
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 90

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 10

（合計） 100

科目概要

授業科目名

病気の成り立ち１

担当教員名 学科・学年 関連科目

増田　茂 柔道整復学科夜間部　２学年
人体の構造と機能1～12

人体のしくみ1・2

授業目標

一般目標（GIO） 病気の成り立ちについて学習し、病気に関する基礎的な知識を身につける。

行動目標（SBO）

基礎的な医学用語を理解し、説明できる。
疾病に関する用語を説明できる。
病気の基礎を理解し、説明できる。

病理学は疾病に対する知識の礎になるものであり、病気を正しく理解し、疾病の概念を把握することを目的
とする。生理学や解剖学などの基礎的な知識を基に、病気の発症にともなって人体にどのような変化が起き
ているのかを理解する。また、難解な医学用語を正しく理解し、疾病の発症と進展の機序を学ぶ。

履修に必要な予備知識や技能
基礎的な解剖学や生理学を理解していることが必要。

教科書・参考書
教科書：病理学概論（医歯薬出版）

受講上の注意
教科書および配付資料を中心に進めていくので、教科書を必ず読んでおいてください。

成績評価方法
具体的な評価の方法、観点など

筆記試験

授業態度、出欠席



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.1-8

第2回 p.9-15

第3回 p.16-21

第4回 p.21-27

第5回 p.49-53

第6回 p.53-59

第7回 p.29-34

第8回 p.35-41

第9回 p.42-47

第10回

授業内容 教材・持ち物

病理学とは　疾病の一般 教科書、筆記用具

細胞傷害(萎縮、変性）
教科書、筆記用具、配布プ

リント

細胞傷害(代謝障害と疾病）
教科書、筆記用具、配布プ

リント

細胞傷害(代謝障害と疾病）
教科書、筆記用具、配布プ

リント

進行性病変と細胞・組織の適応
教科書、筆記用具、配布プ

リント

進行性病変と細胞・組織の適応
教科書、筆記用具、配布プ

リント

試験 筆記用具

循環障害(血液の順障害）
教科書、筆記用具、配布プ

リント

循環障害(血液の順障害）
教科書、筆記用具、配布プ

リント

循環障害(リンパ液の循環障害、脱水症、高血圧症）
教科書、筆記用具、配布プ

リント



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 90

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 10

（合計） 100

授業態度、出欠席

病理学は疾病に対する知識の礎になるものであり、病気を正しく理解し、疾病の概念を把握することを目的
とする。生理学や解剖学などの基礎的な知識を基に、病気の発症にともなって人体にどのような変化が起き
ているのかを理解する。また、難解な医学用語を正しく理解し、疾病の発症と進展の機序を学ぶ。

履修に必要な予備知識や技能
基礎的な解剖学や生理学を理解していることが必要。

教科書・参考書
教科書：病理学概論（医歯薬出版）

受講上の注意
教科書および配付資料を中心に進めていくので、教科書を必ず読んでおいてください。

成績評価方法
具体的な評価の方法、観点など

筆記試験

科目概要

授業科目名

病気の成り立ち2

担当教員名 学科・学年 関連科目

増田　茂 柔道整復学科夜間部　２学年
人体の構造と機能1～12

人体のしくみ1・2

授業目標

一般目標（GIO） 病気の成り立ちについて学習し、病気に関する基礎的な知識を身につける。

行動目標（SBO）
基礎的な医学用語を理解し、説明できる。
疾病に関する用語を説明できる。
病気の基礎を理解し、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 p61-65

第2回 p66-70

第3回 p.71-77

第4回 p.77-84

第5回 p.85-99

第6回 p.100-111

第7回 p.113-126

第8回 p.127-137

第9回 p.137-150

第10回 試験 筆記用具

先天性異常
教科書、筆記用具、配布プ

リント

病因（内因、外因）
教科書、筆記用具、配布プ

リント

病因(外因）
教科書、筆記用具、配布プ

リント

免疫異常（自己免疫疾患、アレルギー）
教科書、筆記用具、配布プ

リント

腫瘍(腫瘍の概念）
教科書、筆記用具、配布プ

リント

腫瘍(腫瘍の分類）
教科書、筆記用具、配布プ

リント

炎症（炎症の一般）
教科書、筆記用具、配布プ

リント

炎症（炎症の分類）
教科書、筆記用具、配布プ

リント

免疫異常（免疫の仕組み、免疫不全）
教科書、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 30

小テスト
（チェックテスト） 30

レポート

実技試験 30

プレゼン
テーション

10

その他

（合計） 100

科目概要

授業科目名

外国語１

担当教員名 学科・学年 関連科目

黒木豊域 柔道整復学科夜間部　２学年

授業目標

一般目標（GIO）
外国語２までの授業を通じ、英語にてコミュニケーションを図りながら受付、診断、
施術、会計が行える柔道整復師を目指す。

行動目標（SBO）

１．人体に関する用語や柔道整復師に関わる専門用語を理解できる
２．受付から診察を英語でできる
３．英語にて人体に関する用語を用いて診察および施術ができる

グローバル化するわが国において、外国人観光客・在留外国人は年々増加傾向にある。これに伴い、柔道
整復師が外国人患者へ柔道整復術の施術を行う機会の増大が見込まれている。この科目では、高度に訓
練された柔道整復師が、英語にてわが国特有の伝統的医療法を説明し、患者が来院してから会計を済ませ
るまでの一連の流れの実践テーマに添って、問診、説明、施術の英語による演習を行う。中学や高等学校教
育の英語と異なり、会話する英語の習得を目標とし、毎回の授業は声を出して話すことに焦点が当てられて
いる。また、人体や施術に関わる英語の専門用語を習得することも目標としている。

履修に必要な予備知識や技能
中学卒業程度の英文法理解

教科書・参考書
公益社団法人日本柔道整復師会監修「柔道整復師のための外国人対応ハンドブック」第１版

受講上の注意
英語を習得することは、どれだけ英語を話す経験をしたかと比例します。大きな声でドリル的に練習しますの
で、毎回飲み水を持参してください。

成績評価方法
具体的な評価の方法、観点など

来院から診断（視診）までのロングプレイを英語で行うほか、単語テストを行う。

5点の単語テストを6回行う

10 more phrase short playを6回行う

"What is Judotherapy (p.vii)"  を暗唱発表



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 必要

第2回 必要

第3回 必要

第4回 必要

第5回 必要

第6回 必要

第7回 必要

第8回 必要

第9回 必要

第10回

授業内容 教材・持ち物

Introduction of the class
About Judotherapy and Judotherapist

Recitation About Judotherapy
Time and Duration

At the Reception
10 phrase short play

expression for pains
Human Anatomy: Front

Medical Interview
10 more phrase short play

During the Medical Examination
10 more phrase short play

定期試験

Medical Interview
10 more phrase short play

Ocular Inspection
10 more phrase short play

Plan and Practice for the final exam



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 30

小テスト
（チェックテスト） 30

レポート

実技試験 30

プレゼン
テーション

10

その他

（合計） 100

科目概要

授業科目名

外国語2

担当教員名 学科・学年 関連科目

黒木豊域 柔道整復学科夜間部　２学年

授業目標

一般目標（GIO）
外国語１の授業を踏まえ、英語にてコミュニケーションを図りながら受付、診断、施
術、会計が行える柔道整復師を目指す。

行動目標（SBO）
１．英語にて人体に関する用語や柔道整復師に関わる専門用語を理解できる
２．受付から診察を英語でできる
３．人体に関する用語を用いて診察および施術ができる

グローバル化するわが国において、外国人観光客・在留外国人は年々増加傾向にある。これに伴い、柔道
整復師が外国人患者へ柔道整復術の施術を行う機会の増大が見込まれている。この科目では、高度に訓
練された柔道整復師が、英語にてわが国特有の伝統的医療法を説明し、患者が来院してから会計を済ませ
るまでの一連の流れの実践テーマに添って、問診、説明、施術の英語による演習を行う。中学や高等学校教
育の英語と異なり、会話する英語の習得を目標とし、毎回の授業は声を出して話すことに焦点が当てられて
いる。また、人体や施術に関わる英語の専門用語を習得することも目標としている。

履修に必要な予備知識や技能
中学卒業程度の英文法理解

教科書・参考書
公益社団法人日本柔道整復師会監修「柔道整復師のための外国人対応ハンドブック」第１版

受講上の注意
英語を習得することは、どれだけ英語を話す経験をしたかと比例します。大きな声でドリル的に練習しますの
で、毎回飲み水を持参してください。

成績評価方法
具体的な評価の方法、観点など

診断から再診予約までのロングプレイを英語で行うほか、単語テストを行う

５点の単語テストを6回行う

10 more phrase short playを5回行う

"What is a Judotherapist (p.vii)"  を暗唱発表



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 必要

第2回 必要

第3回 必要

第4回 必要

第5回 必要

第6回 必要

第7回 必要

第8回 必要

第9回 必要

第10回

授業内容 教材・持ち物

Recitation: "What is a Judotherapist?"
Examination Using Ultrasound Machine

Palapation
Expressions for joint Exercise

10 more phrase short play

Expressions for joint Exercise
Muscles: front

Examination Result
10 more phrase short play

Muscles: Back

Examination Results
Bones: Front

Treatment
10 more phrase short play

Bones: Back

定期試験

Payment
10 more phrase short play

Treatment
10 more phrase short play

fingers

Plan and Practice for the final exam



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 90

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 10

（合計） 100

科目概要

授業科目名

人体の構造と機能１３

担当教員名 学科・学年 関連科目

齋藤昭彦 柔道整復学科夜間部　２学年 人体の構造と機能１～１２

授業目標

一般目標（GIO）
　柔道整復師として対象者を正しく評価・治療することができるようになるために、
人体の構造と機能のうち、運動学領域の知識を習得し、運動分析能力を身につ
ける。

行動目標（SBO）

1．運動の表し方を理解し、対象者の運動を記載できる。
2．運動力学の基礎を理解し、対象者の運動を考察することができる。
3．運動器の構造と機能について理解し、説明することができる。
4．神経の構造と機能について理解し、説明することができる。
5．感覚や随意運動について理解し、説明することができる。

　講義では、①概要の説明⇒②各自で関連する問題を解く⇒③グループディスカッション⇒④グループで解
決できない問題や共通の課題に関しての説明、という順に進んでいきます。授業での積極的な参加およびグ
ループへの貢献が必要です。

履修に必要な予備知識や技能
　解剖学、生理学の基本的な知識が必要となります。

教科書・参考書
　運動学　改訂第3版　医歯薬出版

受講上の注意
　アクティブラーニングを導入し、グループ学習を進めますので、予習・復習を大切にしてください。わからな
いことはその日のうちか、遅くともその週のうちには解決するようにしてください。

