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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

復習試験（30点満点）

7

【授業単元】 正規分布

15 定期試験

【授業形態】 演習

【到達目標】ペットボトルの中身を考えることができる

6

【授業単元】 ２つのデータの差

14

【授業単元】多群の比較

【授業形態】 演習 【授業形態】 講義

【到達目標】仮説を立てることができる 【到達目標】解析方法の色々を理解することができる

5

【授業単元】 １滴の重さ

13

【授業単元】 正規分布

【授業形態】 演習 【授業形態】 演習

【到達目標】実験方法を考えることができる 【到達目標】相関関係を理解することができる

4

【授業単元】 無作為抽出

12

【授業単元】 2群の比較

【授業形態】 演習 【授業形態】 演習

【到達目標】10目サイコロ実験から得られた結果をまとめることができる 【到達目標】ｔ検定を理解することができる

3

【授業単元】 解析

11

【授業単元】 2群の比較

【授業形態】 演習 【授業形態】 演習

【到達目標】得られた結果をまとめることができる 【到達目標】U検定を理解することができる

2

【授業単元】 出現頻度

10

【授業単元】 2群の比較

【授業形態】 演習 【授業形態】 演習

【到達目標】実験法をを考え、実験する（サイコロ）ことができる。 【到達目標】フィッシャーの正確確率検定を理解することができる

【使用教科書・教材・参考書】

統計学の図鑑

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】 文献を読む

【授業形態】 講義 【授業形態】 演習

【到達目標】統計学の役割を理解する 【到達目標】解析方法を理解することができる

【科目目標（一般目標）】

実験方法を考え、得られた結果をまとめ、そして表現するといった一連の流れを実践する

科目名

統計学
30時間 2単位 講師名 青木　旬

必修

開講時期 2　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】

【授業への心構え・留意点】

医学は経験から得られた知見を科学的に説明（証明）する作業を経て確立していく学問である。そのため、その科学的な説明（証明）する方法が学問として体系づけら

れてきた。その方法の一部は統計学である。本事業では、実験を通して統計学を理解していく。

【資格や現場で必要とされるスキルとの関係性】

医療現場で働くと、色々な専門知識が必要となり、その専門知識を得るために本や論文を読むこととなる。このような本や論文の正しい読み方や用いられる解析法を理

解してもらう
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　 実施方法：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】 心の病気～その７～

15 定期試験

【授業形態】 講義

【到達目標】・摂食障害について理解し、説明することができる。
　　　　　　　・摂食障害の治療について理解し、説明することができる。

6

【授業単元】 心の病気～その６～

14

【授業単元】 心の病気の支援～その４～

【授業形態】 講義 【授業形態】 講義

【到達目標】・パニック障害・強迫性障害について理解し、説明することができる。
　　　　　　　・パニック障害・強迫性障害の治療について理解し、説明することがで
　　　　　　　きる。

【到達目標】・燃え尽き症候群について理解し、説明することができる。
　　　　　　　 ・困ったときの対処法について理解し、説明することができる。

5

【授業単元】 心の病気～その５～

13

【授業単元】 心の病気の支援～その３～

【授業形態】 講義 【授業形態】 講義

【到達目標】・知的障害について理解し、説明することができる。
　　　　　　　・知的障害児・者の支援について理解し、説明することができる。

【到達目標】・プレイセラピーについて理解し、説明することができる。
　　　　　　　 ・箱庭療法について理解し、説明することができる。

4

【授業単元】 心の病気～その４～

12

【授業単元】 心の病気の支援～その２～

【授業形態】 講義 【授業形態】 講義

【到達目標】・発達障害について理解し、説明することができる。
　　　　　　　・発達障害児・者の支援について理解し、説明することができる。

【到達目標】・芸術療法について理解し、説明することができる。
　　　　　　　 ・描画による心理療法について理解し、説明することができる。

3

【授業単元】 心の病気～その３～

11

【授業単元】 心の病気の支援～その１～

【授業形態】 講義 【授業形態】 講義

【到達目標】・認知症について理解し、説明することができる。
　　　　　　　・認知症の非薬物療法について理解し、説明することができる。

【到達目標】・行動療法について理解し、説明することができる。
　　　　　　　 ・行動療法を用いた治療について理解し、説明することができる。

2

【授業単元】 心の病気～その２～

10

【授業単元】 心の病気～その９～

【授業形態】 講義 【授業形態】 講義

【到達目標】・うつ病・躁病について理解し、説明することができる。
　　　　　　　・うつ病・躁病の治療について理解し、説明することができる。

【到達目標】・PTSDについて理解し、説明することができる。
　　　　　　　 ・PTSDの治療について理解し、説明することができる。

授　業　概　要 授　業　概　要

1

【授業単元】 臨床心理学概説・心の病気～その１～

9

【授業単元】 心の病気～その８～

【授業形態】 講義 【授業形態】 講義

【到達目標】・臨床心理学を学ぶ目的・予定・方法について理解することができる。
　　　　　　　 ・心の病気を学ぶ時の注意点を理解し、説明することができる。
　　　　　　　 ・統合失調症について理解し、説明することができる。

【到達目標】・性別違和について理解し、説明することができる。
　　　　　　　 ・性別違和に悩む人々の支援について理解し、説明することがでる。
  

【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　Ⅱ 30時間 2単位 講師名 福井　博一

開講時期 ２　年 後期　　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：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）】
　　１年生の時には、心理学の基礎を学びました。２年生では、心理学の中でも、臨床心理学について学びます。それにより、対人援助職である視能訓練士とし
　て、心の健康・心の病気、及び、支援の方法について理解し、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の健康・心の病気について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】　感染症

15 定期試験

【授業形態】　講義

【到達目標】感染症の検査・治療・分類などを理解する

6

【授業単元】自己免疫疾患・アレルギー疾患

14

【授業単元】代謝疾患、腎・尿路疾患

【授業形態】　講義 【授業形態】　講義

【到達目標】アレルギー・自己免疫疾患とは何か、その分類を理解する 【到達目標】代謝疾患、腎・尿路疾患の分類などを理解する

5

【授業単元】　血液・造血器疾患

13

【単元目標】代謝疾患

【授業形態】　講義 【授業形態】　講義

【到達目標】血液・造血器疾患の原因や分類を理解する 【到達目標】代謝疾患とは何か。代謝と栄養の相関などを理解する

4

【授業単元】循環器疾患

１２

【授業単元】神経・運動器疾患、代謝疾患

【授業形態】　講義 【授業形態】　講義

【到達目標】生活習慣病のもとになる病態や、心疾患について理解する 【到達目標】神経・運動器疾患の分類、代謝疾患とは何かを理解する

3

【授業単元】　循環器疾患

11

【授業単元】　神経・運動器疾患

【授業形態】　講義 【授業形態】　講義

【到達目標】生活習慣病のもとになる病態や、心疾患について理解する 【到達目標】発症様式・分類などを理解する

２

【授業単元】呼吸器疾患

10

【授業単元】消化器疾患

【授業形態】講義 【授業形態】　講義

呼吸器感染症やそのほかの肺疾患について理解する 【到達目標】消化器疾患の分類・病態を理解する

授　業　概　要 授　業　概　要

1

【授業単元】呼吸器疾患

9

【授業単元】消化器疾患

【授業形態】　講義 【授業形態】　講義

【到達目標】呼吸器感染症やそのほかの肺疾患について理解する 【到達目標】消化器疾患の分類・病態を理解する

【使用教科書・参考書】文光堂　わかりやすい内科学　第4版

科目名 内科学
30時間 2単位 講師名 佐藤　麻衣

開講時期 2 後期　水　曜日　2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復習する

【資格や現場で必要とされるスキルとの関係性】人体の構造と機能、病理学との相互関係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、将来臨床現場で
生かせるようにする

【科目目標（一般目標）】　視能訓練士として必要な医学的知識を習得する上での、疾患の理解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】　感染症

