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　 実施方法：実施日までに学んだ操作手順を踏まえて、設問指示に従いデータを作成・編集し提出する

定期試験（60点満点）

　 実施方法：全講義を通して学んだ操作手順を踏まえて、設問指示に従いデータを作成・編集し提出する

復習試験

【評価について】　※評価基準については「学生便覧」を参照すること

小テスト（10点満点）

　 実施方法：その日に学んだ操作手順を踏まえて、設問指示に従いデータを作成・編集し提出する

中間テスト（30点満点）

7

【授業単元】　Word試験対策

15 定期試験

【授業形態】　講義・演習

Word基礎で習ったことを実践できる

6

【授業単元】　Word基礎3

14

【授業単元】　Excel試験対策

【授業形態】　講義・演習 【授業形態】　講義・演習

表を駆使した文書を作ることができる Excel基礎で習ったことを実践できる

5

【授業単元】　Word基礎2

13

【授業単元】　Excel応用E （ブックの活用）

【授業形態】　講義・演習 【授業形態】　講義・演習

画像や図形を駆使した文書を作成できる ブックを活用するさまざまな機能を理解し活用できる

4

【授業単元】　Word基礎1

12

【授業単元】　Excel応用A（データベース）

【授業形態】　講義・演習 【授業形態】　講義・演習

文書作成ソフトを使って、効率的にビジネス文書を作ることができる データベース機能を理解し活用できる

3

【授業単元】　CCT入門3

11

【授業単元】　Excel基礎3

【授業形態】　講義・演習 【授業形態】　講義・演習

Officeの基本操作ができる グラフを駆使した資料を作成できる

2

【授業単元】　CCT入門2

10

【授業単元】　Excel基礎2

【授業形態】　講義・演習 【授業形態】　講義・演習

新しいテクノロジーや情報を扱うための基礎的な知識や注意点を理解し、正しく上
手に活用できる

関数を駆使した資料を作成できる

授　業　概　要 授　業　概　要

1

【授業単元】　CCT入門1

9

【授業単元】　Excel基礎1

【授業形態】　講義・演習 【授業形態】　講義・演習

講義の意義を理解し,PCの基礎的な操作ができる 企業や施設が求める表計算ソフトの操作ができる

【講師略歴】
滋慶学園グループ所属の(株)ブレーンスタッフコンサルタンツのラーニングマネージャーが、卒業研究や就職後に必須となるパソコンスキルについての講義を実施

【授業への心構え・留意点】
滋慶学園グループの学生に必要なスキルに特化したオリジナルのe-learning（インターネット上のテキスト）を使用
メモが必要な人は筆記用具の準備

【資格や現場で必要とされるスキルとの関係性】
就職後に必須となるパソコンスキルについて、実践的なデータの作成や操作をとおしてスキル定着をはかる

【科目目標（一般目標）】
・新しいテクノロジーや情報を扱うための基礎的な知識や注意点を理解し、正しく活用できる
・Wordを利用した複合文書を作成できる
・Excelを利用し、表計算や表、グラフの作成ができる

【使用教科書・教材・参考書】
滋慶学園グループの学生に必要なスキルに特化したオリジナルのe-learning（インターネット上のテキスト）を使用

ブレーンスタッフコンサルタンツ

開講時期 1年 前期　水曜日　3時限
学科･学部 視能訓練士学科

科目名 コンピューター演習
30時間 2単位 講師名
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　 実施方法：８回目の講義の時間に行う。

定期試験（60点満点）

　 実施方法：

復習試験

【評価について】　※評価基準については「学生便覧」を参照すること

小テスト（10点満点）

　 実施方法：毎週前週の内容を授業の最初に行う

復習試験（30点満点）

7

【授業単元】文字式　その１

15 定期試験

【授業形態】　講義

【到達目標】文字式のルールと表し方を説明できる。

6

【授業単元】正負の数

14

【授業単元】総復習

【授業形態】　講義 【授業形態】　講義

【到達目標】正の数と負の数の四則計算を説明できる。 【到達目標】定期試験に向けてわからないところを見つけ質疑応答することで疑問
点をなくす。

5

【授業単元】割合　比例計算

13

【授業単元】二次方程式

【授業形態】　講義 【授業形態】　講義

【到達目標】％および歩合への変換及び計算と比例計算の仕方を説明できる。 【到達目標】二次方程式の計算方法を説明できる。

4

【授業単元】平面図形　　立体図形

12

【授業単元】因数分解

【授業形態】　講義 【授業形態】　講義

【到達目標】平面図形の面積及び立体図形の体積と表面積の出し方を説明でき
る。

【到達目標】因数分解の計算方法を説明できる。

3

【授業単元】分数の計算　単位

11

【授業単元】平方根

【授業形態】　講義 【授業形態】　講義

【到達目標】分数の計算方法および単位の変換について説明できる。 【到達目標】平方根の計算方法を説明できる。

2

【授業単元】約数と倍数　少数の計算

10

【授業単元】連立方程式

【授業形態】　講義 【授業形態】　講義

【到達目標】最大公約数と最小公倍数の出し方および小数点のある計算方法を説
明できる。

【到達目標】連立方程式の解き方および文章問題での式の立て方を説明できる。

授　業　概　要 授　業　概　要

1

【授業単元】オリエンテーション

9

【授業単元】文字式　その２　一次方程式

【授業形態】　講義 【授業形態】　講義

【到達目標】この科目の学習方法を理解することができる。 【到達目標】文字式を使っての計算方法を説明できる。

【使用教科書・教材・参考書】 小中学校９年分の算数・数学がわかる本

科目名 眼科基礎理数
30時間 2単位 講師名 渡邉  隆

前期 １年 前期　　月曜日　３時限
学科･学部 視能訓練士学科 　

【講師略歴】 北里大学薬学部を卒業し、薬剤師免許を取得して、調剤薬局勤務、GEメーカーにおけるGE薬の研究開発をへて薬局経営、ドラッグストアの調剤部門
の責任者や等を歴任し、独立。現在薬剤師として調剤薬局で勤務をする傍ら大学・専門学校等で講師を務めている。現場で勤務することで最新の情報を収集する
ことができそれを学生さんにフィードバックできるように勤めています。

【授業への心構え・留意点】教科書中心の座学になります。毎週、前週の講義内容の小テストがありますのできちんと聞いておくことが重要です。

【資格や現場で必要とされるスキルとの関係性】国家試験で出題される様々な計算問題を、公式に当てはめて計算する際に基本的な四則計算ができていないと答
えが導きだせません。基本的な四則計算の復習を行います。

【科目目標（一般目標）】小学校の算数と中学校の数学の基本を思い出す。
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　 実施方法：プレゼンテーションもしくは記述試験

定期試験（60点満点）

　 実施方法：記述試験もしくはプレゼンテーション

　　　　　　　　　復習試験　　　　　　　　　　　　　　　　　　田中

【評価について】　※評価基準については「学生便覧」を参照すること

小テスト（10点満点）

　 実施方法：記述試験

復習試験（30点満点）

7

【授業単元】　立ち居振る舞い・ここまでの振り返り　　　　　　　　　　　　　　　　田中

15 　　　　　　　　　定期試験　　　　　　　　　　　　　　　　　　田中

【授業形態】　講義＆ワーク

【到達目標】
感じのいい立ち居振る舞いができるようになる。
新人として好感を持てる態度とは何かを習得する。

6

【授業単元】自己理解②話し方　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　花澤

14

【授業単元】　実習・インターンシップで必要なこと　　　　　　　　　　　　　　　　　花澤

【授業形態】　講義＆ワーク 【授業形態】　講義＆ワーク

【到達目標】
自己理解シートを使用し、自己の理解を促す
話し方のコツを理解する

【到達目標】
わからない問題の洗い出しをし、課題を抽出する。
抽出された課題の何がわからなかったのかを特定する。
総まとめロールプレイ

5

【授業単元】電話対応①言葉遣い　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　田中

13

【授業単元】　話し方・プレゼンテーション　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　花澤

【授業形態】　講義＆ワーク 【授業形態】　講義＆ワーク

【到達目標】
電話対応がスムーズにできる。
敬語の理解を深めることができる。

【到達目標】
伝わりやすい話し方は何かを理解し、習得する

4

【授業単元】　自己理解①　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　田中

12

【授業単元】　伝え方　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　田中

【授業形態】　講義＆ワーク 【授業形態】　講義＆ワーク

【到達目標】
ライフチャートを作成する
自己PRが書けるようになる

【到達目標】
アサーティブな言い方を身に付ける

3

【授業単元】　マナー5原則②　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　田中

11

【授業単元】　ビジネスメールと名刺マナー　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　田中

【授業形態】　講義＆ワーク 【授業形態】　講義＆ワーク

【到達目標】
社会人としての「言葉遣い」「態度」を習得する。
学生言葉を使わずに会話できる
コミュニケーションとは何かを理解する

【到達目標】
ビジネスメールの注意点を理解する
名刺の受け渡しができるようになる

【到達目標】
聴き方の重要性を理解する
聴き方の手法を身に付ける

2

【授業単元】　マナーの5原則①　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　田中

10

【授業単元】　サービスマインド　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　田中

【授業形態】　講義＆ワーク 【授業形態】　講義＆ワーク

【到達目標】
マナー5原則を理解できる
 「笑顔」「表情」「身だしなみ」を習得する。

【到達目標】
CS/CDを理解する
医療でのサービスマインドを話し合う

【使用教科書・教材・参考書】
コミュニケーションスキルアップ検定の教科書。各授業で、作成したパワーポイントの資料を配布。

授　業　概　要 授　業　概　要

1

【授業単元】 オリエンテーション・ビジネスマナーの大切さ　　　　　　　　　　　花澤

9

【授業単元】　聴き方　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　田中

【授業形態】講義＆ワーク 【授業形態】　講義＆ワーク

【到達目標】
  好感を持たれる接遇を理解できる。
第一印象の重要性と、その要素を理解できる。
挨拶とお辞儀を習得する。

学科･学部 視能訓練士学科　Ⅰ部

【講師略歴】
保有資格：2級キャリアコンサルタント技能士・メンタルヘルスマネジメン（管理監督者向け）
20年以上経験がある国際線客室乗務員の経験を活かしてビジネスマナーを中心とした研修が得意である。それに加えキャリアコンサルタント2級の資格があるこ
とで、カウンセリングスキル、コミュニケーション、キャリアガイダンス研修などの実績も多い。
最近は、歯科クリニックからの依頼も多く、スタッフ研修には定評がある。

【授業への心構え・留意点】
学生として、社会人として、また生活するうえで大要なコミュニケーション力を高める授業を行います。
実習、インターンに出ても困らないだけの社会人マナー、コミュニケーション力を身に付けることの重要性を実例を交えながら、伝えて行きます

【資格や現場で必要とされるスキルとの関係性】
人間関係が心地よいものであれば、学校・職場など人が集まる場所が嫌ではなく、楽しむことができます。
人間関係を作るツールとしてのコミュニケーション能力を向上させれば、毎日が豊かになり、人間性も豊かになっていきます。
実習先や就職先で人間関係を円滑に築くためのコミュニケーションの取り方が理解でき、相手の心に寄り添い心配りや気遣いができるようなれば、豊かな人生
につながることを理解し、身に付けていきます。

【科目目標（一般目標）】
社会で通用するコミュニケーション力を身に付ける。
話し方、聴き方、伝え方、自己表現、社会的スキル、サービスマインド、すべての能力を上げることを目標とする