成績評価方法
具体的な評価の方法、観点など

選択問題

授業への積極的な取り組み、グループ学習への積極的な参加



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 p5-11

第2回 p11-16

第3回 p17-21

第4回 p23-31

第5回 p32-39

第6回 p41-48

第7回 p48-53

第8回 p53-59

第9回 p64-68

第10回

授業内容 教材・持ち物

運動学の目的、運動の表し方、身体運動と力学①
（ベクトル）

教科書

身体運動と力学②（モーメント、てこ） 教科書・配布プリント

身体運動と力学③（運動の法則、運動量保存の法
則、仕事と力学的エネルギーなど）

教科書・配布プリント

運動器の構造と機能①（骨・関節の構造と機能） 教科書・配布プリント

運動器の構造と機能②（骨格筋の構造と機能） 教科書・配布プリント

神経の構造と機能①（神経細胞、神経線維、神経シ
ナプス、末梢神経、脊髄）

教科書・配布プリント

定期試験

神経の構造と機能②（脳、錐体路と錐体外路）、運
動感覚①（感覚の種類など）

教科書・配布プリント

運動感覚②（筋紡錘、関節の感覚受容器、平衡感
覚、反射随意運動①（反射、反射弓、反射の分類）

教科書・配布プリント

反射と随意運動②（連合運動と共同運動、随意運
動）

教科書・配布プリント



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 90

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 10

（合計） 100

授業への積極的な取り組み、グループ学習への積極的な参加

　講義では、①概要の説明⇒②各自で関連する問題を解く⇒③グループディスカッション⇒④グループで解
決できない問題や共通の課題に関しての説明、という順に進んでいきます。授業での積極的な参加およびグ
ループへの貢献が必要です。

履修に必要な予備知識や技能
　解剖学、生理学の基本的な知識が必要となります。

教科書・参考書
　運動学　改訂第3版　医歯薬出版

受講上の注意
　アクティブラーニングを導入し、グループ学習を進めますので、予習・復習を大切にしてください。わからな
いことはその日のうちか、遅くともその週のうちには解決するようにしてください。

成績評価方法
具体的な評価の方法、観点など

選択問題

科目概要

授業科目名

人体の構造と機能１４

担当教員名 学科・学年 関連科目

齋藤昭彦 柔道整復学科夜間部　２学年 人体の構造と機能１～１３

授業目標

一般目標（GIO）
　柔道整復師として対象者を正しく評価・治療することができるようになるために、
人体の構造と機能のうち、運動学領域の知識を習得し、運動分析能力を身につ
ける。

行動目標（SBO）
　上肢帯、上肢、下肢の運動について理解し、対象者の運動を考察することがで
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 p69-77

第2回 p78-86

第3回 p87-94

第4回 p95-102

第5回
p102-113

第6回 p114-118

第7回
p119-124
p125-130

第8回 p131-143

第9回 p143-145

第10回 定期試験

四肢と体幹の運動(股関節の運動)②
四肢と体幹の運動(膝関節の運動)

教科書・配布プリント

四肢と体幹の運動(足関節・足部の運動)① 教科書・配布プリント

四肢と体幹の運動(足関節・足部の運動)② 教科書・配布プリント

四肢と体幹の運動（手関節・手指の運動）① 教科書・配布プリント

四肢と体幹の運動（手関節・手指の運動）②
教科書・配布プリント

四肢と体幹の運動(股関節の運動)① 教科書・配布プリント

四肢と体幹の運動（上肢帯の運動） 教科書

四肢と体幹の運動（肩関節の運動） 教科書・配布プリント

四肢と体幹の運動（肘関節・前腕の運動） 教科書・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 90

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 10

（合計） 100

授業への積極的な取り組みおよびグループ学習への積極的な参加

　講義では、①概要の説明⇒②各自で関連する問題を解く⇒③グループディスカッション⇒④グループで解
決できない問題や共通の課題に関しての説明、という順に進んでいきます。授業での積極的な参加およびグ
ループへの貢献が必要です。

履修に必要な予備知識や技能
　解剖学、生理学の基本的な知識が必要となります。

教科書・参考書
　運動学　改訂第3版　医歯薬出版

受講上の注意
　　アクティブラーニングを導入し、グループ学習を進めますので、予習・復習を大切にしてください。わからな
いことはその日のうちか、遅くともその週のうちには解決するようにしてください。

成績評価方法
具体的な評価の方法、観点など

選択問題

科目概要

授業科目名

人体の構造と機能１５

担当教員名 学科・学年 関連科目

齋藤昭彦 柔道整復学科夜間部　２学年 人体の構造と機能１～１４

授業目標

一般目標（GIO）
　柔道整復師として対象者を正しく評価・治療することができるようになるために、
人体の構造と機能のうち、運動学領域の知識を習得し、運動分析能力を身につ
ける。

行動目標（SBO）

1．頭頸部・体幹の運動について理解し、対象者の運動を考察することができる。
2．姿勢、歩行について理解し、対象者の姿勢、歩行を分析することができる。
3．運動発達について理解し、対象者の運動年齢を分析することができる。
4．運動学習について理解し、対象者の運動指導に利用することができる。



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 p146-160

第2回 p161-172

第3回 p173-176

第4回 p177-188

第5回 p189-196

第6回 p197-205

第7回 p206-211

第8回 p213-223

第9回 p225-230

第10回 定期試験

歩行③（走行、異常歩行） 教科書・配布プリント

運動発達
教科書・配布プリント

運動学習 教科書・配布プリント

姿勢 教科書・配布プリント

歩行①（歩行周期、重心移動の軌跡、下肢の関節運
動、効率的な歩行を決める要因）

教科書・配布プリント

歩行②（床反力、歩行時の筋活動、歩行のエネル
ギー代謝）

教科書・配布プリント

四肢と体幹の運動(脊柱、頸椎) 教科書

四肢と体幹の運動(胸椎、腰椎、呼吸運動) 教科書・配布プリント

四肢と体幹の運動(顔面の運動) 教科書・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 90

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 10

（合計） 100

授業の参加度で評価します

患者から得られる自覚症状および他覚所見を表す医学用語とその意義について

履修に必要な予備知識や技能
生理学・病理学概論

教科書・参考書
一般臨床医学　　改訂第３版

受講上の注意
授業内容を理解するためには生理学・病理学概論で学習した関連事項についてノート、教科書などで復習をしてから
授業に臨むこと。

成績評価方法
具体的な評価の方法、観点など

記述式

科目の概要

授業科目名

疾病と障害１　

担当教員名 学科・学年 関連科目

澤田海彦 柔道整復学科夜間部　２学年 疾病と傷害

授業目標

一般目標（GIO）
患者の訴え・徴候・身体所見から患者の病状を理解できるようになるために、病歴の聴取方法、診察方
法を習得し、得られた身体所見の表現法を身につける。

行動目標（SBO）

１.　医療面接ができる。
２.　基本的な診察ができる。
３.　患者の診察所見を医学用語で記載できる。
４.　患者の病的な身体所見の病態を説明できる。



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 1～11

第2回 12～22

第3回 22～34

第4回 34～42

第5回 42～52

第6回 52～60

第7回 60～74

第8回 75～92

第9回 93～97

第10回 定期試験

Ｇ．感覚検査　　　Ｈ．反射検査

Ｉ　代表的な臨床症状

 ３.　検査法

Ｃ．打診 Ｄ．聴診

Ｅ．触診

Ｆ．生命徴候

診察概論　Ａ．診察の意義、　B.診察の進め方
Ｂ　視診：１．意義と方法　２．体格・体型　３．体位・姿勢 ４．栄養状
態

Ｂ　視診：　５．精神状態 6.異常運動　７．歩行　8.皮膚

視診： ９頭部、顔面　　10.頸部　11.胸部　12.腹部　13.背部、腰部　14.四肢

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 90

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 10

（合計） 100

科目概要

授業科目名

疾病と障害2

担当教員名 学科・学年 関連科目

澤田海彦 柔道整復学科夜間部　２学年 疾病と傷害１～４

授業目標

一般目標（GIO）
柔道整復師として患者を正しく理解し、治療できるようになるために、各臓器に起
こる代表的な疾患の基礎的知識を習得する。

行動目標（SBO）

各臓器に起こる代表的な疾患の
1.　原因を列挙することができる。　　　　　　　5.　予後について述べることができる。
2.　病態を述べることができる。　　　　　　　　 6.　治療についての概略を理解する。
3.　徴候を列挙することができる。
4.　診断の概要を述べることができる。

各臓器に起こる代表的な疾患の概念、原因、病態、聴講、診断、予後及び治療について学びます。

履修に必要な予備知識や技能

生理学　病理学概論

教科書・参考書

一般臨床医学　改訂第3版

受講上の注意

授業内容を理解するためには生理学・病理学概論で学習した関連事項についてノート、教科書な
どで復習をしてから授業に臨むこと。
疾病と傷害1　で学習した所見と各疾患との関連を結び付けて理解すること。

成績評価方法
具体的な評価の方法、観点など

授業の参加度で評価します。



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 99～104

第2回 105～114

第3回 114～118

第4回 118～124

第5回 124～129

第6回 129～138

第7回 138～145

第8回 145～158

第9回

第10回

授業内容 教材・持ち物

A　呼吸器疾患

A　呼吸器疾患

B　循環器疾患

B　循環器疾患

B　循環器疾患

C　消化器疾患

解説

C　消化器疾患

C　消化器疾患

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 ○

評価方法 評価割合（％）

定期試験 90

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 10

（合計） 100

科目概要

授業科目名

疾病と障害5

担当教員名 学科・学年 関連科目

河内和宏 柔道整復学科夜間部　２学年 疾病と傷害1・2・3・6

授業目標

一般目標（GIO） 将来の外傷患者さんの対応に役立てる知識を身に着ける。

行動目標（SBO）
外科学の基礎を学び将来の診療に役立でる。外傷管理や皮膚感染症の診断が
できる。外傷患者さんに積極的に対応できる。

外傷患者の診断方法を学ぶ。出血や救急時に行動が起こせるようになる。

履修に必要な予備知識や技能
一般臨床医学

教科書・参考書
外科学概論　改定第４版　南江堂

受講上の注意
人命にかかわる疾患を学ぶことになります。しっかり習得しましょう。

成績評価方法
具体的な評価の方法、観点など

出欠、受講態度など



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 １～２２

第2回 １～２２

第3回 ３３～４９

第4回 ３３～４９

第5回 ５１～７１

第6回 ５１～７１

第7回 ５１～７１

第8回 ５１～７１

第9回 ～７１

第10回

授業内容 教材・持ち物

損傷 教科書、ノート、プリント

損傷 教科書、ノート、プリント

腫瘍 教科書、ノート、プリント

腫瘍 教科書、ノート、プリント

ショックと心肺蘇生法 教科書、ノート、プリント

輸血と輸液 教科書、ノート、プリント

実務経験
整形外科と外科と麻酔の修練を3年、14年間心臓血管外科医として実践、その後循環器の開業医として地
域医療を10年以上行っている。また血管外科の手術診療を近隣病院で継続している。産業医活動にて検診
や予防医療にも従事している。米国や日本の医師国家試験なども継続的に勉強している。以上の経験知識
をもとに一般臨床と外科学の講義を担当させていただいています。