15 定期試験

【授業形態】　講義

【到達目標】
　感染症の成立条件と予防対策、院内感染、感染症の動向、主な感染症について知る

6

【授業単元】　成人・高齢者保健

14

【授業単元】　国際保健

【授業形態】　講義 【授業形態】　講義

【到達目標】
　生活習慣病、健康増進や疾病への対策を知る

【到達目標】
　国際保健の意義、国際協力と国際機関について知る

5

【授業単元】　学校保健　/　成人保健

13

【授業単元】　産業保健

【授業形態】　講義 【授業形態】　講義

　【到達目標】
　学校保健の意義・対象・行政、領域について知る　/　生活習慣病や加齢に伴う心身状態につ
いて知る

【到達目標】
　産業保健の意義、労災や安全管理体制、職業性疾病について知る

4

【授業単元】　母子保健

12

【授業単元】　精神保健・障害者保健

【授業形態】　講義 【授業形態】　講義

【到達目標】
　母子保健の意義・対象・指標について知る　/国際的な母性に関する概念を知る　/行政にお
ける事業・施策について知る

【到達目標】
　精神保健の意義、様々な精神障害について知る　/　地域の精神保健活動について知る

3

【授業単元】　疫学

11

【授業単元】　社会保障・社会福祉

【授業形態】　講義 【授業形態】　講義

【到達目標】
　疫学の特徴、調査、指標、方法について知る　/因果関係について知る　/スクリーニングにつ
いて知る

【到達目標】
　社会保障、社会保険、社会福祉制度　について知る

2

【授業単元】　人口統計　/地域保健

10

【授業単元】　環境保健

【授業形態】　講義 【授業形態】　講義

【到達目標】
　生命表・生命関数、様々な健康指標について知る　/　地域保健について知る

【到達目標】
　生活環境、地球環境・環境問題　について知る

授　業　概　要 授　業　概　要

1

【授業単元】　健康の概念　/　疾病予防　/人口統計

9

【授業単元】　食品衛生・国民栄養

【授業形態】　講義 【授業形態】　講義

【到達目標】
　健康の適宜や概念、予防の段階、人口静態・動態　について知る

【到達目標】
　食品衛生法と食品管理、国民栄養の概要や調査について知る　/食事バランスガイド等の施策、食
品表示について知る

【使用教科書・教材・参考書】　　「よくわかる専門基礎講座　公衆衛生」　金原出版　/各回の内容を示したプリント配布

科目名 公衆衛生学
30時間 2単位 講師名 大竹　千生

開講時期 2年 前期　　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：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】
　臨床の場において、講義で習得した健康に関する知識を患者さんや地域の方々に伝えるための一助となる

【科目目標（一般目標）】
　視能訓練士に必要な公衆衛生に関する知識を習得する
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　 実施方法：国家試験に準じた択一試験（３０分）

定期試験（60点満点）

　 実施方法：国家試験に準じた択一試験（６０分）

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：ワークシートの提出

復習試験（20点満点）

7

【授業単元】　国家統計

15 定期試験

【授業形態】　講義

【到達目標】

・「国家統計」が理解できる

6

【授業単元】　医療に関係する法律⑤

14

【授業単元】　社会福祉②

【授業形態】　講義 【授業形態】　講義

【到達目標】

・「母子保健法」、「学校保健安全法」、「労働安全衛生法」、「高齢者の医療の確保に　　関

する法律」が理解できる

【到達目標】

・「障害者福祉」について理解する

・「その他の福祉」について理解する

5

【授業単元】　医療に関係する法律④

13

【授業単元】　社会福祉①

【授業形態】　講義 【授業形態】　講義

【到達目標】

・「地域保健法」が理解できる

・「保健所」と「市町村保健センター」の役割が理解できる

【到達目標】

・「社会福祉」とは何か理解する

・「児童福祉」、「高齢者福祉」について理解する

4

【授業単元】　医療に関係する法律③

12

【授業単元】　医療保険制度②

【授業形態】　講義 【授業形態】　講義

【到達目標】

・「健康増進法」が理解できる

・「医薬品医療機器等法」が理解できる

【到達目標】

・「医療保険」の種類と特徴を理解する

3

【授業単元】　医療に関係する法律②

11

【授業単元】　医療保険制度①

【授業形態】　講義 【授業形態】　講義

【到達目標】

・「視能訓練士法」が理解できる

・「医師」の仕事が理解できる

【到達目標】

・「医療保険制度」を理解する

2

【授業単元】　医療に関係する法律①

10

【授業単元】　社会保険①

【授業形態】　講義 【授業形態】　講義

【到達目標】

・医療職の「役割」を理解することができる

・「医療法」が理解できる

【到達目標】

・「社会保険」とは何かがわかる　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・わが国における「社会保険制度」を理解する

授　業　概　要 授　業　概　要

1

【授業単元】　医療における法律（概論）

9

【授業単元】　社会保障制度

【授業形態】　講義 【授業形態】　講義

【到達目標】

・「法律」とは何か、説明することができる　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・「日本国憲法第２５条」を理解することができる

【到達目標】

・わが国の「社会保障制度」を理解する

・「生活保護制度」を理解する

【使用教科書・教材・参考書】　　　オリジナルプリント教材

科目名 関係法規
時間 単位 講師名 軽部裕代

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

【講師略歴】　

保有資格：歯科医師　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　略　　　歴：大学で公衆衛生を学び、医療に関係する法律や、社会福祉等、医療に関する諸制度等の研究と教育に従事する。大学院では、環境毒性学を専攻し、博士号

を取得。　現在は、新規歯科材料の開発に向けた毒性学研究を行っている。

【授業への心構え・留意点】　

前半の授業は、視能訓練士として遵守しなければならない「法律」である。この科目で学ぶ内容は、国家資格取得者が特に知り得なければならないことであるため、国家試験

では、近年最も重要視されている。また後半の授業は、「社会福祉」を学ぶ。「福祉」は、高齢化社会に伴い自らの将来に関わりを持つ分野でもあるので、自分の将来を想像し

ながら学んで欲しい。

【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、国家資格であるため、「視能訓練士法」によって仕事の内容や身分が規定されており、遵守することとされている。また視能訓練士は、医療従事者であるた

め、医療に関係する法律や医療制度等、理解しておく必要がある。また、高齢化社会の進行に伴い、医療と福祉の連携の必要性が強調される中で、社会福祉や、社会保障制

度等を理解しておくことは重要である。視能訓練士は、医療従事者として、医療と福祉をつなぐエキスパートでもあるので、本科目で学ぶ内容は、重要である。

【科目目標（一般目標）】　

・視能訓練士として知っておかなければならない医療における法律と、行政機構について理解する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　・社会保障と社会福祉の基本理念を学ぶとともに、社会保険とそのしくみについて理解する。
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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（20点満点）

　 実施方法：

復習試験（20点満点）

7

【授業単元】角膜治療薬、ドライアイ治療薬

15 定期試験

【授業形態】　講義

【到達目標】主な角膜治療薬、ドライアイ治療薬の薬品名と作用機序が説明できる。

6

【授業単元】アレルギー治療薬

14

【授業単元】総復習

【授業形態】　講義 【授業形態】　講義

【到達目標】主なアレルギー治療薬の薬品名と作用機序が説明できる。 【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】抗真菌薬 クラミジア治療薬 抗ヘルペス薬

13

【授業単元】点眼麻酔薬

【授業形態】　講義 【授業形態】　講義

【到達目標】主な抗真菌薬、クラミジア治療薬、抗ヘルペス薬の薬品名と作用機序が説明で
きる。

【到達目標】主な点眼麻酔薬の薬品名と作用機序が説明できる。

4

【授業単元】抗菌薬

12

【授業単元】白内障治療薬、散瞳薬

【授業形態】　講義 【授業形態】　講義

【到達目標】主な抗菌薬の薬品名と作用機序が説明できる。 【到達目標】主な白内障治療薬、散瞳薬の薬品名と作用機序が説明できる。

3

【授業単元】点眼薬の基礎 その2

11

【授業単元】緑内障治療薬 その2

【授業形態】　講義 【授業形態】　講義

【到達目標】点眼薬の正しい使い方、保管方法、使用期限等を説明できる。 【到達目標】主な緑内障治療法の薬品名と作用機序が説明できる。

2

【授業単元】点眼薬の基礎  その1

10

【授業単元】緑内障治療薬 その1

【授業形態】　講義 【授業形態】　講義

【到達目標】点眼薬はどういうものでどのように作られているか、また点眼容器はどのように
作られそれがどういう意味なのかを説明できる。

【到達目標】緑内障の発生原因や病態を説明できる

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】炎症治療薬

【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】主な炎症治療薬の薬品名と作用機序が説明できる。

【使用教科書・教材・参考書】 点眼薬クリニカルブック　

科目名 眼科薬理学Ⅰ
30時間 2単位 講師名 渡邉  隆

前期 ２年 前期　　木曜日　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】国家試験では3〜4問程度しか出題されない科目ですが、現場では視能訓練士が薬の内容や使用方法を説明していると聞いていま
す。現場で使える程度の知識を身につけてください。

