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幕張ヒューマンケア学部
「ヒューマンケア」の学びと実践から、
人間愛ある医療人を育成します。

教員一人に対し8人程度の学生を
担当するチューター制度を導入。
演習科目、宿題、試験勉強さらに
学生生活全般をバックアップ。

身体の細部まで目の届く
特別な理学療法士を育成

多彩な教授陣が
学修を支援

少人数教育
（チューター制とゼミナール）

抜群な
教育環境

質の高い
臨床家を育成

幕張ヒューマンケア学部 理学療法学科4年
髙橋 有由さん
千葉県私立昭和学院高等学校出身

詳しくはP53へ詳しくはP35へ

幕張ヒューマンケア学部 理学療法学科4年
岡本 優貴さん
千葉県私立成田高等学校出身

幕張ヒューマンケア学部 理学療法学科3年
黒木 望来さん
埼玉県私立花咲徳栄高等学校出身

詳しくはP51・52へ詳しくはP36・37へ

4年間の学びを多方面からサポートする東都大学独自の教育システム。
確かな知識や技術をもとに、ヒューマンケアを実践できる医療人を養成します。

社会医療法人社団大坪会
北多摩病院

■実習施設例

医療法人社団全仁会
東都春日部病院

目標につながる 4 つの特色

1 2 3 4

キャンパス幕張

　幼少の頃から水泳を続けてきて、高校
生の時に肩と股関節を痛めるケガをしま
した。リハビリに通う中で、トレーナーや
理学療法士の方と関わることが多くな
り、そこでリハビリテーションの仕事に興
味を持ち、目指す決意をしました。
　東都大学では、臨床で必要な理学療法
の知識と技術を学ぶための教育が充実
しています。私に合った医療大学だと
思っています。その理由の一つが、チュー
ター勉強会です。担当の先生と少人数の
グループごとに分かれ、実技練習や国家
試験対策などを行っています。この勉強
会は、ディスカッションや情報共有をす
る場でもあり、不安や疑問の解決に繋が
ります。授業は、臨床の最前線で活躍し
ていた先生による講義が多いのも特徴
です。臨床現場についての話を聞くこと
で、自分の将来像もイメージできるよう
になりました。
　1年次には臨床見学実習に行き、2年
次には総合評価学実習、3・4年次で総
合臨床実習が行われます。臨床現場で実
際に患者様と関わることで、講義や演習
で学んだ知識の理解を深めることがで
きました。
　社会に出ても恥ずかしくない理学療法
士になれるように、毎日の勉強を頑張り、
仲間と共に日々過していきたいです。

幕張ヒューマンケア学部 理学療法学科3年
越村 拓弥さん
東京都私立保善高等学校出身

　高校時代はラグビー部に所属し、ケ
ガをすることが多く、よくリハビリに
通っていました。理学療法士の方がい
つも笑顔で接してくれ、治療を行ってく
れました。また、精神面においても支
えになってくださり、笑顔になれること
も多くありました。私もそのような存
在になりたいと思ったのが理学療法士
を目指したきっかけです。
　１年次は基礎的な教科が多く、難し
い授業もあり苦労しましたが、東都大
学には少人数のチューター制度があ
り、分からないことはすぐに先生が丁寧
に教えてくださったので安心しました。
少人数なので先生との距離が近く、相
談しやすく、友人もすぐにできる環境
です。テスト前は先生に相談すると
チューター勉強会も開いてくださいま
す。実習が本格的に行われる2年次も、
的確なアドバイスをいただける環境で
した。
　進級するにつれ、講義だけでなく実
習が多くなるので、友人と一緒に繰り
返し練習をしていきたいです。４年次は
国家試験もあるので、対策や傾向を先
生に聞き、自分が目指す理学療法士に
なれるように努力したいと思います。

　高校時代、野球部に所属し、練習中に
大きなケガをしたことがありました。そ
の時に、理学療法士の方にリハビリをし
ていただき、すぐに復帰することができ
た経験から、「将来は理学療法士になろ
う」と思うようになりました。
　現在は、１年次に学んだ解剖学、運動
学、生理学から更に発展した学習と並行
し、実習を通じて現場で役立つ実践的な
理学療法士としてのスキルを学んでい
ます。2年次になり、専門的な科目が増
えていくなかで、1年次に勉強した基礎
科目が大切であることを強く実感した1
年でした。
　3年次は、臨床実習を経験することが
できました。現場では今までに学んでき
たこと以上の多様な難しさと、医療人と
して人間関係の大切さを実感しました。
今後の学生生活を送るモチベーション
にも繋がり、とても良い経験でした。
　東都大学は少人数体制で勉強できる
ので、先生に質問もしやすく、すぐに問
題が解決できます。さらに、オリンピッ
ク・パラリンピック等、世界の力を知りつ
くす先生の存在は、将来アスリートをサ
ポートしたいと思っている私にとって、と
ても心強いです。

　高校時代、女子サッカー部に所属して
いました。ケガをしてリハビリに通うよう
になり、早く練習に復帰できるよう治療
に専念していました。部活ができないも
どかしさや我慢を他の人たちに味わわ
せたくないと強く感じました。そこで、ケ
ガをした人たちの復帰に、少しでも役に
立ちたいと思ったのが理学療法士を目
指したきっかけです。
　コロナ禍での入学でしたが、同じ目標
を持つ友人がたくさんできました。入学
後、オンライン授業が中心で同級生にも
会えない日が続きましたが、友人ができ
るようチューターグループの先生方が
サポートしてくださり、とても安心しまし
た。東都大学は学生と先生の距離がと
ても近く、何でも話せる環境です。
2022年度は対面授業が中心になるの
で、更に楽しみです。
　東都大学は通いやすさもまた魅力で
す。キャンパスは駅から歩いて約6分と、
アクセスが良く、近くには大きな公園も
あり、自然の中でのびのびと体を動かす
ことができるなどリフレッシュできる場
所も多くあります。商業施設も多いの
で、買い物に行く時にとても便利です。
これからも東都大学で出会えた友人と
先生方と共に、充実した学生生活を送り
たいです。

国家試験の合格は当然ですが、医療人として
責任を果たすことができる人材の養成が本学
科の教育の目的です。具体的には、安全で効
果的な理学療法を提供する能力や技術を持
つことがもっとも大切です。理学療法が必要
な患者の年齢は幅広く、また対象となる障害
も、加齢に伴う整形外科疾患や、脳血管疾患や
心疾患などの内科的疾患等多岐にわたりま
す。本学では対象者の病態、病状、動きの変化
などを敏感に察知できる能力を持ち、安全性
に配慮できる理学療法士の教育を行います。