試験

輸血と輸液 教科書、ノート、プリント

輸血と輸液 教科書、ノート、プリント

滅菌と消毒　外科学概論総論のまとめ 教科書、ノート、プリント



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 90

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 10

（合計） 100

出欠、受講態度など

麻酔や手術手技の基礎を学び理解できる。出血や救急時に行動が起こせるようになる。

履修に必要な予備知識や技能
一般臨床医学

教科書・参考書
外科学概論　改定第4版　南江堂

受講上の注意
人命にかかわる疾患を学ぶことになります。よく勉強しましょう。

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

疾病と障害６

担当教員名 学科・学年 関連科目

河内和宏 柔道整復学科夜間部　２学年 疾病と傷害1・2・3・5

授業目標

一般目標（GIO）
将来の外傷患者さんの対応に役立てる知識を身に着けるとともに、麻酔や移植
や基本的な外科手技について学ぶ。

行動目標（SBO）
外科学の基礎を勉強する。麻酔法や手術手技の基礎が理解できる。出血の対応
ができるようになる。心肺蘇生法を理解して、将来救命にかかわることができる。



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 ７３～１２０

第2回 ８５～９４

第3回 ８５～９４

第4回 ９５～９９

第5回 77～１２０

第6回 77～１２０

第7回 77～１２０

第8回 77～１２０

第9回 １～１２０

第10回

実務経験
整形外科と外科と麻酔の修練を3年、豪州も含めて14年間心臓血管外科医として実践、その後循環器の開
業医として地域医療を10年以上行っている。また血管外科の手術診療を近隣病院で継続している。産業医
活動にて検診や予防医療にも従事している。米国や日本の医師国家試験なども継続的に勉強している。以
上の経験知識をもとに一般臨床と外科学の講義を担当させていただいています。

定期テスト

ショックと心肺蘇生法 教科書、ノート、プリント

手術手技供覧 教科書、ノート、プリント

外科学概論総論のまとめ 教科書、ノート、プリント

移植と免疫 教科書、ノート、プリント

手術と止血と出血 教科書、ノート、プリント

手術と心肺蘇生法 教科書、ノート、プリント

手術 教科書、ノート、プリント

麻酔 教科書、ノート、プリント

手術と麻酔 教科書、ノート、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 90

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 10

（合計） 100

授業態度。授業時の積極性。

整形外科の取り扱う疾患はどんなものがあるか、それらを診断、治療するにはどんな基礎的知識（診察法・
検査法・治療法）が必要かを明らかにし教授する。

履修に必要な予備知識や技能
解剖学・生理学の復習

教科書・参考書
柔道整復師学校協会監修「整形外科学」改訂第4版

受講上の注意
授業中の雰囲気を乱さない。トイレに立つのは断り不要。

成績評価方法
具体的な評価の方法、観点など

筆記試験

科目概要

授業科目名

疾病と障害8

担当教員名 学科・学年 関連科目

林　一徳 柔道整復学科夜間部　２学年 疾病と傷害1～4、9　柔道整復学

授業目標

一般目標（GIO）
柔道整復師として、臨床の場で活躍できるように、整形外科学の基礎(解剖学・生
理学）再確認。運動器の基礎知識、整形外科診察法、整形外科検査法、整形外
科的治療法、骨・関節損傷総論の知識を習得する。

行動目標（SBO）
整形外科の基礎知識を基に、将来臨床の現場にてより幅広く患者さんを診ること
ができるように。



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.3～6

第2回 P.6～12

第3回 P.15～21

第4回 P.23～30

第5回 P31.～40

第6回 P.41～48

第7回 P.49～54

第8回 P.55～60

第9回 P.61～68

第10回 定期試験 筆記用具

整形外科治療法 筆記用具

骨折総論 筆記用具

骨折総論 筆記用具

視覚授業、整形外科検査法 筆記用具

整形外科検査法 筆記用具

整形外科検査法・ギプス固定法 筆記用具

単純レントゲン写真(正常篇)・骨の基礎知識 筆記用具

関節の基礎知識・筋、靭帯、腱の基礎知識 筆記用具

整形外診療法(姿勢、体幹四肢バランス、跛行etc) 筆記用具

授業内容 教材・持ち物

実務経験
1980年、医学部卒業後、大学病院、市中病院勤務後、現在は39年間、診療所院長として整形外
科・リハビリテーション科を経験している。39年間の臨床経験をもとに整形外科の知識を教授す
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）

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 90

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 10

（合計） 100

授業態度。授業時の積極性。

整形外科におけるスポーツ整形外科・リハビリテーション・疾患別各論（感染疾患、骨及び軟部腫瘍、非感染
性軟部・骨関節疾患、全身の骨・軟部疾患）の知識を教授、さらに病態、診断法、治療法および合併症につ
いても教授する。

履修に必要な予備知識や技能
解剖学・生理学の基礎知識に加え、整形外科学総論で習った基礎知識。

教科書・参考書
全国柔道整復学校協会監修　整形外科学　改定第4班

受講上の注意
授業の雰囲気に影響する私語を慎むこと。手洗いに立つ時は断りは不要。

成績評価方法
具体的な評価の方法、観点など

筆記試験

科目概要

授業科目名

疾病と障害9

担当教員名 学科・学年 関連科目

林　一徳 柔道整復学科夜間部　２学年 柔道整復学・疾病と傷害1～4、8

授業目標

一般目標（GIO）
柔道整復師として、臨床現場にて活躍できるように、整形外科学のスポーツ整形
外科総論、リハビリテーション総論、そして各疾患別各論の知識を習得する

行動目標（SBO）
整形外科の基礎知識を基に、将来臨床の現場にてより幅広く患者さんを診ること
ができるように。



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.69～77

第2回 P.79～88

第3回 P.89～94

第4回 P.95～99

第5回 P.99～108

第6回 P.109～123

第7回 P.123～130

第8回 P.131～136

第9回 P.136～140

第10回

実務経験
1980年、医学部卒業後、大学病院・私中病院勤務後、現在は39年間診療所院長として整形外科・
リハビリテーション科を経験している。39年間の臨床経験を基に整形外科の知識を教授する。

定期試験 筆記用具

全身性の骨軟部疾患 筆記用具

四肢循環障害 筆記用具

神経・筋疾患 筆記用具

骨腫瘍、軟部腫瘍 筆記用具

視覚授業・非感染性軟部・骨関節疾患 筆記用具

非感染軟部・骨関節疾患 筆記用具

視覚授業・試験解説・関節の損傷、スポーツ整形外科 筆記用具

リハビリテーション総論・感染性疾患 筆記用具

骨腫瘍 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 90

小テスト
（チェックテスト） 10

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

リハビリテーション医学1

担当教員名 学科・学年 関連科目

町田 志樹 柔道整復学科夜間部　２学年
機能解剖学・運動学・人体のしくみ
人体の構造と機能1～3、13～15

授業目標

一般目標（GIO）
　柔道整復師を目指す上で必要なリハビリテーション医学の知識・理解を深め、修
得する。リハビリテーションの概念を身に付けることにより、様々な疾患に対する
包括的な対処・思考ができるようになることを目標とする。

行動目標（SBO）

1. リハビリテーションの概念・歴史を説明することができる。
2. リハビリテーション医学における機能解剖学・運動学を理解する。
3. リハビリテーションの評価法の一部を実際に行うことができる。
4. 理学療法士・作業療法士・言語聴覚士の違いを説明することができる。

　柔道整復師として臨床現場に立つ上でリハビリテーション医学を学ぶことは、臨床の包括的視点を身に付
ける上で極めて重要である。本講義ではリハビリテーションの概念・歴史を前提とした上で近年のリハビリ
テーションの傾向を学び、更にリハビリテーション領域における機能解剖学・運動学・評価学の知識を身につ
ける。また、各疾患に対するリハビリテーションの基本的な考え方を身に付けることを目標とする。

履修に必要な予備知識や技能
　運動器を中心とした解剖学、循環器・呼吸器に関わる生理学。

教科書・参考書
　リハビリテーション医学　改定第3版

受講上の注意
　授業後半に約10分程度の小テストを実施するので、集中して授業には臨んでいただきたい。

成績評価方法
具体的な評価の方法、観点など

筆記による試験にて評価を行う。

授業後半に実施する小テストにて評価を行う。



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）

回数 教科書

第1回 P1～13

第2回 P15 〜18

第3回 P20〜31

第4回 P32〜36

第5回 P37〜43

第6回 P44〜48

第7回 P49〜61

第8回 P62〜72

第9回 P73〜86

第10回

授業内容 教材・持ち物

リハビリテーションの概念と歴史、リハビリテーション
医学（小テストを実施予定）

運動学と機能解剖①。関節・筋・神経の基礎（小テス
トを実施予定）

運動学と機能解剖②。姿勢・歩行と上肢・下肢の運
動学（小テストを実施予定）

障害学。関節と筋の障害について（小テストを実施予定）

治療学①。拘縮治療と筋力増強訓練（小テストを実
施予定）

治療学②。バイオフィードバックと痛みの治療（小テ
ストを実施予定）

試験

リハビリテーション評価①。評価の基礎（小テストを
実施予定）

リハビリテーション評価②。神経疾患の評価（小テス
トを実施予定）

リハビリテーション評価③。心理・日常生活動作等の
評価（小テストを実施予定）



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 100

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） 100

科目概要

授業科目名

リハビリテーション医学2

担当教員名 学科・学年 関連科目

木下　修 柔道整復学科夜間部　２学年 リハビリテーション医学1・3

授業目標

一般目標（GIO）
柔道整復師としてリハビリテーションに関わる患者さんを正しく理解・管理するた
めに、診断・評価（検査・測定）・治療・予後に必要となる基本的知識を修得する。
また、地域医療に関わる一員としての技能と態度を身につける。

行動目標（SBO）

1.　リハビリテションにかかわる医療職を理解できる。
2.　各疾患の原因を列挙できる。
3.　疾患に必要となる治療を列挙できる。

1.　リハビリテーション医学の具体像を把握する。
2.　実際の臨床現場で役立つ、リハビリテーション医学の基礎知識の習得を目標とする。
3.　高齢化医療や在宅医療におけるリハビリテーションの役割を理解する。

