プレゼン
テーション

その他

（合計） 100

まとめ図表、スケッチ提出を予定

生理学は生体の機能、すなわちヒトが生きているとはどういうことか、ヒトの身体は生きていくためにどのよう
な営みをしているかを考え、議論する学問である。その議論は論理的、体系的になされている。将来外傷や
障害部位の施術をおこなう柔道整復師にとっては必要不可欠な領域であるといえよう。

履修に必要な予備知識や技能
人によっては進行が速いと感じるかもしれません。そのような場合はできるだけその日のうちに理解できるよ
う、特に復習を心がけてください。わからないことを「聞く」「調べる」だけでなく、自身で「考える」ことも重要で
す。生理学は理屈が分かればむやみに丸暗記する必要はありません。

教科書・参考書
教科書　『生理学』　改訂版　　（南江堂）　　　　　　　全国柔道整復学校協会　　監修
参考書　『解剖学』　改訂版　　（医歯薬出版）　　　　全国柔道整復学校協会　　監修

　
決して長い範囲ではないので、何度も教科書を読みこなしてください。生理学の重要項目の一つなので、休
まず受講してください。

成績評価方法
具体的な評価の方法、観点など

選択問題と記述問題を織り交ぜて出題する予定

科目概要

授業科目名

人体の構造と機能8

担当教員名 学科・学年 関連科目

浮谷　英邦　　 柔道整復学科夜間部　１学年 人体のしくみ・人体の構造と機能

授業目標

一般目標（GIO）

柔道整復師として患者を正しく管理できるようになるために、診断・治療・予後評
価に必要な医学の基礎的な知識を習得する。中でも生命維持の基本となる消化・
吸収、エネルギー代謝の調節、体温調節のしくみを身につけることを目標とする。

行動目標（SBO）

生命維持に関する消化器系の機能やエネルギー代謝の調節機能、体温の調節
機能をそれぞれわかりやすく説明できるようになることを目標とする。



日本医学柔整鍼灸専門学校
平成31年度　授業計画書（シラバス）

回数 教科書

第1回 Ｐ．８３～８７

第2回 Ｐ．８７～９０

第3回 Ｐ．９１～９３

第4回 Ｐ．９４～９５

第5回
Ｐ．９６～１０
１

第6回 Ｐ．103～109

第7回 Ｐ．109～114

第8回 Ｐ．115～122

第9回 Ｐ．122～124

第10回 定期試験　　　

代謝：栄養と中間代謝、空腹期　　　 教科書・ノート・筆記用具

体温の生理的変動と体温調節　　　　 教科書・ノート・筆記用具

うつ熱と発熱、気候馴化　　　 教科書・ノート・筆記用具

3大栄養素の吸収　　　 教科書・ノート・筆記用具

消化管ホルモンと胆汁　　　 教科書・ノート・筆記用具

代謝：栄養と中間代謝、吸収期　　　 教科書・ノート・筆記用具

消化器官系の働き、消化管の運動とその調節　 教科書・ノート・筆記用具

消化液の分泌機序　　　 教科書・ノート・筆記用具

3大栄養素の消化　　　 教科書・ノート・筆記用具

授業内容 教材・持ち物



日本医学柔整鍼灸専門学校
平成31年度　授業計画書（シラバス）

学期 回数 実務経験

1・2・③・4 10

評価方法 評価割合（％）

定期試験 60

小テスト
（チェックテスト）

レポート 40

実技試験

プレゼン
テーション

その他

（合計） 100

まとめ図表、スケッチ提出を予定

生理学は生体の機能、すなわちヒトが生きているとはどういうことか、ヒトの身体は生きていくためにどのよう
な営みをしているかを考え、議論する学問である。その議論は論理的、体系的になされている。将来外傷や
障害部位の施術をおこなう柔道整復師にとっては必要不可欠な領域であるといえよう。

履修に必要な予備知識や技能
人によっては進行が速いと感じるかもしれません。そのような場合はできるだけその日のうちに理解できるよ
う、特に復習を心がけてください。わからないことを「聞く」「調べる」だけでなく、自身で「考える」ことも重要で
す。生理学は理屈が分かればむやみに丸暗記する必要はありません。

教科書・参考書
教科書　『生理学』　改訂版　　（南江堂）　　　　　　　全国柔道整復学校協会　　監修
参考書　『解剖学』　改訂版　　（医歯薬出版）　　　　全国柔道整復学校協会　　監修

受講上の注意
決して長い範囲ではないので、何度も教科書を読みこなしてください。生理学の重要項目の一つなので、休
まず受講してください。

成績評価方法
具体的な評価の方法、観点など

選択問題と記述問題を織り交ぜて出題する予定　　

科目概要

授業科目名

人体の構造と機能　9

担当教員名 学科・学年 関連科目

浮谷　英邦　　 柔道整復学科夜間部　１学年 人体のしくみ・人体の構造と機能

授業目標

一般目標（GIO）

柔道整復師として患者を正しく管理できるようになるために、診断・治療・予後評
価に必要な医学の基礎的な知識を習得する。その中でも内外の環境変化に対応
するため、重要項目の一つである内分泌系、生殖系のしくみを習得することを目
標とする。

行動目標（SBO）

内分泌機構と生殖のしくみをわかりやすく説明できるようになることを目標とする。



日本医学柔整鍼灸専門学校
平成31年度　授業計画書（シラバス）

回数 教科書

第1回 Ｐ．141～145

第2回 Ｐ．146～153

第3回 Ｐ．153～161

第4回 Ｐ．161～166

第5回 Ｐ．166～169

第6回 Ｐ．171～176

第7回 Ｐ．176～179

第8回 Ｐ．179～180

第9回 Ｐ．180～184

第10回 定期試験　　

女性生殖器と卵巣周期　　 教科書・ノート・筆記用具

月経周期　 教科書・ノート・筆記用具

妊娠と分娩、授乳　　 教科書・ノート・筆記用具

副腎髄質ホルモン、膵臓のホルモン　　 教科書・ノート・筆記用具j

性ホルモン　 教科書・ノート・筆記用具

性分化、男性生殖器　　 教科書・ノート・筆記用具

内分泌器官とホルモンの一般的性質　 教科書・ノート・筆記用具

視床下部ホルモン、成長ホルモン、下垂体後葉ホルモン 教科書・ノート・筆記用具

甲状腺ホルモン、副腎皮質ホルモン　　 教科書・ノート・筆記用具

授業内容 教材・持ち物



日本医学柔整鍼灸専門学校
平成31年度　授業計画書（シラバス）

学期 回数 実務経験

1・2・3・④ 10

評価方法 評価割合（％）

定期試験 60

小テスト
（チェックテスト）

レポート 40

実技試験

プレゼン
テーション

その他

（合計） 100

まとめ図表、スケッチ提出を予定

生理学は生体の機能、すなわちヒトが生きているとはどういうことか、ヒトの身体は生きていくためにどのよう
な営みをしているかを考え、議論する学問である。その議論は論理的、体系的になされている。将来外傷や
障害部位の施術をおこなう柔道整復師にとっては必要不可欠な領域であるといえよう。

履修に必要な予備知識や技能
人によっては進行が速いと感じるかもしれません。そのような場合はできるだけその日のうちに理解できるよ
う、特に復習を心がけてください。わからないことを「聞く」「調べる」だけでなく、自身で「考える」ことも重要で
す。生理学は理屈が分かればむやみに丸暗記する必要はありません。

教科書・参考書
教科書　『生理学』　改訂版　　（南江堂）　　　　　　　全国柔道整復学校協会　　監修
参考書　『解剖学』　改訂版　　（医歯薬出版）　　　　全国柔道整復学校協会　　監修

受講上の注意
決して長い範囲ではないので、何度も教科書を読みこなしてください。生理学の重要項目の一つなので、休
まず受講してください。

成績評価方法
具体的な評価の方法、観点など

選択問題と記述問題を織り交ぜて出題する予定　　

科目概要

授業科目名

人体の構造と機能　10

担当教員名 学科・学年 関連科目

浮谷　英邦　　 柔道整復学科夜間部　１学年 人体の構造と機能

授業目標

一般目標（GIO）

柔道整復師として患者を正しく管理できるようになるために、診断・治療・予後評
価に必要な医学の基礎的な知識を習得する。ここでは人体を構成する上で必要
な細胞の環境を維持する仕組みの一つである尿の生成と排泄、そして体液と骨
のはたらきを習得することを目標とする。