本学科では7～8人で構成されたグループに
よる、学生自身の主体的な学修を積極的に導
入します。グループ単位は学習や学生生活の
仲間です。チューターは4年間、勉学面だけで
なく人間関係などについてもサポートします。
さらにこのグループは、理学療法概論や理学
療法演習（ゼミ）などでも活動を共にします。例
えば、理学療法概論では、あるテーマについて
グループ討論し、発表資料を吟味して作成し、
発表するという一連の作業から、目的に沿った
コミュニケーションの仕方を学修します。

多彩な分野の専門家が
学修を支援する
本学科には多彩な顔触れの教育スタッ
フが揃っています。カラスの生態に詳し
い解剖学者や、金魚のうろこの構造から
骨の再生を研究する組織学者、オリン
ピック・パラリンピックで選手のコンディ
ショニングを行う理学療法士や、理学療
法の分野で学会、研究会において指導
的立場にいる教員が教育を担当します。
学生時代から教員の研究や活動に触れ、
専門性を知ることは有能な臨床家にな
る第一歩です。単なる理学療法士ではな
く、専門性を持った理学療法士であるこ
とが大切です。

キャンパスは海浜幕張駅
から6分の好環境
キャンパスは幕張副都心の文教地区に
あり、周囲にはいくつかの大学や高校が
隣接しています。最寄り駅は京葉線、武
蔵野線が乗り入れる海浜幕張駅で、千葉
県内はもちろん埼玉県越谷駅から60
分、東京駅から36分とアクセス抜群で
す。また幕張メッセ、ZOZOマリンスタ
ジアム、アウトレットモールなどの施設も
目の前に整っています。さらに緑豊かな
海浜幕張公園が拡がっています。文化的
で健康的な雰囲気の中で学生生活を過
ごせます。

理学療法
学科

JR京葉線
至蘇我方面至東京方面

神田外語大学

千葉工業大学
海浜幕張駅

県立

シネプレックス幕張シネプレックス幕張

イオン海浜幕張店イオン海浜幕張店

三井アウトレットパーク三井アウトレットパーク

保健
医療大放送大学

東都大学
幕張キャンパス2号館

東関東自動車道
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ヒューマンケア概論
心理学
倫理と医療
法学（日本国憲法を含む）
哲学
社会学
社会福祉論
カウンセリング論
スポーツ健康科学Ⅰ
スポーツ健康科学Ⅱ
数学の基礎
生物学
生化学
物理学入門
情報処理
統計学入門
大学入門講座
行動科学論
英語Ⅰ
英語Ⅱ
生命理解のための科学

英語Ⅲ
医療英語

コミュニケーション論

理学療法概論
理学療法学演習Ⅰ
臨床見学実習

解剖学Ⅰ
解剖学Ⅱ
運動解剖学
生理学Ⅰ
生理学Ⅱ
運動学Ⅰ
運動学Ⅱ
運動生理学
臨床医学総論
精神医学Ⅰ
整形外科学
小児科学
リハビリテーション概論
細胞学
組織学

解剖学実習
生理学実習
人間発達学
精神医学Ⅱ
神経内科学
老年学
内科学
救急医学
臨床栄養学
臨床薬理学
公衆衛生・疫学
病理学

バイオメカニクス実習 臨床心理学
栄養学特論
終末期医療論
チーム医療論
医療制度と関係法規

理学療法用語論
理学療法研究法
理学療法リスクマネジメント
理学療法評価学Ⅰ
理学療法評価学Ⅱ
理学療法評価学演習
理学療法と画像評価
動作分析学
運動療法学
運動療法学演習
日常生活動作学
義肢装具学
義肢装具学演習
物理療法学
運動器系理学療法学
神経系理学療法学
内部障害系（循環器系）理学療法学
内部障害系（代謝系）理学療法学
総合評価学実習

徒手治療学Ⅱ
理学療法学演習Ⅱ-1
理学療法学演習Ⅱ-2
運動器系理学療法学演習
内部障害系理学療法学演習
神経系理学療法学演習
地域理学療法学
高齢期理学療法学
総合臨床実習Ⅰ

卒業研究
理学療法管理学
徒手治療学Ⅰ
スポーツ理学療法
ウィメンズヘルスケア
産業健康増進理学療法学
障害者スポーツ
理学療法学演習Ⅲ
小児理学療法学
地域理学療法学特論
ユニバーサルデザイン・バリアフリー論
予防理学療法学
総合臨床実習Ⅱ

1年次
基礎的な知識を身に付け、
専門的な学修への
基礎を固める。

2年次
いよいよ専門領域へ。
理学療法士として、
健康について理解する。

3年次

高度な理学療法理論と
臨床実習で理学療法士
としての専門性を深める。

4年次

臨床実習で生きた
知識を身に付け
国家試験にそなえる。

ヒ
ュ
ー
マ
ン
ケ
ア
の
基
礎
科
目
群

４年間で余裕を持って確実に国家試験に合格する
ヒューマンケアを基盤とする特色あるカリキュラム ※赤字は学外実習
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幕張ヒューマンケア学部
「ヒューマンケア」の学びと実践から、
人間愛ある医療人を育成します。

教員一人に対し8人程度の学生を
担当するチューター制度を導入。
演習科目、宿題、試験勉強さらに
学生生活全般をバックアップ。

身体の細部まで目の届く
特別な理学療法士を育成

多彩な教授陣が
学修を支援

少人数教育
（チューター制とゼミナール）

抜群な
教育環境

質の高い
臨床家を育成

幕張ヒューマンケア学部 理学療法学科4年
髙橋 有由さん
千葉県私立昭和学院高等学校出身

詳しくはP53へ詳しくはP35へ

幕張ヒューマンケア学部 理学療法学科4年
岡本 優貴さん
千葉県私立成田高等学校出身

幕張ヒューマンケア学部 理学療法学科3年
黒木 望来さん
埼玉県私立花咲徳栄高等学校出身

詳しくはP51・52へ詳しくはP36・37へ

4年間の学びを多方面からサポートする東都大学独自の教育システム。
確かな知識や技術をもとに、ヒューマンケアを実践できる医療人を養成します。

社会医療法人社団大坪会
北多摩病院

■実習施設例

医療法人社団全仁会
東都春日部病院

目標につながる 4 つの特色

1 2 3 4

キャンパス幕張

　幼少の頃から水泳を続けてきて、高校
生の時に肩と股関節を痛めるケガをしま
した。リハビリに通う中で、トレーナーや
理学療法士の方と関わることが多くな
り、そこでリハビリテーションの仕事に興
味を持ち、目指す決意をしました。
　東都大学では、臨床で必要な理学療法
の知識と技術を学ぶための教育が充実
しています。私に合った医療大学だと
思っています。その理由の一つが、チュー
ター勉強会です。担当の先生と少人数の
グループごとに分かれ、実技練習や国家
試験対策などを行っています。この勉強
会は、ディスカッションや情報共有をす
る場でもあり、不安や疑問の解決に繋が
ります。授業は、臨床の最前線で活躍し
ていた先生による講義が多いのも特徴
です。臨床現場についての話を聞くこと
で、自分の将来像もイメージできるよう
になりました。
　1年次には臨床見学実習に行き、2年
次には総合評価学実習、3・4年次で総
合臨床実習が行われます。臨床現場で実
際に患者様と関わることで、講義や演習
で学んだ知識の理解を深めることがで
きました。
　社会に出ても恥ずかしくない理学療法
士になれるように、毎日の勉強を頑張り、
仲間と共に日々過していきたいです。