履修に必要な予備知識や技能
1.　解剖学・生理学・運動学を理解する。
2.　疾患学を理解する

教科書・参考書
1.　リハビリテーション医学　改定第4版　全国柔道整復学校協会監修　三上真弘編　出版社:南江
堂

受講上の注意
1.　遅刻・欠席に注意

成績評価方法
具体的な評価の方法、観点など

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）

回数 教科書

第1回 P89～91

第2回 P98～102

第3回 P102～105

第4回 P106～108

第5回 P108～113

第6回 P113～125

第7回 P125～138

第8回 P138～143

第9回 P145～148

第10回

授業内容 教材・持ち物

理学療法：運動療法 筆記用具

理学療法：物理療法 筆記用具

理学療法：治療法 筆記用具

作業療法：歴史・定義・対象・環境 筆記用具

作業療法：治療法 筆記用具

補装具：義肢装具の概念・装具の種類 筆記用具

定期試験

補装具：義肢の種類・移動補助具 筆記用具

言語聴覚療法：概念・治療 筆記用具

リハビリテーション医学と関連職種 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 100

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） 100

科目概要

授業科目名

リハビリテーション医学3

担当教員名 学科・学年 関連科目

木下　修 柔道整復学科夜間部　２学年 リハビリテーション医学1・2

授業目標

一般目標（GIO）
柔道整復師としてリハビリテーションに関わる患者さんを正しく理解・管理するた
めに、診断・評価（検査・測定）・治療・予後に必要となる基本的知識を修得する。
また、地域医療に関わる一員としての技能と態度を身につける。

行動目標（SBO）

1.　リハビリテションにかかわる医療職を理解できる。
2.　各疾患の原因を列挙できる。
3.　疾患に必要となる治療を列挙できる。

1.　リハビリテーション医学の具体像を把握する。
2.　実際の臨床現場で役立つ、リハビリテーション医学の基礎知識の習得を目標とする。
3.　高齢化医療や在宅医療におけるリハビリテーションの役割を理解する。

履修に必要な予備知識や技能
1.　解剖学・生理学・運動学を理解する。
2.　疾患学を理解する

教科書・参考書
1.　リハビリテーション医学　改定第4版　全国柔道整復学校協会監修　三上真弘編　出版社:南江
堂

受講上の注意
1.　遅刻・欠席に注意

成績評価方法
具体的な評価の方法、観点など

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）

回数 教科書

第1回 P149～153

第2回 P154～161

第3回 P163～169

第4回 P169～176

第5回 P177～184

第6回 P184～192

第7回 P192～201

第8回 P201～209

第9回 P209～219

第10回

授業内容 教材・持ち物

脳卒中：脳梗塞・脳出血・治療 筆記用具

脊髄損傷：概念・評価・治療 筆記用具

小児疾患：概念・分類・治療 筆記用具

切断：概念・分類・治療 筆記用具

末梢神経損傷：解剖・種類・治療 筆記用具

関節リウマチ：概念・分類・評価・治療 筆記用具

定期試験

整形外科疾患：分類・評価・治療 筆記用具

心疾患・呼吸疾患：概念・評価・治療 筆記用具

高齢者リハビリテーション・福祉：法律 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 20

評価方法 評価割合（％）

定期試験 90

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 10

（合計） 100

授業科目名

柔道　１

担当教員名 学科・学年 関連科目

市村　安史 柔道整復学科夜間部　２学年 柔道入門　柔道2-4

授業目標

一般目標（GIO）
柔道整復師の技術のバックボーンである手技や人格の形成、心身の鍛錬を目的
とし、社会人としての振舞いの基本、礼儀作法の習得を目標とする

行動目標（SBO）

ケガをしない、させないよう体力作り。身だしなみに気を付ける・受身の際には、頭を打たな
い。坐礼、立礼時に敬意を表する。礼法の所作。引手、釣り手の上肢・下肢の使い方。相
手との間合い。相手との阿吽の呼吸。投技での相手のコントロール。相手と自分の重心移
動。投技の際の覇気。上記を出来るようにする

科目の概要
精力善用・自他共栄の考えの基に公正な態度を養い、健康安全に留意するとともに自己の能力を
知り、徳性を高める。礼法から、相手を敬うという事を通じ、医療人としての心構えを学ぶ

履修に必要な予備知識や技能
道着の着方・帯の締め方・すり足・継ぎ足・飛び込み前転・倒立前転・作り・道徳心

教科書・参考書

受講上の注意
ケガの予防に努める事・体調不良時は見学すること・身だしなみに気を付ける事・投技等を行う際
は真剣に行う事・汗をかくので着替えやタオルを持参すること

成績評価方法
具体的な評価の方法、観点など

身だしなみ・受身・投技・投げの形　などの基本姿勢・動作

出席状況（欠席回数）・授業中の態度（真剣・積極的・努力・私語）



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

授業内容 教材・持ち物

柔道着の着方・受身・礼法 柔道着

後方受身、側方受身、前方回転受身 柔道着

寝技（固技、締技、関節技） 柔道着

投技（前回り捌、後回り捌） 柔道着

約束乱取（捌を利用して） 柔道着

投技（連絡技、小内、大内） 柔道着

約束乱取（連絡技を多用して） 柔道着

約束乱取（総合） 柔道着

柔道総合練習（受け身、約束乱取、寝技） 柔道着

投の形　手技　浮き落とし ① 柔道着

投の形　手技　浮き落とし　② 柔道着

投の形　手技　浮き落とし　③ 柔道着

投の形　手技　背負い投げ　① 柔道着

投の形　手技　背負い投げ　② 柔道着

投の形　手技　背負い投げ　③ 柔道着

投の形　手技　総復習 柔道着

実技試験 柔道着

投の形　手技　肩車　① 柔道着

投の形　手技　肩車　② 柔道着

投の形　手技　肩車　③ 柔道着



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 90

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 10

（合計） 100

出席状況（欠席回数）・授業中の態度（真剣・積極的・努力・私語）

成績評価方法
具体的な評価の方法、観点など

身だしなみ・受身・投技・投げの形　などの基本姿勢・動作

道着の着方・帯の締め方・すり足・継ぎ足・飛び込み前転・倒立前転・作り・道徳心

教科書・参考書

受講上の注意
ケガの予防に努める事・体調不良時は見学すること・身だしなみに気を付ける事・投技等を行う際
は真剣に行う事

行動目標（SBO）

ケガをしない、させないよう体力作り。身だしなみに気を付ける・受身の際には、頭を打たな
い。坐礼、立礼時に敬意を表する。礼法の所作。引手、釣り手の上肢・下肢の使い方。相
手との間合い。相手との阿吽の呼吸。投技での相手のコントロール。相手と自分の重心移
動。投技の際の覇気。上記を出来るようにする

科目の概要
精力善用・自他共栄の考えの基に公正な態度を養い、健康安全に留意するとともに自己の能力を
知り、徳性を高める。礼法から、相手を敬うという事を通じ、医療人としての心構えを学ぶ

履修に必要な予備知識や技能

市村　安史 柔道整復学科夜間部　２学年 柔道入門　柔道1・3・4

授業目標

一般目標（GIO）
柔道整復師の技術のバックボーンである手技や人格の形成、心身の鍛錬を目的
とし、社会人としての振舞いの基本、礼儀作法の習得を目標とする

授業科目名

柔道　２

担当教員名 学科・学年 関連科目



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

投の形　腰技　足技　復習 柔道着

　実技試験 柔道着

投の形　足技　内股　① 柔道着

投の形　足技　内股　② 柔道着

投の形　足技　内股　③ 柔道着

投の形　足技　支釣込足　① 柔道着

投の形　足技　支釣込足　② 柔道着

投の形　足技　支釣込足　③ 柔道着

投の形　足技　送足払　① 柔道着

投の形　足技　送足払　② 柔道着

投の形　足技　送足払　③ 柔道着

投の形　腰技　釣込み腰　① 柔道着

投の形　腰技　釣込み腰　② 柔道着

投の形　腰技　釣込み腰　③ 柔道着

投の形　腰技　払い腰　① 柔道着

投の形　腰技　払い腰　② 柔道着

投の形　腰技　払い腰　③ 柔道着

投の形　腰技　浮腰　① 柔道着

投の形　腰技　浮腰　② 柔道着

投の形　腰技　浮腰　③ 柔道着

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 90

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 10

（合計） 100

科目概要

授業科目名

関係法規1

担当教員名 学科・学年 関連科目

荒井　弘 柔道整復学科夜間部　２学年

授業目標

一般目標（GIO） 柔道整復師法の意義・定義・免許関係の規定を知得する

行動目標（SBO）
①柔道整復師法の業務・施術所・広告に係る規制について理解できる。
②柔道整復師法以外の医療関係法(医師法等)について理解できる。

柔道整復師法に定める免許に係る要件、業務にまつわる現実、施術所に関する諸規定、広告規制の問題を
解説する。このほか、医師法、保助看法、薬剤師法等、医療に係る関係法規を解説する。

履修に必要な予備知識や技能

教科書・参考書
「関係法規」第2版

受講上の注意
1.　復習、予習を行うこと。
2.　疑問、解決できない事について必ず質問すること。

成績評価方法
具体的な評価の方法、観点など

筆記試験を実施

授業内の参加度で評価します



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 P1～7

第2回 P10～15

第3回 P16～3

第4回 P24～28

第5回 P29～30

第6回 P30～32

第7回 P33～36

第8回 P37～39

第9回

第10回

授業内容 教材・持ち物

法の意義・体系・効力、医療過誤

柔整師の免許・資格

免許の取消等の処分

柔整師の業務、守秘義務

施術所の開設等の諸手続き

施術所の構造設備と○○

解説

広告に関する諸制限

指定登録機関の業務

試験(柔性師法の総合)



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 90

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 10

（合計） 100

出席点その他

柔道整復師として必要な、頸部・胸背部の骨折・脱臼・軟部組織損傷についての知識を学ぶ。

履修に必要な予備知識や技能
該当部位の解剖学の知識及び骨折・脱臼・軟部組織損傷についての総論的知識。
教科書を読み解く読解力と文章と図を照らし合わせることができる力。

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
授業の妨げになる行為の一切を禁止する。
講義資料は都度配布する。

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2

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　２学年 柔道整復学1～16

授業目標

一般目標（GIO）
柔道整復師として頸部・胸部の疾患に対し正しく対応するために、解剖・機能・病
態・後療法等に必要な知識を習得するとともに、それに必要な臨床的態度等も身
につける。

行動目標（SBO）

1.頸部・胸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。



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 170-172

第2回 172-176

第3回 177-180

第4回 180-182

第5回 182-188

第6回 182-188

第7回 191-193

第8回 193-200

第9回 170-200

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年の臨床経験の中で経験した頸部・胸背部疾患に
ついて臨床的な概念も踏まえながら講義を行う。

