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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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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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