【科目目標（一般目標）】眼科の現場で使用される点眼薬の役割と意義、また使用されている医薬品について理解することにより現場で役立つ知識を身につける。
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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】　眼圧検査

14

【授業単元】　まとめ

【授業形態】　講義 【授業形態】　講義

【到達目標】
検査方法を理解し、できるようになる。正常値と異常を呈する疾患を知る。

【到達目標】
これまでの復習、テスト対策

5

【授業単元】　細隙灯顕微鏡検査

13

【授業単元】　光干渉断層計

【授業形態】　講義 【授業形態】　講義

【到達目標】
検査方法を理解する。正常値と異常を呈する疾患を知る。

【到達目標】
検査方法を理解し、できるようになる。正常値と異常を呈する疾患を知る。

4

【授業単元】　外眼部検査

12

【授業単元】　蛍光眼底造影検査

【授業形態】　講義 【授業形態】　講義

【到達目標】
検査方法を理解し、できるようになる。正常値と異常を呈する疾患を知る。

【到達目標】
検査方法を理解する。正常値と異常を呈する疾患を知る。

3

【授業単元】　外眼部検査

11

【授業単元】　超音波検査／眼軸長検査／眼窩画像検査

【授業形態】　講義 【授業形態】　講義

【到達目標】
検査方法を理解し、できるようになる。正常値と異常を呈する疾患を知る。

【到達目標】
検査方法を理解する。正常値と異常を呈する疾患を知る。

2

【授業単元】　隅角検査

10

【授業単元】　眼底検査

【授業形態】　講義 【授業形態】　講義

【到達目標】
検査方法を理解する。正常値と異常を呈する疾患を知る。

【到達目標】
検査方法を理解する。正常値と異常を呈する疾患を知る。

授　業　概　要 授　業　概　要

1

【授業単元】涙液検査

9

【授業単元】　角膜検査

【授業形態】　講義 【授業形態】　講義

【到達目標】
検査方法を理解し、できるようになる。正常値と異常を呈する疾患を知る。

【到達目標】
検査方法を理解し、できるようになる。正常値と異常を呈する疾患を知る。

【使用教科書・教材・参考書】　視能学　

科目名 視能検査学Ⅰ
30時間 2単位 講師名 越田　愛生

開講時期 2年 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】
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】
1年に学んだ視能検査機器学を中心に、解剖や疾患を復習します。

【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）】
解剖、疾患、検査を関連付けられるようになる。
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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）

7

【授業単元】おさらい

15 定期試験

【授業形態】　実習

【到達目標】

復習試験に向けて練習

6

【授業単元】眼底検査

14

【授業単元】おさらい

【授業形態】　実習 【授業形態】　実習

【到達目標】 【到達目標】

眼底カメラ撮影・OCTについて理解し検査できる。 1～11回の実習のおさらいと、定期試験に向けて復習

【到達目標】 【到達目標】

静的視野検査において説明、開始までの手技を理解できる 1～11回の実習のおさらいと、定期試験に向けて復習

動的視野検査において準備できる。

1～3回の内容の手技確認 5～11回の内容の手技確認

5

【授業単元】視野検査

13

【授業単元】おさらい

【授業形態】　実習 【授業形態】　実習

4

【授業単元】小テスト

12

【授業単元】小テスト

【授業形態】　実習 【授業形態】　実習

【到達目標】 【到達目標】

3

【授業単元】電気生理検査

11

【授業単元】検影法

【授業形態】　実習 【授業形態】　実習

【到達目標】 【到達目標】

ERG・VEPを正しく設定し測定できる 同行・中和・逆行を理解し見わけをつけることができる

【到達目標】 【到達目標】

静的視野検査において説明、開始までの手技を理解できる 静的視野検査において説明、開始までの手技を理解できる

対座法について理解できる 動的視野検査において準備できる。

乱視表を使用しての視力検査をスムーズにできる 視力検査をスムーズにできる

オートレフケラトメータ、ノンコンタクトトノメータを操作ができる オートレフケラトメータ、ノンコンタクトトノメータを操作ができる

2

【授業単元】視野検査

10

【授業単元】視野検査

【授業形態】　実習 【授業形態】　実習

授　業　概　要 授　業　概　要

1

【授業単元】視力検査

9

【授業単元】視力検査

【授業形態】　実習 【授業形態】　実習

【到達目標】 【到達目標】

【科目目標（一般目標）】

学生間での基本手技を確認し、臨地での実施を見越したシュミレーションシートにも対応できる知識・技術力を身に付ける

【使用教科書・教材・参考書】
レジュメ・視能学・眼科検査ガイド・指示したもの

1年次で行った生理光学・生理光学実習の知識や技術をふまえ、新しい視力検査の方法などを学びます。

授業後は常に復習を忘れずに、今まで勉強してきたことを積み重ねながら実習に励んでください。

また、検査練習は学生同士ではなく、検者と患者の関係として適切な接遇を心がけてください。

【資格や現場で必要とされるスキルとの関係性】

現場で行う検査の基礎となる技術を習得し、より効率的で制度の高い検査を行うための土台を形成する。

視能訓練士学科Ⅰ部

【講師略歴】

保有資格：視能訓練士

総合病院・個人クリニックと経験し2020年日本医歯薬専門学校の専任教員となる

【授業への心構え・留意点】

科目名 生理光学実習Ⅱ
60時間 2単位 講師名 後藤　芙実・正信　りさ・越田　愛生

開講時期 2年 前期　　　金曜日　　1・2時限
学科･学部
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　 実施方法：筆記

定期試験（60点満点）

　 実施方法：筆記

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・課題

復習試験（30点満点）

7

【授業単元】　筋移動術

15 定期試験

【授業形態】　講義

【到達目標】　斜視手術における筋移動術の原理を理解する

6

【授業単元】　眼球運動検査

14

【授業単元】　眼振手術

【授業形態】　講義 【授業形態】　講義

【到達目標】　眼球運動検査から麻痺筋の選択が行える 【到達目標】　手術の効果と種類を理解する

5

【授業単元】　眼球運動

13

【授業単元】　眼振

【授業形態】　講義 【授業形態】　講義

【到達目標】　外眼筋の発生・構造・働きが理解できる 【到達目標】　眼振の原理と分類を理解する

4

【授業単元】　網膜対応訓練

12

【授業単元】　斜視手術

【授業形態】　講義 【授業形態】　講義

【到達目標】　網膜対応の訓練を理解し選択できる。 【到達目標】　斜視手術の対象と効果を理解する

3

【授業単元】　網膜対応検査

11

【授業単元】　斜視の各型

【授業形態】　講義 【授業形態】　講義

【到達目標】　網膜対応の検査から判読までが行える 【到達目標】　筋原性・特殊斜視を理解する

2

【授業単元】　網膜対応と複視

10

【授業単元】　斜視の各型

【授業形態】　講義 【授業形態】　講義

【到達目標】　網膜対応と複視（自覚）の関係性を説明できる 【到達目標】　外斜視の分類を理解する

【使用教科書・教材・参考書】

視能学　視能矯正学　その他必要な教材

授　業　概　要 授　業　概　要

1

【授業単元】　両眼視機能

9

【授業単元】　斜視の各型

【授業形態】　講義 【授業形態】　講義

【到達目標】　両眼視機能と網膜対応について理解できる 【到達目標】　内斜視の分類を理解する

【科目目標（一般目標）】

視能矯正・視能訓練の実施において、常に最善の方法を選択できる視能訓練士になるために、両眼視機能、眼球運動について理論を習得し、総合的に考える力を養う。

科目名

視能訓練学Ⅰ
30時間 2単位 講師名 今井　哲也

必修

開講時期 2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】

保有資格：視能訓練士(2009)

大学卒業後に視能訓練士として病院にて5年間の実務経験を積み、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】

今まで学習した視能矯正分野の知識を基に、国家試験合格に向けレベルアップしてください。視能訓練士としての基本的知識を習得するという意識で望んでください。

【資格や現場で必要とされるスキルとの関係性】

国家試験出題率の高い視能矯正分野をより詳しく学び、国家試験合格の礎を築くと同時に、臨床現場において的確な検査が実施できるよう、理論を習得する。
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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・記述試験