試験 筆記用具

胸・背部の解剖と機能 教科書・筆記用具

胸部の骨折 教科書・筆記用具

総復習 教科書・筆記用具

頸椎脱臼 教科書・筆記用具

頸椎の軟部組織損傷① 教科書・筆記用具

頸椎の軟部組織損傷② 教科書・筆記用具

頸部の解剖と機能 教科書・筆記用具

上位頸椎の骨折 教科書・筆記用具

中・下位頸椎の骨折 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 90

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 10

（合計） 100

出席点その他

柔道整復師として必要な、胸部・腰背部の骨折・脱臼・軟部組織損傷についての知識を学ぶ。

履修に必要な予備知識や技能
該当部位の解剖学の知識及び骨折・脱臼・軟部組織損傷についての総論的知識。
教科書を読み解く読解力と文章と図を照らし合わせることができる力。

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
授業の妨げになる行為の一切を禁止する。
講義資料は都度配布する。

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3

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　２学年 柔道整復学1～16

授業目標

一般目標（GIO）
柔道整復師として胸部・腰部の疾患に対し正しく対応するために、解剖・機能・病
態・後療法等に必要な知識を習得するとともに、それに必要な臨床的態度等も身
につける。

行動目標（SBO）

1.胸部・腰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。



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 200-201

第2回 201-205

第3回 206-210

第4回 206-210

第5回 210-212

第6回 212-215

第7回 215-216

第8回 216-219

第9回 200-219

第10回 試験 筆記用具

腰椎の脱臼 教科書・筆記用具

腰椎の軟部組織損傷 教科書・筆記用具

総復習 教科書・筆記用具

胸・背部の軟部組織損傷 教科書・筆記用具

腰・仙骨部の解剖と機能 教科書・筆記用具

腰椎の骨折 教科書・筆記用具

胸椎の解剖と機能 教科書・筆記用具

胸椎の骨折 教科書・筆記用具

胸椎の脱臼 教科書・筆記用具

授業内容 教材・持ち物

実務経験

柔道整復師として整形外科に8年、接骨院に4年の臨床経験の中で、数多く接してきた胸部・腰部
の疾患について臨床的な概念も踏まえながら講義を行う。



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 90

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 10

（合計） 100

科目概要

授業科目名

柔道整復学６

担当教員名 学科・学年 関連科目

原田　光就 柔道整復学科夜間部　２学年

授業目標

一般目標（GIO）
　 柔道整復師として上腕骨骨幹部骨折や肘周辺部の骨折について分類、症状、
治療法、固定法を理解する。又その損傷に伴う合併症、後遺症、続発症を理解す
る。

行動目標（SBO）

１．上腕骨骨幹部骨折の筋と転位の関係を理解する。
２．肘の評価に用いられる角度を理解する。　　３．上腕骨遠位端部骨折の分類を
覚える。　４．顆上骨折の特徴、転位、整復法、注意点を理解する。
５．前腕骨近位端部の骨折の特徴、症状、などを理解する。

上腕骨骨幹部・肘部周辺の骨折は骨折型が多く、幼少年に特徴的に見られる事が多い骨折もあるため、転
位、症状をしっかりと理解しておく必要がある。転位によって整復法と固定法が変わるためしっかりと理解し、
またそれに伴う後遺症の危険をしっかりと理解したい

履修に必要な予備知識や技能
損傷を理解するのに解剖学、特に骨学・筋・靱帯学になるためプリントで補足しながら授業を行う。

教科書・参考書
柔道整復学・理論編　改訂６版

受講上の注意
私語は慎み、スマートフォン等の電源を切るか、マナーモードにしておく事。

成績評価方法
具体的な評価の方法、観点など

全般的に知識が定着されているか、記号選択、筆記による方法で行う

毎授業で穴埋め式プリントを配布し、課題として提出。



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
ｐ２５６～２５
９

第2回
ｐ２６０～２６
２

第3回
ｐ２６２～２６
６

第4回
ｐ２６６～２６
９

第5回
ｐ２７０～２７
１

第6回
ｐ２７１～２７
３

第7回
ｐ２７３～２７
４

第8回
ｐ２７４～２７
７

第9回
ｐ２７７～２７
９

第10回

授業内容 教材・持ち物

上腕部の解剖　　上腕骨骨幹部骨折 教科書

上腕骨近位部骨折つづき 教科書

上腕部の軟部組織損傷　肘部解剖 教科書

上腕部遠位骨折の分類　顆上骨折 教科書

顆上骨折続き 教科書

外顆骨折 教科書

定期試験

内側上顆骨折 教科書

前腕骨近位部（橈骨頭） 教科書

前腕骨近位骨折（肘頭） 教科書



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 90

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 10

（合計） 100

科目の概要

授業科目名

柔道整復学７

担当教員名 学科・学年 関連科目

森下友雄 柔道整復学科夜間部　２学年 人体の構造と機能

授業目標

一般目標（GIO）
前腕部の骨折、軟部組織損傷を解剖学的構造から把握して、その発生機序や症
状、合併症や治療法などについて学び、理解を深める。

行動目標（SBO）

①前腕部の構造・機能を説明することができる。
②前腕部の損傷を理解する。
③前腕部の構造・機能を説明することができる。
④発生機序から損傷名を想像できる。
⑤各損傷の合併症・後遺症を説明できる。

臨床現場で見かけることの多い前腕部の損傷である。それに関わる解剖学的構造や機能などを復習し、同
時に学んでいくことで理解を深めていく。

履修に必要な予備知識や技能
毎回の講義を理解するには、前腕部の骨や筋、そして神経の解剖学用語や位置関係を立体的にイメージ出
来る力が必要になります。各骨や筋、神経の名前はもちろんのこと、名前を聞いてそれらが頭に浮かぶ様に
なりましょう。また毎回の講義は教科書を中心に行います。そのため教科書を中心に予習・復習を行いなが
ら、理解できていない所を明確にして、自分が納得がいくまで調べ理解しましょう。

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
授業を行う範囲は教科書を中心に予習をしましょう。また授業を行った範囲の小テストなどを授業内で数回
行いますので、毎回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。

成績評価方法
具体的な評価の方法、観点など

記述問題形式の問題、４択問題などを中心に出題します。

授業の参加度で評価します



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

第2回 P288-P290

第3回 Ｐ290－Ｐ292

第4回 Ｐ293-Ｐ296

第5回 Ｐ297-Ｐ299

第6回 Ｐ299-Ｐ300

第7回 Ｐ301-Ｐ302

第8回 Ｐ303-Ｐ304

第9回

第10回

授業内容 教材・持ち物

１年次学習した範囲の総復習

前腕部の損傷①

前腕部の損傷②

前腕部の損傷③

前腕部の損傷④

前腕部の軟部組織損傷①

定期テスト

前腕部の軟部組織損傷②

前腕部の軟部組織損傷③

まとめ



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 90

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 10

（合計） 100

授業の参加度で評価します

肘関節・手関節部の損傷について、臨床現場で見かけることの多い外傷である。それに関わる解剖学的構
造と機能を復習し、同時に学んでいくことで理解を深めていく。

履修に必要な予備知識や技能
毎回の講義を理解するには、肘部や手関節部の骨や筋、そして神経の解剖学用語や位置関係を立体的に
イメージ出来る力が必要になります。各骨や筋、神経の名前はもちろんのこと、名前を聞いてそれらのイメー
ジが頭に浮かぶことを目指しましょう。また毎回の講義は教科書を中心に行いますので、予習・復習は教科
書を中心に行ってください。理解できていない所を明確にして、自分が納得がいくまで調べ理解しましょう。

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
授業を行う範囲は教科書を中心に予習をしましょう。また授業を行った範囲の小テストなどを授業内で数回
行いますので、毎回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。

成績評価方法
具体的な評価の方法、観点など

記述問題形式の問題、４択問題などを中心に出題します。

科目の概要

授業科目名

柔道整復学８

担当教員名 学科・学年 関連科目

森下友雄 柔道整復学科夜間部　２学年 人体の構造と機能

授業目標

一般目標（GIO）
肘関節部の脱臼、軟部組織損傷及び手関節部の骨折を解剖学的構造から把握
して、その発生機序や症状、合併症や治療法などについて学び、理解を深める。

行動目標（SBO）

①肘関節部の構造・機能を説明することができる。
②肘関節部の損傷を理解する。
③手関節の構造・機能を説明することができる。
④発生機序から損傷名を想像できる。
⑤各損傷の合併症・後遺症を説明できる。
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回数 教科書

第1回

第2回 P279-P281

第3回
Ｐ281－Ｐ28
３

第4回 Ｐ283-Ｐ285

第5回 Ｐ285-Ｐ287

第6回 Ｐ304-Ｐ306

第7回 Ｐ307-Ｐ309

第8回 Ｐ310-Ｐ312

第9回

第10回 定期テスト

手関節部の損傷②

手関節部の損傷③

講義のまとめ

肘関節部の損傷③

肘関節部の軟損②

手関節部の損傷①

一年次学習した範囲の総復習

肘関節部の損傷①

肘関節部の損傷②

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 90

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 10

（合計） 100

授業態度等の平常評価

柔道整復理論第６版のp.313～p325の範囲を学習する。転んで手をついて負傷した時に考えられる外傷の部
位であり、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９

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　２学年
柔道整復理論　総論

基礎柔道整復学

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 p.21～ｐ.66

第2回
解剖学教科
書

第3回 p.313～ｐ.318

第4回 p.313～ｐ.318

第5回 p.313～ｐ.318

第6回 p.318～ｐ.321

第7回 p.321～ｐ.325

第8回 p.321～ｐ.325

第9回 p.321～ｐ.325

第10回

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、手関節部の軟部組織損傷① 教科書・配布プリント・筆記用具

既習範囲復習、手関節部の軟部組織損傷② 教科書・配布プリント・筆記用具

既習範囲復習、手関節部の軟部組織損傷③ 教科書・配布プリント・筆記用具

既習範囲復習、手根部骨折② 教科書・配布プリント・筆記用具

既習範囲復習、手根部骨折③ 教科書・配布プリント・筆記用具

既習範囲復習、手関節部脱臼 教科書・配布プリント・筆記用具

骨折・脱臼総論の復習 教科書・配布プリント・筆記用具

手関節部～手根部の解剖 教科書・配布プリント・筆記用具

既習範囲復習、手根部骨折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 10 ○

評価方法 評価割合（％）

定期試験 90

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 10

（合計） 100

授業態度等の平常評価

柔道整復理論第６版のp.325～p350の範囲を学習する。手部という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10

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　２学年
柔道整復理論　総論

基礎柔道整復学

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
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回数 教科書

第1回 p.21～ｐ.66

第2回
ｐ.325～
ｐ.327

第3回
ｐ.328～
ｐ.332

第4回
ｐ.328～
ｐ.332

第5回
ｐ.332～
ｐ.339

第6回
ｐ.334～
ｐ.339

第7回
ｐ.339～
ｐ.344

第8回
ｐ.344～
ｐ.350

第9回
ｐ.344～
ｐ.350

第10回

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、中手指節関節・指節間関節脱臼 教科書・配布プリント・筆記用具