行動目標（SBO）

腎臓の機能についてわかりやすく説明できるようになること、骨の構成成分や骨
の生成・病態などについて説明できるようになることを目標とする。



日本医学柔整鍼灸専門学校
平成31年度　授業計画書（シラバス）

回数 教科書

第1回 Ｐ．125～130

第2回 Ｐ．130～136

第3回 Ｐ．136～138

第4回 Ｐ．138～139

第5回
Ｐ．125，195
～200，57，
27

第6回 Ｐ．193～196

第7回 Ｐ．196～200

第8回 Ｐ．185～192

第9回

第10回 答案返却　　 教科書・ノート・筆記用具

体液の生理学　② 教科書・ノート・筆記用具

骨の生理学　　 教科書・ノート・筆記用具

試験

尿の生成　４：排尿機構　　 教科書・ノート・筆記用具j

腎臓のその他の機能　　 教科書・ノート・筆記用具

体液の生理学　① 教科書・ノート・筆記用具

尿の生成　１：腎の構造、糸球体　 教科書・ノート・筆記用具

尿の生成　２：尿細管での再吸収　　 教科書・ノート・筆記用具

尿の生成　３：尿細管での分泌機構 教科書・ノート・筆記用具

授業内容 教材・持ち物



日本医学柔整鍼灸専門学校
平成31年度　授業計画書（シラバス）

学期 回数 実務経験

1・2・③・4 10

評価方法 評価割合（％）

定期試験 60

小テスト
（チェックテス

ト）
40

レポート

実技試験

プレゼン
テーション

その他

（合計） 100

科目の概要

授業科目名

人体の構造と機能１１

担当教員名 学科・学年 関連科目

木目　良太郎 柔道整復学科夜間部　１学年

授業目標

一般目標（GIO）

●膜電位の機能を理解する。●中枢神経系の機能を理解する。●骨格筋の機能を理解する。●
心筋･平滑筋の機能を理解する。

行動目標（SBO）

●静止膜電位および活動電位のメカニズムを説明できる。●中枢神経系の機能を説
明できる。●骨格筋の収縮機能を説明できる。●心筋･平滑筋の機能を説明できる。

生理学とは、ヒトが生きているということはどういうことか、ヒトの身体は生きていくた
めにどのような営みをしているいるかを「考える」学問である。将来、外傷･障害の治療を
行う柔道整復師にとっては必要不可欠な学問であるといえよう。

履修に必要な予備知識や技能
進行が速いので、予習と復習をして下さい。分からない事を「調べる」のではなく「考え
る」ようにして下さい。

教科書・参考書
教科書：
参考書：特になし

受講上の注意
毎日10分程度で良いので、予習と復習をするように心がけて下さい。

成績評価方法
具体的な評価の方法、観点など

記述問題＋選択問題

実施内容、評価についてはガイダンスでアナウンスします。



日本医学柔整鍼灸専門学校
平成31年度　授業計画書（シラバス）

回数 教科書

第1回
静止膜電位･活動電位

P201〜206

第2回
興奮の伝導・伝達

P206〜217

第3回
神経系の成り立ち・内蔵機能の調節

P219〜234

第4回
姿勢と運動の調節（１）

P234〜241

第5回
姿勢と運動の調節（２）

P242〜249

第6回
姿勢と運動の調節（３）

P249〜263

第7回 P265〜273

第8回 P273〜279

第9回 P279〜284

第10回

授業内容 教材・持ち物

定期試験

骨格筋の構造・収縮のしくみ

筋線維の種類とその特徴

平滑筋・心筋 



日本医学柔整鍼灸専門学校
平成31年度　授業計画書（シラバス）

学期 回数 実務経験

1・2・3・④ 10

評価方法 評価割合（％）

定期試験 60

小テスト
（チェックテス

ト）
40

レポート

実技試験

プレゼン
テーション

その他

（合計） 100

科目の概要

授業科目名

人体の構造と機能１２

担当教員名 学科・学年 関連科目

木目　良太郎 柔道整復学科夜間部　１学年

授業目標

一般目標（GIO）

●感覚神経の機能を理解できる。●聴覚･味覚･嗅覚･視覚の機能を理解する。●生活習慣病の
予防や治療における運動の効果を理解する。●加齢に伴う身体機能の変化を理解する。●競技
者の特徴を理解する。

行動目標（SBO）

●感覚神経の機能を説明できる。●聴覚･味覚･嗅覚の機能を説明できる。●視覚機
能を説明できる。●生活習慣病の予防や治療における運動の効果を説明できる。●
加齢に伴う身体機能の変化を説明できる。●競技者の生理学的特徴を説明できる。

生理学とは、ヒトが生きているということはどういうことか、ヒトの身体は生きていくた
めにどのような営みをしているいるかを「考える」学問である。将来、外傷･障害の治療を
行う柔道整復師にとっては必要不可欠な学問であるといえよう。

履修に必要な予備知識や技能
進行が速いので、予習と復習をして下さい。分からない事を「調べる」のではなく「考え
る」ようにして下さい。

教科書・参考書
教科書：
参考書：特になし

受講上の注意
毎日10分程度で良いので、予習と復習をするように心がけて下さい。

成績評価方法
具体的な評価の方法、観点など

記述問題＋選択問題

実施内容、評価についてはガイダンスでアナウンスします。



日本医学柔整鍼灸専門学校
平成31年度　授業計画書（シラバス）

回数 教科書

第1回
解説授業･感覚の一般的性質

P285〜289

第2回
体性感覚

P289〜296

第3回
嗅覚・味覚・聴覚・前庭感覚

P296〜303

第4回 P304〜315

第5回
高齢者の生理学的特徴･変化（1） 追加資料P1

〜９

第6回
高齢者の生理学的特徴･変化（2） 追加資料P9

〜16

第7回
競技者の生理学的特徴･変化 追加資料

P17〜25

第8回 教科書全部

第9回

第10回

視覚

授業内容 教材・持ち物

解説授業

生理学総まとめ

定期試験



日本医学柔整鍼灸専門学校
平成31年度　授業計画書（シラバス）

学期 回数 実務経験

①・2・3・4 10 〇

評価方法 評価割合（％）

定期試験 60

小テスト
（チェックテスト） 20

レポート 10

実技試験

プレゼン
テーション

その他 10

（合計） 100

科目概要

授業科目名

基礎柔道整復学　1

担当教員名 学科・学年 関連科目

山本　光彦 柔道整復学科夜間部　１学年
基礎柔道整復学・柔道整復学・生理学・
人体のしくみ1/2・人体の構造と機能8-12

授業目標

一般目標（GIO）

柔道整復術の基礎を学び柔道整復師としての自覚を身につける。
柔道整復師として正しい施術ができるように、外傷が骨折か否を判断する知識と
技能を身につける。

行動目標（SBO）

柔道整復師の沿革を学び先人の苦難や努力に思いを馳せ、柔道整復術の発達
と今後の柔道整復師について考えることができる。
骨の基本構造を理解し骨損傷とはどのようなものか説明することができる。

原稿用紙1枚程度のレポートを出題し、記述内容で評価する。

柔道整復の基本概念と歴史について学び、柔道整復術の現代的意義を考えるとともに業務範囲と倫理につ
いての理解を深める。
痛みの種類やメカニズムを学習することで損傷時の対処方法を学習する。
柔道整復師が施術を行うために必要な骨の構造・機能、骨折の分類・症状を学習する。

履修に必要な予備知識や技能
柔道整復術は民族医学として伝承され国民に受け入れられてきました。
柔道整復術の理論や技術を継承することができるよう研鑽をつみましょう。
骨折を柔道整復術で整復するためには骨を組織学的に理解する必要があります。また、よりよい治療を行う
ためには組織損傷が発生する要因や身体の基礎的状態の理解も不可欠です。