復習試験（30点満点）

13.14

【授業単元】 眼位・眼球運動

29.30 定期試験

【授業形態】 実習

【到達目標】これまでの実習内容を理解し、試験にむけ練習

11.12

【授業単元】 眼位・眼球運動

27.28

【授業単元】 両眼視機能検査

【授業形態】 実習 【授業形態】 実習

【到達目標】これまでの実習内容を理解し、試験にむけ練習 【到達目標】これまでの検査で何を見てどう考えるかを意識しつつ試験にむけ練習

9.10

【授業単元】 眼位・眼球運動

25.26

【授業単元】 両眼視機能検査

【授業形態】 実習 【授業形態】 実習

【到達目標】疾患ごとに検査を考え、一連の検査を行い、結果を考察する 【到達目標】これまでの検査で何を見てどう考えるかを意識しつつ試験にむけ練習

7.8

【授業単元】 眼位・眼球運動

23.24

【授業単元】 両眼視機能検査

【授業形態】 実習 【授業形態】 実習

【到達目標】眼位・眼球運動検査をスムーズに行い、結果を正しく記載し考察する 【到達目標】ＨＥＳＳを正しく検査し結果を記載できる

5.6

【授業単元】 眼位・眼球運動

21.22

【授業単元】 両眼視機能検査

【授業形態】 実習 【授業形態】 実習

【到達目標】三歳児健診の結果を全員で振り返り考察する 【到達目標】ワース・バゴリーニを正しく検査し結果を記載できる

3.4

【授業単元】 眼位・眼球運動

19.20

【授業単元】 両眼視機能検査

【授業形態】 実習 【授業形態】 実習

【到達目標】眼位・眼球運動検査をスムーズに行い、結果を正しく記載し、考察する 【到達目標】大型弱視鏡でのスムーズな検査

授　業　概　要 授　業　概　要

1.2

【授業単元】 眼位・眼球運動

17.18

【授業単元】 両眼視機能検査

【授業形態】 実習 【授業形態】 実習

【到達目標】三歳児健診を想定し必要な検査を考え行うことができる 【到達目標】大型弱視鏡でのスムーズな検査

【使用教科書・教材・参考書】　 視能学　眼科検査ガイド　視能矯正学 

科目名 視能矯正学実習Ⅱ 60時間 2単位 講師名 正信　　山口

開講時期 　２年 前期　　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

【授業への心構え・留意点】
視能訓練士として必要不可欠な検査　知識なしでは行えない検査　なのでこれまでの知識を自分で復習し授業に臨んでほしい

【資格や現場で必要とされるスキルとの関係性】
知識を持った上で、自ら必要な検査を考えなければならない

【科目目標（一般目標）】
必要に応じた検査の選択、正しい検査方法と記載、その結果の考察までできるようにする
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　 実施方法：筆記試験又はレポート、盲学校実習レポート

定期試験（60点満点）

　 実施方法：筆記試験

実習：盲学校見学

【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

復習試験（30点満点）

7

【授業単元】　情報支援と情報提供②

15 定期試験

【授業形態】 講義・演習

【到達目標】
・状況、場面別での情報提供ができる

6

【授業単元】　情報支援と情報提供①

14

【授業単元】　応用技能②

【授業形態】 講義・演習 【授業形態】　演習

【到達目標】
・言葉による情報提供が理解できる
・移動場面における口頭での情報提供ができる

【到達目標】
・環境に応じた歩行ができる
・トイレへの誘導ができる

5

【授業単元】 同行援護従業者の制度と業務

13

【授業単元】　応用技能①

【授業形態】 講義 【授業形態】 演習

【到達目標】
・同行援護従業者の倫理観を説明できる
・同行援護の制度を理解できる
・障がい者

【到達目標】
・環境に応じた歩行ができる

4

【授業単元】　障がい者・児の心理

12

【授業単元】　基本技能②

【授業形態】 講義・演習 【授業形態】 演習

【到達目標】
・視覚障がい体験を通じ、視覚障がい者の見えない・見えにくさを理解できる
・障がいの受容過程を説明できる

【到達目標】
・イスへの誘導ができる
・段差、階段の誘導ができる

3

【授業単元】 障がい・疾病の理解②

11

【授業単元】　基本技能①

【授業形態】 講義 【授業形態】 演習

【到達目標】
・「見える」ということの理解
・視覚障がい者の主な疾病が理解でき、説明できる

【到達目標】
・基本姿勢を身につけられる
・歩行、進む、曲がる、止まるが安全にできる

2

【授業単元】 障がい・疾病の理解①

10

【授業単元】　代筆の基礎知識

【授業形態】 講義 【授業形態】 講義・演習

【到達目標】
・様々な障がい・疾病が理解できる
・障がいの分類と視覚障がい者の立場が理解できる

【到達目標】
・代筆の方法を理解し、代筆できる
・点字の基礎を理解できる

授　業　概　要 授　業　概　要

1

【授業単元】 視覚障がい者・児福祉の制度とサービス

9

【授業単元】　代読の基礎知識

【授業形態】 講義 【授業形態】 講義・演習

【到達目標】
・日本の社会制度の理解ができる
・障害福祉の遍歴とサービスが説明できる

【到達目標】
・代読の方法を理解し、情報提供できる

【使用教科書・教材・参考書】
「同行援護従業者養成研修テキスト（第３版）」　中央法規

科目名 対人援助講座Ⅲ 30時間 2単位 講師名 押江善正

開講時期 ２　年 期　　曜日　時限
学科･学部 視能訓練士学科　　　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】

視覚障がい者・児の特性を知り、診察に訪れた方々の安全な移動の支援ができる

【資格や現場で必要とされるスキルとの関係性】

本科目における同行援護従業者養成研修一般課程を習得することで、眼科診療の来院患者、特に視覚障がい者・児の盲・弱視者に対する対応の中で、安全に移動でき、コ

ミュニケーション支援ができることにつながる

【科目目標（一般目標）】

同行援護は、視覚に障がいがある人のために障害福祉サービスの自立支援給付として位置づけられ、単なる移動支援ではなく情報支援を含む外出などに支援を行うもので

す。本科を学ぶことで、現在の障害福祉・社会福祉・社会保障を理解できる
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　 実施方法：倫理委員会

定期試験（60点満点）

　 実施方法：記述式、選択問題

倫理委員会

【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、提出物

復習試験（30点満点）

7

【授業単元】　参考文献について・倫理委員会への準備

15 定期試験

【授業形態】　講義・実習

【到達目標】

参考文献の記載方法について学びます

倫理委員会の準備を行います。

6

【授業単元】　不正行為について（捏造、改ざん、盗用）・研究計画書作成

14

【授業単元】　研究準備を進める

【授業形態】　講義・グループワーク 【授業形態】　講義・実習

【到達目標】

不正行為について学びます

研究計画書作成します

【到達目標】

本格的な研究に向けてグループで話し合う。

5

【授業単元】　利益相反について・研究方法

13

【授業単元】　抄読会②

【授業形態】　講義・グループワーク 【授業形態】　講義・実習

【到達目標】

利益相反該当基準について学びます

研究の対象、方法など具体化し、研究計画書を作成していきます。

【到達目標】

指定した２つの論文をを各班10分発表

4

【授業単元】　倫理委員会について・研究内容

12

【授業単元】　抄読会②

【授業形態】　講義・グループワーク 【授業形態】　講義

【到達目標】

倫理委員会について学びます

具体的な研究内容を話し合う

【到達目標】

指定した２つの論文をを各班10分発表

3

【授業単元】　研究計画書について

11

【授業単元】　抄読会①

【授業形態】　講義・グループワーク 【授業形態】　講義

【到達目標】

研究計画書の書き方方法

具体的な研究内容を話し合う

【到達目標】

指定した２つの論文をを各班10分発表

2

【授業単元】　研究グループ

10

【授業単元】　論文の読み方　抄読会①

【授業形態】　グループワーク 【授業形態】　講義

【到達目標】

研究の大まかな内容、研究グループ決めをする

【到達目標】

論文の読み勉強をする方法

指定した２つの論文をを各班10分発表

【使用教科書・教材・参考書】

視能学／視能矯正学

授　業　概　要 授　業　概　要

1

【授業単元】　研究の流れ・方法

9

【授業単元】　倫理委員会の振り返り

【授業形態】　講義 【授業形態】　講義・グループワーク

【到達目標】

研究の流れ

【到達目標】

倫理委員会の反省や修正点などの改善

【科目目標（一般目標）】

学会での発表や臨床研究の方法を理解する

原著論文や総説を読んで理解する技術を学び、卒業後の学びに活かせるようになる

科目名

卒業研究Ⅰ
30時間 2単位 講師名 大木伸一

必修

開講時期 ２年 前期　　火曜日　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（1995年）

臨床：東京歯科大学市川総合病院（1995年）防衛医科大学校病院（1998年）東京歯科大学水道橋病院（2004-2021）臨床経験27年

臨床研究：白内障屈折矯正を専門として国内外の学会発表、複数の原著論　　最終学歴：大学卒（マネジメント、マーケティング）

【授業への心構え・留意点】

卒業後に勉強をする方法をこの授業で行います。学校は建物でいうと基礎の部分を勉強します。臨床に出てからが本当の勉強です。

すなわち柱、梁、屋根の部分である臨床知識を自分自身で勉強していかなくてはいけません。そして医学は進歩します。卒業時と同じではありません。

自分自身で研磨して時代に合った知識をつけていくことが視能訓練士としての使命で患者さんへの貢献につながなっていきます。

.【資格や現場で必要とされるスキルとの関係性】

臨床研究の方法、学会の発表や参加するうえでの基礎的な知識を学びます。

研究報告書作成⇒倫理委員会⇒臨床研究⇒発表と実際の研究の流れをグループワークを通して行っていきます。

複数のグループで研究を行い、チームとしての自分の役割を進んで行う事ができるようにします
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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

