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【科目目標（一般目標）】

生理光学の基礎知識を用いた応用問題の計算が行える。

科目名

生理光学Ⅱ
15時間 1単位 講師名 今井　哲也

必修

開講時期 3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（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】

1・2年次に学習した生理光学の知識を復習して望んでください。
基礎知識を用いた応用を行います。

【資格や現場で必要とされるスキルとの関係性】

光学系の検査においてすばやく計算を行う事で患者さんの状況を明確にイメージする事で正確な検査と適切な説明が行える。

【使用教科書・教材・参考書】

屈折異常とその矯正

授　業　概　要

1

【授業単元】 レンズ式・パワークロス・スタムのコノイド

【授業形態】 講義

【到達目標】

各種レンズの働きを把握し、パワークロスとスタムのコノイドが素早く作成できる。

2

【授業単元】 屈折異常と矯正

【授業形態】 講義

【到達目標】

各種屈折異常の原理を把握し、適切な矯正が行える

3

【授業単元】 調節力・明視域

【授業形態】 講義

【到達目標】

様々な状況から調節力の計算を行い、明視域を算出できる

4

【授業単元】 拡大・縮小・網膜像

【授業形態】 講義

【到達目標】

レンズによる拡大・縮小の比率

網膜像の大きさを計算できる

5

【授業単元】 眼鏡・コンタクト

【授業形態】 講義

【到達目標】

矯正方法による効果の違い、メリット・デメリットを理解する

実施方法：記述試験

6

【授業単元】 特殊視力

【授業形態】 講義

【到達目標】

LogMAR・縞視力・コントラスト

の適応を理解できる

7

【授業単元】 プリズム

【授業形態】 講義

【到達目標】

プリズムの原理・効果を理解し適切に使用できる。

定期試験

【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（40点満点）

実施方法：記述試験

定期試験（60点満点）
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実施方法：記述試験

【授業単元】

【授業形態】講義

【到達目標】視力や視野以外の検査にはどのようなものがあるか、疾患と結び付け学ぶ

【授業単元】

【授業形態】 講義

【到達目標】眼科検査機器の特徴について学ぶ

【授業単元】

定期試験

【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

【到達目標】これまでの総復習　定期試験対策

【到達目標】ＯＣＴ、Ｂモード、眼底カメラについて特徴を疾患と結び付けて学ぶ

小テスト（40点満点）

実施方法：記述試験

定期試験（60点満点）

4

視能訓練士学科　Ⅰ部

科目名 視能検査学Ⅱ

【授業単元】

【授業形態】 講義

1

7

【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】
これまで得た検査に関する知識を、疾患と結び付けられるようにしつつさらに深め、実習や国家試験に臨んでもらいたい

