
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 17 ○

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

科目の概要

授業科目名

グローバル人材育成　２

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　３学年 解剖学・生理学・栄養学　　

授業目標

一般目標（GIO）
柔道整復師として様々なバックグラウンドの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）

一般目標を達成するために、基礎医学の分野から解剖学と生理学を中心にもう
一度要点を探り、知識を確認する。

本講座は「人体における基礎教養講座」である。１，２年で学んだ解剖学・生理学を中心に基礎力を確認す
る。

履修に必要な予備知識や技能
実力を高めるためには、重要項目を理解した後に、正しい手順で毎日繰り返し復習することです。基礎学力
をおろそかにして、一気に実力を高めるのは不可能です。地道にコツコツ頑張りましょう。

教科書・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
『生理学』　改訂版　（南江堂）　　　　全国柔道整復学校協会　　監修

受講上の注意
教科書、ノート、資料等、問題演習に必要と思われるもの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

選択演習問題　　５０問程度　　　



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
生理学
P.1～21

第2回 Ｐ.1～21

第3回 Ｐ.24～31

第4回 Ｐ.24～31

第5回 P.23～35

第6回 P.23～35

第7回 Ｐ.37～64

第8回 Ｐ.37～64

第9回 Ｐ.37～64

第10回 Ｐ.65～81

第11回 Ｐ.65～81

第12回 Ｐ.83～101

第13回 Ｐ.83～101

第14回 Ｐ.103～114

第15回 Ｐ.103～114

第16回

第17回 Ｐ.１～114

授業内容 教材・持ち物

生理学の基礎　① 教科書・ノート・筆記用具

生理学の基礎　② 教科書・ノート・筆記用具

体液　① 教科書・ノート・筆記用具

体液　②　 教科書・ノート・筆記用具

血液　① 教科書・ノート・筆記用具

血液　②　 教科書・ノート・筆記用具

循環　① 教科書・ノート・筆記用具

循環　②　　 教科書・ノート・筆記用具

循環　③　 教科書・ノート・筆記用具

呼吸　① 教科書・ノート・筆記用具

呼吸　②　　 教科書・ノート・筆記用具

消化と吸収　① 教科書・ノート・筆記用具

消化と吸収　②　　　 教科書・ノート・筆記用具

栄養と代謝　①　 教科書・ノート・筆記用具

栄養と代謝　②　 教科書・ノート・筆記用具

定期試験　

解説授業　　　 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 17

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

各臓器に起こる代表的な疾患の概念、原因、病態、徴候、診断、予後および治療について

履修に必要な予備知識や技能
生理学、および病理学概論

一般臨床医学　　改訂第３版

受講上の注意
講義資料はその都度配布する。
当日授業に関連する疾患に関する症候（一般臨床医学1ですでに学習した）について予習をして授業を受け
ること。

成績評価方法
具体的な評価の方法、観点など

選択

科目の概要

授業科目名

一般臨床医学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　３学年 一般臨床医学1

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。            ２．病態を述べることができる。
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。
５．予後について述べることができる。     ６.治療についての概略を理解する。



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 114～118

第2回 118～124

第3回 124～129

第4回 129～138

第5回 138～141

第6回 142～156

第7回 159～172

第8回 172～185

第9回 185～197

第10回 198～209

第11回 210～220

第12回 220～228

第13回 228～236

第14回 236～251

第15回 251～264

第16回

第17回

定期試験

解説

Ｈ　神経疾患

 Ｉ　感染症

Ｊ　リウマチ・膠原病・アレルギー
Ｋ　環境要因による疾患

Ｇ　腎・尿路疾患

Ｇ　腎・尿路疾患

Ｈ　神経疾患

D　代謝疾患

Ｅ　内分泌疾患

Ｆ　血液・造血器疾患

Ｃ．消化器疾患

Ｃ．消化器疾患

Ｃ．消化器疾患

Ｂ．循環器疾患

Ｂ．循環器疾患

Ｂ．循環器疾患

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 17 ○

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

一般臨床医学の知識も整理しながら、外科的な術前評価、術後管理、標準術式を解説し、理解できるように
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
学校指定

受講上の注意
予習復習

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

外科学概論2

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　３学年 一般臨床医学1 2

授業目標

一般目標（GIO） 外科学各論領域を理解する。標準術式の概略が理解できる。

行動目標（SBO） 将来の診療の鑑別診断や治療法の参考になる。



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 123-140

第2回 123-140

第3回 123-140

第4回 141-158

第5回 141-158

第6回 141-158

第7回 159-184

第8回 159-184

第9回 159-184

第10回 159-184

第11回 185-227

第12回 185-227

第13回 185-227

第14回 185-227

第15回 185-227

第16回

第17回

循環器外科、乳腺外科 教科書、プリント、ノート

循環器外科 教科書、プリント、ノート

循環器外科 教科書、プリント、ノート

循環器外科 教科書、プリント、ノート

甲状腺胸部疾患 教科書、プリント、ノート

甲状腺胸部疾患 教科書、プリント、ノート

甲状腺胸部疾患 教科書、プリント、ノート

脳神経外科疾患 教科書、プリント、ノート

脳神経外科疾患 教科書、プリント、ノート

脳神経外科疾患 教科書、プリント、ノート

授業内容 教材・持ち物

消化器外科 教科書、プリント、ノート

消化器外科 教科書、プリント、ノート

消化器外科 教科書、プリント、ノート

実務経験
整形外科と外科と麻酔の修練を3年、豪州を含めて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。

解説

消化器外科 教科書、プリント、ノート

消化器外科、一般外科 教科書、プリント、ノート

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 17 ○

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

整形外科学2

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　３学年 整形外科学１

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、整形外科学の疾患別各論
（骨端症・四肢循環障害、神経・筋疾患）、身体部位別各論（体幹～足・足指）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。