復習試験（30点満点）

7

【授業単元】呼吸器のしくみと病態生理

15 定期試験

【授業形態】　講義

【到達目標】呼吸器の機能、疾患について理解する

6

【授業単元】　呼吸器のしくみと病態生理

14

【授業単元】　脳、神経、筋肉のしくみと病態生理

【授業形態】　講義 【授業形態】　講義

【到達目標】呼吸器の機能、疾患について理解する 【到達目標】中枢神経，末梢神経の機能と障害を理解する

5

【授業単元】　呼吸のしくみと病態生理

13

【授業単元】　脳、神経、筋肉のしくみと病態生理

【授業形態】　講義 【授業形態】　講義

【到達目標】呼吸器の構造。機能。疾患について理解する 【到達目標】中枢神経、末梢神経の機能と障害を理解する

4

【授業単元】　循環のしくみと病態生理

12

【授業単元】　腎・泌尿器のしくみと病態生理

【授業形態】　講義 【授業形態】　講義

【到達目標】心臓の構造と機能、機能障害。血圧などを理解する 【到達目標】腎臓の機能と泌尿器の障害を理解する

3

【授業単元】　循環のしくみと病態生理

11

【授業単元】消化、吸収のしくみと病態生理

【授業形態】　講義 【授業形態】　講義

【到達目標】心臓の構造と機能。機能障害。血圧などを理解する 【到達目標】消化管の機能と障害を理解する

2

【授業単元】循環のしくみと病態生理

10

【授業単元】消化、吸収と病態生理

【授業形態】　講義 【授業形態】講義

【到達目標】心臓の構造・機能、機能障害、血圧などを理解する 【到達目標】消化管の機能と障害を理解する

授　業　概　要 授　業　概　要

1

【授業単元】病態を学ぶための基礎知識

9

【授業単元】　消化、吸収と病態生理

【授業形態】　講義 【授業形態】　講義

【到達目標】病気の原因、正常と異なる点を理解する 【到達目標】消化管の機能と障害を理解する

【使用教科書】系統看護学講座　病態生理学（医学書院）

科目名 臨床関連医学
30時間 2単位 講師名 脇雅子

開講時期 2 前期　水　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を経て、現在、滋慶学園並びに医療系専門学校で基礎医学全般を教授。

【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】　人体の構造と機能や病理学の相互関係を理解し、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）】　臨床関連医学は病気を理解するための基礎であり、視能訓練士として必要な病気の原因や特徴を理解する。



(　　                     ) 30時間 開講区分 後期

学科・ｺｰｽ 視能訓練士学科３年制　２年生　　 (2) 曜日・時間 金曜１限

回

【特記事項】

　

【到達目標】 【到達目標】

・歩行訓練士の仕事を理解する
・視覚リハビリテーションを体験する

８

【授業単元】　復習と単元テスト 　【評価について】

【授業形態】　講義・テスト練習
評価は筆記試験にて、理解の到達度を問う。
配点：小テスト/単元ごとに授業の終わりに確認テストを行う。小テスト合計２０点
　　　　復習テスト/前半終了時に行う。配点２０点
　　　　定期テスト/最終確認テスト。配点６０点。

【到達目標】

７

【授業単元】　福祉領域での視覚障害者リハビリテーション２

１５

【授業単元】　定期テスト

【授業形態】　講義(稲垣直子氏） 【授業形態】　復習とテスト

６

【授業単元】　福祉領域での視覚障害者リハビリテーション１

１４

【授業単元】　連携	

【授業形態】　講義(稲垣直子氏） 【授業形態】　講義

【到達目標】 【到達目標】

・歩行訓練士の仕事を理解する
・視覚リハビリテーションを体験する

・視能訓練士としてできることを自分で考えられる。
・視覚障害に関わる他職種を知る
・３つのステップを説明できる。

５

【授業単元】　視覚障害者の心理と受容

１３

【授業単元】　移動

【授業形態】　講義(当事者・中谷数一氏） 【授業形態】　講義（当事者：盲導犬ユーザー瀬尾敏也氏）

【到達目標】 【到達目標】

・視覚障害者の心理を理解する
・先天性疾患、中途視覚障害者、それぞれの心理的特性と受容の過程を理解
する。

・白杖について理解する
・移動手段：盲導犬、ガイドヘルプを知る
・移動の価値を考えることができる

４

【授業単元】　代表的疾患とその対応・年代別ロービジョンケア

１２

【授業単元】　視覚障害者とIT

【授業形態】　講義 【授業形態】　講義と実習（当事者・IT講師中谷数一氏）

【到達目標】 【到達目標】

・代表的疾患について説明できる
・疾患によるアプローチの違いを理解できる
・当事者に学ぶ（内山昌和氏）

・実際に見て、触って理解を深める
・ITがもたらす、QOLの変化を知る

３

【授業単元】　診断書（身体障害者手帳など）

１１

【授業単元】　補装具と日常生活用具

【授業形態】　講義・演習 【授業形態】　講義と演習

【到達目標】 【到達目標】

・視覚障害の等級を知る。
・症例を使って、等級を出せるようになる。

・補装具と日常生活用具の違いを理解する
・道具によるQOLの向上を学ぶ

２

【授業単元】　ロービジョンケアの基本

１０

【授業単元】　他職種から学ぶ視覚リハビリテーション

【授業形態】　講義 【授業形態】　講義（当事者・作業療法士久保田絢女氏）

【到達目標】 【到達目標】

・基本の６つのステップを理解する
・眼科の役目を知る
・ニーズを引き出す方法を理解する

・弱視当事者の学を知る
・他職種の視点から視覚リハを学ぶ

１

【授業単元】　ガイダンス（ロービジョンとは？）

９

【授業単元】　読み書きと羞明（拡大鏡・遮光眼鏡・読み視力）

【授業形態】　講義・演習 【授業形態】　講義と演習

【到達目標】 【到達目標】

・視覚障害の概要を知る
・見えにくい体験をし、見え方を説明できるようになる。	

・拡大について理解し、倍率について説明できる
・遮光眼鏡を知る
・文字情報を得る手段を学ぶ

　【資格や現場で必要とされるスキルとの関係性】　

視能訓練士にしかできないロービジョンケアがある。クリニックでも病院でもできることから始めるロービジョンケアを学ぶ。

視覚障害者の現況を理解する。
見えない、見えにくい世界を知り、視覚障害者に対する正しい知識を持ち、対等な人間関係を身につける。
視能訓練士にしかできないロービジョンケアを学ぶ。

　【使用教科書・教材・参考書】
ロービジョンファイル（プリント）　　　　参考書：ポイントマスターロービジョン外来ノート　　　ロービジョンケアの実際

授　業　概　要

　【科目目標（一般目標）】　

保有資格：認定視能訓練士・相談支援専門員・介護支援専門員・同行援護指導者・盲ろう通訳
略歴：国立小児病院付属視能訓練学院卒業。都京都立府中病院、都立多摩総合医療センターにて視能訓練士業務。2016年よりNPO法人視覚障がい者ネットワークコトリナ設立。
現在、８箇所の眼科にて視能訓練士業務。視能訓練士養成校にて非常勤講師。

　【授業への心構え・留意点】　

臨床経験から得たこと、当事者から学ぶことなどを伝えたい。知識を増やすだけでなく、「考え」「参加」する授業を行う。
視能訓練士として、自分はロービジョンにこれからどうやって関わるのか。自分に何ができ、何をやりたいかを毎回の授業で考え、参加して欲しい。