【資格や現場で必要とされるスキルとの関係性】
臨床で検査や順序を自ら考え結果を考察することが必要とされる

【科目目標（一般目標）】
疾患ごとに必要な検査を考えられる

【使用教科書・教材・参考書】 視能学　眼科検査ガイド　レジュメ

授　業　概　要

【到達目標】視力や視野以外の検査にはどのようなものがあるか、疾患と結び付け学ぶ

【授業形態】

2

3

5

6

　　　15時間 　　　1単位 講師名 正信　りさ

【授業単元】

【授業形態】

【到達目標】眼科で使用する医療機器のクラス分けについて学ぶ

【授業単元】

【授業形態】

【到達目標】両眼視機能の検査にはどのようなものがあるか、それぞれの特徴を学ぶ

【授業単元】

【授業形態】

開講時期 　３年 前期　　　　水曜日　　　３時限
学科･学部



回

8

小テスト（40点満点）
実施方法：項目ごとに実施した検査の合格印の数

定期試験（60点満点）
実施方法：筆記・実技試験

7

【授業単元】

【授業形態】 テスト

【到達目標】項目ごとに担当講師に検査をみてもらい、合格印をもらう

定期試験
【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

5

【授業単元】

【授業形態】 テスト

【到達目標】項目ごとに担当講師に検査をみてもらい、合格印をもらう

6

【授業単元】

【授業形態】 テスト

【到達目標】項目ごとに担当講師に検査をみてもらい、合格印をもらう

3

【授業単元】

【授業形態】 講義・実習

【到達目標】いくつかの症例をグループで検討し、必要検査を実施する

4

【授業単元】

【授業形態】 講義・実習

【到達目標】いくつかの症例をグループで検討し、必要検査を実施する

2

【授業単元】

【授業形態】講義 ・実習

【到達目標】斜視・弱視疑いの症例についてグループで必要検査を実施

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】
今後の臨地実習や就職にむけ、練習できる機会は最後になります。時間を有効に使い、何を学ぶべきか考えつつ自ら行動し授業に臨んでください。
これまで学んだすべてをこの実習にぶつけ、臨地実習に活かしてください。

【資格や現場で必要とされるスキルとの関係性】
臨地実習に出たらその時必要とされているものを自分で判断した上でスムーズな検査が求められる。授業で自ら考え、繰り返し検査することがそれに繋がる。

【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。
各検査の説明・声掛けがスムーズにできる。

【使用教科書・教材・参考書】　 視能学　眼科検査ガイド　フローチャート 

授　業　概　要

1

【授業単元】

【授業形態】 講義・実習

【到達目標】眼位検査の復習・検査結果から考察し次はどの検査をすべきか考える

芝田　越田　正信

開講時期 　３年 前期　　火曜日　１，２時限
学科･学部

科目名 生理光学実習Ⅳ ３0時間 １単位 講師名
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小テスト（40点満点）

実施方法：記述 ＊各回10点満点で施行、最終的に40点満点に換算

定期試験（60点満点）

実施方法：記述

7

【授業単元】前眼部疾患

【授業形態】 講義

【到達目標】
結膜、角膜、水晶体など前眼部の主な疾患について学ぶ

定期試験

【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　　　

5

【授業単元】 網膜/黄斑部疾患

【授業形態】 講義

【到達目標】
2年次に学ばなかった網膜/黄斑部疾患について理解する。

6

【授業単元】ぶどう膜炎

【授業形態】 講義

【到達目標】
3大ぶどう膜炎以外のぶどう膜疾患について学ぶ

3

【授業単元】 先天異常疾患

【授業形態】 講義

【到達目標】
脈絡膜欠損など先天性の眼底疾患の特長、原因を理解する。

4

【授業単元】周産期異常疾患

【授業形態】 講義

【到達目標】
未熟児網膜症など周産期に起こる眼底疾患の特長を理解する。

2

【授業単元】視神経乳頭疾患

【授業形態】 講義

【到達目標】
眼底に所見のある視神経乳頭疾患の特長を掴み、必要な検査及びその結果を理解する。

　　　　　　　　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　略歴：大学病院で1年間眼科写真技師のもと研修をし、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。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】
2年次に行えなかった疾患について、画像を取り入れながらわかりやすく説明していきます。今まで学んだ眼底の基礎をいま一度思い出し、理解を深めてください。

【資格や現場で必要とされるスキルとの関係性】
近年の国家試験では臨床現場に即した問題が多々出題されるようになっています。疾病の特徴を掴むことで秒殺問題となります。また現場には様々な疾病に悩む
方々が来院します。しっかりと疾病を理解することで他の検査結果がなぜそうなるのかなどの疑問が全て解決します。

【科目目標（一般目標）】
疾病の原因を理解し、特徴を掴み、眼底写真や所見からどの疾病なのかわかるようになる。また、臨床現場で遭遇する前眼部疾患についても覚える

【使用教科書・教材・参考書】　現代の眼科学　レジュメ

授　業　概　要

1.

【授業単元】腫瘍疾患

【授業形態】 講義

【到達目標】
眼底に出現する良性/悪性腫瘍疾患や血管腫の特徴をつかむ。

金上千佳

開講時期 3　年 前期　　　　木曜日　　　1、2時限
学科･学部

科目名 眼疾病学Ⅱ 　　　15時間 　　　1単位 講師名
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　 実施方法：記述式または選択式

