
（2022年5月1日現在）

No. 科目区分 科目名 単位数 時間数 開講 学期 2022年度担当教員 備考

1 総合基礎科目領域/人間基礎科目群 健康科学論 1 15 通年（集中） 窪川　他 全学共通科目

2 総合基礎科目領域/共通基礎科目群 現代医療史 1 15 前期(前半) 山本

3 総合基礎科目領域/共通基礎科目群 心理学 2 30 前期 前川

4 総合基礎科目領域/共通基礎科目群 人間学 1 15 前期(前半) 山本　他

5 総合基礎科目領域/人間基礎科目群 人間関係論 1 15 前期（隔週） 鈴木

6 総合基礎科目領域/人間基礎科目群 世界の福祉 2 30 前期 田村

7 総合基礎科目領域/人間基礎科目群 共生学 1 15 後期（隔週） 前川

8 総合基礎科目領域/人間基礎科目群 地域連携の理論と実際 2 30 前期 坂本(宏)　他 富士河口湖町との連携講義

9 総合基礎科目領域/人間基礎科目群 リハビリテーション特別講義Ⅱ 1 15 後期(前半) 三科　他 現場経験を積んだ卒業生を特別講師として招聘

10 専門科目領域/専門基礎科目群/基礎医学系 解剖学Ⅰ 2 30 前期 志茂　他

11 専門科目領域/専門基礎科目群/基礎医学系 解剖学Ⅱ 2 30 後期 坂本(宏)　他

12 専門科目領域/専門基礎科目群/基礎医学系 運動学Ⅰ 2 30 前期 遠藤

13 専門科目領域/専門基礎科目群/基礎医学系 運動学Ⅱ 2 30 後期 元山

14 専門科目領域/専門基礎科目群/基礎医学系 運動学実習 1 45 前期 大塚　他

15 専門科目領域/専門基礎科目群/基礎医学系 人間発達学 2 30 後期 粕山

16 専門科目領域/専門基礎科目群/基礎医学系 病理学 1 15 後期（後半） 成

17 専門科目領域/専門基礎科目群/基礎医学系 薬学 1 15 後期（後半） 樫本

18 専門科目領域/専門基礎科目群/基礎医学系 公衆衛生学 1 15 前期（集中） 藤井

19 専門科目領域/専門基礎科目群/基礎医学系 バイオメカニクス 2 30 後期 遠藤

20 専門科目領域/専門基礎科目群/臨床医学系 臨床医学総論 1 15 前期（後半） 樫本　他

21 専門科目領域/専門基礎科目群/臨床医学系 整形外科学 2 30 前期 山本

22 専門科目領域/専門基礎科目群/臨床医学系 神経内科学 2 30 前期 竹川

23 専門科目領域/専門基礎科目群/臨床医学系 小児科学 1 15 前期（変則） 小林(千)＊ ＊非常勤講師

24 専門科目領域/専門基礎科目群/臨床医学系 内科学 2 30 後期 竹川

25 専門科目領域/専門基礎科目群/臨床医学系 精神医学 2 30 前期 久保木＊ ＊非常勤講師

26 専門科目領域/専門基礎科目群/臨床医学系 リハビリテーション医学 1 15 後期（後半） 山本

27 専門科目領域/専門基礎科目群/福祉学系 現代社会と福祉Ⅰ 2 30 前期 田村

28 専門科目領域/専門基礎科目群/福祉学系 精神保健学Ⅱ 2 30 後期 播摩＊ ＊非常勤講師

29 専門科目領域/専門基礎科目群/福祉学系 高齢者福祉 2 30 前期 梅沢

30 専門科目領域/専門基礎科目群/福祉学系 障害者福祉 2 30 前期 井出＊ ＊非常勤講師

31 専門科目領域/専門基礎科目群/臨床人間学系 児童青年心理学 2 30 後期 前川

32 専門科目領域/専門基礎科目群/臨床人間学系 障害者心理学 2 30 前期 前川

33 専門科目領域/専門基礎科目群/臨床人間学系 社会心理学 2 30 後期 高田

34 専門科目領域/専門科目群（理学） 理学療法概論 2 30 前期 髙村

35 専門科目領域/専門科目群（理学） 理学療法演習Ⅰ-1 1 30 前期 坂本(祐)　他

36 専門科目領域/専門科目群（理学） 理学療法演習Ⅰ-2 1 30 後期 坂本(祐)　他

37 専門科目領域/専門科目群（理学） 運動解剖学 2 30 後期 関口

