
カリキュラム・ポリシー

部局名　　医学部　保健学科　作業療法学専攻

　　・医学部保健学科（作業療法学専攻）では、本学科のディプロマ・ポリシーを実現するため、以下のとおり体系的な教育課程の編成を行っている。

1Q 2Q 3Q 4Q 前期 後期 前期 後期 前期 後期

精神医学Ⅰ 国際保健 災害保健 精神障害リハビリテーション論 臨床実習Ⅳ 臨床実習Ⅳ

臨床実習Ⅰ 精神医学Ⅱ 保健行政論 臨床実習Ⅱ 臨床実習Ⅴ 臨床実習Ⅴ

臨床心理学 保健医療福祉論 臨床実習Ⅲ 卒業研究 ＩＰＷ統合演習

身体障害作業療法評価学 作業療法研究法 卒業研究

精神障害作業療法評価学

情報基礎 生物学各論Ｃ１ 生物学各論Ｃ２

健康・スポーツ科学実習基礎1 健康・スポーツ科学実習基礎2 電磁気学基礎 1 電磁気学基礎 2

力学基礎 1 力学基礎 2

物理学実験 物理学実験

生物学概論Ｂ１ 生物学概論Ｂ２

物理学入門

物理学実験基礎

保健学初年次セミナー

精神医学Ⅰ 国際保健 災害保健 精神障害リハビリテーション論 臨床実習Ⅳ 臨床実習Ⅳ

臨床実習Ⅰ 精神医学Ⅱ 保健行政論 臨床実習Ⅱ 臨床実習Ⅴ 臨床実習Ⅴ

臨床心理学 保健医療福祉論 臨床実習Ⅲ 卒業研究 ＩＰＷ統合演習

身体障害作業療法評価学 作業療法研究法 卒業研究

精神障害作業療法評価学

情報基礎 生物学各論Ｃ１ 生物学各論Ｃ２

健康・スポーツ科学実習基礎1 健康・スポーツ科学実習基礎2 電磁気学基礎 1 電磁気学基礎 2

力学基礎 1 力学基礎 2

物理学実験 物理学実験

生物学概論Ｂ１ 生物学概論Ｂ２

物理学入門

物理学実験基礎

保健学初年次セミナー

部局ＤＰにおける
学習目標

身につけるべき能
力

１年次 ２年次 ３年次 ４年次

基礎教養科目(区分：社会学)   

基礎教養科目(区分：数学)    

基礎教養科目(区分：化学)   

基礎教養科目(区分：惑星学)

基礎教養科目(区分：情報科学)

基礎教養科目(区分：地理学)   

人間性と倫理性

作業療法
専門職としての豊
かな人間性と高い
倫理観を身につ

け、社会の発展に
積極的に寄与す

る能力

基礎教養科目(区分：哲学)     

基礎教養科目(区分：教育学)  

基礎教養科目(区分：論理学)   

基礎教養科目(区分：心理学)    

基礎教養科目(区分：政治学)

基礎教養科目(区分：法学)     

基礎教養科目(区分：倫理学)

基礎教養科目(区分：経済学)

総合教養科目(区分：美術史)

総合教養科目(区分：文学)

外国語第Ⅰ

初期体験実習 人間発達学

ＩＰＷ概論 作業療法理論

総合教養科目(区分：教育と人間形成)

総合教養科目(区分：芸術史)

総合教養科目(区分：考古学)

総合教養科目(区分：社会と人権)

総合教養科目(区分：社会生活と法)

総合教養科目(区分：職業と学び)

現代医療と生命倫理 作業療法基礎

リハビリテーション概論

作業療法概論

個々人の人権を
尊重し、深い共感
性を持って、対象
となる方々の特性
を理解し、自立に
向けた支援を提

供する能力

基礎教養科目(区分：哲学)     

基礎教養科目(区分：教育学)  

基礎教養科目(区分：論理学)   

基礎教養科目(区分：心理学)    

基礎教養科目(区分：政治学)