幕張ヒューマンケア学部 理学療法学科3年
越村 拓弥さん
東京都私立保善高等学校出身

　高校時代はラグビー部に所属し、ケ
ガをすることが多く、よくリハビリに
通っていました。理学療法士の方がい
つも笑顔で接してくれ、治療を行ってく
れました。また、精神面においても支
えになってくださり、笑顔になれること
も多くありました。私もそのような存
在になりたいと思ったのが理学療法士
を目指したきっかけです。
　１年次は基礎的な教科が多く、難し
い授業もあり苦労しましたが、東都大
学には少人数のチューター制度があ
り、分からないことはすぐに先生が丁寧
に教えてくださったので安心しました。
少人数なので先生との距離が近く、相
談しやすく、友人もすぐにできる環境
です。テスト前は先生に相談すると
チューター勉強会も開いてくださいま
す。実習が本格的に行われる2年次も、
的確なアドバイスをいただける環境で
した。
　進級するにつれ、講義だけでなく実
習が多くなるので、友人と一緒に繰り
返し練習をしていきたいです。４年次は
国家試験もあるので、対策や傾向を先
生に聞き、自分が目指す理学療法士に
なれるように努力したいと思います。

　高校時代、野球部に所属し、練習中に
大きなケガをしたことがありました。そ
の時に、理学療法士の方にリハビリをし
ていただき、すぐに復帰することができ
た経験から、「将来は理学療法士になろ
う」と思うようになりました。
　現在は、１年次に学んだ解剖学、運動
学、生理学から更に発展した学習と並行
し、実習を通じて現場で役立つ実践的な
理学療法士としてのスキルを学んでい
ます。2年次になり、専門的な科目が増
えていくなかで、1年次に勉強した基礎
科目が大切であることを強く実感した1
年でした。
　3年次は、臨床実習を経験することが
できました。現場では今までに学んでき
たこと以上の多様な難しさと、医療人と
して人間関係の大切さを実感しました。
今後の学生生活を送るモチベーション
にも繋がり、とても良い経験でした。
　東都大学は少人数体制で勉強できる
ので、先生に質問もしやすく、すぐに問
題が解決できます。さらに、オリンピッ
ク・パラリンピック等、世界の力を知りつ
くす先生の存在は、将来アスリートをサ
ポートしたいと思っている私にとって、と
ても心強いです。

　高校時代、女子サッカー部に所属して
いました。ケガをしてリハビリに通うよう
になり、早く練習に復帰できるよう治療
に専念していました。部活ができないも
どかしさや我慢を他の人たちに味わわ
せたくないと強く感じました。そこで、ケ
ガをした人たちの復帰に、少しでも役に
立ちたいと思ったのが理学療法士を目
指したきっかけです。
　コロナ禍での入学でしたが、同じ目標
を持つ友人がたくさんできました。入学
後、オンライン授業が中心で同級生にも
会えない日が続きましたが、友人ができ
るようチューターグループの先生方が
サポートしてくださり、とても安心しまし
た。東都大学は学生と先生の距離がと
ても近く、何でも話せる環境です。
2022年度は対面授業が中心になるの
で、更に楽しみです。
　東都大学は通いやすさもまた魅力で
す。キャンパスは駅から歩いて約6分と、
アクセスが良く、近くには大きな公園も
あり、自然の中でのびのびと体を動かす
ことができるなどリフレッシュできる場
所も多くあります。商業施設も多いの
で、買い物に行く時にとても便利です。
これからも東都大学で出会えた友人と
先生方と共に、充実した学生生活を送り
たいです。

国家試験の合格は当然ですが、医療人として
責任を果たすことができる人材の養成が本学
科の教育の目的です。具体的には、安全で効
果的な理学療法を提供する能力や技術を持
つことがもっとも大切です。理学療法が必要
な患者の年齢は幅広く、また対象となる障害
も、加齢に伴う整形外科疾患や、脳血管疾患や
心疾患などの内科的疾患等多岐にわたりま
す。本学では対象者の病態、病状、動きの変化
などを敏感に察知できる能力を持ち、安全性
に配慮できる理学療法士の教育を行います。

本学科では7～8人で構成されたグループに
よる、学生自身の主体的な学修を積極的に導
入します。グループ単位は学習や学生生活の
仲間です。チューターは4年間、勉学面だけで
なく人間関係などについてもサポートします。
さらにこのグループは、理学療法概論や理学
療法演習（ゼミ）などでも活動を共にします。例
えば、理学療法概論では、あるテーマについて
グループ討論し、発表資料を吟味して作成し、
発表するという一連の作業から、目的に沿った
コミュニケーションの仕方を学修します。

多彩な分野の専門家が
学修を支援する
本学科には多彩な顔触れの教育スタッ
フが揃っています。カラスの生態に詳し
い解剖学者や、金魚のうろこの構造から
骨の再生を研究する組織学者、オリン
ピック・パラリンピックで選手のコンディ
ショニングを行う理学療法士や、理学療
法の分野で学会、研究会において指導
的立場にいる教員が教育を担当します。
学生時代から教員の研究や活動に触れ、
専門性を知ることは有能な臨床家にな
る第一歩です。単なる理学療法士ではな
く、専門性を持った理学療法士であるこ
とが大切です。

キャンパスは海浜幕張駅
から6分の好環境
キャンパスは幕張副都心の文教地区に
あり、周囲にはいくつかの大学や高校が
隣接しています。最寄り駅は京葉線、武
蔵野線が乗り入れる海浜幕張駅で、千葉
県内はもちろん埼玉県越谷駅から60
分、東京駅から36分とアクセス抜群で
す。また幕張メッセ、ZOZOマリンスタ
ジアム、アウトレットモールなどの施設も
目の前に整っています。さらに緑豊かな
海浜幕張公園が拡がっています。文化的
で健康的な雰囲気の中で学生生活を過
ごせます。