　整形外科学に必要な解剖学や生理学の復習。整形外科における、疾患別各論・身体部位別各論の知識を
教授、さらに整形外科の診察法、画像の見方、診断の手掛かりおよび治療の方法等も教授する。

履修に必要な予備知識や技能
解剖学・生理学・等の基礎知識、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　改訂第４版

受講上の注意
　授業の雰囲気を影響する私語を慎むこと。　手洗いに立つのは断り不要。

具体的な評価の方法、観点など

筆記試験

授業態度。授業時の積極性。



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 p125-135

第2回 ｐ136－147

第3回 ｐ149－158

第4回 ｐ159－169

第5回 ｐ170－180

第6回 ｐ181－190

第7回 ｐ191－199

第8回 ｐ199－208

第9回 ｐ208－216

第10回 ｐ216－223

第11回 ｐ223－229

第12回 ｐ230－237

第13回 ｐ238－246

第14回 ｐ246－255

第15回 ｐ255－264

第16回

第17回

授業内容 教材・持ち物

骨系統疾患、骨端症、四肢循環障害 筆記用具

神経・筋疾患 筆記用具

身体部位別各論（頚部、胸部） 筆記用具

身体部位別各論（胸部、腰部） 筆記用具

身体部位別各論（肩甲帯､上肢） 筆記用具

身体部位別各論（肩甲帯、上腕、肘） 筆記用具

身体部位別各論（上腕、肘、骨軟骨障害） 筆記用具

身体部位別各論（靭帯の損傷、前腕、手関節） 筆記用具

身体部位別各論（手関節、手、手指） 筆記用具

身体部位別各論（骨盤、股関節） 筆記用具

身体部位別各論（骨盤、股関節） 筆記用具

身体部位別各論（大腿、膝関節） 筆記用具

身体部位別各論（大腿、膝関節） 筆記用具

身体部位別各論（下腿、足関節） 筆記用具

身体部位別各論（足関節、足、足指） 筆記用具

実務経験
1980年、医学部を卒業後、大学病院、市中病院に勤務後、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。

試験 筆記用具

試験解説 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 17

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

科目の概要

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　３学年 リハビリテーション医学1

授業目標

一般目標（GIO）
柔道整復師として患者さんを正しく理解・管理するために、リハビリテーションに関
わる診断・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とと
もに、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3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

毎回の授業前の小テスト



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）

回数 教科書

第1回 P89～105

第2回 P106～113

第3回 P113～141

第4回 P149～153

第5回 P154～161

第6回 P163～169

第7回 P169～176

第8回 P177～184

第9回 P184～192

第10回 P192～201

第11回 P201～206

第12回 P206～209

第13回 P209～213

第14回 P213～216

第15回 P217～219

第16回

第17回

授業内容 教材・持ち物

リハビリテーションの治療（1）：理学療法 筆記用具

リハビリテーションの治療（2）：理学療法・作業療法 筆記用具

リハビリテーションの治療（3）：言語聴覚療法・補装具 筆記用具

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

整形外科疾患：分類・評価・治療 筆記用具

心疾患：概念・評価・治療 筆記用具

呼吸疾患：解剖・評価・治療 筆記用具

高齢者リハビリテーション：老人の特性・問題点 筆記用具

地域リハビリテーション：在宅・訪問医療 筆記用具

リハビリテーションと福祉：法律 筆記用具

定期試験

解説



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

①②③④ 34

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 100

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

柔道2

担当教員名 学科・学年 関連科目

新井丈夫 柔道整復学科夜間部　３学年 柔道1・柔道入門

授業目標

一般目標（GIO）

柔道整復師としての柔道の位置付け、役割を理解してもらうことにより『精力善
用』『自他共栄』の精神を柔道を通じて学び、将来の国民医療の一旦を背負う柔
道整復師として『心・技・体』の充実を図りたい。また、認定実技試験の試験科目
でもあり全員合格させ国家試験に挑んでもらう。

行動目標（SBO）

①正しい礼法(立礼、坐礼）を習得する
②正しい受け身を習得する
⓷投の形を習得する。投の形の練習を集中的に行い、認定実技試験の説明と形
式を練習する

前期は、礼法（立礼、坐礼）、受け身、乱取りを中心に反復練習を行う
個々の身体能力を把握し、どのようにすれば試験に合格できるか認知してもらう。

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
実技の授業のため、出席状況を最大に評価する。見学者はレポートを提出。
柔道のルールは守って頂きます。指輪、ピアスなどの金属類は外す。女性は白いTシャツでワンポイントま
ではOK。爪は切る。ミサンガ、マニキュア、茶髪、化粧は基本的に禁止です。これらは相手に危害を加える
だけでなく、講道館柔道規定であります。柔道整復師として身だしなみはきちんとしましょう。

成績評価方法
具体的な評価の方法、観点など

礼法、受け身、投げ技を総合で評価する

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
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