既習範囲復習、手・指部の軟部組織損傷① 教科書・配布プリント・筆記用具

既習範囲復習、手・指部の軟部組織損傷② 教科書・配布プリント・筆記用具

既習範囲復習、中手骨骨折② 教科書・配布プリント・筆記用具

既習範囲復習、手根中手関節脱臼、指骨骨折① 教科書・配布プリント・筆記用具

既習範囲復習、指骨骨折② 教科書・配布プリント・筆記用具

骨折・脱臼の総論復習 教科書・配布プリント・筆記用具

中手部～手指部の解剖 教科書・配布プリント・筆記用具

既習範囲復習、中手骨骨折① 教科書・配布プリント・筆記用具

授業内容 教材・持ち物



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 90

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 10

（合計） 100

出席点、授業態度などを加味して採点します。

骨盤部、股関節部の骨折、脱臼は他の外傷と比べ現場で遭遇することの少ない外傷であると思いますが、
患者様の生活を左右するとても重要な部位ですので解剖から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

柔道整復学11

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　２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骨盤部と股関節部の損傷について
学ぶ

行動目標（SBO）

・骨盤部の解剖と機能、骨折、注意すべき疾患を理解する
・股関節部の解剖と機能、骨折、脱臼を理解する



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.３５１-３５２

第2回 ｐ.３５２-３５４

第3回 ｐ.３５４-３５６

第4回 ｐ.３５６-３５８

第5回 ｐ.３５９-３６０

第6回 ｐ.３６１-３６４

第7回 ｐ.３６４-３６６

第8回 ｐ.３６６-３７０

第9回

第10回 試験 筆記用具・学生証

●３－２．股関節部の損傷
Ｂ・大腿骨近位部の骨折

教科書・筆記用具

●３－２．股関節部の損傷
Ｃ・股関節脱臼

教科書・筆記用具

まとめ 教科書・筆記用具

●３－２．股関節部の損傷
Ａ・解剖と機能

教科書・筆記用具

●３－２．股関節部の損傷
Ｂ・大腿骨近位部の骨折

教科書・筆記用具

●３－２．股関節部の損傷
Ｂ・大腿骨近位部の骨折

教科書・筆記用具

●３－１．骨盤部の損傷
Ａ・解剖と機能
Ｂ・骨盤骨骨折

教科書・筆記用具

●３－１．骨盤部の損傷
Ｂ・骨盤骨骨折

教科書・筆記用具

●３－１．骨盤部の損傷
Ｂ・骨盤骨骨折
Ｃ・注意すべき疾患

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骨盤部、股関節部の損傷について話をし
ます。
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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 90

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 10

（合計） 100

出席点、授業態度などを加味して採点します。

股関節部、大腿部の軟部組織損傷は骨折や脱臼に比べ現場で遭遇することの多い外傷であります。とくに
股関節部においては外傷だけでなく、様々な原因で発症する部位でもあるので解剖からしっかりと理解をし
て鑑別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

柔道整復学12

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　２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股関節部と大腿部の損傷について
学ぶ

行動目標（SBO）

・股関節部の軟部組織損傷、注意すべき疾患を理解する
・大腿部の解剖と機能、骨幹部の骨折、軟部組織損傷、注意すべき疾患を理解す
る
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回数 教科書

第1回 ｐ.３７０-３７２

第2回 ｐ.３７２-３７４

第3回 ｐ.３７４-３７７

第4回 ｐ.３７７

第5回 ｐ.３７８

第6回 ｐ.３７９-３８０

第7回 ｐ.３８０-３８１

第8回 ｐ.３８２-３８３

第9回

第10回 試験 筆記用具・学生証

●３－３．大腿部の損傷
Ｃ・大腿部の軟部組織損傷

教科書・筆記用具

●３－３．大腿部の損傷
Ｃ・大腿部の軟部組織損傷

教科書・筆記用具

まとめ 教科書・筆記用具

●３－３．大腿部の損傷
Ａ・解剖と機能

教科書・筆記用具

●３－３．大腿部の損傷
Ｂ・大腿骨幹部の骨折

教科書・筆記用具

●３－３．大腿部の損傷
Ｂ・大腿骨幹部の骨折

教科書・筆記用具

●３－２．股関節部の損傷
Ｄ・股関節の軟部組織損傷

教科書・筆記用具

●３－２．股関節部の損傷
Ｄ・股関節の軟部組織損傷
Ｅ・注意すべき疾患

教科書・筆記用具

●３－２．股関節部の損傷
Ｅ・注意すべき疾患

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股関節部、大腿部の損傷につ
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回

評価方法 評価割合（％）

定期試験 90

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 10

（合計） 100

科目の概要

授業科目名

柔道整復学１３

担当教員名 学科・学年 関連科目

森下友雄 柔道整復学科夜間部　２学年 人体の構造と機能

授業目標

一般目標（GIO）
「膝関節部の損傷」を中心に、それに係わる運動器の構造・役割、作用等を復習
し、各損傷の理解を深める。

行動目標（SBO）

①各損傷に関わる解剖学的構造や機能を説明することができる。
②各損傷の発生機序を理解する。
③各損傷の発生機序から損傷名を想像できる。
④各損傷の合併症・後遺症を説明できる。

柔道整復師として、各損傷を正しく評価するために、それに関わる解剖学的構造と機能の理解を含め、その
損傷の発生機序から合併症まで同時に学んでいくことで理解を深めていく。

履修に必要な予備知識や技能
毎回の講義内で各損傷を理解するためには、各損傷に関わる骨や筋、そして神経などの位置関係を立体的
にイメージ出来る力が必要になります。そのため復習を中心に行いながら、理解できていない所を明確にし、
自分が納得がいくまで調べ理解しましょう。

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
講義内容は毎回、必ず復習をして下さい。授業を行った範囲の小テストなどを授業内で数回行います。理解
出来ない不明な点は、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。

成績評価方法
具体的な評価の方法、観点など

４択問題などを中心に出題します。

授業の参加度で評価します。



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

第2回 Ｐ383-Ｐ387

第3回 Ｐ388-Ｐ392

第4回 Ｐ392-Ｐ395

第5回 Ｐ395－Ｐ399

第6回 Ｐ399-Ｐ401

第7回 Ｐ402-Ｐ404

第8回

第9回

第10回

授業内容 教材・持ち物

一年次学習範囲の総復習 筆記用具

ガイダンス・膝関節部の損傷①

教科書・筆記用具膝関節部の損傷②

教科書・筆記用具

膝関節部の損傷③ 教科書・筆記用具

膝関節部の損傷④ 教科書・筆記用具

膝関節部の損傷⑤ 教科書・筆記用具

定期試験 筆記用具

膝関節部の損傷⑥ 教科書・筆記用具

膝関節部の損傷⑦（まとめ） 教科書・筆記用具

膝関節部の損傷⑧（まとめ） 教科書・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 90

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 10

（合計） 100

科目の概要

授業科目名

柔道整復学14

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　２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膝関節部の障害、下腿部の損傷を
学ぶ

行動目標（SBO）

・膝関節部の軟部組織損傷、注意すべき疾患を理解する
・下腿部の解剖と機能、骨幹部の骨折、軟部組織損傷、注意すべき疾患を理解す
る

膝関節部、下腿部の疾患は現場で遭遇することの多い外傷であります。とくに部活動などスポーツ活動をし
ている方に多く指導管理がとても重要になります。各疾患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。

出席点、授業態度などを加味して採点します。



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 ｐ.４０４-４０６

第2回 ｐ.４０６-４０８

第3回 ｐ.４０８-４１０

第4回 ｐ.４１１-４１３

第5回 ｐ.４１４-４１７

第6回 ｐ.４１７-４２０

第7回 ｐ.４２１-４２３

第8回 ｐ.４２３-４２４

第9回

第10回

授業内容 教材・持ち物

●３－４．膝関節部の損傷
Ｇ・膝関節の軟部組織損傷

教科書・筆記用具

●３－４．膝関節部の損傷
Ｇ・膝関節の軟部組織損傷

教科書・筆記用具

●３－４．膝関節部の損傷
Ｇ・膝関節の軟部組織損傷
Ｈ・注意すべき疾患

教科書・筆記用具

●３－５．下腿部の損傷
Ａ・解剖と機能
Ｂ・下腿骨幹部の骨折

教科書・筆記用具

●３－５．下腿部の損傷
Ｂ・下腿骨幹部の骨折

教科書・筆記用具

●３－５．下腿部の損傷
Ｂ・下腿骨幹部の骨折

教科書・筆記用具

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膝関節部、下腿部の損傷につ
いて話をします。

まとめ 筆記用具・学生証

●３－５．下腿部の損傷
Ｃ・下腿部の軟部組織損傷

教科書・筆記用具

●３－５．下腿部の損傷
Ｄ・注意すべき疾患

教科書・筆記用具

試験 教科書・筆記用具



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 90

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 10

（合計） 100

科目概要

授業科目名

柔道整復学15

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　２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）
　柔道整復師として足関節周囲の骨折・脱臼・打撲・捻挫等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．足関節周囲の骨折・脱臼・打撲・捻挫等の原因を列挙できる。
２．足関節周囲の骨折・脱臼・打撲・捻挫等の発生機序を聴取することができる。
３．足関節周囲の骨折・脱臼・打撲・捻挫等の患者の整復、固定方法を理解する
ことができる。

臨床現場で多く見かける足関節周囲の骨折・脱臼・打撲・捻挫等の各疾患における、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様々な症例
を多数紹介しながら講義を展開していく。

足関節周囲の骨の名称、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。

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。

授業への取り組み方、積極的な質問の有無などを総合的に判断する。



日本医学柔整鍼灸専門学校
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回数 教科書

第1回
『柔道整復学・
理論編　第６版』
P424～425

第2回
『柔道整復学・
理論編　第６版』
P426～429

第3回
『柔道整復学・
理論編　第６版』
P430～431

第4回
『柔道整復学・
理論編　第６版』
P432～433

第5回
『柔道整復学・
理論編　第６版』
P433～435

第6回
『柔道整復学・
理論編　第６版』

P436

第7回
『柔道整復学・
理論編　第６版』
P436～437

第8回
『柔道整復学・
理論編　第６版』

P438

第9回
『柔道整復学・
理論編　第６版』
P439～441

第10回

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15の足関節周囲の骨折および、脱臼、捻挫について講義します。