理学療法
学科

JR京葉線
至蘇我方面至東京方面

神田外語大学

千葉工業大学
海浜幕張駅

県立

シネプレックス幕張シネプレックス幕張

イオン海浜幕張店イオン海浜幕張店

三井アウトレットパーク三井アウトレットパーク

保健
医療大放送大学

東都大学
幕張キャンパス2号館

東関東自動車道
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ヒューマンケア概論
心理学
倫理と医療
法学（日本国憲法を含む）
哲学
社会学
社会福祉論
カウンセリング論
スポーツ健康科学Ⅰ
スポーツ健康科学Ⅱ
数学の基礎
生物学
生化学
物理学入門
情報処理
統計学入門
大学入門講座
行動科学論
英語Ⅰ
英語Ⅱ
生命理解のための科学

英語Ⅲ
医療英語

コミュニケーション論

理学療法概論
理学療法学演習Ⅰ
臨床見学実習

解剖学Ⅰ
解剖学Ⅱ
運動解剖学
生理学Ⅰ
生理学Ⅱ
運動学Ⅰ
運動学Ⅱ
運動生理学
臨床医学総論
精神医学Ⅰ
整形外科学
小児科学
リハビリテーション概論
細胞学
組織学

解剖学実習
生理学実習
人間発達学
精神医学Ⅱ
神経内科学
老年学
内科学
救急医学
臨床栄養学
臨床薬理学
公衆衛生・疫学
病理学

バイオメカニクス実習 臨床心理学
栄養学特論
終末期医療論
チーム医療論
医療制度と関係法規

理学療法用語論
理学療法研究法
理学療法リスクマネジメント
理学療法評価学Ⅰ
理学療法評価学Ⅱ
理学療法評価学演習
理学療法と画像評価
動作分析学
運動療法学
運動療法学演習
日常生活動作学
義肢装具学
義肢装具学演習
物理療法学
運動器系理学療法学
神経系理学療法学
内部障害系（循環器系）理学療法学
内部障害系（代謝系）理学療法学
総合評価学実習

徒手治療学Ⅱ
理学療法学演習Ⅱ-1
理学療法学演習Ⅱ-2
運動器系理学療法学演習
内部障害系理学療法学演習
神経系理学療法学演習
地域理学療法学
高齢期理学療法学
総合臨床実習Ⅰ

卒業研究
理学療法管理学
徒手治療学Ⅰ
スポーツ理学療法
ウィメンズヘルスケア
産業健康増進理学療法学
障害者スポーツ
理学療法学演習Ⅲ
小児理学療法学
地域理学療法学特論
ユニバーサルデザイン・バリアフリー論
予防理学療法学
総合臨床実習Ⅱ

1年次
基礎的な知識を身に付け、
専門的な学修への
基礎を固める。

2年次
いよいよ専門領域へ。
理学療法士として、
健康について理解する。

3年次

高度な理学療法理論と
臨床実習で理学療法士
としての専門性を深める。

4年次

臨床実習で生きた
知識を身に付け
国家試験にそなえる。
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群

４年間で余裕を持って確実に国家試験に合格する
ヒューマンケアを基盤とする特色あるカリキュラム ※赤字は学外実習

| Tohto University | 33 | Tohto University | 34



幕張ヒューマンケア学部 理学療法学科キャンパス幕張

| Tohto University | 35 | Tohto University | 36

Pick up Lesson !

理学療法学演習Ⅰ 理学療法評価学Ⅰ 理学療法の専門科目群1年次 理学療法の専門科目群2年次

理学療法を行う上で、身体の構造を知ることは非常に重要です。特に運動
器の障害を診る際、障害の個所を正確に把握するためには、体のどこに何
があるかを知る必要があります。1年次で開講する理学療法演習Ⅰは、骨
の目印を正確に触れること（触診）を目的とした科目です。講義はチュー
ター教員とともに数人のグループでおこないます。解剖学の教科書や専門
の教科書を確認しながら、正確な知識と技術を学びます。

理学療法では、治療を受ける方のニーズを踏まえて、適切な改善が得られ
るように治療内容を組み立てていきます。そのため、病気や障害の状態を
正確に把握して、どのような能力を改善すべきか客観的、定量的に把握で
きる必要があります。そうした情報を収集するための技術が理学療法評価
となります。この講義では、体の機能、歩行の状態、さらに、心理的な状況
を評価するための検査やテストを系統的に学びます。 

在学生の声
Student ’s  Voice コミュニケーションの面でも優れた理学療法士になりたい！

幕張ヒューマンケア学部　理学療法学科3年

栃木県私立國學院栃木高等学校出身
武田 健汰さん

（例）3年次のカリキュラム

　長く続けてきたサッカーで大きなケガをした際、それをサポートする医療職があることを知り、リハビリテーションのス
ペシャリストである理学療法士に憧れ、大学で学ぶことを決めました。
　これまでは解剖学、生理学、運動学などの理学療法士の基礎となる講義に加え、現在は実技を交えながらの演習を受
けています。理解するまで時間がかかることもありますが、身体の機能や構造を習得することができ、身に付けたいと考
えていた学習だと実感しています。また、本来行う予定だった臨床見学実習についてはコロナ禍で中止になりましたが、
代わりに行われた学内実習で先生方が臨場感ある授業を行ってくださり、実践力を身につけることができました。
　東都大学の先生方の指導はとても熱心かつ丁寧で、質問もしやすい良い雰囲気です。チューターグループは7人か
ら8人のグループに1人から2人の先生が担当してくださるので、手厚いサポートが受けられます。将来、技術はもちろ
ん、コミュニケーションを活かし心と身体をしっかりケアできる理学療法士になりたいと思っています。今年度も熱心に
取り組む姿勢を続けていきます。

1時間目

2時間目

3時間目

4時間目

5時間目

MON TUE WED THU FRI

徒手治療学Ⅱ

神経系理学療法学演習

神経系理学療法学演習

バイオメカニクス実習

バイオメカニクス実習

神経系理学療法学演習

神経系理学療法学演習

高齢期理学療法学

地域理学療法学

コミュニケーション論

コミュニケーション論

理学療法演習Ⅰ 内部障害系理学療法学演習

内部障害系理学療法学演習

運動器系理学療法演習

運動器系理学療法演習

学科長からのメッセージ
内部障害系理学療法学  教授  石黒 友康
　本学科の目標は、医療・保健・予防・福祉の担い手として、リーダーシップを発揮できる人材を養成することです。
　皆さんが目指す理学療法士は、現在様々な分野で活躍しています。リハビリテーションを中心とする医療分野はもと
より、生活習慣病者や高齢者の運動機能を維持・改善させる予防分野、勤労者の健康を増進する分野などに、理学療
法士は貢献しています。
　また理学療法を必要とする対象も、障害の程度や年齢に関係なく、動きに関わる様々な問題に対して、理学療法学
の専門的な立場で臨んでいます。
　このような多様な社会的ニーズに対応して、理学療法士に求められることは、広く理学療法学を学ぶと同時に、自己
の専門性を見出すことが重要です。本学科では各領域の第一人者の教授陣を擁しており、質の高い教育を提供いたし
ます。医療職として高い使命感と実践力を持ち、社会に必要とされる理学療法士を目指しましょう。