基礎教養科目(区分：惑星学)

基礎教養科目(区分：情報科学)

基礎教養科目(区分：地理学)   

総合教養科目(区分：教育と人間形成)

総合教養科目(区分：芸術史)

総合教養科目(区分：考古学)

基礎教養科目(区分：法学)     

基礎教養科目(区分：倫理学)

基礎教養科目(区分：経済学)

基礎教養科目(区分：社会学)   

基礎教養科目(区分：数学)    

基礎教養科目(区分：化学)   

初期体験実習 人間発達学

ＩＰＷ概論 作業療法理論

現代医療と生命倫理 作業療法基礎

総合教養科目(区分：社会と人権)

総合教養科目(区分：社会生活と法)

総合教養科目(区分：職業と学び)

総合教養科目(区分：美術史)

総合教養科目(区分：文学)

外国語第Ⅰ

リハビリテーション概論

作業療法概論



1Q 2Q 3Q 4Q 前期 後期 前期 後期 前期 後期

部局ＤＰにおける
学習目標

身につけるべき能
力

１年次 ２年次 ３年次 ４年次

解剖学実習Ⅱ 国際保健 災害保健 身体障害作業療法学実習Ⅰ 卒業研究 臨床実習Ⅳ

生理学実習Ⅱ 解剖学実習Ⅲ 基礎作業学実習Ⅱ 生活技術論実習 臨床実習Ⅳ 臨床実習Ⅴ

運動学実習 動作解析学実習　 精神保健作業療法学Ⅰ実習 精神保健作業療法学Ⅱ実習 臨床実習Ⅴ ＩＰＷ統合演習

臨床実習Ⅰ 基礎作業学実習Ⅰ 発達障害作業療法学実習Ⅰ 発達障害作業療法学実習Ⅱ 在宅援助論

作業療法フィールド実習 生活技術論 臨床実習Ⅱ

身体障害作業療法評価学実習 臨床実習Ⅲ

作業療法原書講読 卒業研究

作業療法研究法 老年期障害作業療法学

臨床前作業療法実習 職業・社会リハビリテーション

身体障害作業療法学実習Ⅱ

物理学実験 物理学実験

物理学入門

物理学実験基礎

保健学初年次セミナー

解剖学実習Ⅱ 国際保健 災害保健 身体障害作業療法学実習Ⅰ 卒業研究 臨床実習Ⅳ

生理学実習Ⅱ 解剖学実習Ⅲ 基礎作業学実習Ⅱ 生活技術論実習 臨床実習Ⅳ 臨床実習Ⅴ

運動学実習 動作解析学実習　 精神保健作業療法学Ⅰ実習 精神保健作業療法学Ⅱ実習 臨床実習Ⅴ ＩＰＷ統合演習

臨床実習Ⅰ 基礎作業学実習Ⅰ 発達障害作業療法学実習Ⅰ 発達障害作業療法学実習Ⅱ 在宅援助論

作業療法フィールド実習 生活技術論 臨床実習Ⅱ

身体障害作業療法評価学実習 臨床実習Ⅲ

作業療法原書講読 卒業研究

作業療法研究法 老年期障害作業療法学

臨床前作業療法実習 職業・社会リハビリテーション

身体障害作業療法学実習Ⅱ

物理学実験 物理学実験

物理学入門

物理学実験基礎

保健学初年次セミナー

作業療法フィールド実習 国際保健 災害保健 ＩＰＷ統合演習

老年期障害学 在宅援助論

保健行政論

保健医療福祉論

作業療法原書講読

生物学概論Ｂ１ 生物学概論Ｂ２ 生物学各論Ｃ１ 生物学各論Ｃ２

保健学初年次セミナー
作業療法フィールド実習 国際保健 災害保健 ＩＰＷ統合演習

老年期障害学 在宅援助論
保健行政論
保健医療福祉論
作業療法原書講読

生物学概論Ｂ１ 生物学概論Ｂ２ 生物学各論Ｃ１ 生物学各論Ｃ２

保健学初年次セミナー

創造性

探究心と創造力を
持って課題を設定
し、解決できる実

践的な能力

基礎教養科目(区分：論理学)  