定期試験（60点満点）

　 実施方法：主に選択式

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：記述式または選択式

復習試験（20点満点）

7

【授業単元】 眼窩・外傷と復習

15 定期試験

【授業形態】 講義

【到達目標】①外傷の種類による障害を理解する
②眼疾患全般について復習し、知識を増やす。

6

【授業単元】 眼球運動・瞳孔疾患

14

【授業単元】 復習：眼科疾患２

【授業形態】 講義 【授業形態】 講義と演習

【到達目標】①解剖と神経支配を理解する
②眼球運動異常をきたす疾患を説明できる
③瞳孔異常をきたす疾患を説明できる

【到達目標】国試に向けて、知識を増やし、確実なものとする。

5

【授業単元】 視神経・視路疾患

13

【授業単元】 復習：眼科疾患１

【授業形態】 講義 【授業形態】 講義と演習

【到達目標】①解剖につて理解する
②視神経疾患を説明できる
③視路疾患を理解する

【到達目標】国試に向けて、知識を増やす。

4

【授業単元】 緑内障１

12

【授業単元】 症状から紐解く眼疾患

【授業形態】 講義 【授業形態】 講義

【到達目標】①解剖について理解する
②緑内障の分類を説明できる
③緑内障について説明できる

【到達目標】①症状を把握し、必要な検査を考え疾患を予測する手順を理解する

3

【授業単元】 水晶体疾患

11

【授業単元】 眼科疾患と必要な検査

【授業形態】 講義 【授業形態】 講義

【到達目標】①解剖について理解する
②白内障について説明できる
③水晶体偏位について説明できる

【到達目標】①眼科疾患を想定した必要な検査を理解できる

2

【授業単元】 角膜・結膜・強膜疾患

10

【授業単元】 全身疾患と眼疾患

【授業形態】 講義 【授業形態】 講義

【到達目標】①解剖について理解する
②角膜疾患について説明できる
③結膜・強膜疾患について説明できる

【到達目標】①全身疾患と眼科疾患を説明できる

授　業　概　要 授　業　概　要

1

【授業単元】 眼瞼・涙器疾患

9

【授業単元】眼科救急疾患

【授業形態】 講義 【授業形態】 講義

【到達目標】①眼瞼、涙器に解剖を理解する
②眼瞼疾患疾患について説明できる
③涙器疾患について説明できる

【到達目標】①緊急疾患を説明できる
②時間による緊急性の理解
③予後から見る緊急性の理解

【使用教科書・教材・参考書】
現代の眼科学・標準眼科学

科目名 視能障害学 30時間 2単位 講師名 塩田直子

開講時期 ３年 前期 金曜日 １限・２限
学科･学部 視能訓練士学科　Ⅰ　部

【講師略歴】　国立小児病院附属視能訓練学院卒業
東京都立府中病院眼科・東京都立多摩総合医療センター眼科にて40年間、臨床と学生の指導に携わる。
現在７箇所のクリニック等で外来業務。日本医歯薬専門学校非常勤講師。東京医薬専門学校非常勤講師。
認定視能訓練士　相談支援専門員　として視覚障害者に関わる。

【授業への心構え・留意点】
実習前に必要な知識である。教科書を読み、予習、復習をし、授業では興味、関心を深め、勉強の仕方を学ぶ。
国家試験にむけて、知識の整理の仕方を学び、国家試験向けた演習を行う。

【資格や現場で必要とされるスキルとの関係性】
疾患を理解して検査を行うことが、現場で必要であるのみならず、視能訓練士として長く、興味深く仕事を続ける力の元となる。

【科目目標（一般目標）】
実習に行く前に眼科疾患を復習し、実習で疾患に触れたときに役立つ知識を持つことを目標に学ぶ。
国家試験に向けて、また、臨床現場で必要な知識を整理して身につける方法を学ぶ。
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小テスト（40点満点）
実施方法：項目ごとに実施した検査の合格印の数