　【講師略歴】　

科目名
（英）

視覚障害者リハビリテーション　
必修
選択

必修 年次 ２年 担当教員 塩田直子

授業
形態

講義
演習

総時間
（単位）
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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）

7

【授業単元】おさらい

15 定期試験

【授業形態】　実習

【到達目標】

復習試験に向けて練習

6

【授業単元】小テスト

14

【授業単元】おさらい

【授業形態】　実習 【授業形態】　実習

【到達目標】 【到達目標】

1～3回の実習のおさらい 1～11回の実習のおさらいと、定期試験に向けて復習

【到達目標】 【到達目標】

合同検査の振り返り 1～11回の実習のおさらいと、定期試験に向けて復習

他学年（1年生）へ検査をすることで、現場での流れをイメージし実践できる 1～11回の実習のおさらいと、定期試験に向けて復習

5

【授業単元】振り返り

13

【授業単元】おさらい

【授業形態】　実習 【授業形態】　実習

レンズメーターを使用して、眼鏡の度数を測定することができる

4

【授業単元】合同検査

12

【授業単元】おさらい

【授業形態】　実習 【授業形態】　実習

【到達目標】 【到達目標】

3

【授業単元】検影法・レンズメーター

11

【授業単元】超音波検査

【授業形態】　実習 【授業形態】　実習

【到達目標】 【到達目標】

検影法を用いて屈折を導く出すことができる A・Bモードを理解できる

【到達目標】 【到達目標】

動的視野検査において準備から正常視野測定までがスムーズにできる 動的視野検査・静的視野検査ともにスムーズに検査ができる

静的視野検査の検査を最後までできる

近見視力の測定法を理解し実践できる 1年間のまとめができる

2

【授業単元】視野検査

10

【授業単元】視野検査

【授業形態】　実習 【授業形態】　実習

授　業　概　要 授　業　概　要

1

【授業単元】視力検査

9

【授業単元】視力検査

【授業形態】　実習 【授業形態】　実習

【到達目標】 【到達目標】

【科目目標（一般目標）】

学生間での基本手技を確認し、臨地での実施を見越したシュミレーションシートにも対応できる知識・技術力を身に付ける

【使用教科書・教材・参考書】

前期で行った生理光学・生理光学実習の知識や技術をふまえ、新しい視力検査の方法などを学びます。

授業後は常に復習を忘れずに、今まで勉強してきたことを積み重ねながら実習に励んでください。

また、検査練習は学生同士ではなく、検者と患者の関係として適切な接遇を心がけてください。

【資格や現場で必要とされるスキルとの関係性】

現場で行う検査の基礎となる技術を習得し、より効率的で制度の高い検査を行うための土台を形成する。

視能訓練士学科Ⅰ部

【講師略歴】

保有資格：視能訓練士

総合病院・個人クリニックと経験し2020年日本医歯薬専門学校の専任教員となる

【授業への心構え・留意点】

科目名 生理光学実習Ⅲ
60時間 2単位 講師名 後藤　芙実・正信　りさ・越田　愛生

開講時期 2年 後期　　　金曜日　　3・4時限
学科･学部
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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：　記述式試験，客観式試験

復習試験（20点満点）

7

【授業単元】 　核上，核間性眼球運動障害①

15 定期試験

【授業形態】 　講　義

【到達目標】

1．水平眼球運動障害

2．垂直眼球運動障害

3．その他

6

【授業単元】 　核上，核間性眼球運動障害①

14

【授業単元】 　基本診察

【授業形態】 　講　義 【授業形態】 　講　義

【到達目標】

1．水平眼球運動障害

2．垂直眼球運動障害

3．その他

【到達目標】眼球突出の診察から一般眼科検査

5

【授業単元】 　　核，核下性眼球運動障害③

13

【授業単元】 　基本診察①

【授業形態】 　講　義 【授業形態】 　講　義

【到達目標】

1．動眼神経

2．滑車神経

3．外転神経　4．その他，関連症候群

【到達目標】

1．眼球運動の診察

2．眼瞼の診察

4

【授業単元】  　核，核下性眼球運動障害②

12

【授業単元】 　視覚路障害

【授業形態】 　講　義 【授業形態】 　講　義

【到達目標】

1．動眼神経

2．滑車神経

3．外転神経

【到達目標】

1．視交叉，視索，外側膝状体

2．側頭葉，頭頂葉，後頭葉

3．高次脳機能

3

【授業単元】  　核，核下性眼球運動障害①

11

【授業単元】 　視神経障害

【授業形態】 　講　義 【授業形態】 　講　義

【到達目標】

1．動眼神経

2．滑車神経

3．外転神経

【到達目標】

1．視神経乳頭

2．視神経萎縮

3．視神経疾患

2

【授業単元】 　脳神経

10

【授業単元】 　瞳孔異常

【授業形態】 　講　義 【授業形態】 　講　義

【到達目標】

1．眼球運動に直接関与しない脳神経

2. 三叉神経，顔面神経，交感神経，副交感神

【到達目標】

1．散瞳と縮瞳

2．瞳孔不同

3．鑑別検査

授　業　概　要 授　業　概　要

1

【授業単元】 　神経眼科の特徴

9

【授業単元】 　眼　振

【授業形態】 　講　義 【授業形態】 　講　義

【到達目標】

1．脳神経の概観

2. 先天性眼球運動障害

【到達目標】

1．病的眼振

2．視運動性眼振

3．異常眼球眼振

【使用教科書】　　　　　  神経眼科診療のてびき　病歴と診察から導く鑑別疾患

【使用教材・参考書】　　プリント配布

科目名 神経眼科学Ⅰ 30時間 2単位 講師名 高橋　理

開講時期 2　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：　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】

　この神経眼科学Ⅰ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，背景となる神経眼科学を社会学的，医学的な立場より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）】
1．　神経眼科疾患に関連する解剖学，生理学，病理学など関連分野が説明できる．
2．　神経眼科疾患の眼症状，全身所見，原因疾患，および治療法の概略を説明できる．
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　 実施方法：記述

定期試験（60点満点）

　 実施方法：記述

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　各回10点満点で施行し、最終的に20点満点に凝縮

復習試験（20点満点）

7

【授業単元】　生活習慣病による眼底疾患3

15 定期試験

【授業形態】　講義

【到達目標】
高血圧による眼底所見を理解する

6

【授業単元】　生活習慣病による眼底疾患2

14

【授業単元】　網膜色素変性症

【授業形態】　講義 【授業形態】　講義

【到達目標】
糖尿病網膜症の眼底特徴をつかむ

【到達目標】
遺伝疾患である網膜色素変性症の特徴、検査及びその結果を理解する

5

【授業単元】　生活習慣病による眼底疾患1

13

【授業単元】　緑内障2

【授業形態】　講義 【授業形態】　講義

【到達目標】
糖尿病網膜症の眼底特徴をつかむ

【到達目標】
緑内障の種類を覚え、必要な検査及びその結果を読影できるようになる

4

【授業単元】　網膜所見

12

【授業単元】　緑内障1

【授業形態】　講義 【授業形態】　講義

【到達目標】
眼底出血や白斑の違いを理解する

【到達目標】
緑内障の種類を覚え、必要な検査及びその結果を読影できるようになる

3

【授業単元】　蛍光眼底造影の基礎

11

【授業単元】　ぶどう膜炎2

【授業形態】　講義 【授業形態】　講義

【到達目標】
蛍光眼底造影の仕組み及び読影法を学ぶ。

【到達目標】
3大ぶどう膜炎について学ぶ

2

【授業単元】　様々な眼底検査

10

【授業単元】　ぶどう膜炎1

【授業形態】　講義 【授業形態】　講義

【到達目標】
蛍光眼底造影や光干渉断層計など眼底検査を理解し、読影できるようになる。

【到達目標】
3大ぶどう膜炎について学ぶ

授　業　概　要 授　業　概　要

1

【授業単元】眼底の解剖復習

9

【授業単元】　生活習慣病による眼底疾患4

【授業形態】　講義 【授業形態】　講義

【到達目標】
眼底の解剖をいま一度復習し、網膜の構造などをしっかりと理解する

【到達目標】
血管閉塞疾患の眼底特徴を覚える

【使用教科書・教材・参考書】　現代の眼科学、眼科検査ガイド、レジュメ

科目名 眼疾病学Ⅰ
30時間 2単位 講師名 金上千佳

開講時期 2年 後期　　水曜日　1時限
学科･学部 視能訓練士学科 1　部

【講師略歴】　保有資格：視能訓練士、医学写真技師　大学病院で1年間眼科写真技師の元研修をし、その後他大学病院にて臨床現場で眼底写真、蛍光眼底造影撮影、前眼部写
真撮影に従事。約4年間の勤務の後フリーに転向。現在約10か所の病院と契約し、蛍光眼底造影をはじめ眼底写真撮影、前眼部撮影、光干渉断層計を担当。また現場で視能訓
練士の技術指導も行っている。また、複数の専門学校で視能訓練士科の学生に対して眼疾病及び眼科写真術の講義を担当