基礎教養科目(区分：心理学)   

総合教養科目(区分：「カタチ」の自然学)

総合教養科目(区分：科学史)

総合教養科目(区分：海への誘い)

総合教養科目(区分：企業社会論)

総合教養科目(区分：神戸大学の研究最前線)

総合教養科目(区分：神戸大学史)

総合教養科目(区分：身近な物理法則)

総合教養科目(区分：瀬戸内海学入門)

初期体験実習

ＩＰＷ概論

総合教養科目(区分：経済社会の発展)

総合教養科目(区分：芸術と文化)

総合教養科目(区分：現代の経済)

総合教養科目(区分：現代物理学が描く世界)

総合教養科目(区分：国家と法)

総合教養科目(区分：資源・材料とエネルギー)

地域性・国際性

幅広い視野を持
ち、作業療法に関
わる専門的知識

を活用して多職種
連携により地域社
会へ貢献できる能

力

基礎教養科目(区分：教育学)  

基礎教養科目(区分：論理学)  

基礎教養科目(区分：心理学)   

基礎教養科目(区分：地理学)    

総合教養科目(区分：EU基礎論)

総合教養科目(区分：現代物理学が描く世界)

総合教養科目(区分：国家と法)

総合教養科目(区分：資源・材料とエネルギー)

総合教養科目(区分：神戸大学の研究最前線)

総合教養科目(区分：神戸大学史)

総合教養科目(区分：身近な物理法則)

問題を解決するた
めに、科学的な分
析・考察をし、論

理的に考える能力

基礎教養科目(区分：論理学)  

基礎教養科目(区分：心理学)   

総合教養科目(区分：「カタチ」の自然学)

総合教養科目(区分：科学史)

総合教養科目(区分：海への誘い)

総合教養科目(区分：企業社会論)

総合教養科目(区分：経済社会の発展)

総合教養科目(区分：芸術と文化)

総合教養科目(区分：現代の経済)

総合教養科目(区分：アジア史)
総合教養科目(区分：グローバルリーダーシップ育成基礎演習)
総合教養科目(区分：企業と経営)
総合教養科目(区分：現代社会論)
総合教養科目(区分：言語科学)
総合教養科目(区分：国際協力の現状と課題)

総合教養科目(区分：瀬戸内海学入門)

初期体験実習

ＩＰＷ概論

総合教養科目(区分：企業と経営)
総合教養科目(区分：現代社会論)

総合教養科目(区分：日本史)
外国語第Ⅰ
外国語第Ⅱ

初期体験実習
ＩＰＷ概論
現代医療と生命倫理

総合教養科目(区分：社会基礎学（グローバル人材に不可欠な教養）)
総合教養科目(区分：社会思想史)
総合教養科目(区分：政治と社会)
総合教養科目(区分：西洋史)
総合教養科目(区分：地球史における生物の変遷)
総合教養科目(区分：東洋史)

総合教養科目(区分：地球史における生物の変遷)
総合教養科目(区分：東洋史)
総合教養科目(区分：日本史)

外国語第Ⅰ
外国語第Ⅱ

初期体験実習

総合教養科目(区分：言語科学)
総合教養科目(区分：国際協力の現状と課題)
総合教養科目(区分：社会基礎学（グローバル人材に不可欠な教養）)
総合教養科目(区分：社会思想史)
総合教養科目(区分：政治と社会)
総合教養科目(区分：西洋史)

ＩＰＷ概論
現代医療と生命倫理

グローバルな視点
で自らの課題を整
理・理解するととも
に、的確なプレゼ
ンテーション、円
滑なコミュニケー
ションをする能力

基礎教養科目(区分：教育学)  
基礎教養科目(区分：論理学)  
基礎教養科目(区分：心理学)   
基礎教養科目(区分：地理学)    
総合教養科目(区分：EU基礎論)
総合教養科目(区分：アジア史)
総合教養科目(区分：グローバルリーダーシップ育成基礎演習)