在学生の声
Student ’s  Voice

理学療法士養成の臨床実習とは 
臨床実習の期間中、学生は、大学で
はなく病院（もしくは地域の介護・
保健・福祉機関）に通います。病院
では、医療スタッフのひとりとして、
現職の理学療法士（臨床実習指導
者）に帯同します。指導者の業務を
見学・模倣するなどの実地研修を通
して、最終的には、 理学療法士の治
療の一部を指導者の監督のもとで実践することを目指します。医療従
事者としてふさわしい態度やコミュニケーション技術も重要です。 

3年次の実習では、実際のリハビリ
テーション（理学療法の治療）に参
加できることを目指して更に体験
を積み重ねます。（2ヶ月間） 

最後の実習では、理学療法の全過
程を体験できるよう、これまでの経
験を総動員して「できること」を増
やせるように努めます。（2ヶ月間）  

東都大学には複数の関連病院があり、臨床実習に関して強い協力関
係にあります。関連病院以外にも、千葉県内をはじめとする近県の多
くの医療・介護・保健・福祉機関と提携しています。 

臨床実習の舞台となる施設例

　1年次の8月に臨床見学実習に、3年次の10月に総合臨床実習に行きました。1年次とは異なり、3年次の
実習では対象者の身体の評価や治療、リハビリのプログラムについて考える場を経験しました。今までは
友人との練習でできていた身体の評価も、実際に障害のある対象者に対して行うと思うようにいかず苦労
しました。しかし、うまくできなかった要因を考えたこと、同じ実習に行った友人と練習をしたことで、徐々
に改善し、最後には患者様から褒めていただけるようになりました。また、一人一人病態が異なるので、教
科書には載っていないことや、知らなかったことを学ぶ機会にもなりました。
　3年次の実習は8週間もあり、同じ患者様に対しリハビリを行う機会が増えました。そのため、前回との
身体の比較や会話の仕方など、関わり方についても、実習に行ったからこそ学ぶことができたのだと思い
ます。
　これからは、今まで学習した講義内容に加え、実習で培ってきたことが求められます。目標である国家
試験の合格、さらには私の目指す「疾患を十分に理解し、その疾患にあったリハビリを行える理学療法士」
の姿に近づけるよう、日頃からしっかりと学習に取り組み、努力を続けていきたいと思います。

臨床実習

《臨床実習のスケジュール》

3年次後期 4年次前期 

幅広い知識と技術が必要だと改めて気づいた実習
患者様にあったリハビリができる理学療法士を目指して。

幕張ヒューマンケア学部　理学療法学科4年

千葉県私立敬愛学園高等学校出身
友部 優衣さん

2年次以降の実習は1カ月以上の長
期におよびます。まずは患者の状態
を把握するための情報収集（評価）
を中心に体験します。 

短期の見学を通して、理学療法業
務の実際や、病院・介護施設の仕
組みと役割について学びます。 

総合評価学実習

2年次後期

臨床見学実習

1年次前期

総合臨床実習Ⅰ 総合臨床実習Ⅱ

《関連病院群》 
東和病院、関川病院、東都文京病院、東都三軒茶屋リハビリテーション病院、
北多摩病院、宇都宮中央病院、東都春日部病院、埼玉筑波病院、など 
《その他の提携機関》 
さんむ医療センター、下志津病院、季美の森リハビリテーション病院、
埼玉県済生会栗橋病院、東京医科大学茨城医療センター、
上越総合病院など 

学内で学んだ知識や技術を実際の患者にどう応用するかを学ぶ貴重な機会が臨床実習です。百聞は一見に如かずと言われるとおり、実際の現場で患者と触
れ合うことで得られる知見は、学内で机に向かって得られるそれとは質・量ともに段違いです。本学では、臨床実習を学年毎に配置し、コンスタントに臨床
体験を継続することで、卒業までモチベーションを維持できるよう配慮しています。学生の不安を少しでも軽減できるよう、関連病院と密に連携し、充実し
たサポート体制をとっています。 

臨床参加を通じてリアルな理学療法を体験します。
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理学療法学演習Ⅰ 理学療法評価学Ⅰ 理学療法の専門科目群1年次 理学療法の専門科目群2年次

理学療法を行う上で、身体の構造を知ることは非常に重要です。特に運動
器の障害を診る際、障害の個所を正確に把握するためには、体のどこに何
があるかを知る必要があります。1年次で開講する理学療法演習Ⅰは、骨
の目印を正確に触れること（触診）を目的とした科目です。講義はチュー
ター教員とともに数人のグループでおこないます。解剖学の教科書や専門
の教科書を確認しながら、正確な知識と技術を学びます。

理学療法では、治療を受ける方のニーズを踏まえて、適切な改善が得られ
るように治療内容を組み立てていきます。そのため、病気や障害の状態を
正確に把握して、どのような能力を改善すべきか客観的、定量的に把握で
きる必要があります。そうした情報を収集するための技術が理学療法評価
となります。この講義では、体の機能、歩行の状態、さらに、心理的な状況
を評価するための検査やテストを系統的に学びます。 

在学生の声
Student ’s  Voice コミュニケーションの面でも優れた理学療法士になりたい！

幕張ヒューマンケア学部　理学療法学科3年

栃木県私立國學院栃木高等学校出身
武田 健汰さん

（例）3年次のカリキュラム

　長く続けてきたサッカーで大きなケガをした際、それをサポートする医療職があることを知り、リハビリテーションのス
ペシャリストである理学療法士に憧れ、大学で学ぶことを決めました。
　これまでは解剖学、生理学、運動学などの理学療法士の基礎となる講義に加え、現在は実技を交えながらの演習を受
けています。理解するまで時間がかかることもありますが、身体の機能や構造を習得することができ、身に付けたいと考
えていた学習だと実感しています。また、本来行う予定だった臨床見学実習についてはコロナ禍で中止になりましたが、
代わりに行われた学内実習で先生方が臨場感ある授業を行ってくださり、実践力を身につけることができました。
　東都大学の先生方の指導はとても熱心かつ丁寧で、質問もしやすい良い雰囲気です。チューターグループは7人か
ら8人のグループに1人から2人の先生が担当してくださるので、手厚いサポートが受けられます。将来、技術はもちろ
ん、コミュニケーションを活かし心と身体をしっかりケアできる理学療法士になりたいと思っています。今年度も熱心に
取り組む姿勢を続けていきます。