第21回

第22回

第23回

第24回

第25回

第26回

第27回

第28回

第29回

第30回

第31回

第32回

第33回

第34回

実技試験 柔道衣

解説授業 柔道衣

礼法、受け身、乱取り、投の形（手技、腰技、足技） 柔道衣

礼法、受け身、乱取り、投の形（手技、腰技、足技） 柔道衣

礼法、受け身、乱取り、投の形（手技、腰技、足技） 柔道衣

礼法、受け身、乱取り、投の形（足技） 柔道衣

礼法、受け身、乱取り、投の形（足技） 柔道衣

礼法、受け身、乱取り、投の形（足技） 柔道衣

礼法、受け身、乱取り、投の形（腰技） 柔道衣

礼法、受け身、乱取り、投の形（腰技） 柔道衣

礼法、受け身、乱取り、投の形（腰技） 柔道衣

礼法、受け身、乱取り、投の形（手技） 柔道衣

礼法、受け身、乱取り、投の形（手技） 柔道衣

礼法、受け身、乱取り、投の形（手技） 柔道衣

授業内容 教材・持ち物

授業の進め方の説明 柔道衣

礼法(立礼、坐礼)、受け身(後方、側方、前方)、乱取り 柔道衣

投の形の説明、解説、形のビデオ参照 柔道衣

礼法、受け身、乱取り、投の形（手技） 柔道衣

礼法、受け身、乱取り、投の形（手技） 柔道衣

礼法、受け身、乱取り、投の形（手技） 柔道衣

礼法、受け身、乱取り、投の形（腰技） 柔道衣

礼法、受け身、乱取り、投の形（腰技） 柔道衣

礼法、受け身、乱取り、投の形（腰技） 柔道衣

礼法、受け身、乱取り、投の形（足技） 柔道衣

礼法、受け身、乱取り、投の形（足技） 柔道衣

礼法、受け身、乱取り、投の形（足技） 柔道衣

礼法、受け身、乱取り、投の形（手技、腰技、足技） 柔道衣

礼法、受け身、乱取り、投の形（手技、腰技、足技） 柔道衣

礼法、受け身、乱取り、投の形（手技、腰技、足技） 柔道衣

礼法(立礼、坐礼)、受け身(後方、側方、前方)、乱取り 柔道衣

投の形の説明、解説、形のビデオ参照 柔道衣

実技試験 柔道衣

解説・総復習 柔道衣

授業の進め方の説明 柔道衣



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 17 ○

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

科目の概要

授業科目名

医学教養　

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　３学年 衛生学・公衆衛生学・関係法規ほか　　

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、健康、疾病、外傷及
び障害について、その予防と治療に関する知識を修得し、医学的教養を身につけ
る。

行動目標（SBO）
教育目標として国民の保健・医療・福祉の推進があり、公衆衛生学を中心とした
ガイドラインによって病気の予防や多岐にわたる医学的諸問題の内容把握に努
める。

社会人、そして医療従事者として近年の保健・医療・福祉における諸問題～すなわち少子高齢化、専門機能
の連携・統括医療、生活習慣病、過労死防止と心の健康、原発事故による放射能汚染対策等、新しい制度
や時事問題を取り入れる。

履修に必要な予備知識や技能
2年次までに履修した「衛生学・公衆衛生学」を中心とした関連科目は復習しておいてほしい。同時にアンテ
ナを張り巡らせ、医学情報や時事問題にも関心を寄せて医学的教養を高める必要がある。

教科書・参考書
『衛生学・公衆衛生学　　改訂版』　　　〔公社〕　全国柔道整復学校協会　　　（南江堂）
『国民衛生の動向』　　　厚生統計協会編　　　　最新版

受講上の注意
必要な知識は授業内で把握する気持ちで、集中して臨んでください。

成績評価方法
具体的な評価の方法、観点など

選択問題　５０問程度　　



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
衛生学
Ｐ．79～95

第2回 Ｐ．97～107

第3回 Ｐ．107～119

第4回 Ｐ．121～133

第5回 Ｐ．135～152

第6回 Ｐ．153～160

第7回 Ｐ．160～174

第8回 Ｐ．175～192

第9回 Ｐ．193～204

第10回 Ｐ．205～218

第11回 Ｐ．219～227

第12回 Ｐ．227～243

第13回 Ｐ．245～252

第14回 Ｐ．253～264

第15回 Ｐ．７９～264

第16回

第17回

授業内容 教材・持ち物

環境衛生（環境保健）　 教科書・ノート・筆記用具

生活環境・食品衛生活動　①　　　 教科書・ノート・筆記用具

生活環境・食品衛生活動　②　　　　　 教科書・ノート・筆記用具

母子保健　 教科書・ノート・筆記用具

学校保健　 教科書・ノート・筆記用具

産業保健　①　 教科書・ノート・筆記用具

産業保健　②　　 教科書・ノート・筆記用具

成人・高齢者保健　　 教科書・ノート・筆記用具

精神保健　　 教科書・ノート・筆記用具

地域保健と国際保健　　 教科書・ノート・筆記用具

衛生行政と保健医療の制度　① 教科書・ノート・筆記用具

衛生行政と保健医療の制度　②　　 教科書・ノート・筆記用具

歯科医として大学での基礎医学研究、および診療所や食品系会社での歯科保健活動を行う。ま
た福祉公社や介護老人保健施設にて介護支援専門員としてケアマネジメントや要介護認定調査
を実施。それらの実務経験をもとに「医学教養」について話をします。

医療の倫理と安全の確保　　 教科書・ノート・筆記用具

疫学　 教科書・ノート・筆記用具

まとめ・総復習　　 教科書・ノート・筆記用具

定期試験　　

解説授業　　　 教科書・ノート・筆記用具

実務経験



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 17

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

科目の概要

授業科目名

関係法規

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　３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



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 P16～23

第4回 P24～28

第5回 P29～30

第6回 P30

第7回 P31～32

第8回 P33～36

第9回

第10回

第11回 P47～56

第12回 P56～64

第13回 P66～85

第14回

第15回

第16回

第17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、○○

免許の取消等に係る処分

柔整師の業務、守秘義務

施術所の開設等の手続き

施術所の構造設備

施術所に関する○○

広告の意義と広告制限

柔整師法に関する復習テスト

同上解説

医師法歯科医師法、保助看法

入線技師法、PTOT法、薬剤師法

定期試験

解説授業

医療法

総合復習テスト

総合復習テスト解説



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 17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5

担当教員名 学科・学年 関連科目

奥田久幸 柔道整復学科夜間部　３学年 柔道整復学理論

授業目標

一般目標（GIO）
柔道整復師として、骨折・脱臼の初回処置、整復・固定に必要な技能を習得す
る。

行動目標（SBO）

1、患者対応が適切にできる。2、全身状態の観察が適切にできる。3、患肢と損傷部位の状態把握が
適切にできる。4、助手への指示が適切にできる。5、整復準備が適切にできる。6、整復の手順が適切
にできる。7、整復の確認が適切にできる。8、固定材料の選択が適切にできる。9、患者への説明が適
切にできる。10、固定の準備か適切にできる。11、固定材料の使用法が適切にできる。12、固定が適
切にできる。13、固定後の確認が適切にできる。