1Q 2Q 3Q 4Q 前期 後期 前期 後期 前期 後期

部局ＤＰにおける
学習目標

身につけるべき能
力

１年次 ２年次 ３年次 ４年次

解剖学実習Ⅱ 国際保健 災害保健 身体障害作業療法学実習Ⅰ 臨床実習Ⅳ 臨床実習Ⅳ
生理学Ⅲ 解剖学実習Ⅲ 臨床神経学Ⅲ 身体障害作業療法学実習Ⅱ 臨床実習Ⅴ 臨床実習Ⅴ
生理学実習Ⅱ 臨床運動学 外科学概論 リハビリテーション工学・福祉用具学実習 卒業研究 ＩＰＷ統合演習
運動学 動作解析学実習　 健康と栄養 精神保健作業療法学Ⅱ実習 スポーツ医学
運動学実習 病理学Ⅱ　 薬と生体反応 精神障害リハビリテーション論 作業療法統合実習
病理学Ⅰ 画像診断解析学 統計学 発達障害作業療法学実習Ⅱ 在宅援助論
整形外科学 内部障害学 基礎作業学実習Ⅱ 老年期障害作業療法学
臨床神経学Ⅰ 臨床神経学Ⅱ 身体障害作業療法評価学実習 職業・社会リハビリテーション
精神医学Ⅰ 精神医学Ⅱ 臨床前作業療法実習 臨床実習Ⅱ
基礎作業学 小児疾病論 発達障害作業療法学実習Ⅰ 臨床実習Ⅲ
作業療法フィールド実習 基礎作業学実習Ⅰ リハビリテーション工学・福祉用具学 卒業研究
臨床実習Ⅰ 発達障害作業療法学 生活技術論

身体障害作業療法学 精神保健作業療法学Ⅰ実習
精神保健作業療法学Ⅰ 精神保健作業療法学Ⅱ
臨床心理学 老年期障害学
身体障害作業療法評価学 保健行政論
精神障害作業療法評価学 保健医療福祉論

作業療法原書講読
作業療法研究法

微分積分入門１ 微分積分入門２ 情報科学1 情報科学2
力学基礎 1 力学基礎 2 線形代数入門１ 線形代数入門２
物理学実験 物理学実験 電磁気学基礎 1 電磁気学基礎 2
物理学入門
物理学実験基礎
生物学概論Ｂ１ 生物学概論Ｂ２ 生物学各論Ｃ１ 生物学各論Ｃ２

リハビリテーション概論

保健学初年次セミナー
解剖学実習Ⅱ 国際保健 災害保健 身体障害作業療法学実習Ⅰ 臨床実習Ⅳ 臨床実習Ⅳ
生理学Ⅲ 解剖学実習Ⅲ 臨床神経学Ⅲ 身体障害作業療法学実習Ⅱ 臨床実習Ⅴ 臨床実習Ⅴ
生理学実習Ⅱ 臨床運動学 外科学概論 リハビリテーション工学・福祉用具学実習 卒業研究 ＩＰＷ統合演習
運動学 動作解析学実習　 健康と栄養 精神保健作業療法学Ⅱ実習 スポーツ医学
運動学実習 病理学Ⅱ　 薬と生体反応 精神障害リハビリテーション論 作業療法統合実習
病理学Ⅰ 画像診断解析学 統計学 発達障害作業療法学実習Ⅱ 在宅援助論
整形外科学 内部障害学 基礎作業学実習Ⅱ 老年期障害作業療法学
臨床神経学Ⅰ 臨床神経学Ⅱ 身体障害作業療法評価学実習 職業・社会リハビリテーション
精神医学Ⅰ 精神医学Ⅱ 臨床前作業療法実習 臨床実習Ⅱ
基礎作業学 小児疾病論 発達障害作業療法学実習Ⅰ 臨床実習Ⅲ
作業療法フィールド実習 基礎作業学実習Ⅰ リハビリテーション工学・福祉用具学 卒業研究
臨床実習Ⅰ 発達障害作業療法学 生活技術論

