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【使用教科書・教材・参考書】
感覚統合Q＆A　NHK「すくすく子育て」など　その他講師が資料を作成する。

科目名 心理学（発達・臨床） 30時間 2単位 講師名 市川　諭

開講時期 令和　4　年 Ⅲ期　　金曜・6限　土曜・4限
学科･学部 視能訓練士学科　Ⅱ　部

【講師略歴】
保有資格：臨床心理士、公認心理師
略　　　歴：2005年より臨床心理士として教育相談センターやスクールカウンセラーとして従事する。2014年より医歯薬専門学校にて保育士を目指す学生に指導を
始め、2017年より視能訓練士の心理学専任教員となる。2019年公認心理士取得。

【授業への心構え・留意点】
この授業では、子どもの発達と精神病について、視能訓練士として働くために必要な基本的な知識を身に着けていただきたいと考えております。また、チーム医療
の一員として働くために、授業のなかにグループ討議を取り入れ、相互に心理学について知識を深めていただきたいと思います。

【資格や現場で必要とされるスキルとの関係性】
子どもや高齢者の心理を理解することで、患者と接するときの助けとなる。
検査や訓練に必要な動機付け（モチベーション）をどう高めるかについて実践的な方法を知る機会となる

【科目目標（一般目標）】
子どもと高齢者を中心に人間の生涯発達を理解する。特に視能と関連する「感覚統合理論」の基礎を習得する。動機付けについて習得する。
精神疾患について基礎的な知識を習得する。

授　業　概　要 授　業　概　要

1

【授業単元】 発達心理学とは

9

【授業単元】 　臨床心理学とは　※小テスト３

【授業形態】 　講義　ディスカッション ※小テスト1 【授業形態】 　講義　ディスカッション

【到達目標】　発達心理学概要の説明、何を学びたいかアンケートを実施する 【到達目標】　臨床心理学とは何か知る（チーム医療ができるように）

2

【授業単元】 科学的な実践と研究方法

10

【授業単元】 　心理検査①

【授業形態】 　講義　ディスカッション 【授業形態】 　講義　演習　ディスカッション

【到達目標】　科学的な研究の見方について知る 【到達目標】　性格検査について知る

3

【授業単元】 　幼児期・児童期の発達

11

【授業単元】 　心理検査②

【授業形態】 　講義　ディスカッション 【授業形態】 　講義　ディスカッション

【到達目標】　幼児期・児童期に身に着けるべきことについて考える 【到達目標】　知能検査について知る

4

【授業単元】 　動機づけの心理学

12

【授業単元】 　精神疾患

【授業形態】 　講義　ディスカッション 【授業形態】 　講義　ディスカッション

【到達目標】　子どものやる気を出させる方法を考える（宮本哲也先生の動画） 【到達目標】　精神疾患（主に人格障害）について知る

5

【授業単元】 　高齢者の理解と発達

13

【授業単元】 障害の心理
【授業形態】 　講義　ディスカッション 【授業形態】 　講義　ディスカッション

【到達目標】　幸せとはなにか、高齢者の発達について考える 【到達目標】　発達障害について知る

6

【授業単元】 　乳幼児期の認知の発達①

14

【授業単元】 国家試験対策

【授業形態】 　講義　ディスカッション 【授業形態】 　講義　※小テスト４

【到達目標】　感覚統合理論について知る①
【到達目標】　視能訓練士の過去問題から「視覚認知領域」「心因性視能障害」な
ど試験に出そうなトピックについて知る

7

【授業単元】 　乳幼児期の認知の発達②

15 定期試験

【授業形態】 　講義　ディスカッション　※小テスト２

【到達目標】　　感覚統合理論について知る②

　 実施方法：　記述試験（①主に穴埋め問題【語群から選んで記入するもの、②記述問題）

定期試験（60点満点）

　 実施方法：記述試験（①主に穴埋め問題【語群から選んで記入するもの、②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：　記述試験（主に授業に対する感想を書く）

復習試験（30点満点）
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【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
30時間 2単位 講師名 脇雅子

開講時期 1 前期　　土曜日　1・２時限
学科･学部 視能訓練士学科 II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。

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

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

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

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

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

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

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

　 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）
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【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　土曜日　１・２時限
学科･学部 視能訓練士学科 II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。

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

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

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

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

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

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

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

　 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）
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【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 渡邉  隆

開講時期 1 後期　　　　水曜日　　6時限
学科･学部 視能訓練士学科 II　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】　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。

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

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

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

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

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

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

【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

【】

　 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）
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大竹　千生

開講時期 1　年 前期　　　　木曜日　　　6時限
学科･学部

科目名 医学概論 　　15時間 　　1単位 講師名

3.4

【授業単元】人体の構造・機能/臨床医学概論

【授業形態】 講義

【到達目標】
　人体の構造・機能について知る　/　一般的な臨床でみられる諸症状について知る

　　　　　　　　視能訓練士学科　Ⅱ 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

【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

授　業　概　要

1.2

【授業単元】 医学について/人体の構造・機能

【授業形態】 講義

【到達目標】
　医学の定義や歴史、医の倫理について知る　/　人体の構成や機能について知る

5.6

【授業単元】 臨床医学各論

【授業形態】 講義

【到達目標】
　国際疾病分類(ICD)について知る　/　各疾患について知る(呼吸器疾患～中毒性疾患)

7.8

【授業単元】臨床医学各論

【授業形態】 講義

【到達目標】
　各疾患について知る(運動器疾患～鼻咽頭疾患)　/　メタボリックシンドロームについて知る

9.10

【授業単元】人口統計　/　健康状態と受療状況　/　医療保険制度

【授業形態】 講義

【到達目標】
　人口動態・静態の定義と各指標について知る　/　健康や医療に関する調査について知る　/　社会保険制度と国民医療費について知る

11.12

【授業単元】医療関係の職種・施設　/　保健医療対策　/　関係法規

【授業形態】 講義

【到達目標】
　医療関係職種や医療施設について知る　/　母子保健・高齢者保健等の保健対策、難病等や臓器移植について知る　/　関連する法律について知る

小テスト（20点満点）

実施方法：1回目＝プレ小テストとして実施。2～6回目＝選択形式問題（各4点）。教科書、資料プリントの参照可

定期試験（80点満点）

実施方法：講義内容と小テストを踏まえた選択形式問題として実施。持ち込み不可。

13.14

【授業単元】感染症・感染症対策

【授業形態】 講義

【到達目標】
　感染症の種類と予防対策について知る

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　　　
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大木伸一

開講時期 1　年 前期　　　　土曜日　　　3時限
学科･学部

科目名 視覚生理学 　　　15時間 　　　1単位 講師名

2

【授業単元】色覚

【授業形態】 講義

【到達目標】
色覚
色の性質
色覚異常（先天と後天）　について学ぶ。

　　　　　　　　視能訓練士学科　Ⅱ 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】
人体の眼の機能を明らかにして、その機能がどのようなメカニズムで検査結果に現れるかを学びます。
これは視能訓練士が行う頻度の高い検査に大きく関わりを持ちますので、他の科目に非常に関連してきます。

【資格や現場で必要とされるスキルとの関係性】
視能訓練士として現場に出た際に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。
人間がものを見るためのメカニズムを理解し、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）】
光覚・色覚・視野・電気生理学についての基礎知識を習得する。

【使用教科書・教材・参考書】
視能学・授業資料・その都度指示されたもの

授　業　概　要

1

【授業単元】 形態覚

【授業形態】 講義

【到達目標】
視覚生理学の基礎を学ぶ視角と視力の関わり、
視力の種類・視力検査法、
小児の視力検査、視力に影響する因子について学ぶ

3

【授業単元】 視野①

【授業形態】 講義

【到達目標】
視野の概念
視路と視野
異常視野に影響する因子について学ぶ。

4

【授業単元】視野②

【授業形態】 講義

【到達目標】
視路と視野異常
視野に影響する因子について学ぶ。

5

【授業単元】視覚生理学の基礎

【授業形態】 講義

【到達目標】
光の単位
明るさの単位

6

【授業単元】光覚

【授業形態】 講義

【到達目標】
視細胞の名称と働き、錐体視細胞と杆体視細胞
錐体視色素と杆体視色素
夜盲の特徴と種類、昼盲、暗順応曲線　について学ぶ

小テスト（20点満点）

実施方法：

定期試験（80点満点）

実施方法：

7

【授業単元】電気生理

【授業形態】 講義

【到達目標】
電気生理検査の種類と名称網膜電図の目的、対象、検査の種類、検査法
異常所見の種類　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　　　
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【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
30時間 2単位 講師名 柘植　貴子

開講時期 １年 前期　　火曜日　7時限
学科･学部 視能訓練士学科　Ⅱ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。

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。

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。

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。

4

【授業単元】　眼球内膜（網膜①）

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。

5

【授業単元】　眼球内膜（網膜②）

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。

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。

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。

　 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）
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【使用教科書・教材・参考書】
眼科検査ガイド、視能学、プログラムフローチャートですすめる眼科検査法