1時間目

2時間目

3時間目

4時間目

5時間目

MON TUE WED THU FRI

徒手治療学Ⅱ

神経系理学療法学演習

神経系理学療法学演習

バイオメカニクス実習

バイオメカニクス実習

神経系理学療法学演習

神経系理学療法学演習

高齢期理学療法学

地域理学療法学

コミュニケーション論

コミュニケーション論

理学療法演習Ⅰ 内部障害系理学療法学演習

内部障害系理学療法学演習

運動器系理学療法演習

運動器系理学療法演習

学科長からのメッセージ
内部障害系理学療法学  教授  石黒 友康
　本学科の目標は、医療・保健・予防・福祉の担い手として、リーダーシップを発揮できる人材を養成することです。
　皆さんが目指す理学療法士は、現在様々な分野で活躍しています。リハビリテーションを中心とする医療分野はもと
より、生活習慣病者や高齢者の運動機能を維持・改善させる予防分野、勤労者の健康を増進する分野などに、理学療
法士は貢献しています。
　また理学療法を必要とする対象も、障害の程度や年齢に関係なく、動きに関わる様々な問題に対して、理学療法学
の専門的な立場で臨んでいます。
　このような多様な社会的ニーズに対応して、理学療法士に求められることは、広く理学療法学を学ぶと同時に、自己
の専門性を見出すことが重要です。本学科では各領域の第一人者の教授陣を擁しており、質の高い教育を提供いたし
ます。医療職として高い使命感と実践力を持ち、社会に必要とされる理学療法士を目指しましょう。

在学生の声
Student ’s  Voice

理学療法士養成の臨床実習とは 
臨床実習の期間中、学生は、大学で
はなく病院（もしくは地域の介護・
保健・福祉機関）に通います。病院
では、医療スタッフのひとりとして、
現職の理学療法士（臨床実習指導
者）に帯同します。指導者の業務を
見学・模倣するなどの実地研修を通
して、最終的には、 理学療法士の治
療の一部を指導者の監督のもとで実践することを目指します。医療従
事者としてふさわしい態度やコミュニケーション技術も重要です。 

3年次の実習では、実際のリハビリ
テーション（理学療法の治療）に参
加できることを目指して更に体験
を積み重ねます。（2ヶ月間） 

最後の実習では、理学療法の全過
程を体験できるよう、これまでの経
験を総動員して「できること」を増
やせるように努めます。（2ヶ月間）  

東都大学には複数の関連病院があり、臨床実習に関して強い協力関
係にあります。関連病院以外にも、千葉県内をはじめとする近県の多
くの医療・介護・保健・福祉機関と提携しています。 

臨床実習の舞台となる施設例

　1年次の8月に臨床見学実習に、3年次の10月に総合臨床実習に行きました。1年次とは異なり、3年次の
実習では対象者の身体の評価や治療、リハビリのプログラムについて考える場を経験しました。今までは
友人との練習でできていた身体の評価も、実際に障害のある対象者に対して行うと思うようにいかず苦労
しました。しかし、うまくできなかった要因を考えたこと、同じ実習に行った友人と練習をしたことで、徐々
に改善し、最後には患者様から褒めていただけるようになりました。また、一人一人病態が異なるので、教
科書には載っていないことや、知らなかったことを学ぶ機会にもなりました。
　3年次の実習は8週間もあり、同じ患者様に対しリハビリを行う機会が増えました。そのため、前回との
身体の比較や会話の仕方など、関わり方についても、実習に行ったからこそ学ぶことができたのだと思い
ます。
　これからは、今まで学習した講義内容に加え、実習で培ってきたことが求められます。目標である国家
試験の合格、さらには私の目指す「疾患を十分に理解し、その疾患にあったリハビリを行える理学療法士」
の姿に近づけるよう、日頃からしっかりと学習に取り組み、努力を続けていきたいと思います。

臨床実習

《臨床実習のスケジュール》

3年次後期 4年次前期 

幅広い知識と技術が必要だと改めて気づいた実習
患者様にあったリハビリができる理学療法士を目指して。

幕張ヒューマンケア学部　理学療法学科4年

千葉県私立敬愛学園高等学校出身
友部 優衣さん

2年次以降の実習は1カ月以上の長
期におよびます。まずは患者の状態
を把握するための情報収集（評価）
を中心に体験します。 

短期の見学を通して、理学療法業
務の実際や、病院・介護施設の仕
組みと役割について学びます。 

総合評価学実習

2年次後期

臨床見学実習

1年次前期

総合臨床実習Ⅰ 総合臨床実習Ⅱ

《関連病院群》 
東和病院、関川病院、東都文京病院、東都三軒茶屋リハビリテーション病院、
北多摩病院、宇都宮中央病院、東都春日部病院、埼玉筑波病院、など 
《その他の提携機関》 
さんむ医療センター、下志津病院、季美の森リハビリテーション病院、
埼玉県済生会栗橋病院、東京医科大学茨城医療センター、
上越総合病院など 

学内で学んだ知識や技術を実際の患者にどう応用するかを学ぶ貴重な機会が臨床実習です。百聞は一見に如かずと言われるとおり、実際の現場で患者と触
れ合うことで得られる知見は、学内で机に向かって得られるそれとは質・量ともに段違いです。本学では、臨床実習を学年毎に配置し、コンスタントに臨床
体験を継続することで、卒業までモチベーションを維持できるよう配慮しています。学生の不安を少しでも軽減できるよう、関連病院と密に連携し、充実し
たサポート体制をとっています。 

臨床参加を通じてリアルな理学療法を体験します。
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運動学実習室
三次元動作解析システム、多用途筋機能評価装
置、重心動揺計、体組成計など、運動を計測する
ための大型専門機器を取りそろえた実習室で
す。これらを学生自らが操作し、「運動のデータ
化」という経験を通して、物理学的な思考を促
し、理学療法士の必須技術である動作分析能力
の向上を目指します。 

装具加工室
四肢を欠損した際に利用する「義肢」や関節を
固定して機能を補う「装具」を各種取りそろえた
実習室です。
実物に触れながら学習することで、障害者の特
性に合わせて的確に義肢や装具を選別できる理
学療法士を育成します。 

運動療法実習室
治療ベッドをたくさん備えています。
対象者への触れ方から、実践的な治療技術まで、
実際にお互いの身体を使いながら学びます。

図書館
医療関係の専門書や雑誌、DVDなど多くの資料
を備えています。資料の貸出し・閲覧以外にも、
レポートや試験勉強を行うための学習スペース、
視聴覚資料閲覧コーナーが設けられており、多く
の学生が利用しています。

学生食堂
お昼時は多くの学生が利用しています。授業の
合間の息抜きの場としてご利用ください。
※2022年4月現在

体育館
「スポーツ健康科学I・II」の授業やサークル活動
などにも使用されています。

シンポジウムホール
《一度に1000人収容可能なホール》
主に入学式、学位記授与式で利用される施設
です。時に外部の医療関係者や芸能・スポーツ関
係者の方の講演や演奏会などのイベントでも使
用しています。