科目名

コミュニケーション技法
30時間 2単位 講師名 花澤　真里子

必修

開講時期 1年 前期　火曜日　3時限
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　 実施方法：記述試験

定期試験（60点満点）

　 実施方法：記述試験

復習試験

【評価について】　※評価基準については「学生便覧」を参照すること

小テスト（20点満点）

　 実施方法：記述試験

復習試験（20点満点）

7

【授業単元】　血液の循環と調節

15 定期試験

【授業形態】　講義

【到達目標】血管と血圧の調節

６

【授業単元】血液の循環と調節

14

【授業単元】　生殖、発生。

【授業形態】　講義 【授業形態】　講義

【到達目標】心臓の構造と働きを理解する 生殖と発生のしくみを理解する

5

【授業単元】　呼吸と血液の働き

13

【授業単元】　内部環境からの防御、生殖、発生、老化

【授業形態】　講義 【授業形態】　講義

【到達目標】呼吸と血液の働きを理解する 【到達目標】免疫。生殖器系の構造、働きを理解する

４

【授業単元】呼吸と血液の働き

１２

【授業単元】　情報の需要と処理

【授業形態】　講義 【授業形態】　講義

【到達目標】呼吸器の構造、機能を理解する 【到達目標】神経系の構造と機能を理解する

3

栄養の消化と吸収

11

【授業単元】情報の需要と処理

【授業形態】　講義 【授業形態】　講義

【到達目標】膵臓、肝臓の構造と機能を理解する 【到達目標】神経系の構造と機能を理解する

2

栄養の消化と吸収

10

【授業単元】　内蔵機能の調節

【授業形態】　講義 【授業形態】　講義

消化管の構造と機能を理解する。（胃、腸） 【到達目標】ホルモンによる調節を理解すr

授　業　概　要 授　業　概　要

1

【授業単元細胞、組織

9

【授業単元】　体液の循環と尿の生成

【授業形態】　講義 【授業形態】　講義

生物学で学んで細胞、組織を確認する 【到達目標】腎臓の構造と機能、尿の生成を理解する

【使用教科書・教材・参考書】　系統看護学講座　解剖生理学（医学書院）

科目名 人体の構造と機能Ⅰ
30時間 2単位 講師名 脇雅子

開講時期 1 前期　　月曜日　３時限
学科･学部 視能訓練士学科 I部

【講師略歴】　医学博士号を持ち、長年医学部で研究と教育に携わる。滋慶学園での専任教員後現在は、滋慶学園ならびに医療系専門学校で基礎医学全般を教
授する。

【授業への心構え・留意点】　視能訓練士になるべく自覚を持ち、毎回復習し自ら意欲的に学習する。授業中の私語、居眠り、携帯電話は厳禁。

【資格や現場で必要とされるスキルとの関係性】　生物学での細胞・組織の構造を基礎として、人体の構造と機能。病理学との相を理解し視能訓練士として必要な
医学的・科学的知識を習得する。また、将来的に臨床現場で生かせるようにする。

【科目目標（一般目標）】　人体を構成する器官の構造と働きを理解し、医学的知識を習得する上での基礎知識を幅広く身に着ける。



回 回

8

　 実施方法：記述試験

定期試験（60点満点）

　 実施方法：記述試験

復習試験

【評価について】　※評価基準については「学生便覧」を参照すること

小テスト（10点満点）

　 実施方法：記述試験

復習試験（30点満点）

7

【呼吸のしくみ】

15 定期試験

【授業形態】　講義

【到達目標】からだは食べ物からどのようにつくられるかを理解する

6

【授業単元】　呼吸のしくみ

14

【授業単元】　生物の生活と環境

【授業形態】　講義 【授業形態】　講義

【到達目標】からだは食べ物からどのようにつくられるかを理解する 【到達目標】神経による調節を理解する

5

【授業単元】代謝

13

【授業単元】生物の生活と環境

【授業形態】　講義 【授業形態】　講義

【到達目標】から、体やエネルギーをつくる仕組みを理解する 【到達目標】体液の恒常性、消化吸収を理解する

4

【授業単元】動物個体の成り立ち

12

【授業単元】生物の生活と環境

【授業形態】　講義 【授業形態】　講義

【到達目標】動物の組織・器官・個体を理解する 【到達目標】免疫による調節を理解する

3

【授業単元】　細胞膜を介した物質輸送、細胞への物質の出入り

11

【授業単元】　生物の生活と環境

【授業形態】講義 【授業形態】　講義

【到達目標】組織の物質輸送、膜の透過性を理解する 【到達目標】ホルモンによる調節を理解する

2

【授業単元】　細胞の構造とはたらき

１０

【授業単元】生物の生活と環境

【授業形態】　講義 【授業形態】講義

【到達目標】細胞の微細構造を理解する 【到達目標】
体内環境としての体液を理解するを理解する

授　業　概　要 授　業　概　要

1

【授業単元】細胞と分子、細胞を構成する物質

９

【授業単元】　遺伝情報の発現

【授業形態】　講義 【授業形態】　講義

【到達目標】いろいろな細胞を理解する 【到達目標】細胞分裂

【使用教科書・教材・参考書】　生物図録（数研出版）

科目名 生物学
30時間 2単位 講師名 佐藤　麻衣

開講時期 １年 前期　水　曜日　１時限
学科･学部 視能訓練士学科 I　部

【講師略歴】　薬剤師免許を持ち、病院や調剤薬局などで就業経験があり、現在はコロナ関連業務に従事。

【授業への心構え、留意点】視能訓練士になるべく自覚を持ち、毎回復習し意欲的に自ら学習する。授業中の私語、居眠り、携帯電話は厳禁。

【資格や現場で必要とされるスキルとの関係性】　視能訓練士として必要とされる知識の基礎となる。基礎専門教科や臨床教科を理解する上で基本となる重要な教
科である。

【科目目標（一般目標）】　生命の基本である細胞・組織構造と機能を理解し医学的知識を理解する上での基礎知識を幅広く身に着ける。
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　 実施方法：講義内容と6回目までの小テストを踏まえた選択形式問題で実施。最後に、簡単な記述問題を設定することあり。持ち込み不可

定期試験（60点満点）
　 実施方法：講義内容と全小テスト(特に9～13回)の小テストを踏まえた選択形式問題で実施。最後に、簡単な記述問題を設定することあり。持
ち込み不可

復習試験

【評価について】　※評価基準については「学生便覧」を参照すること

小テスト（10点満点）

　 実施方法：1回目はプレ小テスト。第2～6回、9～13回の計10回で選択形式問題の小テストを実施(各4点×10回÷4＝10点、とする)教科書等の
参照可

復習試験（30点満点）

7

【授業単元】　臨床医学各論

15 定期試験

【授業形態】　講義

【到達目標】
　運動器疾患、皮膚疾患、婦人科・妊産婦疾患　について知る

6

【授業単元】　臨床医学各論

14

【授業単元】　保健医療対策　/　関係法規

【授業形態】　講義 【授業形態】　講義

【到達目標】
　血液・造血器疾患、神経・筋疾患、精神疾患、アレルギー性疾患、膠原病・その
他全身疾患、中毒性疾患　について知る

【到達目標】
　難病・腎不全対策、臓器・造血幹細胞移植、関係法規　について知る

5

【授業単元】　臨床医学各論

13

【授業単元】　感染症・感染症対策

【授業形態】　講義 【授業形態】　講義

【到達目標】
　国際疾病分類(ICD)　/　呼吸器疾患、循環器疾患、消化器疾患、代謝・内分泌
疾患、腎臓・泌尿器疾患　について知る

【到達目標】
　感染症の種類と予防対策について知る

4

【授業単元】　臨床医学総論

12

【授業単元】　医療関係職種　/　医療施設の種類　/　保健医療対策

【授業形態】　講義 【授業形態】　講義

【到達目標】
　発熱、ショック、浮腫～動悸、等の臨床症状について知る

【到達目標】
　医療関係職種　/　病院、診療所、等の施設　/母子保健・高齢者保健・精神保
健対策　について知る

3

【授業単元】　人体の構造・機能

11

【授業単元】　健康状態と受療状況　/　医療保障

【授業形態】　講義 【授業形態】　講義

【到達目標】
　人体の構成(消化器、泌尿器、内分泌・ホルモン、神経、生殖器、皮膚、感覚器)
について知る

【到達目標】
　国民生活基礎調査、患者調査　/　医療保険制度、介護保険制度、国民医療費
について知る

2

【授業単元】　人体の構造・機能

10

【授業単元】　人口統計

【授業形態】　講義 【授業形態】　講義

【到達目標】
　人体の構成(細胞、骨、筋肉、血液、循環、呼吸器)について知る

【到達目標】
　人口静態・動態　について知る

授　業　概　要 授　業　概　要

1

【授業単元】　医学について

9

【授業単元】　臨床医学各論

【授業形態】　講義 【授業形態】　講義

【到達目標】
　医学の定義　/　医学の歴史　/　胃の倫理　について知る

【到達目標】
　小児疾患、耳鼻咽喉疾患、メタボリックシンドローム　について知る

【使用教科書・教材・参考書】　　「コメディカルのための専門基礎分野テキスト　医学概論」　中外医学社　/各回の内容を示したプリント配布

科目名 医学概論
30時間 2単位 講師名 大竹　千生

開講時期 1年 前期　　木曜日　4時限
学科･学部 視能訓練士学科 　Ⅰ部

【講師略歴】
　保有資格：歯科医師。歯学部卒業および大学院基礎研究科(衛生学)修了、博士(歯学)取得。地域で臨床を行いつつ口腔衛生学会の認定医として貢献すべく歯
科医業に従事

【授業への心構え・留意点】
　視能訓練士の国家試験では、この科目としての出題はありません。しかし、この科目の内容が出題されることはあります。また、医療従事者として知っておくべき
事柄が多く含まれます。過去の出題を配慮した講義に努めますので、ぜひ参考になさってください。

【資格や現場で必要とされるスキルとの関係性】
　講義で習得した諸々の知識を、臨床の場にて、根拠のある事柄として伝えることで、円滑な診療や指導へとつなげることが可能である

【科目目標（一般目標）】
　視能訓練士に必要な医学の知識の概要を習得する
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　 実施方法：

定期試験（60点満点）

　 実施方法：

復習試験

【評価について】　※評価基準については「学生便覧」を参照すること

小テスト（10点満点）

　 実施方法：

復習試験（30点満点）

7

【授業単元】　まとめ

15 定期試験

【授業形態】　講義

【到達目標】
これまでの復習、テスト対策

6

【授業単元】　色覚

14

【授業単元】　まとめ

【授業形態】　講義 【授業形態】　講義

【到達目標】
後天色覚異常、色覚検査の種類を学ぶ

【到達目標】
これまでの復習、テスト対策

5

【授業単元】　色覚

13

【授業単元】　電気生理

【授業形態】　講義 【授業形態】　講義

【到達目標】
先天色覚異常について学ぶ

【到達目標】
VEPについて学ぶ

4

【授業単元】光覚／色覚

12

【授業単元】　電気生理

【授業形態】　講義 【授業形態】　講義

【到達目標】
明順応、暗順応について学ぶ／色の３原色について学ぶ

【到達目標】
ERGについて学ぶ

3

【授業単元】　視覚生理の基礎／光覚

11

【授業単元】　電気生理

【授業形態】　講義 【授業形態】　講義

【到達目標】
光の明るさの単位を学ぶ／杆体・錐体について学ぶ

【到達目標】
電気生理検査の種類を学ぶ

2

【授業単元】　視力

10

【授業単元】　視野

【授業形態】　講義 【授業形態】　講義

【到達目標】
乳幼児の視力検査の種類を学ぶ

【到達目標】
視野異常について学ぶ

授　業　概　要 授　業　概　要

1

【授業単元】視覚生理の基礎／視力

9

【授業単元】　視野

【授業形態】　講義 【授業形態】　講義

【到達目標】
視覚とは何か？／視力の種類、検査方法を学ぶ

【到達目標】
視野検査の種類を学ぶ

【使用教科書・教材・参考】　視能学　

科目名 視覚生理学Ⅰ
30時間 2単位 講師名 越田　愛生

開講時期 1年 前期　　月曜日　1時限
学科･学部 視能訓練士学科 　Ⅰ部

【講師略歴】
2016年に視能訓練士国家資格を取得。個人クリニックにて５年間の実務経験を経て、2022年より日本医歯薬専門学校の専任講師として勤務。

【授業への心構え・留意点】
この授業では知識を、視覚生理学実習では実技を学びます。知識と実技をうまくつなげられるようになりましょう。

【資格や現場で必要とされるスキルとの関係性】
正しい知識を身につけることによって精度の高い検査を行うことができる。

【科目目標（一般目標）】
視力、視野、色覚、光覚、電気生理の知識を身につける。
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　 実施方法：実技試験