科目名 視能検査機器学
30時間 2単位 講師名 熊木　駿

開講時期 1　年 後期　　木曜日　6・7時限
学科･学部 視能訓練士学科　　Ⅱ　部

【講師略歴】　保有資格：視能訓練士

【授業への心構え・留意点】
眼科の検査は大きな機器を使用するものから小さな機器まで様々ですが、正確なデータを得るためには正しく取り扱う必要があります。
似ている数値や知識も多いですがきちんと整理・分類が出来るようにしていきましょう

【資格や現場で必要とされるスキルとの関係性】
患者さんの主訴にからどんな検査が必要なのかを考えると共に、外来の状況からどのタイミングで行う事が適切なのかを提案する事も必要とされる。

【科目目標（一般目標）】
各種検査機器の対象と検査原理が理解できる

授　業　概　要 授　業　概　要

1

【授業単元】 視力検査

9

【授業単元】 シュミレーション①

【授業形態】 講義・実習 【授業形態】 講義・実習

【到達目標】
視力検査の目的・対象を覚え、正しい操作ができるようになる

【到達目標】
主訴から検査を選択し、正しい結果の判読をすることで疾病の予想をつけることが
できるようになる。

2

【授業単元】 レフケラトメーター・スペキュラー

10

【授業単元】 シュミレーション②

【授業形態】 講義・実習 【授業形態】 講義・実習

【到達目標】
レフケラ・スペキュラー検査の目的・対象を覚え、正しい操作ができるようになる

【到達目標】
主訴から検査を選択し、正しい結果の判読をすることで疾病の予想をつけることが
できるようになる。

3

【授業単元】 眼圧検査

11

【授業単元】 シュミレーション③

【授業形態】 講義・実習 【授業形態】 講義・実習

【到達目標】
眼圧検査の目的・対象を覚え、正しい操作ができるようになる

【到達目標】
主訴から検査を選択し、正しい結果の判読をすることで疾病の予想をつけることが
できるようになる。

4

【授業単元】 レンズメーター

12

【授業単元】 シュミレーション④

【授業形態】 講義・実習 【授業形態】 講義・実習

【到達目標】
レンズメーターの目的・対象を覚え、正しい操作ができるようになる

【到達目標】
主訴から検査を選択し、正しい結果の判読をすることで疾病の予想をつけることが
できるようになる。

5

【授業単元】 ハンフリー視野検査

13

【授業単元】 シュミレーション⑤

【授業形態】 講義・実習 【授業形態】 講義・実習

【到達目標】
ハンフリー視野計の目的・対象を覚え、正しい操作ができるようになる

【到達目標】
主訴から検査を選択し、正しい結果の判読をすることで疾病の予想をつけることが
できるようになる。

6

【授業単元】 OCT/眼底カメラ

14

【授業単元】 シュミレーション⑥

【授業形態】 講義・実習 【授業形態】 講義・実習

【到達目標】
OCT/眼底カメラの目的・対象を覚え、正しい操作ができるようになる

【到達目標】
主訴から検査を選択し、正しい結果の判読をすることで疾病の予想をつけることが
できるようになる。

7

【授業単元】 1～6回の復習

15 定期試験

【授業形態】 講義・実習

【到達目標】
1～6回目で学んだ内容を再度確認し、復習試験に備える

　 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）
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【科目目標（一般目標）】

色覚検査、視野検査、電気生理検査を体験する
検査の手順を理解する

科目名

視覚生理学実習
30時間 1単位 講師名 吉田千里　竹島敏次　大木伸一

必修

開講時期 １年 前期　　土曜日　4.5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

【授業への心構え・留意点】
形態覚、色覚、視野、光覚、電気生理が視覚生理学で学ぶ事です。本実習は色覚検査、視野検査、電気生理検査を行っていきます。
この検査は眼科で頻度の多い検査です。本実習で基礎的な事をしっかり学んでいきましょう

.【資格や現場で必要とされるスキルとの関係性】
特に視野検査について重点を置いています。緑内障、脳疾患、視神経などの診断や治療に大きくかかわる検査です。
色覚検査は患者さんの将来の仕事や仕事に関わる検査などで知識をしっかりもって検査を行わないといけません。
電気生理検査は特にＥＲＧが多く施行されています。ＥＲＧは準備をしっかりすることで、患者さんの負担少なく検査が実施できます。

【使用教科書・教材・参考書】
視能学／視能矯正学/図解眼科検査法/目でみる視力・屈折検査の進め方/視能矯正マニュアル

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】　視野⑤

【授業形態】　講義 【授業形態】　実習

【到達目標】

これから学内で勉強していく方法や決まり事を共有します。

【到達目標】
ＧＰ：測定
ＨＦＡ：測定

2

【授業単元】　オリエンテーション

10

【授業単元】　視野⑥

【授業形態】　講義 【授業形態】　実習

【到達目標】

クラスメイトの名前を覚え交流をする

【到達目標】
ＧＰ：測定
ＨＦＡ：測定

3

【授業単元】　色覚①

11

【授業単元】　視野⑦

【授業形態】　実習 【授業形態】　講義

【到達目標】
仮性同色表：石原表、標準色覚検査表Ⅰ部Ⅱ部
色相配列検査：パネルＤ－15
アノマロスコープ

【到達目標】
ＧＰ：測定
ＨＦＡ：測定

4

【授業単元】　色覚②

12

【授業単元】　視野⑧

【授業形態】　実習 【授業形態】　講義

【到達目標】
仮性同色表：石原表、標準色覚検査表Ⅰ部Ⅱ部
色相配列検査：パネルＤ－15
アノマロスコープ

【到達目標】
ＧＰ：測定
ＧＰ：測定

5

【授業単元】　視野検査①

13

【授業単元】　電気生理

【授業形態】　実習 【授業形態】　実習

【到達目標】
ＧＰ：輝度調整
ＨＦＡ：患者説明、ゲイズ設定、準備
アムスラーチャート、コントラスト感度

【到達目標】

ＥＲＧ　ＶＥＰ

6

【授業単元】　視野検査②

14

【授業単元】　電気生理

【授業形態】　実習 【授業形態】　実習

【到達目標】
ＧＰ：輝度調整
ＨＦＡ：患者説明、ゲイズ設定、準備
アムスラーチャート、コントラスト感度

【到達目標】

ＥＲＧ　ＶＥＰ

7

【授業単元】　視野検査③

15 定期試験

【授業形態】　実習

【到達目標】
ＧＰ：測定
ＨＦＡ：測定

定期試験（80点満点）

　 実施方法：15回目に実習試験

【授業単元】　視野検査④
実習：ＧＰ測定　ＨＦＡ測定

【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

提出物・出席（20点満点）
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8

【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
時間 単位 講師名 今井　由惠

開講時期 1年 前期　　火曜日　6時限
学科･学部 視能訓練士学科　Ⅱ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。

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

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

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

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

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。

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

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

　 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）
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【使用教科書・教材・参考書】　　オリジナルプリント教材

科目名 公衆衛生学と関係法規 30時間 2単位 講師名 軽部裕代

開講時期 １年 前期　　水曜日　６時限
学科･学部 視能訓練士学科 　Ⅱ部

【講師略歴】
保有資格：歯科医師
略　　　歴：大学（歯学部）で公衆衛生並びに社会歯科を学び、医療に関係する法律や、関係諸制度の研究と教育に従事する。さらに研究を発展させるため大学
院に進学し、博士号を取得。現在は、新規歯科材料の開発に向けた研究を行っている。

【授業への心構え・留意点】
「公衆衛生」は、人々が関わる社会環境や生活環境、保健医療制度並びに社会福祉など、医学・医療が社会とかかわる領域を主としている。この科目は、「病
気」の治療や検査方法を学ぶのではなく、常に人々の「健康」と「予防」を考えることにその特徴がある。人々の「健康」を守るための医療従事者としての責任を
果たすために、毎回授業では、オリジナルプリント教材を配布し、授業が理解しやすいように配慮しているので、反復学習を繰り返すことにより理解の取得に努
めて欲しい。

【資格や現場で必要とされるスキルとの関係性】
「公衆衛生」は、人々の「健康」を考える学問である。視能訓練士は、医療従事者として、病気の「治療」だけでなく、人々の「健康」や疾病の「予防」にも貢献する
役割を担っている。その他、自分の「健康」を考える上でも、実際に生活している環境がどのような状況にあるのかを考え、生活することが大切であるので、自分
の将来における「健康」を考える上でも、本科目は重要である。

【科目目標（一般目標）】
視能訓練士は、医療従事者として、診療以外に患者の「健康」を守る役目がある。この科目では、健康に関係する保健医療の知識や社会環境を理解することに
より、人々の健康と、疾病の予防について理解する。また、医療に関係する法律や医療制度を学ぶことにより、視能訓練士としての役割を認識する。