教科書・参考書
『柔道整復学・理論編　第6版』　（公社）全国柔道整復学校協会（南江堂）

受講上の注意
教科書および配布資料を中心に講義します。単元ごとに小テストを実施するので復習が大切です。
通信機器の電源は切っておくこと。積極的な授業参加を希望します。

成績評価方法
具体的な評価の方法、観点など

教科書、配布資料の中から筆記問題を中心に出題し評価する。

単元ごとに出題し、総合点の正答率で評価する。

出席状況、授業態度を勘案し評価する。



日本医学柔整鍼灸専門学校
平成31年度　授業計画書（シラバス）

回数 教科書

第1回 P.2-P.9

第2回 P.10-P.11

第3回 P.12-P.15

第4回 P.16-P.20

第5回 P.21-P.23

第6回 P.23-P.24

第7回 P.24-P.31

第8回 P.31-P.33

第9回 P.33-P.35

第10回

実務経験
埼玉県さいたま市で接骨院を開業し、34年間の施術経験をもとに柔道整復術の基本と骨折の症状について
講義します。

授業内容 教材・持ち物

柔道整復術　概説 教科書・ノート・筆記用具

柔道整復術　概説 教科書・ノート・筆記用具

人体に加わる力　損傷時に加わる力
レポート

教科書・ノート・筆記用具

痛みの基礎
小テスト

教科書・ノート・筆記用具

骨の形態と機能
小テスト

教科書・ノート・筆記用具

骨損傷の概説
小テスト

教科書・ノート・筆記用具

定期テスト 筆記用具

骨損傷の分類
小テスト

教科書・ノート・筆記用具

骨損傷の症状　1
小テスト

教科書・ノート・筆記用具

骨損傷の症状　2
小テスト

教科書・ノート・筆記用具



日本医学柔整鍼灸専門学校
平成31年度　授業計画書（シラバス）

学期 回数 実務経験

1・②・3・4 10 ○

評価方法 評価割合（％）

定期試験 60

小テスト
（チェックテスト） 30

レポート

実技試験

プレゼン
テーション

その他 10

（合計） 100

科目概要

授業科目名

基礎柔道整復学　2

担当教員名 学科・学年 関連科目

山本　光彦 柔道整復学科夜間部　１学年
基礎柔道整復学
柔道整復学

授業目標

一般目標（GIO）

骨折の整復・固定・後療法を正しく行うために、発生から治癒に至る過程を理解
し、一般原則の他に小児骨折、高齢者骨折の治療法も習得する。骨折治療時に
異常経過をたどることがないように、合併症についての知識を深め後療法の重要
性を身につける。

行動目標（SBO）

骨折の発症と経過における各組織への影響を説明できる。
骨折の合併症（併発症・続発症・後遺症）の説明ができる。
小児骨折と高齢者骨折の特徴を説明できる。
治癒経過の概要と予後を説明できる。

骨折と同時あるいは治療経過中に発生する合併症について、その発生を未然に防ぐことが可能な場合もあ
ることを学ぶ。
小児骨折と高齢者骨折の特殊性を理解し、柔道整復術が早期社会復帰を可能とする治療法の一つであるこ
とを学ぶ。
骨折の治癒経過を4期に分け細胞レベルで骨がどのように癒合するのかを学ぶ。

履修に必要な予備知識や技能
柔道整復術による骨折の治療には発生機転、症状、合併症、類症鑑別など多くの知識が必要です。
骨折の治療経過や予後を学ぶことは整復や固定、後療法を行ううえで重要となります。

教科書・参考書
『柔道整復学・理論編　第6版』　（公社）全国柔道整復学校協会（南江堂）

受講上の注意
教科書および配布資料を中心に講義し、単元ごとに小テストを実施するので復習が大切です。
通信機器の電源は切っておくこと。
積極的な授業参加を希望します。

成績評価方法
具体的な評価の方法、観点など

教科書、配布資料の中から筆記問題を中心に出題し評価する。

単元ごとに出題し、総合点の正答率で評価する。

出席状況、授業態度を勘案し評価する。



日本医学柔整鍼灸専門学校
平成31年度　授業計画書（シラバス）

回数 教科書

第1回 P. 35-36

第2回 P. 36-37

第3回 P. 37-38

第4回 P. 38-39

第5回 P. 39-40

第6回 P. 40-41

第7回 P. 41-42

第8回 P. 43-46

第9回 P. 46-47

第10回

授業内容 教材・持ち物
骨折の合併症　1　（併発症）
小テスト 教科書・ノート・筆記用具

骨折の合併症　2　（続発症　1　）
小テスト 教科書・ノート・筆記用具

骨折の合併症　3　（続発症　2　）
小テスト 教科書・ノート・筆記用具

骨折の合併症　4　（後遺症　1　）
小テスト 教科書・ノート・筆記用具

骨折の合併症　5　（後遺症　2　）
小テスト 教科書・ノート・筆記用具

小児骨折
小テスト 教科書・ノート・筆記用具

実務経験
埼玉県さいたま市で接骨院を開業し、34年間の施術経験をもとに骨折の合併症、治癒過程、小児・高齢者の
骨折について講義します。

定期試験
筆記用具

高齢者骨折
小テスト 教科書・ノート・筆記用具

骨折の癒合日数　・　骨折の治癒過程
小テスト 教科書・ノート・筆記用具

骨折の予後　・　骨折の治療に影響を与える因子
小テスト 教科書・ノート・筆記用具



日本医学柔整鍼灸専門学校
平成31年度　授業計画書（シラバス）

学期 回数 実務経験

①・2・3・4 10 ○

評価方法 評価割合（％）

定期試験 60

小テスト
（チェックテスト）

レポート 40

実技試験

プレゼン
テーション

その他

（合計） 100

授業内容においての大事なポイントをまとめていただきます。

関節の損傷、脱臼は臨床において現場で遭遇することの多い外傷でありとても重要です。
損傷の程度も様々なので、組織の特徴をしっかりと理解をして対応できるように学んでいきます。