38 専門科目領域/専門科目群（理学） 臨床運動学 2 30 後期 高村　他

39 専門科目領域/専門科目群（理学） 理学療法管理学 2 30 前期 三科

40 専門科目領域/専門科目群（理学） 理学療法評価学 2 30 前期 遠藤  他

41 専門科目領域/専門科目群（理学） 理学療法評価学実習 1 45 後期 元山  他

42 専門科目領域/専門科目群（理学） 理学療法演習Ⅱ-1 1 30 前期 関根  他

43 専門科目領域/専門科目群（理学） 理学療法演習Ⅱ-2 1 30 後期 関根  他

44 専門科目領域/専門科目群（理学） 運動器系理学療法評価学演習 1 30 後期 粕山  他

45 専門科目領域/専門科目群（理学） 神経系理学療法評価学演習 1 30 後期 髙村  他

46 専門科目領域/専門科目群（理学） 内部障害系理学療法評価学演習 1 30 後期 甘利  他

47 専門科目領域/専門科目群（理学） クリニカルリーズニング 1 30 後期 関根  他

48 専門科目領域/専門科目群（理学） 理学療法治療学 2 30 後期 粕山

49 専門科目領域/専門科目群（理学） 運動療法学 2 30 後期 甘利  他

50 専門科目領域/専門科目群（理学） 理学療法演習Ⅲ 1 30 前期 大塚

51 専門科目領域/専門科目群（理学） 運動器系理学療法学実習 1 30 前期 関口

52 専門科目領域/専門科目群（理学） 神経系理学療法学実習 1 30 前期 髙村

53 専門科目領域/専門科目群（理学） 内部障害系理学療法学実習 1 30 前期 甘利  他

54 専門科目領域/専門科目群（理学） 日常生活活動学 2 30 後期 関根

55 専門科目領域/専門科目群（理学） 日常生活活動学実習 1 30 前期 坂本  他

56 専門科目領域/専門科目群（理学） 義肢装具学 2 30 後期 関根  他

57 専門科目領域/専門科目群（理学） 義肢装具学実習 1 30 前期 駒形  他

58 専門科目領域/専門科目群（理学） 物理療法学 2 60 前期 駒形  他

59 専門科目領域/専門科目群（理学） 小児理学療法学 2 30 前期 花城＊  他 ＊非常勤講師

60 専門科目領域/専門科目群（理学） マニュアルセラピー 2 30 前期 関口

61 専門科目領域/専門科目群（理学） 地域生活支援学 2 30 前期 浅野  他

62 専門科目領域/専門科目群（理学） 高次脳機能障害治療学 2 30 前期 小沢

63 専門科目領域/専門科目群（理学） 地域理学療法学 2 30 後期 三科

64 専門科目領域/専門科目群（理学） 予防理学療法学 1 15 前期 三科  他

65 専門科目領域/専門科目群（理学） 見学実習 1 45 前期 駒形  他

66 専門科目領域/専門科目群（理学） 地域理学療法学実習 1 45 後期 三科  他

67 専門科目領域/専門科目群（理学） 検査測定実習 1 45 後期 三科  他

68 専門科目領域/専門科目群（理学） 評価実習 6 270 後期 粕山  他

69 専門科目領域/専門科目群（理学） 卒業研究 4 60 通年 坂本(祐)　他

70 専門科目領域/専門科目群（理学） 理学療法演習Ⅳ 1 30 通年 関口

71 専門科目領域/専門科目群（理学） 理学療法特論 2 30 後期 粕山  他

72 専門科目領域/専門科目群（理学） スポーツ理学療法学 2 30 後期 粕山  他

73 専門科目領域/専門科目群（理学） スポーツ医科学 1 15 後期（集中） 山本

74 専門科目領域/専門科目群（理学） 理学療法マネージメント 1 15 前期 三科

75 専門科目領域/専門科目群（理学） 高齢者理学療法学 1 15 後期 三科

76 専門科目領域/専門科目群（理学） 臨床実習Ⅳ 10 450 通年 髙村　他

130 単位

共通 53

専門 77

○2022年度 理学療法学科 実務経験教員 担当科目