授　業　概　要 授　業　概　要

1

【授業単元】　公衆衛生概論・環境保健

9

【授業単元】　医療における法律（２）

【授業形態】　講義 【授業形態】　講義

【到達目標】
・「公衆衛生」とは何かがわかる
・「環境保健」について理解する

【到達目標】
・「視能訓練士法」について理解する

2

【授業単元】　食品保健

10

【授業単元】　医療における法律（３）

【授業形態】　講義 【授業形態】　講義

【到達目標】
・「食品保健」について理解する

【到達目標】
・「健康増進法」について理解する
・「医薬品医療機器等法」について理解する

3

【授業単元】　地域保健・保健統計

11

【授業単元】　わが国における社会保障制度

【授業形態】　講義 【授業形態】　講義

【到達目標】
・「地域保健」について理解する
・「保健統計」について理解する

【到達目標】
・「社会保障制度」について理解する

4

【授業単元】　母子保健・学校保健

12

【授業単元】　わが国における社会保険制度

【授業形態】　講義 【授業形態】　講義

【到達目標】
・「母子保健」について理解する
・「学校保健」について理解する

【到達目標】
・「社会保険制度」について理解する

5

【授業単元】　産業保健・成人保健・高齢者保健

13

【授業単元】　わが国における医療保険

【授業形態】　講義 【授業形態】　講義

【到達目標】
・「産業保健」について理解する
・「成人保健」「高齢者保健」について理解する

【到達目標】
・「医療保険」について理解する

6

【授業単元】　国際保健・感染症とその予防

14

【授業単元】　わが国における社会福祉

【授業形態】　講義 【授業形態】　講義

【到達目標】
・「国際保健」について理解する
・「感染症」とその予防について理解する

【到達目標】
・「社会福祉」とは何か理解する
・「福祉政策」を理解する

7

【授業単元】　疫学・統計

15 定期試験

【授業形態】　講義

【到達目標】
・「疫学」を理解する
・「国家統計」を理解する

８

【授業単元】　復習テスト・医療における法律（１）

【授業形態】　復習テスト（３０分）・講義

【到達目標】
・「医療法」を理解する

　 実施方法：国家試験に準じた択一試験

【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：ワークシートの提出：

復習試験（30点満点）

　 実施方法：国家試験に準じた択一試験

定期試験（60点満点）
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8

【使用教科書・教材・参考書】
ロービジョンの総合的リハビリテーション　理論と実践

科目名 視覚障害者リハビリテーション 30時間 2単位 講師名 稲垣　直子

開講時期 1年 後期　　土曜日　3・4時限
学科･学部 視能訓練士学科 Ⅱ部

【講師略歴】
保有資格：視覚障害生活訓練等指導員（歩行訓練士）、社会福祉士、介護支援専門員（ケアマネジャー）
略歴：大学卒業後、国立身体障害者リハビリテーションセンター学院視覚障害生活訓練専門職員養成課程（当時）にて視覚障害者リハビリテーションを学ぶ。
在宅中途視覚障害者の自立支援に20年間携わり、その間大学病院の眼科と連携しロービジョン外来での相談も行う。
現在は障害者支援施設のサービス管理責任者として盲重複障害者の生活支援を行っている。

【授業への心構え・留意点】
視能訓練士として医療面だけでなく心理的な支援や生活を豊かにする支援など包括的に関わることが出来るようになることを目的に視覚障害について福祉的
な観点から学びを深めて頂きたいと思っています。福祉の現状を知り、医療と福祉の橋渡し役となって頂けることを期待しています。

【資格や現場で必要とされるスキルとの関係性】
ロービジョンケアにおける専門職として、視覚障害についての正しい知識と福祉的な視点を学ぶことにより、幅広い情報提供が出来るようになる。
医療と福祉の橋渡し役として、視覚障害があっても希望を持って生きていくことが出来ることを伝えられる専門職になる。

【科目目標（一般目標）】
視覚障害者の現状を理解し、正しい理解と対等な人間観を身につける。視覚障害リハビリテーションの現状を理解し、期待される視能訓練士の役割を理解す
る。視覚障害者の自立と社会参加を支援するための法・制度を理解し、援助技術を身につける。ロービジョンケアを行えるようになる為の知識とスキルを身につ
ける。

授　業　概　要 授　業　概　要

1

【授業単元】　視覚障害者リハビリテーション・ロービジョン訓練の概要

9

【授業単元】　視覚障害者の歩行

【授業形態】　講義 【授業形態】　講義　演習

【到達目標】
・視覚障害者リハビリテーションの概要を理解する。
・視覚障害者が自立生活と社会参加を果たす上での努力や課題を理解する。
・ロービジョンの見え方、見えにくさを理解する。
・ロービジョン訓練の概要を理解する。

【到達目標】
・歩行時に必要な光学的補助具（遮光眼鏡、単眼鏡）の活用について理解する。
・視覚障害者の歩行について理解する。

2

【授業単元】　ケアマネジメントと福祉制度

10

【授業単元】　視覚障害者の誘導方法

【授業形態】　講義 【授業形態】　演習

【到達目標】
・障害者ケアマネジメントについて理解する。
・視覚障害者ケアマネジメントの実際について理解する。
・福祉制度、障害者差別解消法の概要を理解する。

【到達目標】
・視覚障害者の湯堂方法を理解する。

3

【授業単元】　視覚障害者の心理

11

【授業単元】　業界を知る

【授業形態】　講義 【授業形態】　演習

【到達目標】
・視覚障害者の心理を理解する。
・先天性視覚障害者、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。

【到達目標】
・遮光眼鏡について理解する。

4

【授業単元】　視覚障害者の就労の現状と求められるスキル

12

【授業単元】　業界を知る

【授業形態】　講義 【授業形態】　演習

【到達目標】
・視覚障害者の就労の現状を理解する。
・IT機器の活用について理解する。

【到達目標】
・遮光眼鏡について理解する。

5

【授業単元】　塩田先生

13

【授業単元】　業界を知る

【授業形態】　講義 【授業形態】　演習

【到達目標】 【到達目標】
・ルーペについて理解する。

6

【授業単元】　塩田先生

14

【授業単元】　業界を知る

【授業形態】　講義 【授業形態】　演習

【到達目標】 【到達目標】
・拡大読書器について理解する。

7

【授業単元】　日常生活のニーズと支援

15 定期試験

【授業形態】　講義　演習

【到達目標】
・日常生活での工夫と補助具について理解する。
・生活訓練について理解する。

　 実施方法：

定期試験（60点満点）

　 実施方法：

復習試験/点字の理解
・点字について理解する。

【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）
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【使用教科書・教材・参考書】
視能学　第3版 / 視能矯正学　改訂第3版

科目名 視能矯正学
30時間 2単位 講師名 吉田　千里

開講時期 １　年 後期　　木曜日　6時限
学科･学部 視能訓練士学科　　Ⅱ　部

【講師略歴】
保有資格：中学校教諭免許、高等学校教諭免許、視能訓練士
略　　　歴：眼科臨床にて経験を積み、日本医歯薬専門学校視能訓練士学科専任教員として立ち上げより関わる。

【授業への心構え・留意点】
国家試験では最も出題数が多く、国家資格取得においてとても重要な科目となる。視能矯正学の基礎的内容とはなるが、全ての科目に繋がる土台となるため、毎
回の講義内容をしっかりと理解するように心がけて欲しい。

【資格や現場で必要とされるスキルとの関係性】
臨床での視能矯正分野は小児から大人までの幅広い年代が対象となる。特に小児眼科分野での検査では視能矯正学の知識が必要となるため、小児の特性と関
連付けながら学ぶことが重要となる。

【科目目標（一般目標）】
視能矯正学や視能矯正学実習、視能訓練学に必要な基礎知識を身につける。

授　業　概　要 授　業　概　要

1

【授業単元】　両眼視機能

9

【授業単元】　眼球運動

【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】　外眼筋の作用と眼球運動について理解できる

2

【授業単元】　両眼視機能

10

【授業単元】　眼球運動

【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】　外眼筋の作用と眼球運動について理解できる

3

【授業単元】　両眼視機能検査

11

【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】　網膜対応検査について理解できる 【到達目標】　Hess赤緑試験について理解できる

4

【授業単元】　両眼視機能検査

12

【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】　網膜対応検査について理解できる 【到達目標】　複像検査について理解できる

5

【授業単元】　両眼視機能検査

13

【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】　網膜対応検査について理解できる 【到達目標】　複像検査について理解できる

6

【授業単元】　両眼視機能検査

14

【授業単元】　両眼視機能検査

【授業形態】　講義 【授業形態】　講義

【到達目標】　網膜対応検査について理解できる 【到達目標】　近見立体視検査について理解できる

7

【授業単元】　両眼視機能検査

15 定期試験

【授業形態】　講義

【到達目標】　網膜対応検査について理解できる

　 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）
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【使用教科書・教材・参考書】
視能学　第3版 / 視能矯正学　改訂第3版 / 視能矯正マニュアル(改訂版)