履修に必要な予備知識や技能
すべての教科の基盤である解剖学、とくに骨格系の部分の予習復習を大事にしてください。

教科書・参考書
教科書：『柔道整復学・理論編　第６版』（公社）全国柔道整復学校協会（南江堂）

受講上の注意
不明な点は、授業内でも授業外でも構わないので適宜担当教員に確認してください。
授業で必要なものは、必ず授業前に準備をしておいてください。

成績評価方法
具体的な評価の方法、観点など

記述問題を中心に出題する予定です。

科目の概要

授業科目名

基礎柔道整復学３

担当教員名 学科・学年 関連科目

鴨田　佳典 柔道整復学科夜間部　１学年
柔道整復学

基礎柔道整復学

授業目標

一般目標（GIO）

柔道整復師として適切な対応ができるように関節における構造と機能から鑑別診
断、また脱臼の基礎を学ぶ

行動目標（SBO）

・関節の構造と機能、関節損傷の概説、分類、鑑別を理解する
・脱臼の定義と概説、発生頻度、分類、症状、合併症、整復障害、経過と予後を理
解する



日本医学柔整鍼灸専門学校
平成31年度　授業計画書（シラバス）

回数 教科書

第1回 ｐ.４７-４８

第2回 ｐ.４８-５０

第3回 ｐ.５１～５２

第4回 ｐ.５２～５４

第5回 ｐ.５９～６２

第6回 ｐ.６２～６３

第7回 ｐ.６３～６４

第8回 ｐ.６５～６６

第9回

第10回

実務経験
柔道整復師として接骨院に勤務。医療機関での実務経験をもとに関節の損傷、脱臼について話を

します。

試験 筆記用具・学生証

●４－2．関節の損傷（捻挫、脱臼）
Ｇ・脱臼ｄｉｓｌｏｃａｔｉｏｎ（腱脱臼を除く） 教科書・筆記用具

●４－2．関節の損傷（捻挫、脱臼）
Ｇ・脱臼ｄｉｓｌｏｃａｔｉｏｎ（腱脱臼を除く） 教科書・筆記用具

まとめ 教科書・筆記用具

●４－２．関節の損傷（捻挫、脱臼）
Ｂ・関節損傷の概説、Ｃ・関節損傷の分類
Ｄ・損傷される組織、Ｅ・鑑別診断を要する類症

教科書・筆記用具

●４－２．関節の損傷（捻挫、脱臼）
Ｇ・脱臼ｄｉｓｌｏｃａｔｉｏｎ（腱脱臼を除く） 教科書・筆記用具

●４－2．関節の損傷（捻挫、脱臼）
Ｇ・脱臼ｄｉｓｌｏｃａｔｉｏｎ（腱脱臼を除く） 教科書・筆記用具

●４－２．関節の損傷（捻挫、脱臼）
Ａ・関節の構造と機能

教科書・筆記用具

●４－２．関節の損傷（捻挫、脱臼）
Ａ・関節の構造と機能

教科書・筆記用具

●４－２．関節の損傷（捻挫、脱臼）
Ａ・関節の構造と機能

教科書・筆記用具

授業内容 教材・持ち物



日本医学柔整鍼灸専門学校
平成31年度　授業計画書（シラバス）

学期 回数 実務経験

1・②・3・4 10 ○

評価方法 評価割合（％）

定期試験 60

小テスト
（チェックテスト）

レポート 40

実技試験

プレゼン
テーション

その他

（合計） 100

授業内容においての大事なポイントをまとめていただきます。

関節や、筋・腱などの軟部組織損傷は臨床において骨折や脱臼に比べ現場で遭遇することの多い外傷でと
ても重要であります。損傷した組織によって治癒機序の違いがあるので各組織の特徴をしっかりと理解をし
て対応できるように学んでいきます。

履修に必要な予備知識や技能
すべての教科の基盤である解剖学、とくに骨格系や筋系の部分の予習復習を大事にしてください。

教科書・参考書
教科書：『柔道整復学・理論編　第６版』（公社）全国柔道整復学校協会（南江堂）

受講上の注意
不明な点は、授業内でも授業外でも構わないので適宜担当教員に確認してください。
授業で必要なものは、必ず授業前に準備をしておいてください。

成績評価方法
具体的な評価の方法、観点など

記述問題を中心に出題する予定です。

科目の概要

授業科目名

基礎柔道整復学4

担当教員名 学科・学年 関連科目

鴨田　佳典 柔道整復学科夜間部　１学年
柔道整復学

基礎柔道整復学

授業目標

一般目標（GIO）

柔道整復師として適切な対応ができるように関節構成組織損傷や筋の損傷、腱
の損傷について学ぶ

行動目標（SBO）

・関節構成組織の損傷を理解する
・筋の構造と機能、筋損傷の概説、分類、症状、治癒機序、予後を理解する
・腱の構造と機能、腱損傷の概説、分類、症状、治癒機序を理解する



日本医学柔整鍼灸専門学校
平成31年度　授業計画書（シラバス）

回数 教科書

第1回 ｐ.５４-５５

第2回 ｐ.５６-５７

第3回 ｐ.５８-５９

第4回 ｐ.６６-６９

第5回 ｐ.６９-７２

第6回 ｐ.７２-７４

第7回 ｐ.７４-７６

第8回 ｐ.７７-７９

第9回

第10回 試験 筆記用具・学生証

●４－４．腱の損傷
Ａ・腱の構造と機能
Ｂ・腱損傷の概説

教科書・筆記用具

●４－４．腱の損傷
Ｃ・腱損傷の分類　Ｄ・腱損傷の症状
Ｅ・腱損傷の治癒機序

教科書・筆記用具

まとめ 教科書・筆記用具

●４－３．筋の損傷
Ａ・筋の構造と機能

教科書・筆記用具

●４－３．筋の損傷
Ｂ・筋損傷の概説
Ｃ・筋損傷の分類

教科書・筆記用具

●４－３．筋の損傷
Ｄ・筋損傷の症状　Ｅ・筋損傷の治癒機序
Ｆ・筋損傷の予後

教科書・筆記用具

●４－２．関節の損傷（捻挫、脱臼）
Ｆ・関節構成組織損傷

教科書・筆記用具

●４－２．関節の損傷（捻挫、脱臼）
Ｆ・関節構成組織損傷

教科書・筆記用具

●４－２．関節の損傷（捻挫、脱臼）
Ｆ・関節構成組織損傷

教科書・筆記用具

授業内容 教材・持ち物

実務経験
柔道整復師として接骨院に勤務。医療機関での実務経験をもとに関節の損傷、筋・腱の損傷について話をし

ます。



日本医学柔整鍼灸専門学校
平成31年度　授業計画書（シラバス）

学期 回数 実務経験

1・2・③・4 10 ○

評価方法 評価割合（％）

定期試験 60

小テスト
（チェックテスト）

レポート 30

実技試験

プレゼン
テーション

その他 10

（合計） 100

科目概要

授業科目名

基礎柔道整復学5

担当教員名 学科・学年 関連科目

登本　茂芳 柔道整復学科夜間部　１学年 柔道整復学・人体の構造と機能

授業目標

一般目標（GIO）

柔道整復師として外傷の対応を正しく行えるようになるため、総論における末梢
神経損傷に対する必要な知識を習得すると共に、臨床において重要なコミュニ
ケーション能力、外傷の初期処置技術と患者様を管理する態度を身に付ける。

行動目標（SBO）

１．総論的な末梢神経損傷に対して適切な処置を取れる
２．問診で患者様から必要な情報を得られる
３．それぞれの外傷に対して適した初期処置を行える

課題や提出物による評価

柔道整復理論第６版のp.80～p98の範囲を学習する。総論の末梢神経損傷について理解する。診察におい
ては問診時のコミュニケーション能力が必要不可欠なため、患者様からどのように情報を引き出すかを学
ぶ。後療法では初期処置を学ぶことで損傷のダメージを最小限に抑える方法を学ぶ。また、基本は暗記とな
るので、短期記憶から中期記憶、中期記憶から長期記憶となるよう、復習を充分に行う。

履修に必要な予備知識や技能
柔道整復理論の総論および解剖学的知識（特に骨格・関節・筋・神経部分）が重要となる。

教科書・参考書
柔道整復理論　第６版

受講上の注意
講義中の私語・居眠りはしないこと。講義内容は進行度合いにより変わるので了承ください。携帯やタブレット等の端末
機器は使用しないこと（調べるものは教科書で確認してください）。講義を受講するにあたり、必要のないもの（携帯・財
布・バック・洋服・帽子など）を机上に置かないこと。

成績評価方法
具体的な評価の方法、観点など

授業態度等の平常評価



日本医学柔整鍼灸専門学校
平成31年度　授業計画書（シラバス）

回数 教科書

第1回 ｐ.80～ｐ.85

第2回 ｐ.80～ｐ.85

第3回 ｐ.86～ｐ.90

第4回 ｐ.86～ｐ.90

第5回 ｐ.86～ｐ.90

第6回 ｐ.86～ｐ.90

第7回 ｐ.91～ｐ.98

第8回 ｐ.91～ｐ.98

第9回 ｐ.91～ｐ.98

第10回

授業内容 教材・持ち物

末梢神経損傷① 教科書・配布プリント・筆記用具

既習範囲復習、末梢神経損傷② 教科書・配布プリント・筆記用具

既習範囲復習、診察① 教科書・配布プリント・筆記用具

既習範囲復習、診察② 教科書・配布プリント・筆記用具

既習範囲復習、診察③ 教科書・配布プリント・筆記用具

既習範囲復習、診察④ 教科書・配布プリント・筆記用具

実務経験

平成11年7月～平成13年1月：しらうめ接骨院　勤務柔道整復師
平成13年2月～平成16年2月：あずま通り整骨院　分院長
平成16年4月～平成21年3月：専門学校付属接骨院　勤務柔道整復師
平成23年4月～現在　　　　　 ：あいみ接骨院(自院)

試験 教科書・配布プリント・筆記用具

既習範囲復習、後療法① 教科書・配布プリント・筆記用具

既習範囲復習、後療法② 教科書・配布プリント・筆記用具

既習範囲復習、後療法③ 教科書・配布プリント・筆記用具



日本医学柔整鍼灸専門学校
平成31年度　授業計画書（シラバス）

学期 回数 実務経験

1・2・③・4 10回 ○

評価方法 評価割合（％）

定期試験 60

小テスト
（チェックテスト）

レポート 40

実技試験

プレゼン
テーション

その他

（合計） 100

授業内容においての大事なポイントをまとめていただきます。

柔道整復師は発生した外傷への施術を専門とします。固定法の基礎を学びさまざまな外傷に対応できるよう
に、また処置後患者様に的確な指導管理をしてどのようにすれば早期社会復帰ができるのかを考えていき
ます。