定期試験（60点満点）
実施方法：筆記・実技試験

7

【授業単元】

【授業形態】 テスト

【到達目標】項目ごとに担当講師に検査をみてもらい、合格印をもらう

定期試験

【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

5

【授業単元】

【授業形態】 テスト

【到達目標】項目ごとに担当講師に検査をみてもらい、合格印をもらう

6

【授業単元】

【授業形態】 テスト

【到達目標】項目ごとに担当講師に検査をみてもらい、合格印をもらう

3

【授業単元】

【授業形態】 講義・実習

【到達目標】いくつかの症例をグループで検討し、必要検査を実施する

4

【授業単元】

【授業形態】 講義・実習

【到達目標】いくつかの症例をグループで検討し、必要検査を実施する

2

【授業単元】

【授業形態】講義 ・実習

【到達目標】斜視・弱視疑いの症例についてグループで必要検査を実施

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】
今後の臨地実習や就職にむけ、練習できる機会は最後になります。時間を有効に使い、何を学ぶべきか考えつつ自ら行動し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】
臨地実習に出たらその時必要とされているものを自分で判断した上でスムーズな検査が求められる。授業で自ら考え、繰り返し検査することがそれに繋がる。

【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。
各検査の説明・声掛けがスムーズにできる。

【使用教科書・教材・参考書】　 視能学　眼科検査ガイド　フローチャート 

授　業　概　要

1

【授業単元】

【授業形態】 講義・実習

【到達目標】眼位検査の復習・検査結果から考察し次はどの検査をすべきか考える

芝田　後藤　正信

開講時期 　３年 前期　　水曜日　１，２時限
学科･学部

科目名 視能矯正学実習Ⅳ ３0時間 １単位 講師名



回

15

小テスト（40点満点）

実施方法：記述試験

定期試験（60点満点）

実施方法：記述試験

７

外部かんきゅからの防御、生殖、発生

【授業形態】講義

【到達目標】免疫、生殖,発生を復習、確認

定期試験

【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　　　

５

【授業単元】情報の需要と処理

【授業形態】講義

【到達目標】内分泌系の構造と機能尾を復習、確認

６

【授業単元】情報の需要と処理

【授業形態】 講義

【到達目標】神経系の構造、機能を復習、確認

３

【授業単元】血液の循環と調節

【授業形態】講義

【到達目標】心臓の構造、機能を復習、確認

４

【授業単元】体液の調節と尿の生成

【授業形態】 講義

【到達目標】腎臓の構造・働き、尿の生成を復習、確認

２

【授業単元】呼吸と血液の働き

【授業形態】講義

【到達目標】呼吸と血液の働きの復習、確認

　　　　　　　　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、現在は。滋慶額烏煙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、意欲的に毎回復習し自ら学習する。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】　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機能を理解し、医学的知識を習得する上えの基礎知識を幅広く身に着ける。

【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）

授　業　概　要

1

【授業単元】 栄養の消化、吸収

【授業形態】講義

【到達目標】消化器の構造・機能を復習、確認

脇雅子

開講時期 　３年 前期　　　　月曜日　　　２時限
学科･学部

科目名 人体の構造と機能Ⅱ 　　　15時間 　　　1単位 講師名



回

8

小テスト（40点満点）

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

7

【授業単元】まとめ

【授業形態】 講義

【到達目標】視覚生理について理解することが出来る。

定期試験

【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　　　

5

【授業単元】視野

【授業形態】 講義

【到達目標】視野について理解することが出来る。

6

【授業単元】電気生理学

【授業形態】 講義

【到達目標】電気生理学について理解することが出来る

3

【授業単元】 光覚

【授業形態】 講義

【到達目標】光覚について理解することが出来る。

4

【授業単元】色覚

【授業形態】 講義

【到達目標】色覚について理解することが出来る。

2

【授業単元】形態覚

【授業形態】 講義

【到達目標】形態覚について理解することが出来る。

　　　　　　　　視能訓練士学科　Ⅰ 部

【講師略歴】
保有資格：視能訓練士
大学にて視能訓練士の資格を取得。
病院、眼科医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】
基本となる知識の復習を行い、国家試験に必要な応用力習得のための知識を深める。
基礎から応用まで、すべてを定着するよう心掛ける。

【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出た際、患者様に対してなぜそれを行う必要があるのかを把握して検査を行うことが出来るようになる。
検査の選択がスムーズに行えるようになる。