定期試験（60点満点）

　 実施方法：実技試験

復習試験

【評価について】　※評価基準については「学生便覧」を参照すること

小テスト（10点満点）

　 実施方法：実技試験

復習試験（30点満点）

13.14

【授業単元】　視力検査

29.30 定期試験

【授業形態】　実習

【到達目標】
試験にむけ視力検査の復習

11.12

【授業単元】　色覚検査／視力検査

27.28

【授業単元】　視野検査

【授業形態】　実習 【授業形態】　実習

【到達目標】
様々な色覚検査に触れ、それぞれの検査方法を学ぶ。

【到達目標】
試験にむけ視野検査の復習

9.10

【授業単元】　小テスト

25.26

【授業単元】　視野検査

【授業形態】　実習 【授業形態】　実習

【到達目標】
レフ・NCTの操作・裸眼視力の測定

【到達目標】
動的視野検査の輝度調整、静的視野検査の操作方法、検査説明の仕方を学ぶ

7.8

【授業単元】　レフ・ノンコンタクトトノメータ／ETDRSチャート/視力検査

23.24

【授業単元】　網膜電図

【授業形態】　実習 【授業形態】　実習

【到達目標】
レフ・NCTの操作方法と検査内容の理解/ETDRSチャートを用いた視力の測定

【到達目標】
網膜電図の検査方法を学ぶ

5.6

【授業単元】　視力検査

21.22

【授業単元】　視野検査

【授業形態】　実習 【授業形態】　実習

【到達目標】
最高球面度数の決定ができる。

【到達目標】
動的視野検査の輝度調整、静的視野検査の操作方法、検査説明の仕方を学ぶ

3.4

【授業単元】　視力検査

19.20

【授業単元】　視野検査

【授業形態】　実習 【授業形態】　実習

【到達目標】
球面レンズでの矯正視力の測定ができる。

【到達目標】
動的視野検査の輝度調整、静的視野検査の操作方法、検査説明の仕方を学
ぶ。

授　業　概　要 授　業　概　要

1.2

【授業単元】視力検査

17.18

【授業単元】　視野検査

【授業形態】　実習 【授業形態】　実習

【到達目標】
裸眼視力検査ができる。その記載ができる。

【到達目標】
動的視野検査の輝度調整、静的視野検査の操作方法、検査説明の仕方を学ぶ

【使用教科書・教材・参考書】　視能学　視能矯正学　眼科検査ガイド　理解を深めよう視野検査

科目名 視覚生理学実習
60時間 2単位 講師名 正信　りさ／芝田　理恵／越田　愛生

開講時期 1年 前期　　金曜日　3,4時限
学科･学部 視能訓練士学科 　Ⅰ部

【講師略歴】
保有資格：視能訓練士／日本医歯薬専門学校専任教員

【授業への心構え・留意点】
実際の患者さんを検査するつもりで取り組んでほしい。

【資格や現場で必要とされるスキルとの関係性】
知識や技術を身につけると患者さんへの声のかけ方や説明の仕方を自ら考えることができる。

【科目目標（一般目標）】
レフやNCT、視野計の操作ができるようになる。球面決定までの視力検査ができるようになる。
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　 実施方法：記述問題、選択問題など

定期試験（60点満点）

　 実施方法：記述問題、選択問題など

復習試験

【評価について】　※評価基準については「学生便覧」を参照すること

小テスト（10点満点）

　 実施方法：記述問題、選択問題など

復習試験（30点満点）

7

【授業単元】　眼球付属器①

15 定期試験

【授業形態】　講義

【到達目標】
眼瞼・結膜・涙器のはたらきを説明することができる。

6

【授業単元】　眼球内容物

14

【授業単元】　視覚器の発生

【授業形態】　講義 【授業形態】　講義

【到達目標】
房水・水晶体・硝子体のはたらきを説明することができる。

【到達目標】
眼組織の発生起源が言える。

5

【授業単元】　眼球内膜（網膜）

13

【授業単元】　眼の自律神経

【授業形態】　講義 【授業形態】　講義

【到達目標】
眼球内膜（網膜）　網膜を面としてとらえ、はたらきを説明することができる。

【到達目標】
対光反応の仕組みを説明することができる。

4

【授業単元】　眼球内膜（網膜）

12

【授業単元】　脳と神経

【授業形態】　講義 【授業形態】　講義

【到達目標】
眼球内膜（網膜）　網膜を層で捉え、はたらきを説明することができる。

【到達目標】
脳の分類と脳神経が言える。
水平眼球運動が説明できる。

3

【授業単元】　眼球中膜（ぶどう膜・虹彩・毛様体・脈絡膜）

11

【授業単元】　視神経・視路

【授業形態】　講義 【授業形態】　講義

【到達目標】
眼球中膜（ぶどう膜・虹彩・毛様体・脈絡膜）のはたらきを説明することができる。

【到達目標】
視神経から視中枢までの解剖学的名称を言うことができ、その特徴を説明でき
る。

2

【授業単元】　眼球外膜（角膜・強膜）

10

【授業単元】　眼球血管系

【授業形態】　講義 【授業形態】　講義

【到達目標】
眼球外膜（角膜・強膜）のはたらきを説明することができる。

【到達目標】
動脈・静脈それぞれの血管の走行状態と役割を説明することができる。

授　業　概　要 授　業　概　要

1

【授業単元】　オリエンテーション

9

【授業単元】　眼球付属器②

【授業形態】　講義 【授業形態】　講義

【到達目標】
骨、筋、神経などのおおまかな仕組みがわかる。
眼球を立体的にイメージしながら水平断面図を書くことができる。

【到達目標】
眼窩・外眼筋のはたらきを説明することができる。

【使用教科書・教材・参考書】
視能学　現代の眼科学　標準眼科学

科目名 視器の解剖生理学Ⅰ
30時間 2単位 講師名 柘植　貴子

開講時期 １年 前期　　水曜日　2時限
学科･学部 視能訓練士学科　Ⅰ部

【講師略歴】
保有資格：視能訓練士、中学・高等学校教諭第一種免許
略　　　歴：2004年より眼科クリニックに視能訓練士として勤務。2016年より視能訓練士専任教員。

【授業への心構え・留意点】
日常生活における情報の8割は視覚によってもたらされていると言われている。
視能訓練士を目指す学生にもっとも理解していただきたいのは「見えるという仕組みの精巧さ」である。｢見える」ということが決して単一なものではなく、複雑で大変
素晴らしい仕組みによって成り立っていることを理解し、医療職者として活躍していただきたいと願っている。

【資格や現場で必要とされるスキルとの関係性】
眼疾患によって視器能を喪失することは重大なクオリティ・オブ・ライフの低下を招く。
眼疾患を患った患者様のニーズに的確に応えるためには正しい知識が必要である。
そのために本授業では業務に直結する内容や演習を取り入れていく予定である。

【科目目標（一般目標）】
正しい眼球の図を描くことが出来、立体的にイメージすることができる。
視器および付属器の名称を覚える。
それぞれの役割、生理機構を理解する。



回 回
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　 実施方法：
定期試験（60点満点）
　 実施方法：

復習試験
【評価について】　※評価基準については「学生便覧」を参照すること

小テスト（10点満点）
　 実施方法：
復習試験（30点満点）

7

【授業単元】　AC/A比②

15 定期試験
【授業形態】　講義

【到達目標】
AC/A比の計算が出来る
AC/A比の障害がわかる

6

【授業単元】　AC/A比①

14

【授業単元】　眼球運動検査

【授業形態】　講義 【授業形態】　講義

【到達目標】
AC/A比の定義がわかる
AC/A比の測定法がわかる

【到達目標】
眼球運動検査の種類・方法がわかる
眼球運動検査の結果の記載方法がわかる

5

【授業単元】　輻輳・開散

13

【授業単元】　眼位検査

【授業形態】　講義 【授業形態】　講義

【到達目標】
輻輳の種類がわかる
輻輳・開散の定義がわかる
輻輳・開散の障害がわかる

【到達目標】
眼位検査の種類・方法がわかる
眼位検査の結果の記載方法がわかる

4

【授業単元】外眼筋の作用と眼球運動③

12

【授業単元】　両眼視機能の異常②

【授業形態】　講義 【授業形態】　講義

【到達目標】
むき運動・ひき運動がわかる
眼球運動に関わる法則がわかる

【到達目標】
網膜対応異常がわかる

3

【授業単元】　外眼筋の作用と眼球運動②

11

【授業単元】　両眼視機能の異常①

【授業形態】　講義 【授業形態】　講義

【到達目標】
ともむき筋・ともひき筋・はりあい筋がわかる

【到達目標】
複視の種類・成り立ちがわかる
抑制・混乱視がわかる

2

【授業単元】　外眼筋の作用と眼球運動①

10

【授業単元】　両眼視機能②

【授業形態】　講義 【授業形態】　講義

【到達目標】
外眼筋の作用と神経支配がわかる
外眼筋の解剖がわかる

【到達目標】
ホロプター円、Panum融像圏がわかる
両眼視機能発達の条件がわかる

授　業　概　要 授　業　概　要

1

【授業単元】オリエンテーション　眼位

9

【授業単元】　両眼視機能①

【授業形態】　講義 【授業形態】　講義

【到達目標】
眼位の定義、状態と種類がわかる
斜視の定義、状態と種類がわかる

【到達目標】
両眼視の定義・網膜対応がわかる

【使用教科書・教材・参考書】

科目名 視能矯正学Ⅰ
30時間 2単位 講師名 山口　小百合

開講時期 1年 前期　　木曜日　1時限
学科･学部 視能訓練士学科 　Ⅰ部

【講師略歴】
保有資格：保有資格：視能訓練士
専門学校にて視能訓練士の資格を取得。
病院にて実務経験を積み、専任講師として専門学校において教務を行い現在に至る。

【授業への心構え・留意点】
視能矯正学は視能訓練士の基本となる分野であり、視能訓練士が得意とすべき分野です。また、国家試験において最も出題数の多い分野でもあります。
始めて耳にする言葉が多く出てくると思いますが、言葉とその意味を理解するよう努め、わからなかった言葉はしっかりと理解して翌週の授業に臨むようにしてくだ
さい。