履修に必要な予備知識や技能
外傷への処置や指導管理は人それぞれ異なります。患者様にあった治療をしていくにあたり、患者様への対
応、人を思う気持ちを大切にしてもらえたらと思います。

教科書・参考書
教科書：『柔道整復学・理論編　第６版』（公社）全国柔道整復学校協会（南江堂）

受講上の注意
不明な点は、授業内でも授業外でも構わないので適宜担当教員に確認してください。
授業で必要なものは、必ず授業前に準備をしておいてください。

成績評価方法
具体的な評価の方法、観点など

記述問題を中心に出題する予定です。

科目の概要

授業科目名

基礎柔道整復学6

担当教員名 学科・学年 関連科目

鴨田　佳典 柔道整復学科夜間部　１学年
柔道整復学

基礎柔道整復学

授業目標

一般目標（GIO）

臨床において適切な指導管理ができるように外傷に対する固定法、後療法の基
礎を理解する。

行動目標（SBO）

・固定法の目的を説明できる。
・基本となる固定範囲、固定肢位を理解する。
・後療法の分類、禁忌を理解する。



日本医学柔整鍼灸専門学校
平成31年度　授業計画書（シラバス）

回数 教科書

第1回 ｐ.98-105

第2回 ｐ.105-108

第3回 ｐ.108-113

第4回 ｐ.113-135

第5回 ｐ.135-140

第6回 ｐ.141-144

第7回 ｐ.145-147

第8回 ｐ.148-149

第9回

第10回
試験

筆記用具・学生証

外傷予防（第一段階②）
教科書・筆記用具

外傷予防（第一段階③、第二段階、第三段階）
教科書・筆記用具

まとめ
教科書・筆記用具

後療法（物理療法）
教科書・筆記用具

後療法（指導管理）
教科書・筆記用具

外傷予防（第一段階①）
教科書・筆記用具

固定法
教科書・筆記用具

後療法（用量、患者の準備、手技療法）
教科書・筆記用具

後療法（運動療法）
教科書・筆記用具

授業内容 教材・持ち物

実務経験
柔道整復師として接骨院に勤務。医療機関での実務経験をもとに固定法、後療法、外傷予防について話をし
ます。



日本医学柔整鍼灸専門学校
平成30年度　授業計画書（シラバス）

学期 回数 実務経験

①・2・3・4 10 ○

評価方法 評価割合（％）

定期試験 60

小テスト
（チェックテスト）

レポート

実技試験

プレゼン
テーション

その他 40

（合計） 100

科目概要

授業科目名

基礎柔道整復学7

担当教員名 学科・学年 関連科目

西村　優一 柔道整復学科夜間部　１学年 基礎柔道整復学8・9・10

授業目標

一般目標（GIO）

柔道整復師として、スポーツに関わる患者に対応する事が増加している。
柔道整復師として必要な知識や技術をスポーツに関わる様々な場合に対応できるよう
それにふさわしい態度も含め学んで行く。

行動目標（SBO）

1.スポーツ選手や愛好者等に対しての対応ができる。
2.患者の病態から該当疾患を推察できる。
3.適切な整復・固定・後療法・応急処置を実施できる。
4.医療者として相応しい態度を身につける。

柔道整復師として、スポーツに関わる様々な知識・技術についての基礎知識を学んで行く。

履修に必要な予備知識や技能
・柔道整復師の職業理解
・コミュニケーション能力
・社会人基礎力
・スポーツに対する理解

教科書・参考書
教科書：なし
参考書：なし　　　　※授業資料を作成し都度配布

受講上の注意
・授業に対し、他者の妨げになる行為一切を禁じる。
・場所、授業教材等の変更は都度連絡する。

成績評価方法
具体的な評価の方法、観点など

筆記試験

課題・出席点・その他



日本医学柔整鍼灸専門学校
平成30年度　授業計画書（シラバス）

回数 教科書

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

第8回

第9回

第10回

実務経験
柔道整復師として整形外科に8年、接骨院に4年の臨床経験と、スポーツトレーナーとして
高校・大学・社会人・プロチームでの20年の経験をもとに柔道整復師がスポーツに関わるための知識・技術
について講義を行う。

授業内容 教材・持ち物

スポーツ現場での役割 授業配布資料

スポーツに関わる基礎理論（概論）①
（トレーニングについて）

授業配布資料

スポーツに関わる基礎理論（概論）②
（トレーニングについて）

授業配布資料

スポーツに関わる基礎理論（概論）③
（柔軟性について） 授業配布資料

スポーツに関わる基礎理論（概論）④
（柔軟性について）

授業配布資料

スポーツに関わる基礎理論（概論）⑤
（コンディショニングについて

授業配布資料

試験

スポーツに関わる基礎理論（概論）⑥
（コンディショニングについて）

授業配布資料

スポーツに関わる基礎理論（概論）⑦
（アスレティックリハビリテーションについて）

授業配布資料

総復習 授業配布資料



日本医学柔整鍼灸専門学校
平成31年度　授業計画書（シラバス）

学期 回数 実務経験

1・②・3・4 10 ○

評価方法 評価割合（％）

定期試験 60

小テスト
（チェックテスト）

レポート

実技試験

プレゼン
テーション

その他 40

（合計） 100

課題・出席・その他

柔道整復師としてスポーツに関わる上での救急・応急対応について学ぶ。

履修に必要な予備知識や技能
・柔道整復師の職業理解
・コミュニケーション能力
・社会人基礎力
・スポーツに対する理解

教科書・参考書
教科書：なし
参考書：なし　　　　※授業資料を作成し都度配布

受講上の注意
・授業に対し、他者の妨げになる行為一切を禁じる。
・場所、授業教材等の変更は都度連絡する。

成績評価方法
具体的な評価の方法、観点など

定期試験

科目概要

授業科目名

基礎柔道整復学8

担当教員名 学科・学年 関連科目

西村　優一 柔道整復学科夜間部　１学年 基礎柔道整復学7・9・10

授業目標

一般目標（GIO）

柔道整復師として、スポーツに関わる患者に対応する事が増加している。
柔道整復師として必要な知識や技術をスポーツに関わる様々な場合に対応でき
るよう
それにふさわしい態度も含め学んで行く。

行動目標（SBO）

1.スポーツ選手や愛好者等に対しての対応ができる。
2.患者の病態から該当疾患を推察できる。
3.適切な整復・固定・後療法・応急処置を実施できる。
4.医療者として相応しい態度を身につける。



日本医学柔整鍼灸専門学校
平成31年度　授業計画書（シラバス）

回数 教科書

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

第8回

第9回

第10回 試験

競技者に対するコンディショニング① 授業配布資料

競技者に対するコンディショニング② 授業配布資料

総復習 授業配布資料

救急・応急対応③ 授業配布資料

救急・応急対応④ 授業配布資料

救急・応急対応⑤ 授業配布資料

競技者の外傷予防技術（概論） 授業配布資料

救急・応急対応① 授業配布資料

救急・応急対応② 授業配布資料

授業内容 教材・持ち物

実務経験
柔道整復師として整形外科に8年、接骨院に4年の臨床経験と、スポーツトレーナーとして
高校・大学・社会人・プロチームでの20年の経験をもとに柔道整復師がスポーツに関わるための知識・技術
について講義を行う。



日本医学柔整鍼灸専門学校
平成31年度　授業計画書（シラバス）

学期 回数 実務経験

1・2・③・4 10 ○

評価方法 評価割合（％）

定期試験 60

小テスト
（チェックテスト）

レポート

実技試験

プレゼン
テーション

その他 40

（合計） 100

科目概要

授業科目名

基礎柔道整復学9

担当教員名 学科・学年 関連科目

西村　優一 柔道整復学科夜間部　１学年 基礎柔道整復学7・8・10

授業目標

一般目標（GIO）

柔道整復師として、スポーツに関わる患者に対応する事が増加している。
柔道整復師として必要な知識や技術をスポーツに関わる様々な場合に対応でき
るよう
それにふさわしい態度も含め学んで行く。