科目名 基礎視能矯正学
30時間 2単位 講師名 藤原　海渡、竹島　敏次

開講時期 １　年 前期　　水曜日　７限　・　土曜日　4.5限　
学科･学部 視能訓練士学科　　Ⅱ　部

【講師略歴】
藤原：2012年北里大学医療衛生学部卒業し視能訓練士国家資格取得。同年杏林大学アイセンターへ入局し日本弱視小児学会、日本緑内障学会にて発表。
　　　　2017年9月に日本医歯薬専門学校へ入職し専任教員を務める。2019年4月からインフィニティメディカル近藤眼科へ入職。
竹島：平成23年～平成27年　帝京大学医療技術学部視能矯正学科助手
　　　　平成27年～平成31年　専門学校視能訓練士特科教員

【授業への心構え・留意点】
水曜日は藤原がが担当し、土曜日は竹島講義を行う。国家試験では最も出題数が多く、国家資格取得においてとても重要な科目となる。視能矯正学の基礎的
内容とはなるが、全ての科目に繋がる土台となるため、毎回の講義内容をしっかりと理解するように心がけて欲しい。

【資格や現場で必要とされるスキルとの関係性】
臨床での視能矯正分野は小児から大人までの幅広い年代が対象となる。特に小児眼科分野での検査では視能矯正学の知識が必要となるため、小児の特性と
関連付けながら学ぶことが重要となる。

【科目目標（一般目標）】
視能矯正学や視能矯正学実習、視能訓練学に必要な基礎知識を身につける。

授　業　概　要 授　業　概　要

1

【授業単元】 視能矯正学とは何か　（導入 ）

８

【授業単元】 弱視の治療

【授業形態】 講義　(藤原) 【授業形態】 講義　(藤原)

【到達目標】
視能矯正額ではどの様なことを学ぶのかを明確にする。
“斜視とは何か”“弱視とは何”かを簡単に説明できる。

【到達目標】
弱視の治療方針や治療方法を理解する

2

【授業単元】眼位

９

【授業単元】 外眼筋の作用と眼球運動③

【授業形態】 講義(竹島) 【授業形態】 講義(竹島)

【到達目標】
眼位の定義・種類・状態を学ぶ
斜視・斜位の種類を学ぶ

【到達目標】
眼球運動の神経支配やその他の特徴を理解する、

3

【授業単元】 外眼筋の作用と眼球運動①

１０

【授業単元】 両眼視①

【授業形態】 講義(竹島) 【授業形態】  講義　(藤原)

【到達目標】
外眼筋の単独作用を理解する
単眼運動とその法則、共同筋と拮抗筋について理解する

【到達目標】
両眼視機能の基礎を理解する

4

【授業単元】 弱視の基礎的知識

１１

【授業単元】 外眼筋の作用と眼球運動④

【授業形態】 講義　(藤原) 【授業形態】 講義(竹島)

【到達目標】
弱視の定義・原因・病態・分類を学ぶ

【到達目標】
外眼筋について説明する

5

【授業単元】 外眼筋の作用と眼球運動②

１２

【授業単元】 両眼視②

【授業形態】 講義(竹島) 【授業形態】 講義　(藤原)

【到達目標】
外眼筋の単独作用を理解する
単眼運動とその法則、共同筋と拮抗筋について理解し、説明できる

【到達目標】
両眼視機能の基礎を理解する

6

【授業単元】 弱視の各型

１３

【授業単元】 復習

【授業形態】 講義　(藤原) 【授業形態】 講義(竹島)

【到達目標】
各弱視の特徴を理解し、分類ができる。

【到達目標】
これまでの復習を行う

7

【授業単元】 斜視の基礎的知識

１４

【授業単元】 復習

【授業形態】 講義(竹島) 【授業形態】  講義　(藤原)

【到達目標】
斜視の定義・病因論・分類・診断について学ぶ

【到達目標】
これまでの復習を行う

　 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

復習試験（30点満点）
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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

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（10点満点）

　 実施方法：筆記試験

復習試験（30点満点）

22

【授業単元】斜視の各型④

29

【授業単元】 復習

【授業形態】 講義　(藤原) 【授業形態】 講義(竹島)

【到達目標】
斜視の分類と特徴を理解する

【到達目標】
基礎視能矯正学の内容の復習

21

【授業単元】斜視の検査②

28

【授業単元】 復習

【授業形態】 講義(竹島) 【授業形態】 講義　(藤原)

【到達目標】
斜視の検査方法を学ぶ

【到達目標】
基礎視能矯正学の内容の復習

20

【授業単元】斜視の各型③

27

【授業単元】斜視の検査⑤

【授業形態】 講義　(藤原) 【授業形態】 講義(竹島)

【到達目標】
斜視の分類と特徴を理解する

【到達目標】
斜視の検査方法を学ぶ

19

【授業単元】 輻湊・開散と屈折、調節、AC/A比 ②　/ 斜視の検査①

26

【授業単元】 斜視の各型復習

【授業形態】 講義(竹島) 【授業形態】 講義　(藤原)

【到達目標】
輻湊・開散や調節との関りについて理解する
斜視の検査方法を学ぶ

【到達目標】
斜視の分類と特徴を理解する

18

【授業単元】 斜視の各型②

25

【授業単元】 斜視の検査④

【授業形態】 講義　(藤原) 【授業形態】 講義(竹島)

【到達目標】
斜視の分類と特徴を理解する

【到達目標】
斜視の検査方法を学ぶ

17

【授業単元】輻湊・開散と屈折、調節、AC/A比①

24

【授業単元】 斜視の各型⑤

【授業形態】 講義(竹島) 【授業形態】 講義　(藤原)

【到達目標】
輻湊・開散や調節との関りについて理解する

【到達目標】
斜視の分類と特徴を理解する

授　業　概　要 授　業　概　要

16

【授業単元】 斜視の各型

23

【授業単元】 斜視の検査③

【授業形態】 講義　(藤原) 【授業形態】 講義(竹島)

【到達目標】
斜視の分類と特徴を理解する

【到達目標】
斜視の検査方法を学ぶ

【使用教科書・教材・参考書】
視能学　第3版 / 視能矯正学　改訂第3版 / 視能矯正マニュアル(改訂版)

科目名 基礎視能矯正学
30時間 2単位 講師名 藤原　海渡、竹島　敏次

開講時期 １　年 前期　　水曜日　７限　・　土曜日　4.5限　
学科･学部 視能訓練士学科　　Ⅱ　部

【講師略歴】
藤原：2012年北里大学医療衛生学部卒業し視能訓練士国家資格取得。同年杏林大学アイセンターへ入局し日本弱視小児学会、日本緑内障学会にて発表。
　　　　2017年9月に日本医歯薬専門学校へ入職し専任教員を務める。2019年4月からインフィニティメディカル近藤眼科へ入職。
竹島：平成23年～平成27年　帝京大学医療技術学部視能矯正学科助手
　　　　平成27年～平成31年　専門学校視能訓練士特科教員

【授業への心構え・留意点】
水曜日は藤原がが担当し、土曜日は竹島講義を行う。国家試験では最も出題数が多く、国家資格取得においてとても重要な科目となる。視能矯正学の基礎的内
容とはなるが、全ての科目に繋がる土台となるため、毎回の講義内容をしっかりと理解するように心がけて欲しい。

【資格や現場で必要とされるスキルとの関係性】
臨床での視能矯正分野は小児から大人までの幅広い年代が対象となる。特に小児眼科分野での検査では視能矯正学の知識が必要となるため、小児の特性と
関連付けながら学ぶことが重要となる。

【科目目標（一般目標）】
視能矯正学や視能矯正学実習、視能訓練学に必要な基礎知識を身につける。
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【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。

科目名 生理光学
30時間 2単位 講師名 今井　哲也

開講時期 1　年 前期　　月曜日　7時限
学科･学部 視能訓練士学科　　Ⅱ　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】
様々な数値や数式を用いていきますが、どんな条件で何の式を使うのかしっかりと理解していきましょう。
積極的に問題に取り組み、質問をしてください。

【資格や現場で必要とされるスキルとの関係性】
正確な検査を行う上では患者さんの眼がどのような状況になっているか、見えない状況を把握する必要があります。様々な検査データからすばやく、正確な計算
を行う事で適切な判断が出来るようになります。

【科目目標（一般目標）】
基本的な数学知識の定着を行い、視能訓練士として必要な知識を身に付け活用できる。

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】 自覚的屈折検査①

【授業形態】 講義 【授業形態】 講義

【到達目標】
授業スタイルを理解できる
基本的な計算方法を理解できる

【到達目標】
乱視標を用いた屈折検査の手順を理解し、Ｓｔｕｒｍ’ｓ　Ｃｏｎｏｉｄを用いて説明でき
る

2

【授業単元】 眼光学とレンズ光学

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】
眼球を光学的に理解する事ができる
眼科で用いられるレンズの種類と働きを理解できる