柔道整復師として身に着けておくべき骨折の整復・固定法を実技実習する。柔道整復の施術所で多く見られ
る、橈骨近位端部骨折・肘頭骨折診断・モンテギア骨折・前腕両骨骨幹部骨折・スミス骨折・舟状骨骨折・中
手骨骨・指骨骨折の整復法・固定法の技能を習得できるように授業を展開する。

履修に必要な予備知識や技能
各種骨の名称、関係する筋肉の名称、損傷部位の神経・血管の名称を予備知識として覚えておくこと。

教科書・参考書
「柔道整復学実技編改定第2版」全国柔道整復学校協会　南江堂

受講上の注意
必ず白衣着用・指定サンダルを履くこと。ピアス、指輪、アクセサリー等は身に着けないこと。爪は長く伸ばさ
ないこと。携帯電話、スマートホンは必ず電源を切り、写真撮影、ビデオ撮影は禁止。実技中はふざけたり、
他の学生に不快を思わせる行動・発言はしないこと。違反した者には退室を命じる。

成績評価方法
具体的な評価の方法、観点など

授業内で習得した内容を総合的に確認する。

出席状況を加味する



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
柔道整復学
実技編

第2回
柔道整復学
実技編

第3回
柔道整復学
実技編

第4回
柔道整復学
実技編

第5回
柔道整復学
実技編

第6回
柔道整復学
実技編

第7回
柔道整復学
実技編

第8回
柔道整復学
実技編

第9回
柔道整復学
実技編

第10回
柔道整復学
実技編

第11回
柔道整復学
実技編

第12回
柔道整復学
実技編

第13回
柔道整復学
実技編

第14回
柔道整復学
実技編

第15回
柔道整復学
実技編

第16回

第17回

授業内容 教材・持ち物

橈骨近位端部骨折整復法・固定法 白衣・サンダル・筆記用具

肘頭骨折整復法・固定法 白衣・サンダル・筆記用具

モンテギア骨折整復法・固定法① 白衣・サンダル・筆記用具

モンテギア骨折整復法・固定法② 白衣・サンダル・筆記用具

前腕両骨骨幹部骨折整復法・固定法① 白衣・サンダル・筆記用具

前腕両骨骨幹部骨折整復法・固定法② 白衣・サンダル・筆記用具

スミス骨折整復法・固定法① 白衣・サンダル・筆記用具

スミス骨折整復法・固定法② 白衣・サンダル・筆記用具

手の舟状骨骨折整復法・固定法 白衣・サンダル・筆記用具

中手骨骨折整復法・固定法① 白衣・サンダル・筆記用具

中手骨骨折整復法・固定法② 白衣・サンダル・筆記用具

中手骨骨折整復法・固定法③ 白衣・サンダル・筆記用具

東京都練馬区で接骨院を開業30年の営業経験により実際の症例を用いて前腕骨骨折～指骨折
の整復・固定について講義・実技する。

手の指骨折整復法・固定法① 白衣・サンダル・筆記用具

手の指骨折整復法・固定法② 白衣・サンダル・筆記用具

手の指骨折整復法・固定法③ 白衣・サンダル・筆記用具

実技試験

実技試験

実務経験



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 17 ○

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 100

プレゼン
テーション

その他

（合計） 100

課題に対して評価、診断し治療を行い、それを評価する

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

科目の概要

授業科目名

柔道整復実技６

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　３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



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P286
～299

第2回
理論編P286
～299

第3回
理論編P286
～299

第4回
理論編P286
～299

第5回
理論編P299
～308

第6回
理論編P308
～309

第7回
理論編P309
～317

第8回
理論編P 391
～394

第9回
理論編P394
～402

第10回
理論編P394
～402

第11回
理論編P394
～402

第12回
理論編P402
～407

第13回
理論編P407
～413

第14回
理論編P413
～415

第15回

第16回

第17回

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

足関節捻挫 白衣

足部損傷 白衣

試験 白衣

試験 白衣

軟部組織損傷のまとめ 白衣

実務経験

膝関節損傷 白衣

膝関節損傷 白衣

下腿部損傷 白衣

指側副靱帯損傷 白衣

大腿屈筋群の筋損傷 白衣

膝関節損傷 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

腱板損傷 白衣

腱板損傷 白衣

腱板損傷 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 17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 100