【科目目標（一般目標）】
国家試験レベルの視力・視野・色覚・光覚・電気生理について、幅広い知識を身につける。

【使用教科書・教材・参考書】
視能学・現代の眼科学・標準眼科学

授　業　概　要

1

【授業単元】 オリエンテーション

【授業形態】 講義

【到達目標】視覚生理の基礎について理解することが出来る。

芝田　理恵

開講時期 ３　年 後期　　　水曜日　　２時限
学科･学部

科目名 視覚生理学Ⅱ 　15時間 １単位 講師名



学科･コース

回

【授業単元】 

【授業形態】

【到達目標】

【授業単元】 

【授業形態】

【到達目標】

【授業単元】 

【授業形態】

【到達目標】

【授業単元】 

【授業形態】

【到達目標】

【授業単元】 

【授業形態】

【到達目標】

【授業単元】 

【授業形態】

【到達目標】

【授業単元】 

【授業形態】

【到達目標】

８ 定期試験

【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（40点満点）

　 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

7

⑦眼の自律神経　視覚器の発生

講義

6

⑥脳と神経

講義

5

⑤血管、視神経・視路

講義

4

④眼球付属器

講義

3

③眼球内容物・眼球付属器

講義

2

②ぶどう膜　網膜

講義

【科目目標（一般目標）】

視器および付属器の名称、それぞれの役割、生理機構を学ぶ。
国家試験に向けて総復習をする。学んだことを応用し問題を解くことができる。

【使用教科書・教材・参考書】
視能学　現代の眼科学　標準眼科学

授　業　概　要

1

①角膜・強膜

講義

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。

科目名

視器の解剖生理学Ⅱ
15時間 1単位 講師名 柘植　貴子

開講時期 3年 　　後期　木曜日　2時限
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】　



回 回

8

　 実施方法：

定期試験（60点満点）

　 実施方法：

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（20点満点）

　 実施方法：

中間テスト（20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】

中間テストへ向けて1～6回の復習

6

【授業単元】弱視について②

14

【授業単元】まとめ

【授業形態】 講義 【授業形態】 講義

【到達目標】

弱視の種類・特徴・治療方法・鑑別診断について理解を深める

【到達目標】

定期試験へ向けての復習

5

【授業単元】弱視について①

13

【授業単元】斜視訓練について①

【授業形態】 講義 【授業形態】 講義

【到達目標】

弱視の種類・特徴・治療方法・鑑別診断について理解を深める

【到達目標】

斜視訓練の種類・適応がわかる

4

【授業単元】斜視について②

12

【授業単元】斜視手術について②

【授業形態】 講義 【授業形態】 講義

【到達目標】

斜視の各型について

種類・特徴・治療方法・鑑別診断について理解を深める

【到達目標】

斜視手術の種類・適応がわかる

3

【授業単元】斜視について①

11

【授業単元】斜視手術について①

【授業形態】 講義 【授業形態】 講義

【到達目標】

斜視の各型について

種類・特徴・治療方法・鑑別診断について理解を深める

【到達目標】

斜視手術の種類・適応がわかる

2

【授業単元】基本の確認

10

【授業単元】斜視検査について②

【授業形態】 講義 【授業形態】 講義

【到達目標】

網膜対応・両眼視機能について復習

【到達目標】

斜視検査の種類・特徴・方法・結果の記載・結果の読み方がわかる

各疾患の結果がわかる

【使用教科書・教材・参考書】

授　業　概　要 授　業　概　要

1

【授業単元】オリエンテーション　基本の確認

9

【授業単元】斜視検査について①

【授業形態】 講義 【授業形態】 講義

【到達目標】

外眼筋の解剖・作用、眼球運動の基本の復習

【到達目標】

斜視検査の種類・特徴・方法・結果の記載・結果の読み方がわかる

各疾患の結果がわかる

【科目目標（一般目標）】

様々なデータを総合的に判断し、矯正学に関わる検査・疾患を理解する

科目名

視能矯正学Ⅲ
30時間 2単位 講師名 山口　小百合

必修

開講時期 3年 後期　　火曜日　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】

これまでに学習した矯正学の内容を元に、臨床現場においてしっかりと対応が行える思考を形成するために積極的に授業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】