【授業への心構え・留意点】
難しい疾病学ですが、極力わかりやすく面白く、楽しく講義をしたいと思っています。苦手意識を持たないように。わからなければどんどん聞いてください。

【資格や現場で必要とされるスキルとの関係性】
疾病がわからないとどの検査を施行すればよいのか、また結果はどうなるのか理解できません。正確な検査ができる視能訓練士が現場では必要とされています。一流の視能訓練
士は疾病をよく知っています。また近年の国家試験にて疾病が多く出題されています。画像が読めれば難しい問題ではなくなります。

【科目目標（一般目標）】
　正常眼底をしっかりと覚え、それを踏まえて様々な疾病の特徴を掴んでください。また、様々な眼底検査の基礎知識を身に着け、結果が理解できるようになってください。
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　 実施方法：発表をもって試験とする

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

【授業単元】 ロービジョン

15 定期試験

【授業形態】 発表

【到達目標】各自テーマを決めて発表

6

【授業単元】 ロービジョン

14

【授業単元】 まとめ

【授業形態】 発表 【授業形態】 講義

【到達目標】各自テーマを決めて発表 【到達目標】これまでの総復習　定期試験対策

5

【授業単元】 ロービジョン

13

【授業単元】 ロービジョン

【授業形態】 発表 【授業形態】 講義

【到達目標】各自テーマを決めて発表 【到達目標】国家試験の過去問から知識を深める

4

【授業単元】 ロービジョン

12

【授業単元】 ロービジョン

【授業形態】 講義 【授業形態】 講義

【到達目標】身体障害者手帳の等級について学ぶ 【到達目標】国家試験の過去問から知識を深める

3

【授業単元】 ロービジョン

11

【授業単元】 ロービジョン

【授業形態】 講座 【授業形態】 講義

【到達目標】障害者の支援制度について学ぶ 【到達目標】視覚障害者の心理やその受容過程について学ぶ

2

【授業単元】 ロービジョン

10

【授業単元】 ロービジョン

【授業形態】 講義 【授業形態】 講義

【到達目標】視覚障害の主な原因疾患について学ぶ 【到達目標】拡大鏡の倍率計算をできるようにする

授　業　概　要 授　業　概　要

1

【授業単元】 ロービジョン

9

【授業単元】 ロービジョン

【授業形態】 講義 【授業形態】 講義

【到達目標】ロービジョン・盲という言葉の定義を学ぶ
　　　　　　　　社会的弱視の定義について学ぶ

【到達目標】視覚補助具の種類や特徴について学ぶ

【使用教科書・教材・参考書】　 ロービジョンケア外来ノート・視能学・レジュメ

科目名 ロービジョン医学 30時間 2単位 講師名 正信　りさ

開講時期 　２年 後期　　月曜日　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
視能訓練士の資格取得後、総合病院やクリニックに勤務し、眼科検査全般以外にも受付業務や手術室業務にも携わる

【授業への心構え・留意点】
視覚障害者の患者さんに視能訓練士としてどのようなことができるのか、またどういった知識が求められるのか、考えつつ勉強してもらいたい

【資格や現場で必要とされるスキルとの関係性】
知識を得ることによって自ずと患者さんへの対応が見えてくる

【科目目標（一般目標）】
ロービジョンの必要知識を国家試験とリンクさせつつ習得させる
発表を通しプレゼン力をつける
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15.16

　 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）

13.14

【授業単元】 斜視・弱視

29.30 定期試験

【授業形態】 講義

【到達目標】これまでの復習と試験対策

11.12

【授業単元】 小児

27.28

【授業単元】総復習

【授業形態】 講義 【授業形態】 講義

【到達目標】小児の視機能の特性や検査について学ぶ
【到達目標】国家試験を解き、理解を深める
　　　　　　　　試験対策

9.10

【授業単元】 弱視

25.26

【授業単元】 総復習

【授業形態】 講義 【授業形態】 講義

【到達目標】弱視の訓練について学ぶ 【到達目標】国家試験を解き、理解を深める

7.8

【授業単元】 弱視

23.24

【授業単元】 観血療法

【授業形態】 講義 【授業形態】 講義

【到達目標】弱視の意味、分類について学ぶ 【到達目標】国家試験を解き、理解を深める

5.6

【授業単元】斜視

21.22

【授業単元】 眼振

【授業形態】 講義 【授業形態】 講義

【到達目標】斜視の訓練について学ぶ 【到達目標】眼振の分類や特徴について学ぶ

3.4

【授業単元】 斜視

19.20

【授業単元】 斜視

【授業形態】 講義 【授業形態】 講義

【到達目標】斜視の分類について学ぶ 【到達目標】大型弱視鏡での訓練について学ぶ

授　業　概　要 授　業　概　要

1.2

【授業単元】 両眼視機能

17.18

【授業単元】 斜視

【授業形態】 講義 【授業形態】 講義

【到達目標】両眼視機能とはどういうことか考え、その検査にはどのようなものがあるか理解す
る

【到達目標】大型弱視鏡での訓練について学ぶ

【使用教科書・教材・参考書】　 視能学　屈折異常とその矯正　視能矯正学　

科目名 視能訓練学Ⅱ 30時間 2単位 講師名 正信　りさ

開講時期 　２年 後期　　火曜日　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
視能訓練士の資格取得後、総合病院やクリニックに勤務し、眼科検査全般以外にも受付業務や手術室業務にも携わる

【授業への心構え・留意点】
視能訓練士という名称にあるように、訓練は大きな役割であることを意識して受講してほしい

【資格や現場で必要とされるスキルとの関係性】
視能訓練士にしかできない検査・知識が必要とされる

【科目目標（一般目標）】
斜視・弱視についての知識の習得　それに関わる検査を理解する
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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（20点満点）

　 実施方法：

復習試験（20点満点）

7

【授業単元】　外部情報収集とその活用

15 定期試験

【授業形態】　講義

【到達目標】
・第三者機関と安全情報（院外報告）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・
有害事象に関する患者・家族への説明

6

【授業単元】　内部情報収集とその活用

14

【授業単元】　医療安全と院内組織

【授業形態】　講義 【授業形態】　講義

【到達目標】
・インシデントレポート
・報告システム（院内報告）

【到達目標】
・医療安全と院内組織
・医療安全管理者の立場・役割

5

【授業単元】　医療安全と院内組織

13

【授業単元】　医療安全のためのチーム医療

【授業形態】　講義 【授業形態】　講義

【到達目標】
・医療安全と院内組織
・医療安全管理者の立場・役割

【到達目標】
・医療安全と院内組織
・他職種・多職　種連携での医療安全
・患者参加と医療安全、患者・家族＝チーム医療の一員であることを理解する。

4

【授業単元】　ヒューマンエラーとシステム

12

【授業単元】　事例考察③

【授業形態】　講義 【授業形態】　講義

【到達目標】
・ヒューマンエラーとシステムの関係を理解する　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・
身近にあるヒヤリハットを考える

【到達目標】
・事例体験③グループワーク

3

【授業単元】　・医療の安全管理の基礎知識と用語

11

【授業単元】　事例考察②

【授業形態】　講義 【授業形態】　講義

【到達目標】
・・医療の安全管理の基礎知識と用語を理解する

【到達目標】
・事例体験②グループワーク

2

医療の質と安全管理

10

【授業単元】　事例考察①

【授業形態】　講義 【授業形態】　講義

【到達目標】
・医療の質と安全を理解する

【到達目標】
・事例体験①グループワーク

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】　事例分析の手法を知る

【授業形態】　講義 【授業形態】　講義

【到達目標】
・医療の安全とは何かを理解する

【到達目標】
・事例分析の手法
・様々な分析手法を知る

【使用教科書・教材・参考書】　５日間で学ぶ医療安全超入門　配布資料　視覚教材　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

科目名 医療と安全
30時間 2単位 講師名 今井　由惠

開講時期 ２年 前期　　火曜日　1時限
学科･学部 視能訓練士学科　Ⅰ部

【講師略歴】
保有資格：保育士資格・幼稚園教諭２種免許・医療秘書検定・保健調剤事務士　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                  略
歴：百貨店勤務、一般企業を経て医療秘書・医療事務の資格を取得、診療所・保険調剤薬局の保険請求業務を担当。