プレゼン
テーション

その他

（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。

下肢骨折の発生機序、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7

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　３学年
基礎柔道整復学1～3
柔道整復学4・5・7

授業目標

一般目標（GIO）

下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。また保存的療法と観血的療法の境界
が何かを学ぶ。

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 P290-293

第2回 P293-297

第3回 P298-302

第4回 P302-304

第5回 P302-304

第6回 P305-308

第7回 P309-310

第8回 P309-310

第9回 P310-313

第10回 P314-319

第11回 P314-319

第12回 P314-319

第13回 P320-327

第14回 P328-339

第15回 P340-343

第16回

第17回

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。

踵骨骨折（病態把握、整復、固定）
白衣、筆記用具、教科書

（実技編）

中足骨骨折（病態把握、整復、固定）
白衣、筆記用具、教科書

（実技編）

足趾骨折（病態把握、整復、固定）
白衣、筆記用具、教科書

（実技編）

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

実務経験

下腿骨果部骨折（病態把握、整復）
白衣、筆記用具、教科書
（実技編）、短パン

下腿骨果部骨折（病態把握、整復）
白衣、筆記用具、教科書
（実技編）、短パン

下腿骨果部骨折（固定）
白衣、筆記用具、教科書
（実技編）、短パン

下腿骨骨幹部骨折（病態把握、整復）
白衣、筆記用具、教科書
（実技編）、短パン

下腿骨骨幹部骨折（整復,固定）
白衣、筆記用具、教科書
（実技編）、短パン

下腿骨骨幹部骨折（固定）
白衣、筆記用具、教科書
（実技編）、短パン

大腿骨骨幹部骨折（固定）
白衣、筆記用具、教科書
（実技編）、短パン

大腿骨骨幹部骨折（固定）
白衣、筆記用具、教科書
（実技編）、短パン

膝蓋骨骨折（病態把握、整復、固定）
白衣、筆記用具、教科書
（実技編）、短パン

大腿骨頸部骨折（病態把握、整復）
白衣、筆記用具、教科書
（実技編）、短パン

大腿骨頸部骨折（固定）
白衣、筆記用具、教科書
（実技編）、短パン

大腿骨骨幹部骨折（病態把握、整復）
白衣、筆記用具、教科書
（実技編）、短パン

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 17 ○

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

西村　優一 柔道整復学科夜間部　３学年 柔道整復実技1～17

授業目標

一般目標（GIO）
柔道整復師が日常の施術において的確な判断・処置を行うために必要なことを学
ぶ。
また、医科との連携等の重要性を学ぶ。

行動目標（SBO）

1.医療面接、触診、機能的診察を学ぶ。
2.画像診断が出来る場合とできない場合の鑑別診断を学ぶ。
3.的確な後療法を実施できるようにする。
3.医療者として適切な態度を身に着ける。

柔道整復師として必要な知識を基にした臨床推論、合併症の判断・後療法・等の技術の習得。

履修に必要な予備知識や技能
柔道整復学　理論

教科書・参考書
教科書：「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）
参考書：「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）

受講上の注意
必ず白衣を着用し、医療者としてふさわしい身なりで受講する事。

成績評価方法
具体的な評価の方法、観点など

授業内の総合的内容

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 2～59

第2回 2～59

第3回 2～59

第4回 2～59

第5回 2～59

第6回 2～59

第7回 2～59

第8回 2～59

第9回 2～59

第10回 2～59

第11回 2～59

第12回 2～59

第13回 2～59

第14回 2～59

第15回 2～59

第16回 2～59

第17回

授業内容 教材・持ち物

柔道整復師の施術について 都度説明

臨床推論① 都度説明

臨床推論② 都度説明

臨床推論③ 都度説明

合併症の有無の判断 都度説明

鑑別診断 都度説明

医科との連携 都度説明

後療法① 都度説明

後療法② 都度説明

後療法③ 都度説明

後療法④ 都度説明

後療法⑤ 都度説明

各部位の診察の考え方と実践① 都度説明

各部位の診察の考え方と実践② 都度説明

各部位の診察の考え方と実践③ 都度説明

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、臨床上必要となる総合的な
知識・技術に対する講義を行う。

総復習 都度説明

試験

実務経験



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 17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9

担当教員名 学科・学年 関連科目

奥田久幸 柔道整復学科夜間部　３学年 柔道整復学理論

授業目標

一般目標（GIO） 柔道整復師として、骨折・脱臼の初回処置、固定法に必要な技能を習得する。

行動目標（SBO）

1、患者対応が適切にできる。2、固定材料の選択が適切にできる。3、患者への説
明が適切にできる。4、固定の準備か適切にできる。5、固定材料の使用法が適切
にできる。6、固定が適切にできる。7、固定後の確認が適切にできる。

柔道整復師として身に着けておくべき骨折の固定法を実技実習する。柔道整復の施術所で多く見られる、ア
キレス腱断裂・手第2指PIP関節背側脱臼・第5中手骨頸部骨折・肋骨骨折の固定法の技能を習得できるよう
に授業を展開する。

履修に必要な予備知識や技能
各種骨の名称、関係する筋肉の名称、損傷部位の神経・血管の名称を予備知識として覚えておくこと。

教科書・参考書
「柔道整復実技編改定第2版」全国柔道整復学校協会　南江堂

受講上の注意
必ず白衣着用・指定サンダルを履くこと。ピアス・指輪・アクセサリーは身に着けないこと。爪は長く伸ばさな
いこと。携帯電話・スマートホンは必ず電源を切り、写真・ビデオ撮影は禁止。実技中は悪ふざけしたり、他の
学生に不快な思いをさせる行動・発言はしないこと。指示に従えないものは退室を命じることがある。