授業内容 教材・持ち物

足関節部の解剖と機能 教科書・筆記用具・ノート等

果部骨折（外転型） 教科書・筆記用具・ノート等

果部骨折（内転型、軸圧型） 教科書・筆記用具・ノート等

距骨骨折 教科書・筆記用具・ノート等

踵骨骨折 教科書・筆記用具・ノート等

足関節部の脱臼、足関節の構造（機能解剖） 教科書・筆記用具・ノート等

定期試験 筆記用具等

足関節捻挫 教科書・筆記用具・ノート等

足関節捻挫の類症鑑別（距骨滑車骨軟骨損傷、足
根洞症候群）

教科書・筆記用具・ノート等

足関節捻挫の類症鑑別（腓骨筋腱脱臼、衝突性外
骨腫、三角骨障害）

教科書・筆記用具・ノート等



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 90

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 10

（合計） 100

出席点、授業態度などを加味して採点します。

足・趾部の疾患は現場で遭遇することの多い外傷であります。とくに趾部の骨折においては鑑別の判断がと
ても難しい部分になります。解剖学的構造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

柔道整復学16

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　２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足・趾部の損傷について知識を深
め、対応できるようにする。

行動目標（SBO）

・足・趾部の解剖と機能を理解する
・骨折、脱臼、軟部組織損傷を理解する
・その他注意すべき疾患を理解する
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回数 教科書

第1回 ｐ.４４２-４４４

第2回 ｐ.４４４-４４５

第3回 ｐ.４４６-４４７

第4回 ｐ.４４８-４４９

第5回 ｐ.４４９-４５２

第6回 ｐ.４５２-４５４

第7回 ｐ.４５４-４５６

第8回 ｐ.４５６-４５７

第9回

第10回 定期試験 筆記用具・学生証

●３－７．足・趾部の損傷
Ｇ・足・趾部の軟部組織損傷

教科書・筆記用具

●３－７．足・趾部の損傷
Ｇ・足・趾部の軟部組織損傷
Ｈ・注意すべき疾患

教科書・筆記用具

まとめ 教科書・筆記用具

●３－７．足・趾部の損傷
Ｃ・中足骨の骨折
Ｄ・趾骨の骨折

教科書・筆記用具

●３－７．足・趾部の損傷
Ｅ・足根部の脱臼と軟部組織損傷

教科書・筆記用具

●３－７．足・趾部の損傷
Ｆ・中足趾節関節、趾節間関節の脱臼
Ｇ・足・趾部の軟部組織損傷

教科書・筆記用具

●３－７．足・趾部の損傷
Ａ・解剖と機能

教科書・筆記用具

●３－７．足・趾部の損傷
Ｂ・足根骨の骨折

教科書・筆記用具

●３－７．足・趾部の損傷
Ｂ・足根骨の骨折
Ｃ・中足骨の骨折

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足・趾部の損傷について話をし
ます。
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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 90

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 10

（合計） 100

科目の概要

授業科目名

総合柔道整復学１

担当教員名 学科・学年 関連科目

森下友雄 柔道整復学科夜間部　２学年 人体の構造と機能

授業目標

一般目標（GIO）
柔道整復師が関わる事が多い「損傷」を中心に、それに係わる解剖学的要素（運
動器の構造・役割、作用等）の知識を学び、理解を深める。

行動目標（SBO）

①各損傷に関わる解剖学的構造や機能を説明することができる。
②各損傷の発生機序を理解する。
③各損傷の発生機序から損傷名を想像できる。
④各損傷の合併症・後遺症を説明できる。

柔道整復師として、各損傷を正しく評価するために、それに関わる解剖学的構造と機能の理解を含め、その
損傷の発生機序から合併症まで同時に学んでいくことで理解を深めていく。

履修に必要な予備知識や技能
毎回の講義内で各損傷を理解するためには、各損傷に関わる骨や筋、そして神経などの位置関係を立体的
にイメージ出来る力が必要になります。そのため復習を中心に行いながら、理解できていない所を明確にし、
自分が納得がいくまで調べ理解しましょう。

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
講義内容は毎回、必ず復習をして下さい。授業を行った範囲の小テストなどを授業内で数回行います。理解
出来ない不明な点は、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。

成績評価方法
具体的な評価の方法、観点など

４択問題などを中心に出題します。

授業の参加度で評価します
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回数 教科書

第1回

第2回
柔道整復学
理論編

第3回
柔道整復学
理論編

第4回
柔道整復学
理論編

第5回
柔道整復学
理論編

第6回
柔道整復学
理論編

第7回
柔道整復学
理論編

第8回
柔道整復学
理論編

第9回

第10回
柔道整復学
理論編

授業内容 教材・持ち物

1年次学習範囲の総復習 筆記用具

ガイダンス・「損傷」に係わる解剖学的要素①

教科書・筆記用具「損傷」に係わる解剖学的要素②

教科書・筆記用具

「損傷」に係わる解剖学的要素③ 教科書・筆記用具

「損傷」に係わる解剖学的要素④ 教科書・筆記用具

「損傷」に係わる解剖学的要素⑤ 教科書・筆記用具

これまでの講義のまとめ 教科書・筆記用具

「損傷」に係わる解剖学的要素⑥

「損傷」に係わる解剖学的要素⑦ 教科書・筆記用具

定期試験 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 20回

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

柔道整復実技3

担当教員名 学科・学年 関連科目

稲川郁子 柔道整復学科夜間部　２学年 柔道整復学4-6

授業目標

一般目標（GIO）

上肢骨折のうち、鎖骨骨折、上腕骨外科頸骨折、上腕骨骨幹部骨折、上
腕骨顆上骨折の治療時に求められる基礎的な知識の確認および基礎的
な治療技術を習得している。

行動目標（SBO）

①鎖骨骨折、上腕骨外科頸骨折、上腕骨骨幹部骨折、上腕骨顆上骨折
の治療に伴う基礎的な知識を習得し、臨床現場で活用できる。
②鎖骨骨折、上腕骨外科頸骨折、上腕骨骨幹部骨折、上腕骨顆上骨折
における基礎的な整復法、固定法を実践できる。

上肢骨折のうち、鎖骨骨折、上腕骨外科頸骨折、上腕骨骨幹部骨折、上腕骨顆上骨折について、
柔道整復師に求められる基礎的な知識を確認したうえで、治療技術について学ぶ。

履修に必要な予備知識や技能

教科書・参考書
『柔道整復学・実技編　第2版』全国柔道整復学校協会監修、南江堂
『柔道整復学・理論編　第6版』全国柔道整復学校協会監修、南江堂

受講上の注意
単元毎に適宜座学による知識の確認を行います。教科書を持参してください。
実習時は白衣を着用してください。
タオルなどを持参してもらうことがあります。
準備、片付けは協力して素早く行いましょう。

成績評価方法
具体的な評価の方法、観点など

各外傷に対する適切かつ迅速な対処について、4段階で評価する。
評価にあたっては、特に基本包帯法の習熟度に重点を置く。

授業参加姿勢



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
理論編
p220-225

第3回
実技編
p62-74

第4回
実技編
p62-74

第5回 ―

第6回
理論編
p233-239

第7回
実技編
p75-96

第8回
実技編
p75-96

第9回
実技編
p75-96

第10回
実技編
p75-96

第11回
理論編
p256-262

第12回
実技編
p97-105

第13回
実技編
p97-105

第14回
実技編
p97-105

第15回
理論編
p266-271

第16回
実技編
p106-121

第17回
実技編
p106-121

第18回
実技編
p106-121

第19回 ―

第20回 ―

授業内容 教材・持ち物

イントロダクション、整復・固定の実際

鎖骨骨折①　知識の確認

白衣

白衣・教科書

鎖骨骨折②　整復法

鎖骨骨折③　固定法

クラーメル副子の作成

白衣・教科書

白衣・教科書

白衣・教科書

上腕骨外科頸骨折①　知識の確認

上腕骨外科頸骨折②　整復法(外転型)

上腕骨外科頸骨折③　固定法(外転型)

白衣・教科書

白衣・教科書

白衣・教科書

上腕骨外科頸骨折④　整復法(内転型)

上腕骨外科頸骨折⑤　固定法(内転型)

上腕骨骨幹部骨折①　知識の確認

白衣・教科書

白衣・教科書

白衣・教科書

白衣・教科書

白衣・教科書

上腕骨骨幹部骨折②　整復法

上腕骨骨幹部骨折③　固定法

上腕骨骨幹部骨折④　固定法

白衣・教科書

白衣・教科書

白衣・教科書

白衣

白衣・教科書

上腕骨顆上骨折①　知識の確認

定期試験

総括

上腕骨顆上骨折②　整復法

上腕骨顆上骨折③　固定法

上腕骨顆上骨折③　固定法

白衣・教科書

白衣・教科書



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回 ○

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

履修した骨折の中から、整復技術および固定技術の正確性を評価する。

出席日数、遅刻、授業態度などを鑑みて評価する。

上肢骨折の発生機序、分類、症状などから整復・固定技術などについて学び、臨床に結びつけら
れるような実習を行うことを目標とする。それぞれの骨折の合併症や保存療法の限界点、冠名骨
折の特徴などもしっかりとらえられるように学びたい。

履修に必要な予備知識や技能
1．骨の形態や筋肉の起始、停止や作用などの解剖学的知識が理解できている。　　2．症状、骨片
転位、固定法など理論が理解できている。　　3．基本包帯包が丁寧に巻くことができる。

教科書・参考書
柔道整復学・実技編　改訂第2版　　そのほか適宜紹介

受講上の注意
1．必ず白衣を着衣する。　　2．指輪、イヤリング、飲食は原則禁止とする。　　3．爪、頭髪は清潔
にする。　　４．講義前には手洗いを必ず行う。

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

柔道整復実技4

担当教員名 学科・学年 関連科目

金井英樹 柔道整復学科夜間部　２学年
基礎柔道整復学1～6
柔道整復学6～9

授業目標

一般目標（GIO）
日常診療に多い上肢骨折の整復及び固定技術を取得することを目標とする。そ
れぞれの骨折の特徴を柔道整復理論編から学び、骨折以外の外傷との鑑別の
根拠を症状から判断できる能力を身につけ、臨床に役立てる。

行動目標（SBO）

１．体表解剖を理解し、的確な触察ができる。　2．骨格模型、シミュレーターを用
い、3次元的に骨片転位を理解できる。　　3．骨片転位を把握し、正しい整復操作
をすることができる。　　4．それぞれの骨折に合わせ、適切な固定具を用い、包
帯を丁寧に巻ける。