【資格や現場で必要とされるスキルとの関係性】
斜視や弱視という、視能矯正の知識の土台となります。
眼球運動により麻痺した筋を判定したり、両眼視機能を評価することで、その後の治療や訓練が決まります。
視能訓練士が視能訓練士たる所以であり、特に多くの知識と技術を求められる分野です。

【科目目標（一般目標）】
①斜視の基礎となる外眼筋の解剖と眼球運動、その法則を理解する。
②正常両眼視機能を理解し、複視の機序を理解する。
③後期の「視能矯正学実習」の土台となる「網膜対応」の基礎を理解する。



回 回
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　 実施方法：記述試験

定期試験（60点満点）

　 実施方法：記述試験

復習試験

【評価について】　※評価基準については「学生便覧」を参照すること　　　

小テスト（10点満点）

　 実施方法：記述試験・提出物

復習試験（30点満点）

7

【授業単元】 計算

15 定期試験

【授業形態】 講義

【到達目標】
ここまで学習した知識の確認と条件に適した計算式の選択が行える

6

【授業単元】 特殊な視力検査

14

【授業単元】 総復習

【授業形態】 講義 【授業形態】 講義

【到達目標】
対数視力・対比視力・分数視力・縞視力を理解し計算が行える

【到達目標】
これまでに学習した知識を用いて問題を解くことができる。

5

【授業単元】 調節力

13

【授業単元】 網膜像の大きさ

【授業形態】 講義 【授業形態】 講義

【到達目標】
調節の役割を理解できる
遠点・近点を用いた調節力の計算ができる

【到達目標】
物体の大きさから網膜像の大きさを計算する事ができる。

4

【授業単元】 屈折異常とその矯正②

12

【授業単元】 自覚的屈折検査④

【授業形態】 講義 【授業形態】 講義

【到達目標】
Sturm's　Conoidを理解し作成できる

【到達目標】
クロスシリンダーを用いた自覚的屈折検査を図示する事ができる。

3

【授業単元】 屈折異常とその矯正①

11

【授業単元】 自覚的屈折検査③

【授業形態】 講義 【授業形態】 講義

【到達目標】
屈折異常（遠視・近視・乱視）を理解する
屈折異常に対する矯正方法を理解する

【到達目標】
クロスシリンダーを用いた自覚的屈折検査を数値で理解する事ができる。

2

【授業単元】 レンズの種類とその働き

10

【授業単元】 自覚的屈折検査②

【授業形態】 講義 【授業形態】 講義

【到達目標】
眼科で用いるレンズの種類を理解する
各種レンズの働きを理解する

【到達目標】
乱視標を用いた自覚的屈折検査を図示する事が出来る

【使用教科書・教材・参考書】
屈折異常とその矯正（主）・視能学・生理光学ドリル
※（主）以外は必要時に指示をします。

授　業　概　要 授　業　概　要

1

【授業単元】 眼光学とレンズ光学

9

【授業単元】 自覚的屈折検査①

【授業形態】 講義 【授業形態】 講義

【到達目標】
眼光学としての眼球構造を理解する
レンズ光学を理解する

【到達目標】
乱視標を用いた自覚的屈折検査を数値で理解する事が出来る

【科目目標（一般目標）】
眼科業務における基本的な計算が行えるようになる。
検査を行う際に患者さんの眼の状況をイメージしながら検査が行えるようになる。

科目名

生理光学Ⅰ
30時間 2単位 講師名 今井　哲也

必修

開講時期 1　年 前期　月曜　2限
学科･学部 視能訓練士学科　　Ⅰ　部

【講師略歴】
保有資格：視能訓練士（2009）
大学を卒業後に病院にて5年間の実務経験を経て専任講師として専門学校の教務を行い現在に至る

【授業への心構え・留意点】
体験と講義を交えて授業を行っていきます。
数字に対して苦手意識がある方でも繰り返し行えば必ず出来るようになりますので最後まで諦めずに頑張りましょう。

【資格や現場で必要とされるスキルとの関係性】
屈折検査や眼鏡系の業務において生理光学の知識が必要になります。実際に眼に見えない状況を想像しながら検査う事で、患者さんの要望に最善の提案が出来
るようになります。



回 回
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　 実施方法：　筆記試験

定期試験（60点満点）

　 実施方法：　筆記試験

復習試験

【評価について】　※評価基準については「学生便覧」を参照すること

小テスト（10点満点）

　 実施方法：　筆記試験（授業内で行うワークを小テストに代えることがあります）

復習試験（30点満点）

7

【授業単元】 導入教育振り返り

15 定期試験

【授業形態】 講義

【到達目標】
自身の役割を果たし、プレゼンテーションを成功させる

6

【授業単元】 導入教育準備

14

【授業単元】 導入教育オリエンテーション

【授業形態】 演習 【授業形態】 講義

【到達目標】
導入教育に向けての準備を行う

【到達目標】
導入教育に向けて準備を行う

5

【授業単元】 効率を考える

13

【授業単元】 前期を振り返る

【授業形態】 演習 【授業形態】 講義

【到達目標】
効果的な学習方法を知り、自らの学習に取り入れることができる

【到達目標】
前期の学びを振り返り自身の成長した部分を考えることができる

4

【授業単元】 成功する為に③

12

【授業単元】 ＰＤＣＡサイクル

【授業形態】 講義 【授業形態】 講義

【到達目標】
「重要事項」は何かを考える
「時間管理」を理解して行動できる

【到達目標】
ＰＤＣＡサイクルを知り、自らの学びや生活にいかすことができる

3

【授業単元】 成功するために②

11

【授業単元】 考察とは（レポートの書き方③）

【授業形態】 講義 【授業形態】 講義

【到達目標】
自分自身の「強み」と「課題」を知る
自分に必要な「自己変革」を考える

【到達目標】
考察の書き方を知り、レポートの作成にいかすことができる

2

【授業単元】 成功するために①

10

【授業単元】 論理的な文章（レポートの書き方②）

【授業形態】 講義 【授業形態】 講義

【到達目標】
目的・目標の確認と１年次の到達目標を知る
視能訓練士に求められることを知る

【到達目標】
論理的な文章を構成するポイントを知り、レポートの作成にいかすことができる

【使用教科書・教材・参考書】
レジュメ、学生便覧、Handbook of Lifestyle

授　業　概　要 授　業　概　要

1

【授業単元】 オリエンテーション

9

【授業単元】 文章の要約（レポートの書き方①）

【授業形態】 講義 【授業形態】 講義

【到達目標】
３年間の学校生活を知る
クラス規範を決定する

【到達目標】
文章の要約のポイントを知り、レポートの作成にいかすことができる

【科目目標（一般目標）】
学校生活が円滑におくれるよう、学則を理解し、行動できるようになる。
常に目標・目的を意識し、その達成に必要なことを考え行動できるようになる。

科目名

プロ養成講座Ⅰ
30時間 2単位 講師名 柘植　貴子

必修

開講時期 １　年 前期　　木曜日　2時限
学科･学部 視能訓練士学科　　Ⅰ部

【講師略歴】
保有資格：視能訓練士、中学・高等学校教諭第一種免許
略　　　歴：2004年より眼科クリニックに視能訓練士として勤務。2016年より視能訓練士専任教員。

【授業への心構え・留意点】
学校の授業に必要な基本的なスキルを学ぶとともに、視能訓練士として社会へ出るにあたって、社会人として必要なこと、視能訓練士として必要なことを併せて学
んでいきます。
授業内では多くのワークを行います。「目的」や「目標」を意識し、授業に積極的に参加してください。

【資格や現場で必要とされるスキルとの関係性】
働く上で必要な心構えや考え方を身につけます。
目的（何の為に行うのか）、手法（どうすれば目的を達成できるのか）、振り返り（上手くいった点はどこか、上手くいかなかった点はどこか、課題は何か）を考える力
を身につけ実践することで、社会人として、視能訓練士として、自分自身で成長していく力を身につけます。



【講師略歴】幼稚園教諭、保育士の資格を持ち、幼稚園、保育所での乳幼児保育・教育の３０年間の現場経験がある。専門学校に於いては講師として、１５年間保育系の科目を担当する。師として

19年間の経験がある。

回 回

　 実施方法：9回目以降の内容を中心に試験を行う。

8

【授業単元】 復習試験

【授業形態】 講義

【到達目標】１～７回目の内容が理解出来る。復習試験と解答、解説の理解。

【評価について】　※評価基準については「学生便覧」を参照すること

小テスト（20点満点）

　 実施方法：基本的に毎回試験を行う。

復習試験（20点満点）

　 実施方法：8回目に前半のまとめ試験を行う。

定期試験（60点満点）

7

【授業単元】 心配な子どもの行動への理解

15

【授業単元】 前期定期試験

【授業形態】 講義 【授業形態】 講義

【到達目標】障がいのある子どもへの理解と関わり方を学ぶ。
【到達目標】前期授業内容が理解出来る。実習の振り返りと前期授業内容の振り
返りをする。

6

【授業単元】 年齢別の子どもの発達と関わり方（５歳児）

14

【授業単元】 保育所での実習

【授業形態】講義 【授業形態】 実習

【到達目標】５歳児の発達と関わり方、遊びについて理解する。 【到達目標】授業で学んだことを活かして子どもと接することが出来る。

5

【授業単元】 年齢別の子どもの発達と関わり方（４歳児）

13

【授業単元】 保育施設の特徴と役割

【授業形態】 講義 【授業形態】 講義

【到達目標】４歳児の発達と関わり方、遊びについて理解する。 【到達目標】保育所について理解する。ＤＶＤ（保育所の１日の流れ）を観て学ぶ。

4

【授業単元】 年齢別の子どもの発達と関わり方（３歳児）

12

【授業単元】 子どもとの遊びのきっかけ作り

【授業形態】 講義 【授業形態】 講義・実技

【到達目標】３歳児の発達と関わり方、遊びについて理解する。
【到達目標】子どもとの遊びのきっかけ作りについて理解する。きっかけ作りアイテ
ムを作る。

3

【授業単元】 年齢別の子どもの発達と関わり方（２歳児）

11

【授業単元】 乳幼児の健康と病気・事故予防

【授業形態】 講義 【授業形態】 講義

【到達目標】２歳児の発達と関わり方、遊びについて理解する。 【到達目標】乳幼児の病気と対応、事故と予防対策、応急手当について理解する。

2

【授業単元】 年齢別の子どもの発達と関わり方（１歳児）

10

【授業単元】 乳幼児の健康と病気

【授業形態】 講義 【授業形態】 講義

【到達目標】１歳児の発達と関わり方、遊びについて理解する。
【到達目標】乳幼児の身体発育の見かた、発達の見かた、健康状態の見かたにつ
いて理解する。

【使用教科書・教材・参考書】実践保育学

1

【授業単元】 年齢別の子どもの発達と関わり方（０歳児）

9

【授業単元】 子どもと関わる環境構成

【授業形態】 講義 【授業形態】 講義・実技

【到達目標】対人援助職について理解する。０歳児の発達と関わり方、遊びについ
て理解する。

【到達目標】子どもと関わる環境構成について理解する。折り紙を折って壁画を考
える。

授　業　概　要 授　業　概　要

科目名 対人援助講座Ⅰ 60時間 4単位 講師名 河野　亮子

開講時期 1　年 前期　　火曜日　1・2時限
学科･学部 視能訓練士学科　　　Ⅰ部

【授業への心構え・留意点】子どもへの関心を持ち、子ども理解に努める。

【資格や現場で必要とされるスキルとの関係性】　視能訓練士として、現場に於いて子どもと関わることも多い為、子どもの発達や子どもとの関わり方を理解する。

【科目目標（一般目標）】　視力検査で接することが多い就学前の子どもの行動性を理解し、対応する力を身に付ける。



回

課題レポートの提出により評価を行う

【評価について】　※評価基準については「学生便覧」を参照すること

7～8

【授業単元】 導入授業

【授業形態】 グループワーク

【到達目標】
学内における役割決め
クラスルールの設定
傾聴力の大切さを理解する

3～6

【授業単元】 導入授業

【授業形態】 グループワーク

【到達目標】
クラスメイトを知り、相互支援関係の基礎が構築できる

視能訓練士学科　Ⅰ部

【講師略歴】
保有資格：視能訓練士、中学・高等学校教諭第一種免許
略　　　歴：2004年より眼科クリニックに視能訓練士として勤務。2016年より視能訓練士専任教員。