【授業への心構え・留意点】
医療は日々進化していきます。それとともに『これだけやればよい』ということはなく、安全で最良な医療を提供するためには日々の学習努力も必要です。　　　　　　                 医
療を提供する側として患者様へ最良の医療を提供するためにはどうすればよいのか、また現在、調剤薬局での勤務をしていての例なども含め、医療を受ける側としても考察してい
きます。

【資格や現場で必要とされるスキルとの関係性】
現場に立った際、インシデントが起こってしまった時などの対応策や予防策をとるための知識・対応方法を体験します。また、チーム医療の大切さも体験していきます。    　　　　　現
場では、発表をする、チームの意見をまとめるなども大切な仕事の一つになります。グループワークを利用して、リーダー役を体験していきます。

【科目目標（一般目標）】
医療現場における安全とは何かを知る。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　今
後、現場で必要となる医療安全・患者安全をこれからの医療者として、共に探る。



回 回

8

　 実施方法：　実技試験

定期試験（60点満点）

　 実施方法：　実技試験

中間テスト

【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

小テスト（10点満点）

　 実施方法：　実技試験・記述試験・実習レポート提出

中間テスト（30点満点）

7

【授業単元】まとめ

15 定期試験

【授業形態】 実習

【到達目標】

1～6回までのまとめ

中間テストへ向けての実技練習

6

【授業単元】黄斑変性を想定した検査

14

【授業単元】まとめ

【授業形態】 実技 【授業形態】 実習

【到達目標】

黄斑変性の診断に必要な検査を考え、正しく検査が出来る

検査のための注意点や、順番を考えることが出来る 　結果を正しく解釈出来る

【到達目標】

1～12回までのまとめ

定期試験へ向けての実技練習

5

【授業単元】3歳児健診を想定した検査

13

【授業単元】まとめ

【授業形態】 実技 【授業形態】 実習

【到達目標】

3歳児健診で受診を勧められたケースを想定して検査を進められる。

小児を検査する際の注意点や工夫を考え、実施できる。

【到達目標】

1～12回までのまとめ

定期試験へ向けての実技練習

4

【授業単元】緑内障を想定した検査

12

【授業単元】変視症の主訴から考えられる検査

【授業形態】 実技 【授業形態】 実技

【到達目標】

白内障術前の診断に必要な検査を考え、正しく検査が出来る

検査のための注意点や、順番を考えることが出来る 　結果を正しく解釈出来る

【到達目標】

変視症の主訴から考えられる疾患を挙げ、必要な検査が出来る。

疾患の鑑別のポイントがわかる

3

【授業単元】白内障手術を想定した検査

11

【授業単元】視力低下の主訴から考えられる検査

【授業形態】 実技 【授業形態】 実技

【到達目標】

白内障術前の診断に必要な検査を考え、正しく検査が出来る

検査のための注意点や、順番を考えることが出来る 　結果を正しく解釈出来る

【到達目標】

視力低下の主訴から考えられる疾患を挙げ、必要な検査が出来る。

疾患の鑑別のポイントがわかる

2

【授業単元】内斜視を想定した検査

10

【授業単元】複視の主訴から考えられる検査

【授業形態】 実技 【授業形態】 実技

【到達目標】

内斜視の診断に必要な検査を考え、正しく検査が出来る

検査のための注意点や、順番を考えることが出来る 　結果を正しく解釈出来る

【到達目標】

複視の主訴から考えられる疾患を挙げ、必要な検査が出来る。

疾患の鑑別のポイントがわかる

【使用教科書・教材・参考書】

視能学　眼科検査ガイド

授　業　概　要 授　業　概　要

1

【授業単元】間欠性外斜視を想定した検査

9

【授業単元】糖尿病網膜症を想定した検査

【授業形態】 実技 【授業形態】 実技

【到達目標】

間欠性外斜視の診断に必要な検査を考え、正しく検査が出来る

検査のための注意点や、順番を考えることが出来る 　結果を正しく解釈出来る

【到達目標】

糖尿病網膜症の診断に必要な検査を考え、正しく検査が出来る

検査のための注意点や、順番を考えることが出来る 　結果を正しく解釈出来る

【科目目標（一般目標）】

眼位・眼球運動の目的や種類を理解し、正しい検査を行うことが出来る。

網膜対応・両眼視機能検査の目的や種類を理解し、正しい検査を行うことが出来る。

得られた結果を正しく読み取ることが出来る。

科目名

視能矯正学実習Ⅲ
60時間 2単位 講師名 正信・山口・越田

必修

開講時期 2年 後期　　木曜日　1.2時限
学科･学部 視能訓練士科　　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】

1年次に学んだ視能矯正学・視能矯正学実習を基に授業を進めます。

今までの知識を繋げていくための実習です。

しっかりと復習をして授業に臨んでください。

【資格や現場で必要とされるスキルとの関係性】

問診から何を予測するか、その証明のために必要な検査は何か、得られた結果をどのように判断するか。すべてが一連の流れです。常に考えることが求められます。

技術はもちろんですが、「考える」ための知識をしっかりと身に付けてください。

国家試験でも多くの出題がなされる分野であり、臨床においても視能訓練士という専門職の知識と技術が大きく求められる分野です。
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15

16

　 実施方法：中間発表

定期試験（60点満点）

　 実施方法：卒業研究発表

中間発表

【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）

復習試験（30点満点）

13

14

【授業単元】　中間発表の準備

29

30
卒業研究発表会

【授業形態】　講義・実習

【到達目標】

中間発表の準備をする

11

12

【授業単元】　研究⑥

27

28

【授業単元】　予演会②

【授業形態】　講義・グループワーク 【授業形態】　グループワーク

【到達目標】

研究結果をまとめて行きます

【到達目標】

本番に向けて最後の練習をする

9

10

【授業単元】　研究⑤

25

26

【授業単元】　発表の準備

【授業形態】　講義・グループワーク 【授業形態】　グループワーク

【到達目標】

研究計画書に合わせて研究を実施する

【到達目標】

発表に向けて最終調整をする

7

8

【授業単元】　研究④

23

24

【授業単元】　予演会①

【授業形態】　講義・グループワーク 【授業形態】　グループワーク

【到達目標】

研究計画書に合わせて研究を実施する

【到達目標】

発表の練習をする

5

6

【授業単元】　研究③

21

22

【授業単元】　発表準備③

【授業形態】　グループワーク 【授業形態】　グループワーク

【到達目標】

研究計画書に合わせて研究を実施する

【到達目標】

研究結果の発表の準備

3

4

【授業単元】　研究②

19

20

【授業単元】　発表準備②

【授業形態】　グループワーク 【授業形態】　グループワーク

【到達目標】

研究計画書に合わせて研究を実施する

【到達目標】

研究結果の発表の準備

【使用教科書・教材・参考書】

視能学／視能矯正学

授　業　概　要 授　業　概　要

1

2

【授業単元】研究①

17

18

【授業単元】　発表準備①

【授業形態】　講義・グループワーク 【授業形態】　講義・グループワーク

【到達目標】

研究を開始するにあたり注意点を説明

研究計画書に合わせて研究を実施する

【到達目標】

スライドの作成の方法を説明

研究結果の発表の準備

【科目目標（一般目標）】

学会での発表や臨床研究の方法を理解する

原著論文や総説を読んで理解する技術を学び、卒業後の学びに活かせるようになる

科目名

卒業研究Ⅱ
60時間 4単位 講師名 大木伸一

必修

開講時期 ２年 前期　　木曜日　3時限　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（1995年）

臨床：東京歯科大学市川総合病院（1995年）防衛医科大学校病院（1998年）東京歯科大学水道橋病院（2004-2021）臨床経験27年

臨床研究：白内障屈折矯正を専門として国内外の学会発表、複数の原著論　　最終学歴：大学卒（マネジメント、マーケティング）

【授業への心構え・留意点】

研究計画書に沿った研究を行っていきます。被検者に対する説明と同意し、個人情報管理などを注意して研究を進めていきます。

研究データ結果から、考按や結論へと導いていきます。

グループで協力して発表の準備をします。

【資格や現場で必要とされるスキルとの関係性】

視能訓練士の学会である視能矯正学会の発表に準ずる形で、研究や発表を進めていきます。

学会の発表がどのように行われているのか、卒業後現場で自分自身で学ぶ力を養っていきます。