講義室2401
学生たちにとって最適な環境で授業が受けられ
ます。学生のためのこだわりのある教室であり、
医療専門職としての必要な知識を修得する授業
が展開されています。

学生自習室
開放的な空間で、最適な環境で学習に打ち込む
ことができます。自由にレポート作成も行える
設備も備え、高度な知識を身に付けるのには不
可欠な場所です。

施設＆設備

高度な技術を修得するための充実した施設・設備
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スポーツ理学療法
《競技復帰から競技力向上までの理学療法》

運動器系理学療法学 講師 中村 睦美

可能性は無限大！
充実した大学生活を過ごそう！

　運動器系理学療法学では、骨や筋、腱などの
「運動器」に障害をもつ対象者に関する理学療
法について学修します。主な疾患は、整形外科疾患で、手足や脊椎の
骨折、関節疾患、靭帯損傷などで、それらの疾患に対する評価、治療プ
ログラムの立案、治療技術などを学びます。子どもからアスリート、高
齢者まで幅広い年齢層が対象となります。臨床現場で運動器疾患の
理学療法を行うには、解剖学、運動学などの基礎的科目の知識を土台
とし、運動器の知識はもちろん、他分野の知識も求められます。4年間
で、これらの知識を統合して、基本的な理学療法を遂行できることを
目指します。大学での４年間は、皆さんが人間的に大きく成長する貴重
な期間です。自分がどのような理学療法士になりたいかイメージを持
って、東都大学で充実した大学生活を過ごしましょう。

在学生の声
Student ’s  Voice

幕張ヒューマンケア学部　理学療法学科3年

千葉県私立八千代松陰高等学校出身
小林 彩桜さん

内部障害系理学療法学演習 
《呼吸器疾患などの内臓疾患に対する理学療法》

相手に寄り添える
理学療法士を目指して

内部障害とは、身体の内部にあ
る心臓や肺をはじめとする内臓
の不調をさします。例えば、肺活
量が減ると息が切れて、いつも通
りに動くことができません。運動
機能を改善するためには、肺を
動かしている呼吸筋をトレーニ
ングする必要があります。 本講
義では、こうした呼吸や心臓の不
調をはじめとして、糖尿病やガンなどの内部障害に対する理学療法士とし
ての知識と技術を学びます。 

東京2020開催から、スポーツ
界での理学療法士に対するニー
ズが高まっており、医療機関の
みならず、学校部活動やプロス
ポーツの世界でも理学療法士の
活躍する場面が増えています。
本講義では、スポーツ活動で生
じる傷害に対するリハビリテー
ション、傷害予防について解説
し、「走る」「投げる」「泳ぐ」など様々な競技の動作について、パフォーマ
ンス改善に向けたトレーニング実技を行う予定です。

　高校までソフトボール部に所属していました。ケガが多く、その度にリハ
ビリに通っていました。その時に担当してくださった理学療法士の方から、
身体のケアだけでなく、精神面も支えてもらいました。おかげで、苦痛を感
じることなく治すことができました。その時から、将来は相手に寄り添い、
身心の不調にも対応できる理学療法士になりたいと思いました。
　コロナ禍では、オンライン授業も含まれ、慣れないことも多く大変でし
た。しかし、チューターの先生やチューターグループの先輩方のサポート
もあり、少しずつ慣れていくことができました。今私が授業で学んでいるこ
とは生活の中ですぐに活用できる内容がたくさんあります。免疫力を高め
る運動やトレーニング、呼吸法など家族や友人など、身近な人たちに伝え
ることで相手に寄り添う感覚をつかんでいきたいと思います。
　将来はアスリートに携わる理学療法士を目指しています。簡単に実現す
ることはできないと思いますので、これからの学習で友人と助け合いなが
ら努力を重ねていきたいです。

在学生の声
Student ’s  Voice

地域理学療法 教授 平野 康之

高齢者の“くらし”を豊かに
できる理学療法士を目指そう！

　日本は超高齢社会に突入しています。2025
年には団塊世代の方々が75歳以上となり、4人
に1人が後期高齢者の時代がやってきます。こ
のような状況を見据え、国の政策として高齢者が可能な限り住み慣れ
た地域で“自分らしいくらし”が続けられるよう、住まい・医療・介護・
予防・生活支援が一体的に提供される体制（地域包括ケアシステム）
作りが始まっています。理学療法士は予後予測に優れ、高齢者のくら
しや社会参加を踏まえたコーディネートができることから、この政策
には欠かせない存在であり、ニーズの高い職種といえます。
　本学には地域・在宅での理学療法や健康増進に携わってきた経験豊
富な教員がそろっています。地域で生活する高齢者の多様なくらしの
課題に対応でき、他職種から頼りにされる理学療法士を一緒に目指し
ましょう！

Pick up Lesson !
Pick up Lesson !

幕張ヒューマンケア学部　理学療法学科4年

静岡県立伊豆中央高等学校出身
倉光 宗弥さん

スポーツ選手を
助ける仕事に就きたい！

　将来はアスリートに医療の観点からサポートする仕事に携わりたいと
考えています。そこで、理学療法士になることが一番の近道だと考え、
スポーツ理学療法に力を入れている東都大学に進学を決めました。
　小学1年生から高校３年生までバスケットボールを続けてきました。
プレーし続けられなくなるほどの大きなケガはしませんでしたが、何度
も繰り返す腰痛に苦しめられ、全力でプレーすることができない時が
ありました。そのような中、高校2年の冬に出会ったスポーツトレーナー
の方の処置のおかげで痛みがかなり軽減され、同時に、なぜ痛みが出
るのかもわかりやすく説明してくれました。この経験から「私も困ってい
る選手のサポートがしたい」と考えるようになり、理学療法士を目指す
決意をしました。
　これまでの授業や演習を通して、基礎を幅広く学ぶ中で、特にスポー
ツに関わる分野について繰り返し勉強してきました。４年次はケアする
相手の気持ちを考えながら技術面を習得していきたいと思います。

理学療法の専門科目群3年次 理学療法の専門科目群4年次

教員Message
教員Message
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運動学実習室
三次元動作解析システム、多用途筋機能評価装
置、重心動揺計、体組成計など、運動を計測する
ための大型専門機器を取りそろえた実習室で
す。これらを学生自らが操作し、「運動のデータ
化」という経験を通して、物理学的な思考を促
し、理学療法士の必須技術である動作分析能力
の向上を目指します。 

装具加工室
四肢を欠損した際に利用する「義肢」や関節を
固定して機能を補う「装具」を各種取りそろえた
実習室です。
実物に触れながら学習することで、障害者の特
性に合わせて的確に義肢や装具を選別できる理
学療法士を育成します。 