検査から得られたデータを正しく活用するためにはしっかりとした知識が必要となります。

患者さんの負担を軽減するためにも多くの選択肢を持ち、判断していくスキルを身につけるための科目になります。



回

8

小テスト（40点満点）

実施方法：毎週始業時に先週の内容の小テストを実施する

定期試験（60点満点）

実施方法：

7

【授業単元】散瞳薬   総復習

【授業形態】 講義

【到達目標】 散瞳薬についてその作用機序、薬効、副作用を説明できる。   今までの総復習。

定期テスト

【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　　　

5

【授業単元】緑内障治療薬 その2

【授業形態】 講義

【到達目標】緑内障治療薬についてその作用機序、薬効、副作用を説明できる。

6

【授業単元】白内障治療薬  点眼麻酔薬

【授業形態】 講義

【到達目標】白内障治療薬および点眼麻酔薬についてその作用機序、薬効、副作用を説明できる。

3

【授業単元】 点眼薬の基礎 その2

【授業形態】 講義

【到達目標】点眼薬の基本を説明できる。

4

【授業単元】緑内障治療薬 その1

【授業形態】 講義

【到達目標】緑内障治療薬についてその作用機序、薬効、副作用を説明できる。

2

【授業単元】点眼薬の基礎 その1

【授業形態】 講義

【到達目標】点眼薬の基本を説明できる。

　　　　　　　　視能訓練士学科　Ⅰ 部

【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。

【使用教科書・教材・参考書】
点眼薬クリニカルブック

授　業　概　要

1

【授業単元】  授業の進め方

【授業形態】 講義

【到達目標】 科目の重要性を理解するとともに授業の進め方を説明できる

渡邉  隆

開講時期 3　年 後　期　　　木　曜日　3　時限
学科･学部

科目名 眼科薬理学Ⅱ 　15　　時間 　1　　単位 講師名



回

8

小テスト（40点満点）

実施方法：　記述式試験，客観式試験

定期試験（60点満点）

実施方法：　客観式試験

7

【授業単元】 　視路疾患

【授業形態】 　講　義

【到達目標】

1．視路病変

2．大脳性高次機能障害による視覚異常

定期試験

【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

5

【授業単元】 　海綿静脈洞疾患と瞳孔疾患

【授業形態】 　講　義

【到達目標】

1．血管性疾患，炎症性疾患，海綿静脈洞腫瘍，海綿静脈洞付近の症候群

2．視神経障害の検出，瞳孔異常

6

【授業単元】 　視神経疾患

【授業形態】 　講　義

【到達目標】

1．乳頭浮腫，視神経萎縮，視神経疾患

2．視神経疾患診察の留意点

3

【授業単元】 　眼振と異常眼球振動

【授業形態】 　講　義

【到達目標】

1．眼振の分類，病的眼振

2．視運動性眼振，異常眼球振動，外眼筋疾患

4

【授業単元】 　眼瞼疾患と眼窩疾患

【授業形態】 　講　義

【到達目標】

1．眼瞼下垂，眼裂開大，眼瞼の痙攣性疾患と開瞼失行

2．眼窩腫瘍，眼窩炎症性疾患，眼球陥凹を来す疾患

2

【授業単元】 　眼球運動疾患

【授業形態】 　講　義

【到達目標】

1．眼球運動傷害の諸型

2．先天性運動制限と複視

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．

【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

授　業　概　要

1

【授業単元】 　眼球運動の診察

【授業形態】 　講　義

【到達目標】

1．眼球運動の診察

2．眼瞼，眼球，瞳孔，視神経，視路の診察

高橋　理

開講時期 3　年 後期　　金曜日　3時限
学科･学部

科目名 神経眼科学Ⅱ 15時間 1単位 講師名



回

8

金上千佳

開講時期 3　年 後期　　　　水曜日　　　2時限
学科･学部

科目名 眼疾病学Ⅲ 　　　15時間 　　　1単位 講師名

2

【授業単元】国家試験過去問

【授業形態】

【到達目標】
過去に出題された眼疾病（前眼部疾患を中心）をそれぞれ紐解いていく。

　　　　　　　　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　略歴：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】
国試に向けての最後の追い込み講義です。臨地実習での経験を活かしいま一度眼疾病を復習しましょう。

【資格や現場で必要とされるスキルとの関係性】
近年の国家試験では臨床現場に即した問題が多々出題されるようになっています。疾病の特徴を掴むことで秒殺問題となります。また現場には様々な疾病に悩む
方々が来院します。しっかりと疾病を理解することで他の検査結果がなぜそうなるのかなどの疑問が全て解決します。

【科目目標（一般目標）】
国家試験に出題される疾病の基本知識をしっかりと身に着け、画像を見て何の疾患かすぐわかるようになりましょう。

【使用教科書・教材・参考書】　現代の眼科学　レジュメ

授　業　概　要

1.