行動目標（SBO）

1.スポーツ選手や愛好者等に対しての対応ができる。
2.患者の病態から該当疾患を推察できる。
3.適切な整復・固定・後療法・応急処置を実施できる。
4.医療者として相応しい態度を身につける。

柔道整復師として、スポーツ競技者に関わる外傷予防技術を学んで行く。

履修に必要な予備知識や技能
・柔道整復師の職業理解
・コミュニケーション能力
・社会人基礎力
・スポーツに対する理解

教科書・参考書
教科書：なし
参考書：基礎から学ぶ　スポーツテーピング　　　　※授業資料を作成し都度配布

受講上の注意
・授業に対し、他者の妨げになる行為一切を禁じる。
・場所、授業教材等の変更は都度連絡する。

成績評価方法
具体的な評価の方法、観点など

定期試験

課題・出席・その他



日本医学柔整鍼灸専門学校
平成31年度　授業計画書（シラバス）

回数 教科書

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

第8回

第9回

第10回

実務経験
柔道整復師として整形外科に8年、接骨院に4年の臨床経験と、スポーツトレーナーとして
高校・大学・社会人・プロチームでの20年の経験をもとに柔道整復師がスポーツに関わるための知識・技術
について講義を行う。

授業内容 教材・持ち物

スポーツ損傷・障害、その他外傷・障害の予防・処置（概論） 授業配布資料

競技者の外傷予防技術①
（頭部・体幹）

授業配布資料

競技者の外傷予防技術②
（頭部・体幹）

授業配布資料

競技者の外傷予防技術③
（上肢）

授業配布資料

競技者の外傷予防技術④
（上肢）

授業配布資料

競技者の外傷予防技術⑤
（上肢）

授業配布資料

試験

競技者の外傷予防技術⑥
（下肢）

授業配布資料

競技者の外傷予防技術⑦
（下肢）

授業配布資料

総復習 授業配布資料



日本医学柔整鍼灸専門学校
平成31年度　授業計画書（シラバス）

学期 回数 実務経験

1・2・3・④ 10 ○

評価方法 評価割合（％）

定期試験 60

小テスト
（チェックテスト）

レポート

実技試験

プレゼン
テーション

その他 40

（合計） 100

科目概要

授業科目名

基礎柔道整復学10

担当教員名 学科・学年 関連科目

西村　優一 柔道整復学科夜間部　１学年 基礎柔道整復学7・8・9

授業目標

一般目標（GIO）

柔道整復師として、スポーツに関わる患者に対応する事が増加している。
柔道整復師として必要な知識や技術をスポーツに関わる様々な場合に対応でき
るよう
それにふさわしい態度も含め学んで行く。

行動目標（SBO）

1.スポーツ選手や愛好者等に対しての対応ができる。
2.患者の病態から該当疾患を推察できる。
3.適切な整復・固定・後療法・応急処置を実施できる。
4.医療者として相応しい態度を身につける。

柔道整復師として、スポーツに関わる様々な知識・技術を学んで行く。

履修に必要な予備知識や技能
・柔道整復師の職業理解
・コミュニケーション能力
・社会人基礎力
・スポーツに対する理解

教科書・参考書
教科書：なし
参考書：なし　　　　※授業資料を作成し都度配布

受講上の注意
・授業に対し、他者の妨げになる行為一切を禁じる。
・場所、授業教材等の変更は都度連絡する。

成績評価方法
具体的な評価の方法、観点など

定期試験

課題・出席・その他



日本医学柔整鍼灸専門学校
平成31年度　授業計画書（シラバス）

回数 教科書

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

第8回

第9回

第10回

実務経験
柔道整復師として整形外科に8年、接骨院に4年の臨床経験と、スポーツトレーナーとして
高校・大学・社会人・プロチームでの20年の経験をもとに柔道整復師がスポーツに関わるための知識・技術
について講義を行う。

授業内容 教材・持ち物

運動器の機能・働き（概論） 授業配布資料

運動器の機能・働き（運動学・測定と評価）①
（姿勢）

授業配布資料

運動器の機能・働き（運動学・測定と評価）②
（柔軟性）

授業配布資料

運動器の機能・働き（運動学・測定と評価）③
（柔軟性）

授業配布資料

運動器の機能・働き（運動学・測定と評価）④
（筋力）

授業配布資料

運動器の機能・働き（運動学・測定と評価）⑤
（筋力）

授業配布資料

試験

運動器の機能・働き（運動学・測定と評価）⑥
（動作分析）

授業配布資料

運動器の機能・働き（運動学・測定と評価）⑦
（動作分析）

授業配布資料

総復習 授業配布資料



日本医学柔整鍼灸専門学校
平成31年度　授業計画書（シラバス）

学期 回数 実務経験

1・2・3・④ 10 ○

評価方法 評価割合（％）

定期試験 60

小テスト
（チェックテスト） 30

レポート

実技試験

プレゼン
テーション

その他 10

（合計） 100

授業への取り組み方、積極的な質問の有無など

頭蓋骨骨折、顔面頭蓋骨折、顎関節脱臼、頭部・顔面部打撲、顎関節症などの各疾患における、病態把握、
診断方法、治療法を体系的に学習する。座学講義ではあるが、臨床現場での対応を充分イメージできるよう
具体的な症例等をふんだんに紹介しながら講義を展開していく。

身体各所の関節の名称、骨格筋の名称を予備知識として覚えておく。

教科書・参考書
教科書：『柔道整復学・理論編　第６版』（公社）全国柔道整復学校協会（南江堂）

受講上の注意
講義中に携帯端末による検索は行わないこと。

成績評価方法
具体的な評価の方法、観点など

授業内で学習した内容を全般的に確認する。

授業内でチェックテストを3回行う。

科目概要

授業科目名

柔道整復学１

担当教員名 学科・学年 関連科目

木下美聡 柔道整復学科夜間部　１学年 基礎柔道整復学、人体の構造と機能

一般目標（GIO）

柔道整復師として頭部～顔面部の疾患を正しく理解できるようになるために、判
断・治療・予後評価に必要な基礎的知識を習得するとともに、それに必要な臨床
的技能と態度を身につける。

行動目標（SBO）

１．頭部～顔面部疾患の原因を列挙できる。
２．頭部～顔面部疾患患者の発生機序を聴取することができる。
３．頭部～顔面部疾患患者の整復、固定の操作法をすることができる。



日本医学柔整鍼灸専門学校
平成31年度　授業計画書（シラバス）

回数 教科書

第1回
『柔道整復学・
理論編　第６版』
P152～155

第2回
『柔道整復学・
理論編　第６版』
P157～158

第3回
『柔道整復学・
理論編　第６版』
P158～160

第4回
『柔道整復学・
理論編　第６版』
P160～163

第5回
『柔道整復学・
理論編　第６版』
P163～164

第6回
『柔道整復学・
理論編　第６版』
P165～166

第7回
『柔道整復学・
理論編　第６版』
P166～167

第8回
『柔道整復学・
理論編　第６版』
P167～170

第9回

第10回 答案返却・解説 筆記用具等

頭部・顔面部打撲 教科書・筆記用具・ノート等

顎関節症、外傷性顎関節損傷 教科書・筆記用具・ノート等

定期試験 筆記用具等

顔面頭蓋骨折（頬骨骨折、下顎骨骨折） 教科書・筆記用具・ノート等

顎関節脱臼（前方脱臼） 教科書・筆記用具・ノート等

顎関節脱臼（後方脱臼、側方脱臼） 教科書・筆記用具・ノート等

頭蓋骨骨折（頭蓋冠骨折） 教科書・筆記用具・ノート等

頭蓋骨骨折（頭蓋底骨折） 教科書・筆記用具・ノート等

顔面頭蓋骨折（鼻骨骨折、上顎骨骨折） 教科書・筆記用具・ノート等

授業内容 教材・持ち物

実務経験
約15年間勤務柔道整復師として骨折・脱臼・軟部組織損傷等の治療経験を積ませて頂いた。その後、東京
都練馬区で接骨院を開業し、約10年間営業した経験から、実際の症例を用いて柔道整復学１の頭蓋骨・顔
面頭蓋の骨折および、顎関節脱臼、顎関節症、頭部・顔面部打撲等の損傷について講義します。