【到達目標】
クロスシリンダーを用いた屈折検査の手順を理解し、Ｓｔｕｒｍ’ｓ　Ｃｏｎｏｉｄを用いて
説明できる

3

【授業単元】 屈折異常

11

【授業単元】 拡大・縮小

【授業形態】 講義 【授業形態】 講義

【到達目標】
各種屈折異常を理解し、説明できる。

【到達目標】
レンズによる拡大・縮小効果を理解できる。
物体と像の関係を理解できる

4

【授業単元】 調節

12

【授業単元】 プリズム

【授業形態】 講義 【授業形態】 講義

【到達目標】
Ｓｔｕｒｍ’ｓ　Ｃｏｎｏｉｄを用いて屈折状態を説明する事ができる。
調節の働きを理解し、計算により求める事ができる。

【到達目標】
プリズム効果を理解できる

5

【授業単元】 矯正レンズ

13

【授業単元】 プリズム②

【授業形態】 講義 【授業形態】 講義

【到達目標】
屈折状態により適切なレンズを選択することができる。
頂点間距離と矯正効果の関連が理解できる

【到達目標】
Ｐｒｅｎｔｉｃｅの公式を理解する事が出来る

6

【授業単元】 収差

14

【授業単元】 総復習

【授業形態】 講義 【授業形態】 講義

【到達目標】
Ｓｅｉｄｅｌの5収差を理解し説明する事ができる。
色収差を理解し説明できる
焦点深度・回折を理解し、説明できる。

【到達目標】
これまでに学習した数式を用いて様々な状況に適切な計算が行える

7

【授業単元】 特殊な視力検査

15 定期試験

【授業形態】 講義

【到達目標】
対数視力・対比視力・縞視力の原理が理解できる。

　 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）
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【使用教科書・教材・参考書】
視能学　等

科目名 視能矯正学実習
30時間 1単位 講師名 塩田　直子・吉田　千里・大木　伸一

開講時期 1年 後期　　火曜日　6.7時限
学科･学部 視能訓練士学科 Ⅱ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】
常に患者の状況をイメージしながら検査を行うこと。
実技は繰り返し行うことで身につくので、時間が許す限り知識、技術の反芻を行ってください。

【資格や現場で必要とされるスキルとの関係性】
主に視能訓練士が活躍する斜視や弱視の知識、技術の向上を目指す

【科目目標（一般目標）】
検査中の患者の状況のイメージができ、それに対して適切な手順での検査ができる。

授　業　概　要 授　業　概　要

1

【授業単元】単眼性眼位検査

9

【授業単元】　立体視検査

【授業形態】　実習 【授業形態】　実習

【到達目標】
γ角、単眼性眼位検査

【到達目標】
立体視検査を理解する

2

【授業単元】両眼性眼位検査

10

【授業単元】　融像幅検査

【授業形態】　実習 【授業形態】　実習

【到達目標】
眼位の定性検査、定量検査、固視検査が理解できる

【到達目標】
融像幅の検査を理解する

3

【授業単元】　眼球運動検査

11

【授業単元】　注視野

【授業形態】　実習 【授業形態】　実習

【到達目標】
頭部傾斜試験、9方向眼位検査

【到達目標】
注視野検査を理解する

4

【授業単元】　眼球運動検査

12

【授業単元】　眼底検査

【授業形態】　実習 【授業形態】　実習

【到達目標】Hess赤緑試験 【到達目標】
眼底写真等の機器を用いた眼底検査を行う

5

【授業単元】　Maddox

13

【授業単元】　まとめ

【授業形態】　実習 【授業形態】　実習

【到達目標】
Maddoxを用いた検査ができる

【到達目標】
まとめ

6

【授業単元】　網膜対応検査

14

【授業単元】　まとめ

【授業形態】　実習 【授業形態】　実習

【到達目標】
網膜対応検査を理解する

【到達目標】
まとめ

7

【授業単元】　網膜対応検査

15 定期試験

【授業形態】　実習

【到達目標】
網膜対応検査を理解する

　 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）
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渡邉  隆

開講時期 1　年 後期　　　　金曜日　　7時限
学科･学部

科目名 眼科薬理学 　　　15時間 　　　1単位 講師名

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　 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

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。

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。

小テスト（20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（80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　　　
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【使用教科書・教材・参考書】
視能学、眼科検査ガイド、レジュメ

科目名 視能検査学
30時間 2単位 講師名 熊木　駿

開講時期 1年 前期　　木曜日　7時限
学科･学部 視能訓練士学科　Ⅱ部

【講師略歴】　保有資格：視能訓練士

【授業への心構え・留意点】

この授業で学ぶ機器には視能訓練士が頻繁に使用するものも使用しないものもあります。しかし使用されないかといって国家試験に出題されないわけではありま
せん。
どの単元にも学ぶ意味は必ずありますので聞き漏らさないよう授業に望んでください。

【資格や現場で必要とされるスキルとの関係性】

眼科で使用する検査機器の基本的な知識について学びます。（種類・検査の目的・どんな人に検査を行うか・機器の使い方・検査結果の見方）

【科目目標（一般目標）】

眼科における様々な検査を正しく行うための知識と技術を習得する。

授　業　概　要 授　業　概　要

1

【授業単元】　眼科一般検査①

9

【授業単元】　眼科一般検査⑧

【授業形態】　講義 【授業形態】　講義

【到達目標】
視能検査学の目的を知る。
外眼部検査の目的・対象・検査方法を確認する。
診療録について知る。

【到達目標】
眼底画像検査の目的・対象・検査方法を理解する。

2

【授業単元】　眼科一般検査②

10

【授業単元】　眼科一般検査⑨

【授業形態】　講義 【授業形態】　講義

【到達目標】
細隙灯顕微鏡検査の目的・対象・検査方法を理解する。

【到達目標】
超音波検査・眼軸長検査の目的・対象・検査方法を理解する。

3

【授業単元】　眼科一般検査③

11

【授業単元】　眼科一般検査⑩

【授業形態】　講義 【授業形態】　講義

【到達目標】
角膜検査の目的・対象・検査方法を理解する。

【到達目標】
眼科画像診断の目的・対象・検査方法を理解する。

4

【授業単元】　眼科一般検査④

12

【授業単元】　まとめ

【授業形態】　講義 【授業形態】　講義

【到達目標】
涙液検査の目的・対象・検査方法を理解する。

【到達目標】
1～11の国家試験問題が解けるようになる。

5

【授業単元】　眼科一般検査⑤

13

【授業単元】　まとめ

【授業形態】　講義 【授業形態】　講義

【到達目標】
眼圧検査の目的・対象・検査方法を理解する。

【到達目標】
1～11の国家試験問題が解けるようになる。

6

【授業単元】　眼科一般検査⑥

14

【授業単元】　まとめ

【授業形態】　講義 【授業形態】　講義

【到達目標】
隅角検査の目的・対象・検査方法を理解する。

【到達目標】
1～11の国家試験問題が解けるようになる。

7

【授業単元】　眼科一般検査⑦

15 定期試験

【授業形態】　講義

【到達目標】
眼底検査の目的・対象・検査方法を理解する。

　 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）
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22.2
3

　 実施方法：実技試験

定期試験（60点満点）

　 実施方法：実技試験

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（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】　眼球運動検査、両眼視機能検査

20.2
1

【授業単元】

【授業形態】　実習 【授業形態】　実習

【到達目標】
眼球運動検査と両眼視機能検査について理解する

【到達目標】
総復習

6

【授業単元】　固視検査、眼位検査

18.1
9

【授業単元】　まとめ

【授業形態】　実習 【授業形態】　実習

【到達目標】
固視検査と眼位検査について理解する

【到達目標】
総復習

5

【授業単元】　固視検査、眼位検査

16.1
7

【授業単元】　プリズム、Maddox

【授業形態】　実習 【授業形態】　実習

【到達目標】
固視検査と眼位検査について理解する

【到達目標】
プリズムとMaddoxについて理解する

4

【授業単元】　視野検査

14.1
5

【授業単元】　プリズム、Maddox

【授業形態】　実習 【授業形態】　実習

【到達目標】
視野検査の方法を理解する

【到達目標】
プリズムとMaddoxについて理解する

3

【授業単元】　視野検査

12.1
3

【授業単元】　大型弱視鏡

【授業形態】　実習 【授業形態】　実習

【到達目標】
視野検査の方法を理解する

【到達目標】
大型弱視鏡について理解する

2

【授業単元】屈折検査

10.1
1

【授業単元】　大型弱視鏡

【授業形態】　実習 【授業形態】　実習

【到達目標】
自覚的、他覚的屈折検査の方法を理解する

【到達目標】
大型弱視鏡について理解する

授　業　概　要 授　業　概　要

1

【授業単元】屈折検査

8.9

【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】
自覚的、他覚的屈折検査の方法を理解する

【到達目標】
眼球運動検査と両眼視機能検査について理解する

【使用教科書・教材・参考書】
視能学　等

科目名 視能検査学実習
時間 単位 講師名 大木　伸一　　　　腰田　愛生

開講時期 1年 後期　　土曜日　1.2時限
学科･学部 視能訓練士学科 Ⅱ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】
常に患者の状況をイメージしながら検査を行うこと。
実技は繰り返し行うことで身につくので、時間が許す限り知識、技術の反芻を行ってください。