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総合的に確認する。

出席状況を加味する



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
柔道整復学
実技編

第2回
柔道整復学
実技編

第3回
柔道整復学
実技編

第4回
柔道整復学
実技編

第5回
柔道整復学
実技編

第6回
柔道整復学
実技編

第7回
柔道整復学
実技編

第8回
柔道整復学
実技編

第9回
柔道整復学
実技編

第10回
柔道整復学
実技編

第11回
柔道整復学
実技編

第12回
柔道整復学
実技編

第13回
柔道整復学
実技編

第14回
柔道整復学
実技編

第15回
柔道整復学
実技編

第16回

第17回

授業内容 教材・持ち物

アキレス腱断裂金属副子固定法① 白衣・サンダル・筆記用具

アキレス腱断裂金属副子固定法② 白衣・サンダル・筆記用具

手の第2指PIP関節背側脱臼アルフェンス固定法① 白衣・サンダル・筆記用具

手の第3指PIP関節背側脱臼アルフェンス固定法② 白衣・サンダル・筆記用具

第5中手骨頸部骨折アルフェンス固定法① 白衣・サンダル・筆記用具

第6中手骨頸部骨折アルフェンス固定法② 白衣・サンダル・筆記用具

肋骨骨折固定法① 白衣・サンダル・筆記用具

肋骨骨折固定法② 白衣・サンダル・筆記用具

肋骨骨折固定法③ 白衣・サンダル・筆記用具

アキレス腱断裂固定法復習 白衣・サンダル・筆記用具

手の第2指PIP関節背側脱臼固定法復習 白衣・サンダル・筆記用具

第5中手骨頸部骨折固定法復習 白衣・サンダル・筆記用具

肋骨骨折固定法復習 白衣・サンダル・筆記用具

各種固定材料固定法① 白衣・サンダル・筆記用具

各種固定材料固定法② 白衣・サンダル・筆記用具

東京都練馬区にて、接骨院を開業30年営業、実際の骨折・脱臼・軟部組織損傷の経験をもとに、
アキレス腱損傷・指脱臼・中手骨骨折・肋骨骨折について講義・実技する

実技試験

実技試験

実務経験



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 17 ○

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

科目の概要

授業科目名

柔道整復実技10

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　３学年 医療の基礎知識・運動学

授業目標

一般目標（GIO）

柔道整復師が介護予防機能訓練を行えるようになるために、機能訓練の立案・指
導・評価に必要な知識を習得し技能を身につける。

行動目標（SBO）

加齢による身体的、心理的変化を理解し説明することができる。
機能訓練における運動の特性を理解し指導することができる。
アセスメント、プログラム提供、評価を理解し実践することができる。

高齢社会における柔道整復師の役割や活躍の可能性を考察する。
老化による身体機能の低下や、高齢者の心理を理解し介護予防機能訓練で提供する運動を学習する。

履修に必要な予備知識や技能
柔道整復師は柔道整復業の他に機能訓練指導員として介護予防機能訓練を行うことができる。高齢者や障
害者に寄り添った機能訓練を行うには、技能だけでなく倫理的な思考も重要となる。

教科書・参考書

『柔道整復師と機能訓練』　（公社）全国柔道整復学校協会　（南江堂）

受講上の注意
前半は教科書を中心に授業し、後半は機能訓練の実技を行います。実務を想定したグループワークやプレ
ゼンテーションを実施します。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。



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-P.3

第2回 P.5-P.24

第3回 P.25-P.44

第4回 P.47-P.71

第5回 P.73-P.88

第6回 P.89-P.93

第7回 P.95-P.122

第8回 P.123-P.168

第9回 P.171-P.178

第10回 P.179

第11回 P.180-P.185

第12回 P.186-P.194

第13回 P.195-P.201

第14回 P.202-P.222

第15回 P.222-229

第16回

第17回

授業内容 教材・持ち物

柔道整復師と介護保険 教科書・ノート・筆記用具

発達と老化の理解 教科書・ノート・筆記用具

認知症の理解 教科書・ノート・筆記用具

介護保険制度・介護の過程 教科書・ノート・筆記用具

高齢者の介護とICF・介護予防と生活機能の向上 教科書・ノート・筆記用具

介護予防・日常生活支援総合事業 教科書・ノート・筆記用具

ロコモティブシンドローム・高齢者自立支援の理解 教科書・ノート・筆記用具

機能訓練指導員と機能訓練 教科書・ノート・筆記用具

機能訓練で提供する運動と要点 教科書・ノート・筆記用具

高齢者体験 教科書・ノート・筆記用具

介護予防機能訓練　1 教科書・ノート・筆記用具

介護予防機能訓練　2 教科書・ノート・筆記用具

埼玉県さいたま市において1999年から介護支援専門員、2014年からさいたま市地域包括支援セ
ンター運営協議会委員としての実務経験から介護予防機能訓練について指導します。

介護予防機能訓練　3 教科書・ノート・筆記用具

介護予防機能訓練　4 教科書・ノート・筆記用具

介護予防機能訓練プログラムの立案と実施 教科書・ノート・筆記用具

定期テスト 筆記用具

解説授業 教科書・ノート・筆記用具

実務経験



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 17 ○

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 100

プレゼン
テーション

その他

（合計） 100

課題に対して評価、診断し治療を行い、それを評価する

スポーツに関わる柔道整復師として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し、復帰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

科目の概要

授業科目名

柔道整復実技１１

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　３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）

怪我を部位別に正しく診断し、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。　競技復帰に導くことができる。インフォームド・コンセントを
得ることが出来る



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P171
～177

第2回
理論編P177
～179

第3回
理論編P179
～182

第4回
理論編P286
～299

第5回
理論編P299
～308

第6回
理論編P308
～309

第7回
理論編P384
～391

第8回
理論編P394
～402

第9回
理論編P407
～408

第10回
理論編P407
～415

第11回
理論編P286
～299

第12回
理論編P299
～308

第13回
理論編P315
～317

第14回
理論編P402
～407

第15回

第16回

第17回

北京・ロンドンオリンピック競泳競技帯同した経験をもとにスポーツ柔整の内容について講義します。

試験 白衣

部位別・競技別損傷のまとめ 白衣

実務経験

競技別（バスケットボール） 白衣

競技別（サッカー） 白衣

試験 白衣

競技別（陸上競技） 白衣

競技別（水泳） 白衣

競技別（テニス） 白衣

部位別（股関節） 白衣

部位別（膝関節） 白衣

部位別（足関節） 白衣

部位別（肩部） 白衣

部位別（肘部） 白衣

部位別（手関節） 白衣

部位別（頸部） 白衣

部位別（胸部） 白衣

部位別（腰部) 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30年度　授業計画書（シラバス）

学期 回数 実務経験

①・②・3・4 17 ○

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 100

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

柔道整復実技12

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　３学年 柔道整復理論全般

授業目標

一般目標（GIO）
接骨院で日常業務として多く接する疾患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。

行動目標（SBO）

１．柔道整復師として必要な基本および、応用包帯法の技術が習得できる。
２．各疾患に対応した検査法の技術を習得することができる。
３．各疾患に対応した整復法・固定法の技術を習得することができる。

柔道整復師として身につけておくべき基本的およ応用的な包帯法の実技実習を行う。また、柔道整復師の施
術所で多く見受けられる上肢および、下肢の軟部組織損傷を取り上げ、対応すべき検査法、整復法、固定法
の技術を習得できるように授業を展開する。なお、各種手技を習得するためには多くの身体的な特徴を観察
すべきであるため、学生間で共に学習できるような方法を提案し展開していく。