日本医学柔整鍼灸専門学校
平成31年度　授業計画書（シラバス）

学期 回数 実務経験

1・2・3・④ 10 ○

評価方法 評価割合（％）

定期試験 60

小テスト
（チェックテスト） 30

レポート

実技試験

プレゼン
テーション

その他 10

（合計） 100

出席点その他

柔道整復師として必要な、鎖骨部・肩甲骨部の骨折・脱臼についての知識を学ぶ。

履修に必要な予備知識や技能

骨の形状やランドマーク、筋の起始停止、作用を理解しているとスムーズに勉強がでます。解剖学
の予習復習をお願いすます。

教科書・参考書
教科書：「柔道整復学　理論編（改訂第6版）」（公社）全国柔道整復学校協会（南江堂）
参考書：「柔道整復学　実技編（改訂第2版）」（公社）全国柔道整復学校協会（南江堂）

受講上の注意

不明な点は、授業内でも授業外でも構わないので適宜担当教員に確認してくださ。
授業で必要なものは、必ず授業前に準備をしておいてください

成績評価方法
具体的な評価の方法、観点など

期末試験の点数による評価

科目概要

授業科目名

柔道整復学４

担当教員名 学科・学年 関連科目

齋藤　一磨 柔道整復学科夜間部　１学年
基礎柔道整復学
柔道整復学

授業目標

一般目標（GIO）
臨床において鑑別疾患・適切な検査・判断・処置ができるように上肢帯における骨
折、脱臼の発生機序から予後までを学び理解します。

行動目標（SBO）

1.鎖骨部・肩甲骨部の解剖と機能を把握できる。
2.患者の病態から該当疾患を推察できる。
3.適切な整復・固定・後療法を実施できる。
4.医療者として相応しい態度を身につける。
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回数 教科書

第1回 ２２０－２２１

第2回 ２２１－２２２

第3回 ２２３－２２５

第4回 ２２５－２２６

第5回 ２２６－２２８

第6回 ２２８－２３０

第7回 ２３０－２３２

第8回 ２３２－２３３

第9回

第10回 ２２０－２３３

実務経験
1日平均250人のクリニックで5年間。
サッカーJFLのチームトレーナーを9年間。開業5年目。
所属学会は日本柔道整復接骨医学会・日本超音波骨何組織学会・日本電気治療協会・日本柔整
外傷協会・鈴木トリートメントメソッド協会

総復習 教科書・筆記用具

肩甲骨骨折① 教科書・筆記用具

肩甲骨骨折② 教科書・筆記用具

試験 筆記用具

鎖骨の脱臼① 教科書・筆記用具

鎖骨の脱臼② 教科書・筆記用具

肩関節部の解剖と機能 教科書・筆記用具

鎖骨部の機能と解剖 教科書・筆記用具

鎖骨の骨折① 教科書・筆記用具

鎖骨の骨折② 教科書・筆記用具

授業内容 教材・持ち物
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学期 回数 実務経験

1・2・3・④ 10 ○

評価方法 評価割合（％）

定期試験 60

小テスト
（チェックテスト）

レポート 30

実技試験

プレゼン
テーション

その他 10

（合計） 100

授業態度等の平常評価

課題や提出物による評価

柔道整復理論第６版のp.233～p256の範囲を学習する。肩部というADLに重要な部位の外傷であり、柔道整
復師として取り扱うことが多々ある部位でもあるので、受傷機序～鑑別診断～整復・固定・後療法～予後と
いう一連の流れを想定することができるよう、それぞれの部分で説明をする。また、基本は暗記となるので、
短期記憶から中期記憶、中期記憶から長期記憶となるよう、復習を充分に行う。

履修に必要な予備知識や技能
柔道整復理論の総論および解剖学的知識（特に骨格・関節・筋・神経部分）が重要となる。

教科書・参考書
柔道整復理論　第６版

受講上の注意
講義中の私語・居眠りはしないこと。
講義内容は進行度合いにより変わるので了承ください。
携帯やタブレット等の端末機器は使用しないこと（調べるものは教科書で確認してください）。
講義を受講するにあたり、必要のないもの（携帯・財布・バック・洋服・帽子など）を机上に置かないこと。

成績評価方法
具体的な評価の方法、観点など

科目概要

授業科目名

柔道整復学5

担当教員名 学科・学年 関連科目

登本　茂芳 柔道整復学科夜間部　１学年 柔道整復学・人体の構造と機能

授業目標

一般目標（GIO）

柔道整復師として外傷の対応を正しく行えるようになるため、骨折・脱臼・軟部組
織損傷の鑑別診断、処置、後療法、予後における対処で誤りが無いよう、必要な
知識を習得すると共に、臨床において重要な技術と患者様を管理する態度を身に
付ける。

行動目標（SBO）

１．外観・受傷機序から該当する外傷を予測できる
２．問診で患者様から必要な情報を得られる
３．それぞれの外傷に対して適した処置（整復・固定・後療法）を行える
４．再発防止等を含め患者様に自己管理法やリスクの説明を行える
５．施術における一連のプログラムを組むことができる



日本医学柔整鍼灸専門学校
平成31年度　授業計画書（シラバス）

回数 教科書

第1回 解剖学

第2回 解剖学

第3回 p.233～ｐ.239

第4回 p.233～ｐ.239

第5回
ｐ.239～
ｐ.245

第6回
ｐ.239～
ｐ.245

第7回 ｐ.245～ｐ.256

第8回 ｐ.245～ｐ.256

第9回

第10回 ｐ.233～ｐ.256

実務経験
平成11年7月～平成13年1月：しらうめ接骨院　勤務柔道整復師
平成13年2月～平成16年2月：あずま通り整骨院　分院長
平成16年4月～平成21年3月：専門学校付属接骨院　勤務柔道整復師
平成23年4月～現在　　　　　 ：あいみ接骨院(自院)

既習範囲総復習 教科書・配布プリント・筆記用具

既習範囲復習、肩関節脱臼②

教科書・配布プリント・筆記用具

既習範囲復習、肩関節部の軟部組織損傷② 教科書・配布プリント・筆記用具

試験 教科書・配布プリント・筆記用具

既習範囲復習、肩関節部の軟部組織損傷①

既習範囲復習、上腕骨近位部の骨折② 教科書・配布プリント・筆記用具

既習範囲復習、肩関節脱臼① 教科書・配布プリント・筆記用具

教科書・配布プリント・筆記用具

上肢解剖学① 教科書・配布プリント・筆記用具

上肢解剖学② 教科書・配布プリント・筆記用具

既習範囲復習、上腕骨近位部の骨折① 教科書・配布プリント・筆記用具

授業内容 教材・持ち物
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学期 回数 実務経験

1・2・③・④ 20

評価方法 評価割合（％）

定期試験

小テスト
（チェックテス

ト）
30

レポート

実技試験 60

プレゼン
テーション

その他 10

（合計） 100

科目の概要

授業科目名

柔道整復実技1

担当教員名 学科・学年 関連科目

遠畑篤史 柔道整復学科夜間部　１学年 包帯固定学

授業目標

一般目標（GIO）

柔道整復師として臨床現場で必要とされる固定具材の基礎的な知識と、基本的
な包帯法を学び、主に包帯を使用した固定方法の習得を目標とする。

行動目標（SBO）

１　固定具材の名称を言える　２　固定具材の特徴と使用方法を言える　３　基本
的包帯法の適性と使用方法を実践出来る　４　臨床現場で必要とされる実践的
な包帯固定を施行出来る