【授業への心構え・留意点】
学習を行うにあたり、環境や意識を整えることが大切です。
導入授業Ⅰでは、これからの学び方やクラス形成をしていきますので自分が出来ると感じた事は積極的に参加してください。

【資格や現場で必要とされるスキルとの関係性】
資格取得後であっても常に学ぶ姿勢が大切です。
視能訓練士としてだけではなく、社会人としての学び方を身につけることが大切です。

【科目目標（一般目標）】
様々な体験を通して自身の知見を広げ、積極的に学ぶ姿勢を身につける

【使用教科書・教材・参考書】
レジュメ

授　業　概　要

1～2

【授業単元】 新入生オリエンテーション

【授業形態】 講義

【到達目標】
学校生活について理解する事ができる（学則の理解）
学習に向けた準備が出来る

柘植　貴子

開講時期 1年 集中開講
学科･学部

科目名 導入教育Ⅰ
15時間 1単位 講師名



回

課題レポートの提出により評価を行う

【評価について】　※評価基準については「学生便覧」を参照すること

5～8

【授業単元】 導入授業

【授業形態】 臨地実習報告会

【到達目標】
3年生の臨地実習報告会に参加する。1年時の見学実習と2年後の臨地実習に向け準備を進めることができる。

視能訓練士学科　Ⅰ部

【講師略歴】
保有資格：視能訓練士、中学・高等学校教諭第一種免許
略　　　歴：2004年より眼科クリニックに視能訓練士として勤務。2016年より視能訓練士専任教員。

【授業への心構え・留意点】
学習を行うにあたり、環境や意識を整えることが大切です。
導入授業Ⅱでは、これからの学び方やクラス形成をしていきますので自分が出来ると感じた事は積極的に参加してください。

【資格や現場で必要とされるスキルとの関係性】
資格取得後であっても常に学ぶ姿勢が大切です。
視能訓練士としてだけではなく、社会人としての学び方を身につけることが大切です。

【科目目標（一般目標）】
様々な体験を通して自身の知見を広げ、積極的に学ぶ姿勢を身につける

【使用教科書・教材・参考書】
レジュメ

授　業　概　要

1～4

【授業単元】 導入教育

【授業形態】 3年生卒業研究発表会

【到達目標】
次年度に向けて卒業研究の準備を始める。テーマを検討し、どのように研究を進めればよいのかがわかる。

柘植　貴子

開講時期 1年 集中開講
学科･学部

科目名 導入教育Ⅱ
15時間 1単位 講師名



回

課題レポートの提出により評価を行う

【評価について】　※評価基準については「学生便覧」を参照すること

5～8

【授業単元】 導入授業

【授業形態】 就学時健診

【到達目標】
就学時健診に補助として参加することで、地域に貢献する大切さ、楽しさを学ぶ。

視能訓練士学科　Ⅰ部

【講師略歴】
保有資格：視能訓練士、中学・高等学校教諭第一種免許
略　　　歴：2004年より眼科クリニックに視能訓練士として勤務。2016年より視能訓練士専任教員。

【授業への心構え・留意点】
学習を行うにあたり、環境や意識を整えることが大切です。
導入授業Ⅰでは、これからの学び方やクラス形成をしていきますので自分が出来ると感じた事は積極的に参加してください。

【資格や現場で必要とされるスキルとの関係性】
資格取得後であっても常に学ぶ姿勢が大切です。
視能訓練士としてだけではなく、社会人としての学び方を身につけることが大切です。

【科目目標（一般目標）】
様々な体験を通して自身の知見を広げ、積極的に学ぶ姿勢を身につける

【使用教科書・教材・参考書】
レジュメ

授　業　概　要

1～4

【授業単元】 導入教育

【授業形態】 グループワーク

【到達目標】
富士ハーネスにて盲導犬の研修を受ける事で、視能訓練士としてのかかわり方を考える事が出来る。

柘植　貴子

開講時期 1年 集中開講
学科･学部

科目名 導入教育Ⅲ
15時間 1単位 講師名
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　 実施方法：実施日までに学んだ操作手順を踏まえて、設問指示に従いデータを作成・編集し提出する

定期試験（60点満点）

　 実施方法：全講義を通して学んだ操作手順を踏まえて、設問指示に従いデータを作成・編集し提出する

復習試験

【評価について】　※評価基準については「学生便覧」を参照すること

小テスト（10点満点）

　 実施方法：その日に学んだ操作手順を踏まえて、設問指示に従いデータを作成・編集し提出する

中間テスト（30点満点）

7

【授業単元】　初級データサイエンス（統計編）試験対策

15 定期試験

【授業形態】　講義・演習

初級データサイエンス（統計編）で習ったことを実践できる

6

【授業単元】　初級データサイエンス（統計編）5

14

【授業単元】　PowerPoint試験対策

【授業形態】　講義・演習 【授業形態】　講義・演習

統計的検定を実施できる2 PowerPoint基礎で習ったことを実践できる

5

【授業単元】　初級データサイエンス（統計編）4

13

【授業単元】　PowerPoint4（発表1）

【授業形態】　講義・演習 【授業形態】　講義・演習

統計的検定を実施できる1 作成したスライドを使って発表できる（1）

4

【授業単元】　初級データサイエンス（統計編）3

12

【授業単元】　PowerPoint

【授業形態】　講義・演習 【授業形態】　講義・演習

データの特徴を視覚化できる2　（散布図、相関係数を求める） フォントや配色などを工夫して見やすいスライドに編集できる

3

【授業単元】　初級データサイエンス（統計編）2

11

【授業単元】　PowerPoint3（動きを付ける）

【授業形態】　講義・演習 【授業形態】　講義・演習

データの特徴を視覚化できる1　（基本統計量を求める、ヒストグラムの作成） スライドに動きを付け、全てのスライドを完成できる

2

【授業単元】　初級データサイエンス（統計編）1

10

【授業単元】　PowerPoint2（表現力を上げる）

【授業形態】　講義・演習 【授業形態】　講義・演習

データの特徴を数値化できる　（平均、分散、標準偏差） 図形や画像を活用したスライドを作成できる

授　業　概　要 授　業　概　要

1

【授業単元】　Excel実践

9

【授業単元】　PowerPoint1（基本操作）

【授業形態】　講義・演習 【授業形態】　講義・演習

計算機能を使用した表作成と、グラフ作成ができる プレゼンテーションソフトの基本操作ができる

【使用教科書・教材・参考書】
滋慶学園グループの学生に必要なスキルに特化したオリジナルのe-learning（インターネット上のテキスト）を使用

科目名 コンピューター演習
30時間 2単位 講師名 ブレーンスタッフコンサルタンツ

開講時期 1年 後期　木曜日 2時限
学科･学部 視能訓練士学科

【講師略歴】
滋慶学園グループ所属の(株)ブレーンスタッフコンサルタンツのラーニングマネージャーが、卒業研究や就職後に必須となるパソコンスキルについての講義を実施

【授業への心構え・留意点】
滋慶学園グループの学生に必要なスキルに特化したオリジナルのe-learning（インターネット上のテキスト）を使用
メモが必要な人は筆記用具の準備

【資格や現場で必要とされるスキルとの関係性】
就職後に必須となるパソコンスキルについて、実践的なデータの作成や操作をとおしてスキル定着をはかる

【科目目標（一般目標）】
・Excelを用いた統計処理（関数や機能）を行って研究発表に活かせる
・PowerPointを利用して訴求力のあるプレゼンテーションの為の効果的なスライドを作成できる
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　 実施方法：　客観式試験

定期試験（60点満点）

　 実施方法：　客観式試験

復習試験

【評価について】　※評価基準については「学生便覧」を参照すること

小テスト（20点満点）

　 実施方法：　客観式試験，記述式試験

復習試験（20点満点）

7

【授業単元】 　倫理学②

15 定期試験

【授業形態】  　講義

【到達目標】
1．医療現場と人間関係
2．医療現場と課題

6

【授業単元】 　倫理学①

14

【授業単元】 　倫理学⑧

【授業形態】  　講義 【授業形態】  　講義

【到達目標】
1．倫理学の意義，生命倫理と医療倫理
2．医療現場と倫理的判断の重要性

【到達目標】
1．医療と倫理の真理

5

【授業単元】   眼科解剖学⑤　視覚器・各論　眼球付属器（副眼器）

13

【授業単元】 　倫理学⑦

【授業形態】  　講義 【授業形態】  　講義

【到達目標】
1．眼瞼と結膜について説明できる．
2．涙腺，涙路，涙嚢，鼻涙管について説明できる．

【到達目標】
1．疫学研究と倫理

4

【授業単元】   眼科解剖学④　視覚器・各論　眼球の血管と神経

12

【授業単元】 　倫理学⑥

【授業形態】  　講義 【授業形態】  　講義

【到達目標】
1．眼球に分布する眼動脈，網膜中心動脈を説明できる．
2．眼球を動かす外眼筋とその支配神経を説明できる．

【到達目標】
1．先端医療技術のあり方
2．医療と社会

3

【授業単元】  眼科解剖学③　視覚器・各論　眼球 (2)

11

【授業単元】 　倫理学⑤

【授業形態】  　講義 【授業形態】  　講義

【到達目標】
1．眼球の虹彩，網膜，視神経について説明できる．
2．人体における視覚器の位置づけを説明できる．

【到達目標】
1．終末期医療と倫理

2

【授業単元】　眼科解剖学②　視覚器・各論　眼球 (1)

10

【授業単元】 　倫理学④

【授業形態】  　講義 【授業形態】  　講義

【到達目標】
1．眼球の角膜，強膜，結膜，脈絡膜，毛様体について説明できる．
2．人体における視覚器の位置づけを説明できる．

【到達目標】
1．出生と倫理問題，および精神科医療倫理

授　業　概　要 授　業　概　要

1

【授業単元】　オリエンテーション，眼科解剖学①　視覚器・総論

9

【授業単元】 　倫理学③

【授業形態】 　講義 【授業形態】  　講義

【到達目標】
1．眼科解剖学と倫理学の概念を説明できる．
2．視覚器の発生と眼球の構成について説明できる．

【到達目標】
1．プライバシーと守秘義務，およびその範囲と限界
2．高齢者医療と倫理

【使用教科書・教材・参考書】
　プリント配布

科目名 倫理学 30時間 2単位 講師名 高橋　理

開講時期 1　年 後期　　金曜日　１時限
学科･学部 視能訓練士学科　　Ⅰ　部

【講師略歴】
保有資格：　歯科医師，歯学博士
略　　　歴：　神経解剖学を専門研究分野として学位論文テーマは三叉神経系，「マーティン神経解剖学，西村書店」の「前庭系と動眼系」章を2007，2015年に翻
訳，雑誌「神経眼科」24(2)pp142-147(2007)に総説を依頼執筆，日本解剖学会と日本神経科学学会にて学会活動を今日まで継続した．

【授業への心構え・留意点】
　この授業を学ぶことにより，皆さんたちには専門職として患者の要求に適確に対応する知識，技能，態度を修得し，他の医療スタッフと円滑なコミュニケーション
が可能な範囲にまで医学的な背景を学んでいただきたと思います．現在の医療は医療スタッフと患者が対等な立場にあることも勘案して，社会を背負った患者の
前人格的な対応を目指すよう，授業に臨んでいただきたいと考えます．

【資格や現場で必要とされるスキルとの関係性】
　社会的なニーズの高まる人々の目の健康について外来での患者対応をベストのレベルに保つために，背景となる社会学的，医学的な知識を医療現場に還元
でき，また実践できる視能訓練士に挑戦していただきたいと考えます．そのためにも，業務に直結する内容を本授業では担当します．

【科目目標（一般目標）】
　現代日本の社会的要求の高まる医療現場において，多科連携を視野に入れた眼科解剖学，ならびに一般倫理学と医療倫理学の基本的な概念を理解でき説
明できる．さらに必要な分野との相互支援的思考を養うことができる．
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　 実施方法：　筆記試験

定期試験（60点満点）

　 実施方法：　筆記試験とレポート

復習試験

【評価について】　※評価基準については「学生便覧」を参照すること

小テスト（20点満点）

　 実施方法：　全10回の英単語のテスト

復習試験（20点満点）

7

【授業単元】  First Human Encyclopedia - How we see

15 定期試験

【授業形態】  講義

【到達目標】　視覚の仕組みについての基本単語を学び、英文読解に慣れる

6

【授業単元】 First Human Encyclopedia - Look out!