【授業単元】 国家試験過去問

【授業形態】

【到達目標】
過去に出題された眼疾病（前眼部疾患を中心）をそれぞれ紐解いていく。

3

【授業単元】 国家試験過去問

【授業形態】

【到達目標】
過去に出題された眼疾病（前眼部疾患を中心）をそれぞれ紐解いていく。

4

【授業単元】国家試験過去問

【授業形態】

【到達目標】
過去に出題された眼疾病（前眼部疾患を中心）をそれぞれ紐解いていく。

5

【授業単元】国家試験過去問

【授業形態】

【到達目標】
過去に出題された眼疾病（前眼部疾患を中心）をそれぞれ紐解いていく。

6

【授業単元】国家試験過去問

【授業形態】 講義　実習

【到達目標】
過去に出題された眼疾病（前眼部疾患を中心）をそれぞれ紐解いていく。

小テスト（40点満点）

実施方法：国家試験形式  ＊各回10点満点で施行、最終的に40点満点に換算

定期試験（60点満点）

実施方法：国家試験形式

7

【授業単元】国家試験過去問

【授業形態】 講義　実習

【到達目標】
過去に出題された眼疾病（前眼部疾患を中心）をそれぞれ紐解いていく。

定期試験

【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　　　



回

15・
16

小テスト：行わない

定期試験（100点満点）

実施方法：卒業判定試験の結果を100点満点換算し、評価を行う。

13・
14

【授業単元】 矯正学（治療）

【授業形態】 講義

【到達目標】
矯正学（治療）分野の基礎知識を定着させる。
国家試験過去問題を解くことができる。

定期試験

【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　　　

9・10

【授業単元】 矯正学（検査）

【授業形態】 講義

【到達目標】
矯正学（検査）分野の基礎知識を定着させる。
国家試験過去問題を解くことができる。

11・
12

【授業単元】 矯正学（治療）

【授業形態】 講義

【到達目標】
矯正学（治療）分野の基礎知識を定着させる。
国家試験過去問題を解くことができる。

5・6

【授業単元】 矯正学（斜視）

【授業形態】 講義

【到達目標】
矯正学（斜視）分野の基礎知識を定着させる。
国家試験過去問題を解くことができる。

7・8

【授業単元】 矯正学（弱視）

【授業形態】 講義

【到達目標】
矯正学（弱視）分野の基礎知識を定着させる。
国家試験過去問題を解くことができる。

3・4

【授業単元】 生理光学

【授業形態】 講義

【到達目標】
生理光学分野の基礎知識を定着させる。
国家試験過去問題を解くことができる。

　　視能訓練士科　　　Ⅰ部

【講師略歴】
保有資格：視能訓練士
大学にて視能訓練士の資格を取得。
病院、眼科医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】
分野別に知識を深める授業のため、ファイリングをこまめに行うよう心掛ける。

【資格や現場で必要とされるスキルとの関係性】
医師からの指示だけでなく、自ら考え、行動し、検査ができる視能訓練士になるため、症例に対し多くの知識を用いて判断する必要がある。

【科目目標（一般目標）】
各分野の基礎知識を定着させ、分野を超えた思考が持てるようになる。

【使用教科書・教材・参考書】
視能学・視能矯正学・現代の眼科学

授　業　概　要

1・2

【授業単元】 視覚生理学

【授業形態】 講義

【到達目標】
視覚生理学分野の基礎知識を定着させる。
国家試験過去問題を解くことができる。

芝田　理恵

開講時期 3　年 後期　　　　金曜日　　　1・2時限
学科･学部

科目名 視能訓練士総合講座 　　　30時間 　　　2単位 講師名