運動療法実習室
治療ベッドをたくさん備えています。
対象者への触れ方から、実践的な治療技術まで、
実際にお互いの身体を使いながら学びます。

図書館
医療関係の専門書や雑誌、DVDなど多くの資料
を備えています。資料の貸出し・閲覧以外にも、
レポートや試験勉強を行うための学習スペース、
視聴覚資料閲覧コーナーが設けられており、多く
の学生が利用しています。

学生食堂
お昼時は多くの学生が利用しています。授業の
合間の息抜きの場としてご利用ください。
※2022年4月現在

体育館
「スポーツ健康科学I・II」の授業やサークル活動
などにも使用されています。

シンポジウムホール
《一度に1000人収容可能なホール》
主に入学式、学位記授与式で利用される施設
です。時に外部の医療関係者や芸能・スポーツ関
係者の方の講演や演奏会などのイベントでも使
用しています。

講義室2401
学生たちにとって最適な環境で授業が受けられ
ます。学生のためのこだわりのある教室であり、
医療専門職としての必要な知識を修得する授業
が展開されています。

学生自習室
開放的な空間で、最適な環境で学習に打ち込む
ことができます。自由にレポート作成も行える
設備も備え、高度な知識を身に付けるのには不
可欠な場所です。

施設＆設備

高度な技術を修得するための充実した施設・設備
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スポーツ理学療法
《競技復帰から競技力向上までの理学療法》

運動器系理学療法学 講師 中村 睦美

可能性は無限大！
充実した大学生活を過ごそう！

　運動器系理学療法学では、骨や筋、腱などの
「運動器」に障害をもつ対象者に関する理学療
法について学修します。主な疾患は、整形外科疾患で、手足や脊椎の
骨折、関節疾患、靭帯損傷などで、それらの疾患に対する評価、治療プ
ログラムの立案、治療技術などを学びます。子どもからアスリート、高
齢者まで幅広い年齢層が対象となります。臨床現場で運動器疾患の
理学療法を行うには、解剖学、運動学などの基礎的科目の知識を土台
とし、運動器の知識はもちろん、他分野の知識も求められます。4年間
で、これらの知識を統合して、基本的な理学療法を遂行できることを
目指します。大学での４年間は、皆さんが人間的に大きく成長する貴重
な期間です。自分がどのような理学療法士になりたいかイメージを持
って、東都大学で充実した大学生活を過ごしましょう。

在学生の声
Student ’s  Voice

幕張ヒューマンケア学部　理学療法学科3年

千葉県私立八千代松陰高等学校出身
小林 彩桜さん

内部障害系理学療法学演習 
《呼吸器疾患などの内臓疾患に対する理学療法》

相手に寄り添える
理学療法士を目指して

内部障害とは、身体の内部にあ
る心臓や肺をはじめとする内臓
の不調をさします。例えば、肺活
量が減ると息が切れて、いつも通
りに動くことができません。運動
機能を改善するためには、肺を
動かしている呼吸筋をトレーニ
ングする必要があります。 本講
義では、こうした呼吸や心臓の不
調をはじめとして、糖尿病やガンなどの内部障害に対する理学療法士とし
ての知識と技術を学びます。 

東京2020開催から、スポーツ
界での理学療法士に対するニー
ズが高まっており、医療機関の
みならず、学校部活動やプロス
ポーツの世界でも理学療法士の
活躍する場面が増えています。
本講義では、スポーツ活動で生
じる傷害に対するリハビリテー
ション、傷害予防について解説
し、「走る」「投げる」「泳ぐ」など様々な競技の動作について、パフォーマ
ンス改善に向けたトレーニング実技を行う予定です。

　高校までソフトボール部に所属していました。ケガが多く、その度にリハ
ビリに通っていました。その時に担当してくださった理学療法士の方から、
身体のケアだけでなく、精神面も支えてもらいました。おかげで、苦痛を感
じることなく治すことができました。その時から、将来は相手に寄り添い、
身心の不調にも対応できる理学療法士になりたいと思いました。
　コロナ禍では、オンライン授業も含まれ、慣れないことも多く大変でし
た。しかし、チューターの先生やチューターグループの先輩方のサポート
もあり、少しずつ慣れていくことができました。今私が授業で学んでいるこ
とは生活の中ですぐに活用できる内容がたくさんあります。免疫力を高め
る運動やトレーニング、呼吸法など家族や友人など、身近な人たちに伝え
ることで相手に寄り添う感覚をつかんでいきたいと思います。
　将来はアスリートに携わる理学療法士を目指しています。簡単に実現す
ることはできないと思いますので、これからの学習で友人と助け合いなが
ら努力を重ねていきたいです。

在学生の声
Student ’s  Voice

地域理学療法 教授 平野 康之

高齢者の“くらし”を豊かに
できる理学療法士を目指そう！

　日本は超高齢社会に突入しています。2025
年には団塊世代の方々が75歳以上となり、4人
に1人が後期高齢者の時代がやってきます。こ
のような状況を見据え、国の政策として高齢者が可能な限り住み慣れ
た地域で“自分らしいくらし”が続けられるよう、住まい・医療・介護・
予防・生活支援が一体的に提供される体制（地域包括ケアシステム）
作りが始まっています。理学療法士は予後予測に優れ、高齢者のくら
しや社会参加を踏まえたコーディネートができることから、この政策
には欠かせない存在であり、ニーズの高い職種といえます。
　本学には地域・在宅での理学療法や健康増進に携わってきた経験豊
富な教員がそろっています。地域で生活する高齢者の多様なくらしの
課題に対応でき、他職種から頼りにされる理学療法士を一緒に目指し
ましょう！

Pick up Lesson !
Pick up Lesson !

幕張ヒューマンケア学部　理学療法学科4年

静岡県立伊豆中央高等学校出身
倉光 宗弥さん

スポーツ選手を
助ける仕事に就きたい！

　将来はアスリートに医療の観点からサポートする仕事に携わりたいと
考えています。そこで、理学療法士になることが一番の近道だと考え、
スポーツ理学療法に力を入れている東都大学に進学を決めました。
　小学1年生から高校３年生までバスケットボールを続けてきました。
プレーし続けられなくなるほどの大きなケガはしませんでしたが、何度
も繰り返す腰痛に苦しめられ、全力でプレーすることができない時が
ありました。そのような中、高校2年の冬に出会ったスポーツトレーナー
の方の処置のおかげで痛みがかなり軽減され、同時に、なぜ痛みが出
るのかもわかりやすく説明してくれました。この経験から「私も困ってい
る選手のサポートがしたい」と考えるようになり、理学療法士を目指す
決意をしました。
　これまでの授業や演習を通して、基礎を幅広く学ぶ中で、特にスポー
ツに関わる分野について繰り返し勉強してきました。４年次はケアする
相手の気持ちを考えながら技術面を習得していきたいと思います。

理学療法の専門科目群3年次 理学療法の専門科目群4年次

教員Message
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