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：配布資料を中心に授業を実施するが、参考資料として『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）を使用する。

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

授業内で学習した内容を総合的に確認する。

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
平成30年度　授業計画書（シラバス）

回数 教科書

第1回 配布資料

第2回 配布資料

第3回 配布資料

第4回 配布資料

第5回 配布資料

第6回 配布資料

第7回 配布資料

第8回 配布資料

第9回 配布資料

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

第17回

授業内容 教材・持ち物

膝関節内側側副靭帯損傷（Xサポートテープ固定）
①

白衣、サンダル、筆記用具

膝関節内側側副靭帯損傷（Xサポートテープ固定）
②

白衣、サンダル、筆記用具

総合確認演習

白衣、サンダル、筆記用具

白衣、サンダル、筆記用具

白衣、サンダル、筆記用具

白衣、サンダル、筆記用具

白衣、サンダル、筆記用具

白衣、サンダル、筆記用具

白衣、サンダル、筆記用具

白衣、サンダル、筆記用具

白衣、サンダル、筆記用具

足関節外側靭帯損傷（バスケットウイーブ固定）①

膝関節側副靭帯損傷および、十字靭帯損傷の検査
法②

白衣、サンダル、筆記用具

足関節外側靭帯損傷（バスケットウイーブ固定）②

白衣、サンダル、筆記用具

白衣、サンダル、筆記用具

白衣、サンダル、筆記用具

膝関節半月板および、下腿三頭筋損傷の検査法①

膝関節半月板および、下腿三頭筋損傷の検査法②

足関節外側靭帯損傷の検査法①

足関節外側靭帯損傷の検査法②

腱板損傷および、上腕二頭筋長頭腱損傷の検査法
①

腱板損傷および、上腕二頭筋長頭腱損傷の検査法
②

ハムストリングス損傷および、大腿四頭筋打撲の検
査法①

ハムストリングス損傷および、大腿四頭筋打撲の検
査法②

膝関節側副靭帯損傷および、十字靭帯損傷の検査
法①

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12の肩関節、
膝関節、足関節の固定法および、検査法の実技を講義します。

定期試験

定期試験

実務経験



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 17 ○

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 100

プレゼン
テーション

その他

（合計） 100

１．柔道整復師として必要な基本および、応用包帯法の技術が習得できる。
２．各疾患に対応した検査法の技術を習得することができる。
３．各疾患に対応した整復法・固定法の技術を習得することができる。

授業内で学習した内容を総合的に確認する。

科目の概要

行動目標（SBO）

柔道整復師として身につけておくべき基本的およ応用的な包帯法の実技実習を行う。また、柔道整復師の施
術所で多く見受けられる肩関節脱臼、肩鎖関節脱臼および、足関節周囲の軟部組織損傷を取り上げ、対応
すべき検査法、整復法、固定法の技術を習得できるように授業を展開する。なお、各種手技を習得するため
には多くの身体的な特徴を観察すべきであるため、学生間で共に学習できるような方法を提案し展開してい
く。

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：配布資料を中心に授業を実施するが、参考資料として『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）を使用する。

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

授業科目名

柔道整復実技13

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　３学年 柔道整復理論全般

授業目標

一般目標（GIO）
接骨院で日常業務として多く接する疾患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
平成31年度　授業計画書（シラバス）

回数 教科書

第1回 配布資料

第2回 配布資料

第3回 配布資料

第4回 配布資料

第5回 配布資料

第6回 配布資料

第7回 配布資料

第8回 配布資料

第9回 配布資料

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

第17回

授業内容 教材・持ち物

肩鎖関節脱臼の整復および、固定法 白衣、サンダル、筆記用具

肩鎖関節脱臼の整復および、固定法 白衣、サンダル、筆記用具

肩関節脱臼の整復および、固定法 白衣、サンダル、筆記用具

肩関節脱臼の整復および、固定法 白衣、サンダル、筆記用具

肘関節脱臼の整復および、固定法 白衣、サンダル、筆記用具

肘関節脱臼の整復および、固定法 白衣、サンダル、筆記用具

肘内障の整復法 白衣、サンダル、筆記用具

指第2指PIP関節背側脱臼の固定法 白衣、サンダル、筆記用具

総合確認演習 白衣、サンダル、筆記用具

足関節外側靭帯損傷（局所副子固定）① 白衣、サンダル、筆記用具

足関節外側靭帯損傷（局所副子固定）② 白衣、サンダル、筆記用具

足関節外側靭帯損傷（フィギュアエイト固定）① 白衣、サンダル、筆記用具

足関節外側靭帯損傷（フィギュアエイト固定）② 白衣、サンダル、筆記用具

総合確認演習 白衣、サンダル、筆記用具

総合確認演習 白衣、サンダル、筆記用具

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13の肩鎖関
節、肩関節、肘関節、指関節、足関節等の整復法および、固定法の実技を講義します。

定期試験

定期試験

実務経験



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 17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

授業内で学習した内容を総合的に確認する。

出席状況を加味する。

柔道整復師として身に着けておくべき骨折の整復・固定法を実技実習する。柔道整復の施術所で多く見られ
る、鎖骨骨折・上腕骨外科頚骨折・上腕骨骨幹部骨折・コーレス骨折の鑑別診断・整復法・固定法の技能を
習得できるように授業を展開する。

履修に必要な予備知識や技能
各種骨の名称、関係する筋肉の名称、損傷部位の神経・血管の名称を予備知識として覚えておくこと。

教科書・参考書
「柔道整復学実技編改定第2版」全国柔道整復学校協会　南江堂

受講上の注意
必ず白衣着用・指定サンダルを履くこと。ピアス・指輪・アクセサリー等は身に着けないこと。爪は長く伸ばさ
ないこと。携帯電話・スマートホンは必ず電源を切り、写真ビデオ撮影は禁止。実技中はふざけたり、他の学
生に不愉快な思いをさせる行動、発言はしないこと。守らない学生には退室を命じることもある。