【資格や現場で必要とされるスキルとの関係性】
医療の現場で最もポピュラーな検査をメインで扱います。
正確な検査を行う為の土台となる授業です。

【科目目標（一般目標）】
検査中の患者の状況のイメージができ、それに対して適切な手順での検査ができる。
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28

　 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：記述試験

復習試験（30点満点）

25.2
627

【授業単元】　大型弱視鏡

45 定期試験

【授業形態】　演習

【到達目標】　大型弱視鏡による検査ができる。

21.2
223.
24

【授業単元】　大型弱視鏡

43.4
4

【授業単元】　復習

【授業形態】　演習 【授業形態】　演習

【到達目標】　大型弱視鏡による検査ができる。 【到達目標】　総合的な検査ができる。

17.1
819.
20

【授業単元】　検影法

41.4
2

【授業単元】　超音波検査

【授業形態】　演習 【授業形態】　演習

【到達目標】　検影法の検査ができる。 【到達目標】　超音波検査ができる。

13.1
4

15.1
6

【授業単元】　視野検査

38.3
940

【授業単元】　眼底検査、OCT

【授業形態】　演習 【授業形態】　演習

【到達目標】　視野検査ができる。 【到達目標】
眼底写真の撮影ができる。
OCTによる検査ができる。

9.10
11.1
2

【授業単元】　視野検査

35.3
6
37

【授業単元】　眼底検査、OCT

【授業形態】　演習 【授業形態】　演習

【到達目標】　視野検査ができる。 【到達目標】
眼底写真の撮影ができる。
OCTによる検査ができる。

5.6
7.8

【授業単元】　視力検査、レンズメ－ター

32.3
3
34

【授業単元】　眼球運動検査

【授業形態】　演習 【授業形態】　演習

【到達目標】
視力検査ができる。
レンズメ－ターの検査ができる。

【到達目標】　眼球運動検査ができる。

授　業　概　要 授　業　概　要

1.2
3.4

【授業単元】　視力検査、レンズメ－ター

29.3
0
31

【授業単元】　眼球運動検査

【授業形態】　演習 【授業形態】　演習

【到達目標】
視力検査ができる。
レンズメ－ターの検査ができる。

【到達目標】　眼球運動検査ができる。

【使用教科書・教材・参考書】
視能学、視能矯正学

科目名 視能訓練士総合講座
90時間 6単位 講師名 大木　伸一　　　吉田　千里

開講時期 1年 後期　　月曜日　6.7時限
学科･学部 視能訓練士学科　Ⅱ部

【講師略歴】
保有資格：中学校教諭免許、高等学校教諭免許、視能訓練士
略　　　歴：眼科臨床にて経験を積み、日本医歯薬専門学校視能訓練士学科専任教員として立ち上げより関わる。

【授業への心構え・留意点】
各検査の原点と要点を習得し、基礎知識を定着させてください。
各科目の知識を総合し理解出来る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】
現場で即戦力となる視能訓練士になるためには、十分な知識と手技が必要になります。
総合的に考え検査のできる視能訓練士になるために、常に思考を整理していく必要があります。

【科目目標（一般目標）】
総合的に考え検査のできる視能訓練士になる。



回 回
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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】　基本診察

15 定期試験

【授業形態】　講義

【到達目標】
　眼球運動の診察　〜　一般眼科検査

6

【授業単元】　問診の要点

14

【授業単元】　視神経疾患，視路疾患

【授業形態】　講義 【授業形態】　講義

【到達目標】
１　眼球突出　　　　　　　　　　　　　２　瞳孔異常
３　視神経・視路異常　　　　　　　　４　問診から診察，診断へ

【到達目標】
１　視神経疾患
２　視路疾患

5

【授業単元】　問診の要点

13

【授業単元】　海綿静脈洞疾患，瞳孔疾患

【授業形態】　講義 【授業形態】　講義

【到達目標】
１　眼球運動異常
２　眼瞼異常

【到達目標】
１　海綿静脈洞疾患
２　瞳孔疾患

4

【授業単元】　眼球運動疾患，問診の要点

12

【授業単元】　眼瞼疾患，眼窩疾患

【授業形態】　講義 【授業形態】　講義

【到達目標】
１　神経眼科に必要な神経学の知識
２　問診の要点，問診十ヶ条

【到達目標】
１　眼瞼疾患
２　眼窩疾患

3

【授業単元】　神経眼科疾患の特徴

11

【授業単元】　眼振と異常眼球運動，外眼筋疾患

【授業形態】　講義 【授業形態】　講義

【到達目標】
１　海綿静脈洞の解剖
２　瞳孔系，視神経，視路の解剖

【到達目標】
１　眼振と異常眼球運動
２　外眼筋疾患

2

【授業単元】　神経眼科疾患の特徴

10

【授業単元】　眼球運動疾患

【授業形態】　講義 【授業形態】　講義

【到達目標】
１　脳幹の血管支配
２　外眼筋と眼窩の解剖

【到達目標】
核上性水平眼球運動障害　〜　複視の治療

授　業　概　要 授　業　概　要

1

【授業単元】　神経眼科疾患の特徴

9

【授業単元】　眼球運動疾患

【授業形態】　講義 【授業形態】　講義

【到達目標】
１　神経眼科の特徴
２　眼球運動系の解剖

【到達目標】
１　核・核下性眼球運動障害

【使用教科書】　　　　　  神経眼科診療のてびき
【使用教材・参考書】　　プリント配布

科目名 神経眼科学
30時間 2単位 講師名 高橋　理

開講時期 １年 後期　　土曜日　３時限
学科･学部 視能訓練士学科 　Ⅱ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】
"【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．



回 回

8

　 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】　ぶどう膜炎

15 定期試験

【授業形態】　講義

【到達目標】
ぶどう膜炎の種類を覚え、3大ぶどう膜炎を理解する

6

【授業単元】　黄斑部疾患

14

【授業単元】　周産期疾患

【授業形態】　講義 【授業形態】　講義

【到達目標】
黄斑部疾患の特徴を掴み、必要な検査及びその結果を理解する。

【到達目標】
周産期疾患の原因を理解し、特徴を掴む。

5

【授業単元】　網膜疾患

13

【授業単元】　先天性疾患

【授業形態】　講義 【授業形態】　講義

【到達目標】
それ以外の網膜疾患の原因を理解し、検査結果を読影できるようになる

【到達目標】
先天性疾患の原因を理解し、特徴を掴む。

4

【授業単元】　網膜疾患

12

【授業単元】　視神経乳頭疾患

【授業形態】　講義 【授業形態】　講義

【到達目標】
生活習慣病による網膜疾患の特徴を掴み、検査結果を読影できるようになる。

【到達目標】
視神経乳頭疾患の原因を理解し、必要な検査及びその結果を覚える。

3

【授業単元】　網膜所見

11

【授業単元】　緑内障

【授業形態】　講義 【授業形態】　講義

【到達目標】
正常網膜をしっかりと覚え、様々な眼底出血や白斑を見分けられるようになる。

【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。

2

【授業単元】　様々な眼底検査

10

【授業単元】　腫瘍疾患

【授業形態】　講義 【授業形態】　講義

【到達目標】
多数ある眼底検査を理解し、読影できるようになる。

【到達目標】
眼腫瘍（血管腫を含む）を覚え、検査結果を理解する。

授　業　概　要 授　業　概　要

1

【授業単元】眼の解剖を知る

9

【授業単元】　ぶどう膜炎

【授業形態】　講義 【授業形態】　講義

【到達目標】
全ての基礎となる眼の構造をしっかり覚え、其々の役割を理解する。

【到達目標】
3大ぶどう膜炎以外のぶどう膜炎を覚える。

【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
30時間 2単位 講師名 金上千佳

開講時期 1年 前期　　月曜日　6時限
学科･学部 視能訓練士学科 　Ⅱ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】
眼科未経験者でもわかりやすく、楽しく学べるよう講義をしていきます。難しく考えず頭を柔らかくして理解してください。