身体障害作業療法学 精神保健作業療法学Ⅰ実習
精神保健作業療法学Ⅰ 精神保健作業療法学Ⅱ
臨床心理学 老年期障害学
身体障害作業療法評価学 保健行政論
精神障害作業療法評価学 保健医療福祉論

作業療法原書講読
作業療法研究法

微分積分入門１ 微分積分入門２ 情報科学1 情報科学2
力学基礎 1 力学基礎 2 線形代数入門１ 線形代数入門２
物理学実験 物理学実験 電磁気学基礎 1 電磁気学基礎 2
物理学入門
物理学実験基礎
生物学概論Ｂ１ 生物学概論Ｂ２ 生物学各論Ｃ１ 生物学各論Ｃ２

リハビリテーション概論

保健学初年次セミナー

総合教養科目(区分：ESD生涯学習論)
総合教養科目(区分：ＥＳＤ論)
総合教養科目(区分：ボランティアと社会貢献活動)
総合教養科目(区分：ものづくりと科学技術)
総合教養科目(区分：越境する文化)
総合教養科目(区分：科学技術と倫理)

専門性と協働

医療・保健・
福祉など各分野に
おける高度な作業
療法学の専門的

知識および技術を
習得するために主
体的かつ継続的
に学習する能力

基礎教養科目(区分：化学)    
基礎教養科目(区分：地理学)    
基礎教養科目(区分：心理学)   
総合教養科目(区分：「カタチ」の文化学)
総合教養科目(区分：ESDボランティア論)
総合教養科目(区分：ESD基礎)

総合教養科目(区分：生物の環境適応)
総合教養科目(区分：生物資源と農業)
総合教養科目(区分：生命科学)
総合教養科目(区分：男女共同参画とジェンダー)
総合教養科目(区分：文化人類学)

外国語第Ⅰ

総合教養科目(区分：学校教育と社会)
総合教養科目(区分：環境学入門)
総合教養科目(区分：阪神・淡路大震災)
総合教養科目(区分：食と健康)
総合教養科目(区分：人間活動と地球生態系)
総合教養科目(区分：生活環境と技術)

高度な医療専門
職として、チーム
医療の現場で関

連職種との優れた
コーディネート能
力を発揮し、協働

する能力

基礎教養科目(区分：化学)    
基礎教養科目(区分：地理学)    
基礎教養科目(区分：心理学)   
総合教養科目(区分：「カタチ」の文化学)
総合教養科目(区分：ESDボランティア論)

初期体験実習 解剖学Ⅱ
ＩＰＷ概論 解剖学Ⅲ
現代医療と生命倫理 生理学Ⅱ

総合教養科目(区分：ESD基礎)
総合教養科目(区分：ESD生涯学習論)
総合教養科目(区分：ＥＳＤ論)
総合教養科目(区分：ボランティアと社会貢献活動)
総合教養科目(区分：ものづくりと科学技術)
総合教養科目(区分：越境する文化)

人間発達学
作業療法概論 作業療法理論

作業療法基礎

総合教養科目(区分：生活環境と技術)
総合教養科目(区分：生物の環境適応)
総合教養科目(区分：生物資源と農業)
総合教養科目(区分：生命科学)
総合教養科目(区分：男女共同参画とジェンダー)
総合教養科目(区分：文化人類学)

総合教養科目(区分：科学技術と倫理)
総合教養科目(区分：学校教育と社会)
総合教養科目(区分：環境学入門)
総合教養科目(区分：阪神・淡路大震災)
総合教養科目(区分：食と健康)
総合教養科目(区分：人間活動と地球生態系)

人間発達学
作業療法概論 作業療法理論

作業療法基礎
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初期体験実習 解剖学Ⅱ
ＩＰＷ概論 解剖学Ⅲ
現代医療と生命倫理 生理学Ⅱ