14

【授業単元】  Chapter 2　英語で道案内

【授業形態】  講義 【授業形態】  講義　/ ペアワーク

【到達目標】　眼の解剖の基本単語を学び、英文読解に慣れる
【到達目標】　診療科の名称と道案内する際の表現を学び、病院内の案内ができる
ようになる

5

【授業単元】 Chapter ６　英語で問診　（２）

13

【授業単元】   Chapter 11　薬と処方箋

【授業形態】  講義　/ ペアワーク 【授業形態】  講義　/ ペアワーク

【到達目標】　アレルギーや生活習慣について聞くことができるようになる
【到達目標】　さまざまな薬の英語名称を学び、服用方法を英語で説明できるように
なる

4

【授業単元】 Chapter ５　英語で問診　（１）

12

【授業単元】 Refractive Errors / 英語で視力検査

【授業形態】  講義　/ ペアワーク 【授業形態】 講義　/ ペアワーク

【到達目標】　症状の詳細、既往歴、家族歴を聞くことができるようになる
【到達目標】　屈折異常についての理解を深め、英語で視力検査ができるようにな
る

3

【授業単元】 Chapter ４　症状　（２）

11

【授業単元】 Refractive Errors / 英語で視力検査

【授業形態】  講義　/ ペアワーク 【授業形態】 講義　/ 英作文演習

【到達目標】　様々な症状の表現を学び、その症状がどれくらい続いているかを聞く
ことができるようになる

【到達目標】　屈折異常についての理解を深め、英語で視力検査ができるようにな
る

2

【授業単元】 Chapter ３   症状　（１）

10

【授業単元】 Refractive Errors

【授業形態】  講義　/ ペアワーク 【授業形態】 講義

【到達目標】　身体の部位や痛みの表現を学び、英語で簡単な問診ができるように
なる

【到達目標】　屈折に関連する英単語や英語表現を学び、英文読解を通じて屈折異
常についての理解を深める

授　業　概　要 授　業　概　要

1

【授業単元】 Chapter １  病院受付での会話

9

【授業単元】 Refractive Errors

【授業形態】  講義　/ ペアワーク 【授業形態】 講義

【到達目標】　英語で自己紹介ができるようになる
初診かどうか、保険証を持っているか等を尋ねる表現を習得する 【到達目標】　屈折に関連する英単語や英語表現を学び、英文読解を通じて屈折異

常についての理解を深める

【使用教科書・教材・参考書】　　「医療英語コミュニケーション」、「眼科用語集」

科目名 医学英語 30時間 2単位 講師名 岩渕　美嘉

開講時期 1　年 後期　　木曜日　1時限
学科･学部 視能訓練士学科　　　Ⅰ部

【講師略歴】    保有資格　：　視能訓練士 、中学・高校英語科教員免許
略歴：　大学で英米文学を専攻、海外貿易事務 を経験した後、視能訓練士免許を取得、視能訓練士として眼科で勤務。
2年間のアメリカ滞在から帰国後、英語教師となり、2003年より視能訓練士に医学英語を教える。

【授業への心構え・留意点】　　医療現場では日常的に英単語、英略語が使われている。また外国人の増加に伴い、国際共通語である英語でコミュニケーション
を取る場面も多くなり、英語の必要性は高まっている。授業では学生同士のペアで様々な医療場面での英会話を練習する。また、眼科に関する英単語を覚え、英
和辞書で調べながら、簡単な英文読解も行う。

【資格や現場で必要とされるスキルとの関係性】
・医療者間で用いられる英略語や、カルテに記載される英単語を学ぶ
・外国人の患者さんが来院された時に、英語で視力検査や簡単な問診ができるように練習する

【科目目標（一般目標）】
・医療現場、特に眼科に必要な専門単語を覚え、英文読解を行いながら、目の解剖や屈性異常についての理解を深める
・１年生の冬に行われる国内・海外研修に向けて、英会話に慣れる
・将来、眼科に勤務した際、患者さんと英語でコミュニケーションが取れるようになる
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　 実施方法：主に１～７回目の内容について、〇×・穴埋め・記述方式の筆記試験にて実施する。

定期試験（60点満点）

　 実施方法：後期授業の内容について、〇×・穴埋め・記述方式の筆記試験にて実施する。

復習試験

【評価について】　※評価基準については「学生便覧」を参照すること

小テスト（65点満点）毎回５点×13回＝65点

　 実施方法：毎回、〇×・穴埋め・記述方式の筆記試験にて実施する。

復習試験（15点満点）小テスト65点＋復習試験15点＝80点÷２＝計40点を小テストの総得点とする

7

【授業単元】 性格について

15 定期試験

【授業形態】 講義

【到達目標】・性格について理解し、説明することができる。
　　　　　　　・心理検査を通して、対人援助職者として、自らの性格について理解
し、
　　　　　　　説明することができる。

6

【授業単元】 親子関係と心の発達～その４～

14

【授業単元】 成人期の発達～その２～

【授業形態】 講義 【授業形態】 講義

【到達目標】・乳児期のスキンップについて理解し、説明することができる。
　　　　　　　・親子の愛着について理解し、説明することができる。

【到達目標】・結婚について理解し、説明することができる。
　　　　　　　 ・結婚に関する意識調査を通じて、自らの将来について考えることが
　　　　　　　　できる。

5

【授業単元】 親子関係と心の発達～その３～

13

【授業単元】 成人期の発達～その１～

【授業形態】 講義 【授業形態】 講義

【到達目標】・不安について理解し、説明することができる。
　　　　　　　・不安の発生源について理解し、説明することができる。
　　　　　　　・感情の発達について理解し、説明することができる。

【到達目標】・お金と心の結びつきについて理解し、説明することができる。
　　　　　　　 ・お金と人間関係について理解し、説明することができる。

4

【授業単元】 親子関係と心の発達～その２～

12

【授業単元】 思春期の発達～その２～

【授業形態】 講義 【授業形態】 講義

【到達目標】・ひきこもりについて理解し、説明することができる。
　　　　　　　・反抗期について理解し、説明することができる。

【到達目標】・性と心の結びつきについて理解し、説明することができる。
　　　　　　　  ・乳幼児期～思春期のさまざまな性行動について理解し、説明する
こ
　　　　　　　　とができる。

3

【授業単元】 親子関係と心の発達～その１～

11

【授業単元】 思春期の発達～その１～

【授業形態】 講義 【授業形態】 講義

【到達目標】・幼少期の親子関係について理解し、説明することができる。
　　　　　　　・幼少期の親子関係が、その後の対人関係に影響を与えることについ
て
　　　　　　　理解し、説明することができる。

【到達目標】・思春期について理解し、説明することができる。
　　　　　　　 ・友人関係について理解し、説明することができる。
　　　　　　　 ・恋愛関係について理解し、説明することができる。

2

【授業単元】 人の発達

10

【授業単元】 児童期の発達～その２～

【授業形態】 講義 【授業形態】 講義

【到達目標】・人の発達について理解し、説明することができる。
　　　　　　　・乳幼児期の身体発達について理解し、説明することができる。

【到達目標】・いじめの背景について理解し、説明することができる。
　　　　　　　 ・いじめ防止のための対策について理解し、説明することができる。

授　業　概　要 授　業　概　要

1

【授業単元】 心理学概説（オリエンテーション）

9

【授業単元】 児童期の発達～その１～

【授業形態】 講義 【授業形態】 講義

【到達目標】・心理学を学ぶ目的・予定・方法について理解することができる。
　　　　　　　 ・心理学、心について理解し、説明することができる。
　　　　　　　 ・発達区分について理解し、説明することができる。

【到達目標】・児童期の発達について理解し、説明することができる。
　　　　　　　 ・道徳について理解し、説明することができる。
　　　　　　　 ・ギャング・エイジについて理解し、説明することができる。

【使用教科書・教材・参考書】　特に指定しません。必要に応じて資料を配布します。また、適宜、参考文献を紹介します。

科目名 心理学　Ⅰ 30時間 2単位 講師名 福井　博一

開講時期 １　年 後期　　水曜日　３時限
学科･学部 視能訓練士学科　Ⅰ　部

【講師略歴】
　保有資格：公認心理師・臨床心理士・精神保健福祉士
　　　　 略歴：精神病院、総合病院精神科、企業の相談室等で、カウンセリングや心理検査を行ってきました。
　　　　　　　　その間、講師として、専門学校をはじめ大学・大学院等において、心理学や臨床心理学の講義を行ってきました。

【授業への留意点・心構え】
　　心理学は、自分自身や他者を理解するための学問です。また、そうすることで、自分自身や他者といかにかかわるかを学ぶ学問です。
　　基本的に、講義（座学）形式で行いますが、学生の皆さんには、折に触れて資料を読んでもらうなり、意見等・声をあげてもらうなりしながら進めます。
　　つまり、毎回の授業でのやり取りそのものが、心理学の実践にほかならない、ということになります。

【資格や現場で必要とされるスキルとの関係性】
　　視能訓練士は、れっきとした対人援助職です。
　　皆さんが資格者としてかかわる人々は、たんに視覚によってのみ生きているわけではありません。目は、その人の一部にほかなりません。
　　その人そのものとかかわるために、聴くこと、知ること、考えること、想像し理解すること、そして実践することを身につけることが必要になります。

【科目目標（一般目標）】
　　対人援助職である視能訓練士として、人の心理・発達について理解し、説明することができるようになることを目標とします。
　　具体的には、多様な環境に置かれた、あらゆる世代の人々の心理・発達を学習することにより、資格者として、援助を求める人々と実践的にかかわることがで
　きるようになるための基礎を身に付けることを目標とします。
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　 実施方法：記述問題