【資格や現場で必要とされるスキルとの関係性】
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。



回 回

15.16

　 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：レポート

復習試験（30点満点）

13.14

【授業単元】　今までの振り返り

29.30 定期試験

【授業形態】　実習

【到達目標】
今までの知識、技術の確認を行う

11.12

【授業単元】　乱視表を用いた自覚的屈折検査

27.28

【授業単元】　今までの振り返り

【授業形態】　実習 【授業形態】　実習

【到達目標】
乱視表を用いた屈折矯正ができる

【到達目標】
今までの知識、技術の確認を行う

9.10

【授業単元】　乱視表を用いた自覚的屈折検査

25.26

【授業単元】　クロスシリンダーを用いた自覚的屈折検査

【授業形態】　実習 【授業形態】　実習

【到達目標】
乱視表を用いた屈折矯正ができる

【到達目標】
クロスシリンダーを用いた屈折矯正ができる

7.8

【授業単元】　自覚的屈折検査

23.24

【授業単元】　クロスシリンダーを用いた自覚的屈折検査

【授業形態】　実習 【授業形態】　実習

【到達目標】
視力検査ができる
シンプルな近視、遠視の屈折矯正ができる

【到達目標】
クロスシリンダーを用いた屈折矯正ができる

5.6

【授業単元】　自覚的屈折検査

21.22

【授業単元】　クロスシリンダーを用いた自覚的屈折検査

【授業形態】　実習 【授業形態】　実習

【到達目標】
視力検査ができる
シンプルな近視、遠視の屈折矯正ができる

【到達目標】
クロスシリンダーを用いた屈折矯正ができる

3.4

【授業単元】　他覚的屈折検査　自覚的屈折検査

19.20

【授業単元】　検影法　　レンズメーター

【授業形態】　実習 【授業形態】　実習

【到達目標】
レフラクトメーターの操作ができる
裸眼視力の測定ができる

【到達目標】
検影法の原理を理解し、実行できる
眼鏡の構造を理解し、その度数を正しく測定できる

授　業　概　要 授　業　概　要

1.2

【授業単元】　学生の視力測定

17.18

【授業単元】　検影法　　レンズメーター

【授業形態】　実習 【授業形態】　実習

【到達目標】
自分自身の視力を確認できる

【到達目標】
検影法の原理を理解し、実行できる
眼鏡の構造を理解し、その度数を正しく測定できる

【使用教科書・教材・参考書】
視能学　等

科目名 生理光学実習
60時間 2単位 講師名 大木　伸一　　　吉田　千里

開講時期 1年 前期　金曜日　6.7時限
学科･学部 視能訓練士学科 Ⅱ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】
常に患者の状況をイメージしながら検査を行うこと。
実技は繰り返し行うことで身につくので、時間が許す限り知識、技術の反芻を行ってください。

【資格や現場で必要とされるスキルとの関係性】
医療の現場で最もポピュラーな検査をメインで扱います。
正確な検査を行う為の土台となる授業です。

【科目目標（一般目標）】
検査中の患者の状況のイメージができ、それに対して適切な手順での検査ができる。
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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：主として選択式試験

復習試験（30点満点）

7

【授業単元】　斜視各論（６）

15 定期試験

【授業形態】　講義

【到達目標】
斜視について国家試験過去問にふれる。

6

【授業単元】　斜視各論（５）

14

【授業単元】　斜視訓練（5）

【授業形態】　講義 【授業形態】　講義

【到達目標】
微小斜視、特殊斜視について概要を理解する。

【到達目標】
抑制除去を中心に視能訓練の予想問題にも対応する。
抑制除去訓練の実技演習を行う。

5

【授業単元】　斜視各論（４）

13

【授業単元】　斜視訓練（4）

【授業形態】　講義 【授業形態】　講義

【到達目標】
眼筋麻痺と9方向眼位について概要を理解する。

【到達目標】
日常視下における訓練に関する国家試験にふれる。

4

【授業単元】　斜視各論（３）

12

【授業単元】　斜視訓練（3）

【授業形態】　講義 【授業形態】　講義

【到達目標】
DVD、AV斜視、回旋斜視について概要を理解する。

【到達目標】
日常視下による訓練、及び
抑制除去訓練について概要を理解する。

3

【授業単元】　斜視各論（２）

11

【授業単元】　斜視訓練（2）

【授業形態】　講義 【授業形態】　講義

【到達目標】
外斜視について概要を理解する。

【到達目標】
大型弱視鏡を用いた訓練に関する国家試験にふれる。

2

【授業単元】　斜視各論（1）

10

【授業単元】　斜視訓練（1）

【授業形態】　講義 【授業形態】　講義

【到達目標】
内斜視について概要を理解する。

【到達目標】
大型弱視鏡を用いる視能訓練の概要を理解する。

授　業　概　要 授　業　概　要

1

【授業単元】　斜視総論

9

【授業単元】　視能訓練（弱視訓練）

【授業形態】　講義 【授業形態】　講義

【到達目標】
斜視の定義、病態について概要を理解する。

【到達目標】
視能訓練には、弱視訓練と斜視訓練の２つがある。
そのうち弱視訓練について、その目的と手順を理解する。

【使用教科書・教材・参考書】
視能学　第3版 / 視能矯正学　改訂第3版

科目名 視能訓練学
30時間 2単位 講師名 吉田　千里

開講時期 1年 後期　　月曜日　6時限
学科･学部 視能訓練士学科　II 部

【講師略歴】
保有資格：中学校教諭免許、高等学校教諭免許、視能訓練士
略　　　歴：眼科臨床にて経験を積み、日本医歯薬専門学校視能訓練士学科専任教員として立ち上げより関わる。

【授業への心構え・留意点】
国家試験では最も出題数が多く、国家資格取得においてとても重要な科目となる。視能矯正学の基礎的内容とはなるが、全ての科目に繋がる土台となるため、毎
回の講義内容をしっかりと理解するように心がけて欲しい。

【資格や現場で必要とされるスキルとの関係性】
臨床での視能矯正分野は小児から大人までの幅広い年代が対象となる。特に小児眼科分野での検査では視能矯正学の知識が必要となるため、小児の特性と関
連付けながら学ぶことが重要となる。

【科目目標（一般目標）】
視能矯正学や視能矯正学実習、視能訓練学に必要な基礎知識を身につける。
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.28

　 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：記述試験

復習試験（30点満点）

25.2
627

【授業単元】　視能矯正分野国家試験過去問題を解く。

45 定期試験

【授業形態】　講義

【到達目標】　視能矯正分野国家試験過去問題を解くことができる。

21.2
223.
24

【授業単元】　視能矯正分野国家試験過去問題を解く。

43.4
4

【授業単元】　視能矯正分野国家試験過去問題を解く。

【授業形態】　講義 【授業形態】　講義

【到達目標】　視能矯正分野国家試験過去問題を解くことができる。 【到達目標】　視能矯正分野国家試験過去問題を解くことができる。

17.1
819.
20

【授業単元】　視能矯正分野国家試験過去問題を解く。

41.4
2

【授業単元】　視能矯正分野国家試験過去問題を解く。

【授業形態】　講義 【授業形態】　講義

【到達目標】　視能矯正分野国家試験過去問題を解くことができる。 【到達目標】　視能矯正分野国家試験過去問題を解くことができる。

13.1
415.
16

【授業単元】　視能矯正分野国家試験過去問題を解く。

39.4
0

【授業単元】　視能矯正分野国家試験過去問題を解く。

【授業形態】　講義 【授業形態】　講義

【到達目標】　視能矯正分野国家試験過去問題を解くことができる。 【到達目標】　視能矯正分野国家試験過去問題を解くことができる。

9.10
11.1
2

【授業単元】　視能矯正分野国家試験過去問題を解く。

37.3
8

【授業単元】　視能矯正分野国家試験過去問題を解く。

【授業形態】　講義 【授業形態】　講義

【到達目標】　視能矯正分野国家試験過去問題を解くことができる。 【到達目標】　視能矯正分野国家試験過去問題を解くことができる。

5.6
7.8

【授業単元】　視能矯正分野国家試験過去問題を解く。

33.3
435.
36

【授業単元】　視能矯正分野国家試験過去問題を解く。

【授業形態】　講義 【授業形態】　講義

【到達目標】　視能矯正分野国家試験過去問題を解くことができる。 【到達目標】　視能矯正分野国家試験過去問題を解くことができる。

授　業　概　要 授　業　概　要

1.2
3.4

【授業単元】　視能矯正分野国家試験過去問題を解く。

29.3
031.
32

【授業単元】　視能矯正分野国家試験過去問題を解く。

【授業形態】　講義 【授業形態】　講義

【到達目標】　視能矯正分野国家試験過去問題を解くことができる。 【到達目標】　視能矯正分野国家試験過去問題を解くことができる。

【使用教科書・教材・参考書】
視能学　視能矯正学

科目名 視能訓練学Ⅱ
90時間 6単位 講師名 大木　伸一　　　吉田　千里

開講時期 1年 後期　月曜日　6.7時限
学科･学部 視能訓練士学科　Ⅱ部

【講師略歴】
保有資格：中学校教諭免許、高等学校教諭免許、視能訓練士
略　　　歴：眼科臨床にて経験を積み、日本医歯薬専門学校視能訓練士学科専任教員として立ち上げより関わる。