柔道整復業で必要な固定具材を使いながら、基本的な包帯法を駆使して臨床現場で必要とされる固定術
を身体夫々の部位に施しながら技術の習得を促していきます。

履修に必要な予備知識や技能

教科書・参考書
柔道整復理論・包帯固定学

受講上の注意
１白衣着用　２頭髪、爪等の衛星上の管理

成績評価方法
具体的な評価の方法、観点など

15%×2回の小テストを実施

GIOに沿った知識・技能が習得出来ているかと評価する

授業態度と出席を評価します
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回数 教科書

第1回
包帯固定学
P２～７

第2回
包帯固定学
P8～１５

第3回

第4回
包帯固定学
P１６～２１

第5回
包帯固定学
P４８～５５

第6回
包帯固定学
P４８～５５

第7回
包帯固定学
P４８～５５

第8回
包帯固定学
P４８～５５

第9回
包帯固定学
P４８～５５

第10回
包帯固定学
P４８～５５

第11回

第12回
包帯固定学
P５６～６６

第13回
包帯固定学
P５６～６６

第14回
包帯固定学
P５６～６６

第15回
包帯固定学
P５６～６６

第16回
包帯固定学
P５６～６６

第17回
包帯固定学
P５６～６６

第18回

第19回

第20回

授業内容 教材・持ち物

固定具材の紹介と名称 筆記用具、白衣

巻軸帯の巻き方と巻き戻しと注意事項 筆記用具、白衣

基本包帯法 筆記用具、白衣

基本包帯法 筆記用具、白衣

基本包帯法（上肢） 筆記用具、白衣

基本包帯法（上肢） 筆記用具、白衣

基本包帯法（上肢） 筆記用具、白衣

基本包帯法（上肢） 筆記用具、白衣

基本包帯法（上肢） 筆記用具、白衣

基本包帯法（上肢） 筆記用具、白衣

試験 筆記用具、白衣

基本的包帯法（下肢） 筆記用具、白衣

基本的包帯法（下肢） 筆記用具、白衣

基本的包帯法（下肢） 筆記用具、白衣

基本的包帯法（下肢） 筆記用具、白衣

復習 筆記用具、白衣

定期試験 筆記用具、白衣

基本的包帯法（下肢） 筆記用具、白衣

基本的包帯法（下肢） 筆記用具、白衣

試験 筆記用具、白衣
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学期 回数 実務経験

①・②・3・4 20 ○

評価方法 評価割合（％）

定期試験

小テスト
（チェックテスト） 30

レポート

実技試験 60

プレゼン
テーション

その他 10

（合計） 100

行動目標（SBO）

１．柔道整復師として必要な基本包帯法の技術が習得できる。
２．各種物理療法の用途・使用方法を理解することができる。
３．各種手技療法に対する部位別の処置方法を習得することができる。

木下美聡 柔道整復学科夜間部　１学年 基礎柔道整復学、人体の構造と機能

授業目標

一般目標（GIO）

柔道整復師として必要な基本包帯法・物理療法・手技療法等を正しく理解できる
ようになるために、疾患に対する判断法・治療処置に必要な基礎的知識を習得す
るとともに、それに必要な臨床的技能・態度を身につける。

授業科目名

柔道整復実技2

担当教員名 学科・学年 関連科目

受講上の注意
講義中に携帯端末による検索は行わないこと。指輪・ネックレス・イヤリングなど実習の際に、妨げになる可
能性のあるものは身につけないこと。手指の爪は、切り整えてから参加すること。

成績評価方法
具体的な評価の方法、観点など

科目の概要
柔道整復師として身につけておくべき基本的な包帯法の実技実習を行う。また、柔道整復師の施術所で多く
使用されている物理療法機器の取り扱い方法を理解し、自ら体験できるように授業を展開をする。さらに各
種手技療法の技術を習得するために、多くの学生間で共に学習できるように配慮して授業を展開する。

各種骨の名称、関節の名称、骨格筋の名称等を予備知識として覚えておくようにすること。

教科書・参考書
教科書：『柔道整復学・理論編　第６版』（公社）全国柔道整復学校協会（南江堂）、『柔道整復学・実技編』
（公社）全国柔道整復学校協会（南江堂）

授業内で学習した内容を全般的に確認する。

授業内でチェックテストを3回行う。

授業への取り組み方、積極的な質問の有無など
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回数 教科書

第1回
包帯固定学
の教科書

第2回
包帯固定学
の教科書

第3回
包帯固定学
の教科書

第4回
包帯固定学
の教科書

第5回
包帯固定学
の教科書

第6回
包帯固定学
の教科書

第7回
『柔道整復学・
理論編　第６版』
P113～135

第8回
『柔道整復学・
理論編　第６版』
P113～135

第9回
『柔道整復学・
理論編　第６版』
P113～135

第10回 配布資料

第11回 配布資料

第12回 配布資料

第13回 配布資料

第14回 配布資料

第15回 配布資料

第16回 配布資料

第17回 配布資料

第18回 配布資料

第19回

第20回

授業内容 教材・持ち物

基本包帯法演習 教科書、白衣、サンダル

固定法概論・基礎固定法演習① 教科書、白衣、サンダル

基礎固定法演習② 教科書、白衣、サンダル

基礎固定法演習③ 教科書、白衣、サンダル

基礎固定法演習④ 教科書、白衣、サンダル

基礎固定法演習⑤ 教科書、白衣、サンダル

物理療法演習① 教科書、白衣、サンダル

物理療法演習② 教科書、白衣、サンダル

物理療法演習③ 教科書、白衣、サンダル

手技療法演習① 配布資料、白衣、サンダル

手技療法演習② 配布資料、白衣、サンダル

手技療法演習③ 配布資料、白衣、サンダル

手技療法演習④ 配布資料、白衣、サンダル

手技療法演習⑤ 配布資料、白衣、サンダル

手技療法演習⑥ 配布資料、白衣、サンダル

定期試験 配布資料、白衣、サンダル

実務経験
約15年間勤務柔道整復師として骨折・脱臼・軟部組織損傷等の治療経験を積ませて頂いた。その後、東京
都練馬区で接骨院を開業し、約10年間営業した経験から、実際の症例を用いて柔道整復実技2の基本固定
法演習、物理療法演習、手技療法演習等の基本実技を講義します。

定期試験 配布資料、白衣、サンダル

手技療法演習⑦ 配布資料、白衣、サンダル

手技療法演習⑧ 配布資料、白衣、サンダル

手技療法演習⑨ 配布資料、白衣、サンダル
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時間

45時間

評価方法 評価割合（％）

定期試験

小テスト
（チェックテスト）

レポート ※

実技試験

プレゼン
テーション

その他 ※

（合計） N

授業科目名 学期

臨床実習1 ①・②・③・④

担当教員名 学科・学年 関連科目

態度・マナー

鴨田　佳典 柔道整復学科夜間部　１学年 全般

授業目標

一般目標（GIO）

臨床現場見学により、必要な知識・技術を把握する。今まで想像していた職業内
容の差異がないか知ることができる。職業理解を深める。

行動目標（SBO）

①実習目標を立てることができる。
②実習中、周りに迷惑をかけずに行動することができる。
③実習中、率先して挨拶や質問をすることができる。
④実習後、報告書をまとめ発表することができる。
⑤実習後、自らの将来像を考えることができる。

科目の概要
附属接骨院及び外部接骨院にて見学実習を行う。柔道整復師として活躍できる現場を実際に見学実習する
ことで将来の活躍の場をイメージしてもらうとともに、日頃の勉強の関連性や重要性を理解してもらいたい。

履修に必要な予備知識や技能

教科書・参考書

受講上の注意
実習では指定の白衣・サンダルを着用しましょう。
欠席は認められていません。実習時間全て出席しなければ認定されませんので、健康管理に気を付けてくだ
さい。とくに外部実習では実習先に迷惑が掛からないよう配慮してください。

成績評価方法
具体的な評価の方法、観点など

実習中レポート
実習後学習
実習発表
実習先評価（態度、マナーなど）

出席

本講は、外部実習を含む全てのプログラムに出席、
及び、上記評価項目それぞれC以上の評価を得ることで認定（N）
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学期 回数

第1回

第2回

第3回

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

第8回

授業内容 教材・持ち物

3期
（授業外）

校内実習

白衣
サンダル
筆記用具
配布資料

4期

12月～1月予定 外部実習（接骨院）

白衣
サンダル
筆記用具
配布資料