定期試験（60点満点）

　 実施方法：記述問題

復習試験

【評価について】　※評価基準については「学生便覧」を参照すること

小テスト（10点満点）

　 実施方法：記述問題

復習試験（30点満点）

【到
達目
標】
アレ
ル

【授業単元】　免疫、アレルギー

15 定期試験

【授業形態】　講義

【】

6

【授業単元】　免疫

14

【授業単元】腫瘍

【授業形態】　講義 【授業形態】　講義

【到達目標】免疫のしくみを理解する 【到達目標】腫瘍の種類、特徴を理解する

5

【授業単元】　炎症

13

【授業単元】　染色体、遺伝子異常、腫瘍

【授業形態】　講義 【授業形態】　講義

【到達目標】炎症とは何か。種類などを理解する 【到達目標】染色体、遺伝子異常の種類、特徴を理解する

4

【授業単元】　血液の循環と循環障害

12

【授業単元】代謝障害。老化

【授業形態】　講義 【授業形態】　講義

【到達目標】心臓、血液の循環、循環障害を理解する 【到達目標】代謝障害、老化のとくちょいうを理解する

3

【授業単元】血液の循環と循環障害

11

【授業単元】代謝障害

【授業形態】　講義 【授業形態】　講義

【到達目標】心臓、血液の循環、循環障害を理解する 【到達目標】代謝障害の種類、とくちょいうを理解する

2

【授業単元】　疾病の原因

１０

【授業単元】　感染症

【授業形態】　講義 【授業形態】　講義

【到達目標】疾病の原因（外因など）、分類を理解する 【到達目標】感染症とは何か。原因、感染経路などを理解する

授　業　概　要 授　業　概　要

1

【授業単元】病理学とは何か、疾病の原因

9

【授業単元】　炎症、免疫、感染症

【授業形態】　講義 【授業形態】　講義

【到達目標】疾病の原因を理解する 炎症、免疫、感染症を理解する

【使用教科書・教材・参考書】　系統看護学講座　病理学（医学書院）

科目名 病理学（疾病学を含む）
30時間 2単位 講師名 佐藤　麻衣

開講時期 1 後期　　水曜日　１時限
学科･学部 視能訓練士学科 I　部

【講師略歴】薬剤師免許を持ち、病院や調剤薬局などで就業経験があり、現在はコロナ関連業務に従事。

【授業への心構え・留意点】視能訓練士になるべく自覚を持ち、毎回復習し、自ら意欲的に学習する。授業時の私語、居眠り、携帯電話は厳禁。

【資格や現場で必要とされるスキルとの関係性】　視能訓練士として必要な医学的知識を習得するため、人体の構造と機能との相互関係を理解し幅広い知識をえ
る。また、将来的に臨床現場で生かせるようにする。

【科目目標（一般目標）】　病理学は病気を理解するための基礎であり、病気の原因や特徴を理解する。
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　 実施方法：記述試験を実施

定期試験（60点満点）

　 実施方法：記述試験を実施

復習試験

【評価について】　※評価基準については「学生便覧」を参照すること

小テスト（10点満点）

　 実施方法：記述試験を実施

復習試験（30点満点）

7

【授業単元】　内斜視について②外斜視について①

15 定期試験

【授業形態】　講義

【到達目標】
内斜視の種類・特徴・治療方法がわかる
外斜視の種類・特徴・治療方法がわかる

6

【授業単元】　内斜視について①

14

【授業単元】　機械的斜視について

【授業形態】　講義 【授業形態】　講義

【到達目標】
内斜視の種類・特徴・治療方法がわかる

【到達目標】
機械的斜視の種類・特徴・治療方法がわかる

5

【授業単元】　斜視の基本的知識

13

【授業単元】　筋原性斜視について

【授業形態】　講義 【授業形態】　講義

【到達目標】
斜視の定義・原因がわかる
斜視の分類がわかる
診断に必要な検査がわかる

【到達目標】
筋原性斜視の種類・特徴・治療方法がわかる

4

【授業単元】　Parks3step test・Bielschowsky頭部斜頸試験について

12

【授業単元】　麻痺性斜視について②

【授業形態】　講義 【授業形態】　講義

【到達目標】
それぞれの検査の特徴・結果の読み方がわかる

【到達目標】
麻痺性斜視の種類・特徴・治療方法がわかる

3

【授業単元】　両眼視機能検査について

11

【授業単元】　微小斜視について　麻痺性斜視について①

【授業形態】　講義 【授業形態】　講義

【到達目標】
両眼視機能検査の種類・検査方法がわかる
結果の記載方法・読み方がわかる

【到達目標】
微小斜視・麻痺性斜視の種類・特徴・治療方法がわかる

2

【授業単元】　立体視検査について

10

【授業単元】　上斜視について②

【授業形態】　講義 【授業形態】　講義

【到達目標】
立体視検査の種類・検査方法がわかる
結果の記載方法・読み方がわかる

【到達目標】
上斜視の種類・特徴・治療方法がわかる

授　業　概　要 授　業　概　要

1

【授業単元】大型弱視鏡について

9

【授業単元】外斜視について②　上斜視について①

【授業形態】　講義 【授業形態】　講義

【到達目標】
大型弱視鏡の特徴・検査方法がわかる
結果の記載方法・読み方がわかる

【到達目標】
外斜視の種類・特徴・治療方法がわかる
上斜視の種類・特徴・治療方法がわかる

【使用教科書・教材・参考書】
視能学・視能矯正学・視能学エキスパート視能訓練学

科目名 視能矯正学Ⅱ
30時間 2単位 講師名 山口　小百合

開講時期 1年 後期　　木曜日　3時限
学科･学部 視能訓練士学科 　Ⅰ部

【講師略歴】
保有資格：保有資格：視能訓練士
専門学校にて視能訓練士の資格を取得。
病院にて実務経験を積み、専任講師として専門学校において教務を行い現在に至る。

【授業への心構え・留意点】
斜視の種類やその特徴・治療法などを学びます。国家試験でも出題数が多く、臨床でも必須な知識なので、しっかり学んでください。
眼位・眼球運動検査、両眼視機能検査の基礎、結果の記載・結果の読み方を学びます。

【資格や現場で必要とされるスキルとの関係性】
臨床では斜視・弱視に関しては視能訓練士が中心となって患者さんに関わることが多くなります。
検査・治療・経過観察において、正確な判断をするためには、基礎的な知識をしっかりと入れておくことが必要なので、しっかりと学びましょう。

【科目目標（一般目標）】
①斜視の種類、特徴、治療法がわかる
②両眼視機能検査の特徴・結果の記載・読み方がわかる



回 回

15・
16

実施方法：実技試験　筆記試験

定期試験（60点満点）

実施方法：実技試験　筆記試験

復習試験

【評価について】　小テスト（筆記試験）、復習試験（実技）レポート、定期試験（筆記と実技）　　　※評価基準については「学生便覧」を参照すること

小テスト　（１０点）

　

復習試験（30点満点）

13・
14

【授業単元】　復習と練習

29・
30

定期試験

【授業形態】　実習

【到達目標】
視力値の決定。
復習試験にむけての練習

11・
12

【授業単元】視野検査

27・
28

【授業単元】復習・練習と筆記試験

【授業形態】　実習 【授業形態】　実習

【到達目標】
ゴールドマン視野計

【到達目標】
今までの検査をスムースにできるようにする。実技試験に向けての練習。
＊定期試験（筆記）実施

9・10

【授業単元】矯正視力検査

25・
26

【授業単元】　矯正視力検査　視野検査

【授業形態】　実習 【授業形態】講義と実習

【到達目標】
スキアスコープ・レンズメーター

【到達目標】
ゴールドマン視野計
スキアスコープ・レンズメーター

7・8

【授業単元】矯正視力検査

23・
24

【授業単元】　矯正視力検査

【授業形態】　実習 【授業形態】講義と実習

【到達目標】
視力値の決定。
球面度の決定方法を学ぶ。
球面の度の決定方法  乱視矯正(クロスシリンダー)

【到達目標】
乱視矯正（クロスシリンダー、乱視表)

5・6

【授業単元】視野検査

21・
22

【授業単元】視野検査

【授業形態】　実習 【授業形態】講義と実習

【到達目標】
ゴールドマン視野計

【到達目標】
ゴールドマン視野計

3・4

【授業単元】】矯正視力検査

19・
20

【授業単元】　矯正視力検査

【授業形態】　講義・実習 【授業形態】講義と実習

【到達目標】
レフケラトメーター・オフサルモメーター　視力検査

【到達目標】
スキアスコープ・レンズメーター

【使用教科書・教材・参考書】
配布資料
視能学・視能検査学・理解を深めよう視野検査・屈折異常とその矯正　など

授　業　概　要 授　業　概　要

1・2

【授業単元】オリエンテーション・視力検査の基礎

17・
18

【授業単元】矯正視力検査

【授業形態】　講義・実習 【授業形態】講義と実習

【到達目標】
視力値の決定。
球面度の決定方法を学ぶ。
球面の度の決定方法  乱視矯正(クロスシリンダー)

【到達目標】
球面の度の決定方法  乱視矯正(乱視表)

【科目目標（一般目標）】
レンズメーター・レフケラトメーター・スキアスコープを実習する。
視力値の決定ができるようになる。視力矯正の基礎を繰り返し実践する。
声のかけかた、被験者への対応を学ぶ。

科目名

生理光学実習Ⅰ
60時間 2単位 講師名 今井　芝田　柘植

必修

開講時期 1年 後期　　月曜日　1・2時限
学科･学部 視能訓練士学科　Ⅰ部

【講師略歴】
保有資格：視能訓練士（2009）
大学を卒業後に病院にて5年間の実務経験を経て専任講師として専門学校の教務を行い現在に至る

【授業への心構え・留意点】
前期に学習した生理光学の知識・理論を踏まえ、視力検査の基礎を学ぶ。
マニュアルを覚えるのでなく、考えて検査を進められるよう、間違えを恐れずに数多くの体験を積む。

【資格や現場で必要とされるスキルとの関係性】
現場で行う検査の基礎となる技術を習得する。



回 回

15.16

　 実施方法：　実技試験　筆記試験

定期試験（60点満点）

　 実施方法：　筆記試験　実技試験

復習試験　(実技)

【評価について】　※評価基準については「学生便覧」を参照すること

小テスト（10点満点）

　 実施方法：　レポート、課題提出

復習試験（30点満点）

13
14

【授業単元】　実技復習

29
30

定期試験
（実技試験）

【授業形態】　筆記試験　実技

【到達目標】
実技試験に向けて復習と練習

11
12

【授業単元】　眼位検査

27
28

【授業単元】　筆記試験　実技復習

【授業形態】　実習 【授業形態】　筆記試験　実習

【到達目標】
大型弱視鏡（同時視・融像）

【到達目標】
今までの検査をスムースにできるようにする。実技試験に向けての練習。
＊定期試験（筆記）実施

9.10

【授業単元】　眼位検査

25
26

【授業単元】　眼球運動検査・両眼視機能検査

【授業形態】　実習 【授業形態】　実習

【到達目標】
プリズム融像幅

【到達目標】
AC/A比

7.8

【授業単元】　眼位検査

23
24

【授業単元】　眼球運動検査・両眼視機能検査

【授業形態】　実習 【授業形態】　実習

【到達目標】
PCT ～ APCTを行い、眼位を測定することができる。
(定量検査ができる)