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 P122-124

第2回 P125-127

第3回 P128-130

第4回 P131-132

第5回 P133-134

第6回 P134-136

第7回 P137-139

第8回 P139-141

第9回 P142-144

第10回 P145-146

第11回 P147-150

第12回 P150-151

第13回 P152-157

第14回 P157-163

第15回 P164-166

第16回 P166-168

第17回 P169-170

第18回 P170-171

第19回

第20回

実務経験

接骨院に7年、整形外科で10年研修し、多くの骨折、脱臼などの外傷治療に関わってきた。治療に
おけるポイントを臨床例を提示しながら講義を進めていきたい。

実技試験（整復技術） 白衣、筆記用具

実技試験（固定技術） 白衣、筆記用具

スミス骨折（固定）
白衣、筆記用具、教科書

（実技編）

舟状骨骨折（症状把握、整復）
白衣、筆記用具、教科書

（実技編）

舟状骨骨折（固定）
白衣、筆記用具、教科書

（実技編）

コーレス骨折（症状把握、整復）
白衣、筆記用具、教科書

（実技編）

コーレス骨折（固定）
白衣、筆記用具、教科書

（実技編）

スミス骨折（症状把握、整復）
白衣、筆記用具、教科書

（実技編）

モンテギア骨折（固定）
白衣、筆記用具、教科書

（実技編）

橈骨・尺骨両骨骨幹部骨折（症状把握、整復）
白衣、筆記用具、教科書

（実技編）

橈骨・尺骨両骨骨幹部骨折（固定）
白衣、筆記用具、教科書

（実技編）

肘頭骨折（症状把握、整復）
白衣、筆記用具、教科書

（実技編）

肘頭骨折（固定）
白衣、筆記用具、教科書

（実技編）

モンテギア骨折（症状把握、整復）
白衣、筆記用具、教科書

（実技編）

上腕骨内側上顆骨折（固定）
白衣、筆記用具、教科書

（実技編）

橈骨近位端部骨折（症状把握、整復）
白衣、筆記用具、教科書

（実技編）

橈骨近位端部骨折（固定）
白衣、筆記用具、教科書

（実技編）

上腕骨外顆骨折（症状把握、整復）
白衣、筆記用具、教科書

（実技編）

上腕骨外顆骨折（固定）
白衣、筆記用具、教科書

（実技編）

上腕骨内側上顆骨折（症状把握、整復）
白衣、筆記用具、教科書

（実技編）

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 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

GIOに沿った知識・技能が習得出来ているかと評価する

柔道整復師として必要な中手骨、指骨、肋骨骨折の知識、臨床症状を理解し、身に付けるべき診
断・整復・固定・後療法・患者管理・指導を習得を目指す

履修に必要な予備知識や技能

教科書・参考書
柔道整復学・実技編

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

授業科目名

柔道整復実技５

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　２学年 基礎柔道整復学・柔道整復学

授業目標

一般目標（GIO）
柔道整復師として臨床現場で患者のニーズに応えられるようになるために、骨折
の診断及び固定法、後療法、予後の見通し等の基礎的な知識と治療法の習得を
目標とする。

行動目標（SBO）

１　中手骨、指骨、肋骨骨折の発生機序を聴取できる　２　聴取した骨折の発生機序を説明
できる　３　患者に治療方針や治療方法、予後について説明できる　４　説明し同意を得た
後に整復、固定等の処置を行える。　５　全体的、局所的に患者の管理が出来る



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
実技編
P172～１７
６

第2回
実技編
P172～１７
６

第3回
実技編
P172～１７
６

第4回
実技編
P172～１７
６

第5回
実技編
P171～１８
１

第6回
実技編
P171～１８
１

第7回
実技編
P171～１８
１

第8回
実技編
P182～１９
０

第9回
実技編
P182～１９
０

第10回
実技編
P182～１９
０

第11回
実技編
P191～198

第12回
実技編
P191～19８

第13回
実技編
P198～２０
２

第14回
実技編P２０
２～２０４

第15回
実技編P２０
５～２０８

第16回
実技編
P282～２８
７

第17回
実技編
P282～２８
７

第18回
実技編
P417～４２
０

第19回
実技編
P417～４２
０

第20回

肋骨骨折 筆記用具、白衣

定期試験 白衣

マレットフィンガー 筆記用具、白衣

マレットフィンガー 筆記用具、白衣

肋骨骨折 筆記用具、白衣

指骨骨折　（基節骨骨幹部骨折） 筆記用具、白衣

指骨骨折　（中節骨掌側板付着部剥離骨折） 筆記用具、白衣

指骨骨折　（中節骨骨折） 筆記用具、白衣

中手骨頸部骨折 筆記用具、白衣

指骨骨折　（基節骨基部骨折） 筆記用具、白衣

指骨骨折　（基節骨基部骨折） 筆記用具、白衣

中手骨骨幹部骨折 筆記用具、白衣

中手骨頸部骨折 筆記用具、白衣

中手骨頸部骨折 筆記用具、白衣

ベネット骨折 筆記用具、白衣

中手骨骨幹部骨折 筆記用具、白衣

中手骨骨幹部骨折 筆記用具、白衣

ベネット骨折 筆記用具、白衣

ベネット骨折 筆記用具、白衣

ベネット骨折 筆記用具、白衣

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 20回

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

柔道整復実技7

担当教員名 学科・学年 関連科目

稲川郁子 柔道整復学科夜間部　２学年 柔道整復学1-16

授業目標

一般目標（GIO）

代表的な上肢および下肢の脱臼、顎関節脱臼の治療時に求められる基
礎的な知識の確認および基礎的な治療技術を習得している。

行動目標（SBO）

①代表的な上肢および下肢の脱臼、顎関節脱臼の治療に伴う基礎的な
知識を習得し、臨床現場で活用できる。
②代表的な上肢および下肢の脱臼、顎関節脱臼における基礎的な整復
法、固定法を実践できる。

代表的な上肢および下肢の脱臼、顎関節脱臼について、柔道整復師に求められる基礎的な知識
を確認したうえで、治療技術について学ぶ。

履修に必要な予備知識や技能

教科書・参考書
『柔道整復学・実技編　第2版』全国柔道整復学校協会監修、南江堂
『柔道整復学・理論編　第6版』全国柔道整復学校協会監修、南江堂

受講上の注意
単元毎に適宜座学による知識の確認を行います。教科書を持参してください。
実習時は白衣を着用してください。
タオルなどを持参してもらうことがあります。
準備、片付けは協力して素早く行いましょう。

成績評価方法
具体的な評価の方法、観点など

各外傷に対する適切かつ迅速な対処について、4段階で評価する。

授業参加姿勢



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
理論編
p225-228

第3回
実技編
p209-220

第4回
理論編
p239-245

第5回
実技編
p221-231

第6回
実技編
p221-231

第7回
理論編
p279-283

第8回
実技編
p232-240

第9回
実技編
p232-240

第10回
理論編
p283
実技編

第11回
理論編
p339-344

第12回
実技編
p245-256

第13回
実技編
p245-256

第14回
実技編
p344-351

第15回
実技編
p352-355

第16回
実技編
p356-359

第17回
理論編
p163-166

第18回
実技編
p412-416

第19回 ―

第20回 ―

授業内容 教材・持ち物

イントロダクション

肩鎖関節脱臼①　知識の確認

肩鎖関節脱臼②　整復法、固定法

肩関節脱臼①　知識の確認

肩関節脱臼②　整復法

肩関節脱臼③　固定法

肘関節脱臼①　知識の確認

肘関節脱臼②　整復法

肘関節脱臼③　固定法

肘内障　知識の確認、整復法

手指の脱臼①　知識の確認

手指の脱臼②　整復法

手指の脱臼③　固定法

股関節脱臼　知識の確認、整復法、固定法

膝蓋骨脱臼　知識の確認、整復法、固定法

定期試験

総括

足趾の脱臼　知識の確認、整復法、固定法

顎関節脱臼①　知識の確認

顎関節脱臼②　整復法、固定法



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

柔道整復実技８

担当教員名 学科・学年 関連科目

黄海　匡士 柔道整復学科夜間部　２学年 基礎柔道整復学・柔道整復学

授業目標

一般目標（GIO）
臨床的授業を通して研究意欲と基礎的素養を身につけ、卒業後に柔道整復師と
しての資質・能力を涵養するための基本的な診察や技能を修得する

行動目標（SBO）

怪我を正しく診断し、治療方針・治療計画の立案、予後の推測ができる。　診断並びに治
療方針・治療計画を患者にわかりやすく説明できる。　怪我の基本的治療ができる。　イン
フォームド・コンセントを得ることが出来る

怪我を正しく理解し、そして評価し、的確な治療方針・治療計画をたて基本的治療を行い治癒に導
く方法を修得する

履修に必要な予備知識や技能
解剖学、運動学、柔道整復学、柔道整復実技

教科書・参考書
柔道整復学、柔道整復学実技編

受講上の注意
不明な点は参考書で学習したり、積極的に質問したりして疑問点を解決すること

成績評価方法
具体的な評価の方法、観点など

課題に対して評価、診断し治療を行い、それを評価する

授業態度



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
理論編
P245～262

第2回
理論編
P245～262

第3回
理論編
P245～262

第4回
理論編
P245～262

第5回
理論編
P283～287

第6回
理論編
P321～325

第7回
理論編
P344～350

第8回
理論編
P370～377

第9回
理論編
P380～383

第10回
理論編
P401～410

第11回
理論編
P401～410

第12回
理論編
P401～410

第13回
理論編
P421～424

第14回
理論編
P421～424

第15回
理論編
P436～441

第16回
理論編
P436～441

第17回
理論編
P453～457

第18回

第19回

第20回

授業内容 教材・持ち物

腱板損傷 白衣

腱板損傷 白衣

腱板損傷 白衣

上腕二頭筋長頭腱損傷 白衣

肘関節捻挫 白衣

手関節捻挫 白衣

指側副靱帯損傷 白衣

股関節損傷 白衣

大腿屈筋群の損傷 白衣

膝関節損傷 白衣

膝関節損傷 白衣

膝関節損傷 白衣

下腿部損傷 白衣

下腿部損傷 白衣

足関節捻挫 白衣

足関節捻挫 白衣

足部損傷 白衣

試験 白衣

実務経験

東京都豊島区で接骨院を開設、30年以上施術した経験から、実際の症例を用いて
柔整実技について講義します

試験 白衣

軟部組織損傷のまとめ 白衣



日本医学柔整鍼灸専門学校
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時間

90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2 ①・②・③・④

担当教員名 学科・学年 関連科目

今現在までに学んだ知識、態度・マナー

横山　靖 柔道整復学科夜間部　２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
授業内にて接骨院内での実習を行い、授業時間外にて介護施設や整形外科で実習を行う。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4回

第5回

第6回

第7回

第8回

第9回

第10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

第9回

第10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

第9回

白衣
サンダル
筆記用具
配布資料

白衣
サンダル
筆記用具
配布資料

校内実習３4期

外部実習２（整形外科病院）

外部実習１（介護施設）7月～9月予定

9月～12月予定

授業内容 教材・持ち物

1期 校内実習１

白衣
サンダル
筆記用具
配布資料

2期 校内実習２

白衣
サンダル
筆記用具
配布資料