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14

担当教員名 学科・学年 関連科目

奥田久幸 柔道整復学科夜間部　３学年 柔道整復学理論

授業目標

一般目標（GIO）
柔道整復師として、骨折・脱臼の初回処置、整復・固定に必要な技能を習得す
る。

行動目標（SBO）

1、患者対応が適切にできる。2、全身状態の観察が適切にできる。3、患肢と損傷部位の状態把握が
適切にできる。4、助手への指示が適切にできる。5、整復準備が適切にできる。6、整復の手順が適切
にできる。7、整復の確認が適切にできる。8、固定材料の選択が適切にできる。9、患者への説明が適
切にできる。10、固定の準備か適切にできる。11、固定材料の使用法が適切にできる。12、固定が適
切にできる。13、固定後の確認が適切にできる。



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
実技編

第2回
柔道整復学
実技編

第3回
柔道整復学
実技編

第4回
柔道整復学
実技編

第5回
柔道整復学
実技編

第6回
柔道整復学
実技編

第7回
柔道整復学
実技編

第8回
柔道整復学
実技編

第9回
柔道整復学
実技編

第10回
柔道整復学
実技編

第11回
柔道整復学
実技編

第12回
柔道整復学
実技編

第13回
柔道整復学
実技編

第14回
柔道整復学
実技編

第15回
柔道整復学
実技編

第16回

第17回

東京都練馬区で接骨院を開業て30年間営業、実際の骨折・脱臼の症例経験をもとに、鎖骨骨折
～コーレス骨折、下腿骨骨折の整復・固定法を講義・実技します。

コーレス骨折固定法② 白衣・サンダル・筆記用具

下腿骨骨幹部骨折固定法① 白衣・サンダル・筆記用具

下腿骨骨幹部骨折固定法② 白衣・サンダル・筆記用具

実技試験

実技試験

実務経験

コーレス骨折整復法① 白衣・サンダル・筆記用具

コーレス骨折整復法② 白衣・サンダル・筆記用具

コーレス骨折固定法① 白衣・サンダル・筆記用具

上腕骨外科頚骨折整復法② 白衣・サンダル・筆記用具

上腕骨骨幹部骨折固定法① 白衣・サンダル・筆記用具

上腕骨骨幹部骨折固定法② 白衣・サンダル・筆記用具

鎖骨骨折固定法② 白衣・サンダル・筆記用具

鎖骨骨折固定法③ 白衣・サンダル・筆記用具

上腕骨外科頚骨折整復法① 白衣・サンダル・筆記用具

鎖骨骨折整復法① 白衣・サンダル・筆記用具

鎖骨骨折整復法② 白衣・サンダル・筆記用具

鎖骨骨折固定法① 白衣・サンダル・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 17 ○

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 100

プレゼン
テーション

その他

（合計） 100

授業内で学習した内容を総合的に確認する。

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。

柔道整復師として身につけておくべき基本的およ応用的な包帯法の実技実習を行う。また、柔道整復師の施
術所で多く見受けられる肩関節周囲の脱臼および、各種軟部組織損傷を取り上げ、対応すべき検査法、整
復法、固定法の技術を習得できるように授業を展開する。なお、各種手技を習得するためには多くの身体的
な特徴を観察すべきであるため、学生間で共に学習できるような方法を提案し展開していく。

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：配布資料を中心に授業を実施するが、参考資料として『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）を使用する。

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

授業科目名

柔道整復実技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　３学年 柔道整復理論全般

授業目標

一般目標（GIO）
接骨院で日常業務として多く接する疾患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。

行動目標（SBO）

１．柔道整復師として必要な基本および、応用包帯法の技術が習得できる。
２．各疾患に対応した検査法の技術を習得することができる。
３．各疾患に対応した整復法・固定法の技術を習得することができる。
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回数 教科書

第1回 配布資料

第2回 配布資料

第3回 配布資料

第4回 配布資料

第5回 配布資料

第6回 配布資料

第7回 配布資料

第8回 配布資料

第9回 配布資料

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

第17回

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15の肩鎖関
節、肩関節、肘関節、足関節の整復法および、固定法。また、肩関節、膝関節、足関節の靭帯損傷等の固定
法の実技を講義します。

総合課題演習③（手関節周囲の診断および、処置） 白衣、サンダル、筆記用具

総合課題演習④（膝関節周囲の診断および、処置） 白衣、サンダル、筆記用具

総合課題演習⑤（足関節周囲の診断および、処置） 白衣、サンダル、筆記用具

定期試験

定期試験

実務経験

足関節外側靭帯損傷の検査法、その他の固定 白衣、サンダル、筆記用具

総合課題演習①（肩関節周囲の診断および、処置） 白衣、サンダル、筆記用具

総合課題演習②（肘関節周囲の診断および、処置） 白衣、サンダル、筆記用具

ハムストリングス損傷および、大腿四頭筋打撲
の検査法

白衣、サンダル、筆記用具

膝関節側副靭帯損傷および、十字靭帯損傷の
検査法

白衣、サンダル、筆記用具

膝関節半月板および、下腿三頭筋損傷の検査
法

白衣、サンダル、筆記用具

足関節外側靭帯損傷（副子固定）、指第2指PIP
関節背側脱臼の固定

白衣、サンダル、筆記用具

膝関節内側側副靭帯損傷（Xサポートテープ固
定）

白衣、サンダル、筆記用具

腱板損傷および、上腕二頭筋長頭腱損傷の検
査法

白衣、サンダル、筆記用具

肩鎖関節、肩関節脱臼の整復・固定 白衣、サンダル、筆記用具

肘関節脱臼、肘内障の整復・固定 白衣、サンダル、筆記用具

足関節外側靭帯損傷（各種テープ固定） 白衣、サンダル、筆記用具

授業内容 教材・持ち物