【到達目標】
AC/A比

5.6

【授業単元】　眼位検査

21
22

【授業単元】　眼球運動検査・両眼視機能検査

【授業形態】　実習 【授業形態】　実習

【到達目標】
大型弱視鏡（同時視・融像）

【到達目標】
9方向眼位・Hess 赤緑試験

3.4

【授業単元】　眼位検査

19
20

【授業単元】　眼球運動検査・両眼視機能検査

【授業形態】　実習 【授業形態】　実習

【到達目標】
Maddox 正切尺

【到達目標】
網膜対応検査・立体視検査

【使用教科書・教材・参考書】
視能学 ・ 眼科検査ガイド
必要時レジュメ配付

授　業　概　要 授　業　概　要

1.2

【授業単元】　眼位検査

17
18

【授業単元】　眼球運動検査・両眼視機能検査

【授業形態】　実習 【授業形態】　実習

【到達目標】
Hirschberg法 ～ ACTを行い、眼位を測定することができる。
(定性検査ができる)

【到達目標】
大型弱視鏡（同時視・融像・立体視）

【科目目標（一般目標）】
矯正実習の核である眼位・眼球運動について各種定性検査・定量検査の手法を正しく理解し、わかりやすい説明で実施することができる。

科目名

視能矯正学実習Ⅰ
60時間 2単位 講師名 越田　後藤　柘植

必修

開講時期 1年 後期　　火曜日　1.2時限
学科･学部 視能訓練士学科　Ⅰ部

【講師略歴】
保有資格：視能訓練士、中学・高等学校教諭第一種免許
略　　　歴：2004年より眼科クリニックに視能訓練士として勤務。2016年より視能訓練士専任教員。

【授業への心構え・留意点】
座学で学んだことを活かしながら、実習を通してスキルを身に付けてほしい。

【資格や現場で必要とされるスキルとの関係性】
眼疾患を患った患者様のニーズに的確に応えるためには正しい知識が必要である。
正しい知識と実習で培ったスキルを現場で活かしてほしい。



回 回

8

　 実施方法：　筆記試験

定期試験（60点満点）

　 実施方法：　筆記試験

復習試験

【評価について】　※評価基準については「学生便覧」を参照すること

小テスト（10点満点）

　 実施方法：　筆記試験（授業内で行うワークを小テストに代えることがあります）

復習試験（30点満点）

7

【授業単元】 手紙を書く

15 定期試験

【授業形態】 講義

【到達目標】
手紙の書き方（形式）を知り、実際に手紙を書いてみる

6

【授業単元】 臨地見学実習に向けて②

14

【授業単元】 臨地見学実習に向けて⑧

【授業形態】 講義 【授業形態】 講義

【到達目標】
先輩方の実習の記録を参考に、臨床見学実習で学ぶべきことや、これから身につ
けておくべき知識を知る

【到達目標】
お礼状の書き方と送付のタイミングを知る

5

【授業単元】 臨地見学実習に向けて①

13

【授業単元】  臨地見学実習に向けて⑦

【授業形態】 講義 【授業形態】 講義

【到達目標】
臨床見学実習の目的を知る

【到達目標】
臨地見学実習に向けて必要な知識は何かを考え、これまでの学習の振り返りを行
う

4

【授業単元】 目標達成のために

12

【授業単元】  臨地見学実習に向けて⑥

【授業形態】 講義 【授業形態】 講義

【到達目標】
目標の達成のために今必要なこと、やるべき事を考える

【到達目標】
臨地見学実習に向けて必要な知識は何かを考え、これまでの学習の振り返りを行
う

3

【授業単元】 視能訓練士とは

11

【授業単元】 臨地見学実習に向けて⑤

【授業形態】 講義 【授業形態】 講義

【到達目標】
視能訓練士の仕事と役割を知り、自身の将来像を考える

【到達目標】
実習先に提出する書類を作成できる

2

【授業単元】 課題と対策

10

【授業単元】 臨地見学実習に向けて④

【授業形態】 講義 【授業形態】 講義

【到達目標】
前期を振り返り、自身の課題を知る
自身の課題に対して、どのように取り組むかを考える

【到達目標】
臨床見学実習の目標を立てる

【使用教科書・教材・参考書】
レジュメ

授　業　概　要 授　業　概　要

1

【授業単元】 後期オリエンテーション

9

【授業単元】 臨地見学実習に向けて③

【授業形態】 講義 【授業形態】 講義

【到達目標】
後期のスケジュールを知る
クラス規範を振り返り、課題を考えることができる

【到達目標】
自身がどのような病院（眼科）で実習するのかを知る

【科目目標（一般目標）】
2月の臨地見学実習に向けて、患者さんに接する際の注意点や実習生としての心構えを理解する。
自身が実習する施設の特徴を知り、臨地見学実習に向けての準備を行う。

科目名

プロ養成講座Ⅱ
30時間 2単位 講師名 柘植　貴子

必修

開講時期 １　年 後期　　金曜日　2時限
学科･学部 視能訓練士学科　　Ⅰ部

【講師略歴】
保有資格：視能訓練士、中学・高等学校教諭第一種免許
略　　　歴：2004年より眼科クリニックに視能訓練士として勤務。2016年より視能訓練士専任教員。

【授業への心構え・留意点】
1月末～2月上旬に控えた「臨地見学実習」に向けての準備を行っていきます。
実習に必要な心構えや知識等、授業で学んだことを含めて再確認するするとともに、患者さんに接する際の注意点などについても学んでいきます。
書類の記入等もありますので、提出物や準備物の期限は厳守してください。

【資格や現場で必要とされるスキルとの関係性】
「臨地見学実習」は、将来自分が「視能訓練士」として「どのように働くのか」というイメージを膨らませることや、臨床で働くにあったって必要とされるスキルを自分の
眼で見て、経験することが大きな目的です。
１週間をただの見学で終わらせないために、その目的をしっかりと理解して実習に臨むことが必要です。臨床に出るということはどういうことなのか、心構えや態度
をしっかりと身につけるよう意識して授業に臨んでください。
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　 実施方法：筆記試験

定期試験（60点満点）

　 実施方法：筆記試験

復習試験

【評価について】　※評価基準については「学生便覧」を参照すること

小テスト（20点満点）

　 実施方法：アサイメント及びリアクションペーパーの提出。または、筆記テスト

復習試験（20点満点）

7

【授業単元】　SMILE

15 定期試験

【授業形態】　講義・演習

【到達目標】
・笑顔の力を理解できる
・整容、身だしなみの必要性が理解できる

6

【授業単元】　INDEPENDENT

14

【授業単元】　感動のサービス

【授業形態】　講義・演習 【授業形態】　講義・演習

【到達目標】
・自立の考え方が理解できる
・倫理観が理解できる

【到達目標】
・医療サービスの意義が理解できる
・デザインシンキングが理解できる

5

【授業単元】　移動支援技術②

13

【授業単元】　STANDING

【授業形態】　講義・演習 【授業形態】　演習

【到達目標】
・車いすが取り扱える
・個別性の理解ができる
・様々な移動手段を理解できる

【到達目標】
・コミュニケーションの本質を理解できる
・相手の立場を考えることができる

4

【授業単元】　移動支援技術①

12

【授業単元】　Fuctfullness

【授業形態】　講義・演習 【授業形態】　講義・演習

【到達目標】
・離床の意義を説明できる
・車いすの取り扱い方が理解できる

【到達目標】
・世界の現実と自分の知識の差を知る
・相手が分かるように伝えること

3

【授業単元】　からだのしくみと支援技術

11

【授業単元】　アイデアのちから

【授業形態】　講義・演習 【授業形態】 講義4・グループワーク

【到達目標】
・からだの動きを知ることができる
・移乗ができる

【到達目標】
・事象の視点の角度、モノの角度を変えて見る
・ブライトスポット（成功例）を考える力を養う

2

【授業単元】　My World, My Life

10

【授業単元】　STANDING

【授業形態】　講義・演習 【授業形態】 講義・演習

【到達目標】
・人間の尊厳が理解できる
・社会のしくみが説明できる
・自他の違いの理解ができる

【到達目標】
・ディベートを行なう
・スピーチ、プレゼンテーションができる

授　業　概　要 授　業　概　要

1

【授業単元】　介護ってなんだ？

9

【授業単元】　Ｗｏｒｌｄ　Ｃｌａｓｓ　Ｓｐｅａｋｉｎｇ

【授業形態】　講義・演習 【授業形態】　講義・スピーチ

【到達目標】
・視能訓練士学習におけるモチベートの自己理解ができる
・介護とは？が説明できる

【到達目標】
・プレゼンテーション技法を習得する
・話し方、笑顔の効用が分かる

【使用教科書・教材・参考書】
講師オリジナル「授業通信」「リアクションペーパー」の配布

科目名 対人援助講座Ⅱ 60時間 4単位 講師名 押江　善正

開講時期 　年 期　　曜日　時限
学科･学部 視能訓練士学科　　Ⅰ　部

【講師略歴】
保有資格：介護福祉士、介護支援専門員、同行援護従業者養成研修応用課程修了、介護教員資格
略　　歴：H15より訪問介護員として、在宅介護に従事し現在も活動中。３つの事業所の管理をする中、人材育成の重要性を痛感し、非常勤講師としてヘルパー
養成校の教壇に立つ。H27より事業所併設のヘルパー養成校を設立し、介護人財の輩出・育成をしている

【授業への心構え・留意点】
・本科目は、知識として学ぶというよりは、対人援助業務者として身につける（修得する）内容を示している。そのためには、知識的項目として表示されてはいない
が、授業への参加そのものが学習内容と密接にリンクしているので、欠席しないように心がけてください

【資格や現場で必要とされるスキルとの関係性】
臨床現場で関わる、高齢者や障がいを負ってしまっている方の背景を理解し、その方々に対して適切な介助方法・対応の仕方を身につける。個別援助の意義、
尊厳の保持、デザインシンキングが理解できる

【科目目標（一般目標）】
対人援助職に求められる専門性と職業倫理の必要性に気づくことができる
人と接することとして、コミュニケーションの重要性、対人の個別性を理解し、その人を支えるという視点から支援を考えられる
高齢の方や障がいを負ってしまっている方への応対方法を身につけられる



回

小テスト（40点満点）

実施方法：振り替えしシート

定期試験（60点満点）

実施方法：振り返りシート

【評価について】　※評価基準については「学生便覧」を参照すること

5～8

【授業単元】 ブリティッシュヒルズ

【授業形態】 グループワーク

【到達目標】
英語限定でのレッスンを行う事で、限られた語彙力で相手に伝えるための技術・意識を身につける

3～4

【授業単元】 医療発展途上国の現状

【授業形態】 グループワーク

【到達目標】
医療分野のNPO法人から講演していただき、医療発展途上国の現状を理解する

視能訓練士学科　Ⅰ部

【講師略歴】
保有資格：視能訓練士、中学・高等学校教諭第一種免許
略　　　歴：2004年より眼科クリニックに視能訓練士として勤務。2016年より視能訓練士専任教員。

【授業への心構え・留意点】
国際化が一層進展している社会においては、国際関係や異文化を単に理解するだけでなく、自らが国際社会の一員としてどのように生きていくかという主体性を一
層強く意識することが必要である。

【資格や現場で必要とされるスキルとの関係性】
外来において海外の方が受診する機会も増えており、言語だけではなく文化への理解が必要となっている。

【科目目標（一般目標）】
異文化に対して積極的に知ろうとする意識を持ち、海外の方にも丁寧な接遇が行える。

【使用教科書・教材・参考書】
レジュメ

授　業　概　要

1～2

【授業単元】 日本の最新医療機器

【授業形態】 グループワーク

【到達目標】
NIDEKにて日本の最新医療機器に触れる事で、医療水準の高さを認識する

柘植　貴子

開講時期 1年 集中開講
学科･学部

科目名 国際教育
15時間 1単位 講師名