【授業への心構え・留意点】
国家試験の６割を占めると言われている視能矯正学、視能訓練学を定着させてください。

【資格や現場で必要とされるスキルとの関係性】
検査の基礎となる理論を定着させてください。

【科目目標（一般目標）】
視能矯正学、視能訓練学を理解できる。



回 回

15

　 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：記述試験

復習試験（30点満点）

13.1
4

【授業単元】　実技

23 定期試験

【授業形態】　演習

【到達目標】　視能矯正分野の検査ができる。

11.1
2

【授業単元】　実技

22

【授業単元】　実技

【授業形態】　演習 【授業形態】　演習

【到達目標】　視能矯正分野の検査ができる。 【到達目標】　視能矯正分野の検査ができる。

9.10

【授業単元】　実技

21

【授業単元】　実技

【授業形態】　演習 【授業形態】　演習

【到達目標】　視能矯正分野の検査ができる。 【到達目標】　視能矯正分野の検査ができる。

4.5
6.7
8

【授業単元】　外部実技試験

20

【授業単元】　実技

【授業形態】 【授業形態】　演習

【到達目標】 【到達目標】　視能矯正分野の検査ができる。

3

【授業単元】　斜視の視能矯正

18.1
9

【授業単元】　実技

【授業形態】　演習 【授業形態】　演習

【到達目標】　斜視の視能矯正ができる。 【到達目標】　視能矯正分野の検査ができる。

2

【授業単元】　斜視の視能矯正

17

【授業単元】　実技

【授業形態】　演習 【授業形態】　演習

【到達目標】　斜視の視能矯正ができる。 【到達目標】　視能矯正分野の検査ができる。

授　業　概　要 授　業　概　要

1

【授業単元】　斜視の視能矯正

16

【授業単元】　実技

【授業形態】　演習 【授業形態】　演習

【到達目標】　斜視の視能矯正ができる。 【到達目標】　視能矯正分野の検査ができる。

【使用教科書・教材・参考書】
視能学、視能矯正学

科目名 視能訓練学演習
45時間 3単位 講師名 大木　伸一　　　吉田　千里

開講時期 1年 後期　　土曜日　4.5時限
学科･学部 視能訓練士学科　Ⅱ部

【講師略歴】
保有資格：中学校教諭免許、高等学校教諭免許、視能訓練士
略　　　歴：眼科臨床にて経験を積み、日本医歯薬専門学校視能訓練士学科専任教員として立ち上げより関わる。

【授業への心構え・留意点】
国家試験の６割を占めると言われている視能矯正学、視能訓練学を定着させてください。
検査方法を定着させてください。

【資格や現場で必要とされるスキルとの関係性】
検査の基礎となる理論、手技を定着させてください。

【科目目標（一般目標）】
視能矯正学、視能訓練学を理解でき、検査ができる。
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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

【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

復習試験（30点満点）

14.1
5

【授業単元】　視力検査、屈折検査、眼圧検査

23 定期試験

【授業形態】　演習

【到達目標】
視力検査、屈折検査、眼圧検査ができる。

12.1
3

【授業単元】　視力検査、屈折検査、眼圧検査

22

【授業単元】　復習

【授業形態】　演習 【授業形態】　演習

【到達目標】
視力検査、屈折検査、眼圧検査ができる。

【到達目標】
視力検査、屈折検査、眼圧検査、視野検査、色覚検査ができる。

8.9
10.1
1

【授業単元】　臨地実習事前準備

21

【授業単元】　色覚検査

【授業形態】　演習 【授業形態】　演習

【到達目標】
実技

【到達目標】
色覚検査ができる。

7

【授業単元】　臨地実習事前準備

20

【授業単元】　色覚検査

【授業形態】　講義 【授業形態】　演習

【到達目標】
自己紹介書の作成から実習ノートの書き方

【到達目標】
覚検査ができる。

5.6

【授業単元】　臨地実習事前準備

19

【授業単元】　視野検査

【授業形態】　講義 【授業形態】　演習

【到達目標】
自己紹介書の作成から実習ノートの書き方

【到達目標】
視野検査ができる。

3.4

【授業単元】　就職ガイダンス

18

【授業単元】　視野検査

【授業形態】　講義 【授業形態】　演習

【到達目標】
就職活動について理解できる。
自己分析が出来る。

【到達目標】
視野検査ができる。

授　業　概　要 授　業　概　要

1.2

【授業単元】　オリエンテーション　就職ガイダンス

16.1
7

【授業単元】　視野検査

【授業形態】　講義 【授業形態】　演習

【到達目標】
就職活動について理解できる。
自己分析が出来る。

【到達目標】
視野検査ができる。

【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、図解眼科検査法

科目名 実習前教育
45時間 1単位 講師名 大木　伸一　　　吉田　千里

開講時期 1年 前期　　土曜日　3時限
学科･学部 視能訓練士学科　Ⅱ部

【講師略歴】
保有資格：中学校教諭免許、高等学校教諭免許、視能訓練士
略　　　歴：眼科臨床にて経験を積み、日本医歯薬専門学校視能訓練士学科専任教員として立ち上げより関わる。

【授業への心構え・留意点】
臨地実習において、十分吸収できる自分自身を構築するよう、授業に臨んでください。
就職活動において、的確な動きができる自分自身を構築するよう、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】
現場で即戦力となる視能訓練士になるためには、充実した臨地実習期間を過ごす必要があります。
臨地実習に臨むにあたり、十分な準備をしてください。

【科目目標（一般目標）】
臨地実習を前に有意義な実習が行えるよう、その目的・目標を明確にする。
臨地実習で検査を円滑に行うための理論・手技を獲得する。
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　 実施方法：

定期試験（60点満点）

　 実施方法：

【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）

181
～
210

【授業単元】　臨地実習

401
～
450

臨地実習
実習評価

【授業形態】　実習

【到達目標】
視能訓練士として必要な全ての検査項目について確実に実践できる。
実習ノートを作成できる。

151
～
180

【授業単元】　臨地実習

361
～
400

【授業単元】　臨地実習

【授業形態】　実習 【授業形態】　実習

【到達目標】
視能訓練士として必要な全ての検査項目について確実に実践できる。
実習ノートを作成できる。

【到達目標】
視能訓練士として必要な全ての検査項目について確実に実践できる。
実習ノートを作成できる。

121
～
150

【授業単元】　臨地実習

331
～
360

【授業単元】　臨地実習

【授業形態】　実習 【授業形態】　実習

【到達目標】
視能訓練士として必要な全ての検査項目について確実に実践できる。
実習ノートを作成できる。

【到達目標】
視能訓練士として必要な全ての検査項目について確実に実践できる。
実習ノートを作成できる。

91～
120

【授業単元】　臨地実習

301
～
330

【授業単元】　臨地実習

【授業形態】　実習 【授業形態】　実習

【到達目標】
視能訓練士として必要な全ての検査項目について確実に実践できる。
実習ノートを作成できる。

【到達目標】
視能訓練士として必要な全ての検査項目について確実に実践できる。
実習ノートを作成できる。

61～
90

【授業単元】　臨地実習

271
～
300

【授業単元】　臨地実習

【授業形態】　実習 【授業形態】　実習

【到達目標】
視能訓練士として必要な全ての検査項目について確実に実践できる。
実習ノートを作成できる。

【到達目標】
視能訓練士として必要な全ての検査項目について確実に実践できる。
実習ノートを作成できる。

31～
60

【授業単元】　臨地実習

241
～
270

【授業単元】　臨地実習

【授業形態】　実習 【授業形態】　実習

【到達目標】
視能訓練士として必要な全ての検査項目について確実に実践できる。
実習ノートを作成できる。

【到達目標】
視能訓練士として必要な全ての検査項目について確実に実践できる。
実習ノートを作成する。

授　業　概　要 授　業　概　要

1～
30

【授業単元】　臨地実習

211
～
240

【授業単元】　臨地実習

【授業形態】　実習 【授業形態】　実習

【到達目標】
視能訓練士として必要な全ての検査項目について確実に実践できる。
実習ノートを作成できる。

【到達目標】
視能訓練士として必要な全ての検査項目について確実に実践できる。
実習ノートを作成できる。

【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、図解眼科検査法、標準眼科学、現代の眼科学、他レジュメ等

科目名 臨地実習
450時間 10単位 講師名 大木伸一　　吉田　千里

開講時期 1年 後期　　9/１2～12/23
学科･学部 視能訓練士学科　Ⅱ部

【講師略歴】
保有資格：中学校教諭免許、高等学校教諭免許、視能訓練士
略　　　歴：眼科臨床にて経験を積み、日本医歯薬専門学校視能訓練士学科専任教員として立ち上げより関わる。

【授業への心構え・留意点】
視能訓練士として臨床現場に出た際に即戦力となれるよう、視野を広く持ち実習にあたってください。

【資格や現場で必要とされるスキルとの関係性】
臨床現場に出た際にすべてのスキルにおいて参考となる手技・心構え等を吸収するため臨床において実習をする。

【科目目標（一般目標）】
医療人としての常識と、視能訓練士として必要な知識及び実践的技能を修得する。
現場での医療職の在り方を認識し、チーム医療の一員としての責任と自覚を持つ。
視能訓練士として必要な全ての検査項目について確実に実践できる。
実習ノートを作成する。


