
























































































京都医健専門学校　授業計画（シラバス）

専門基礎

竹内真理子

後期

15回

成績評価の方法 定期試験

担当教官から
履修に当たっての留意点

知能検査は100年以上の歴史があり、その時代の社会状況の要請の中で、形を
変えながら、現在に至っています。その視点も大事に各検査を理解していくと、今
の子どもたちの問題、必要な支援が見えてきて、子どもの臨床にとって役立つも
のです。

準備学習 授業後には各検査の用語、評価法について復習を行うこと。

教科書・教材等 レジュメを参照、各検査マニュアル及び検査記録用紙　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

授業の形式
教育機器の活用

講義・検査実習　　　（パソコン，プロジェクター，検査機器など）

授業のキーワード 　小児の知能（発達）検査、客観的評価、質問紙、直接課題遂行検査、発達指数、知能指数

授業の概要
及び到達目標

子どもの心身の発達状況を客観的に評価する方法として、知能検査及び発達検
査がある。それらの検査結果から子どもの発達の特徴が分り、助言、支援につな
げていくことができる。小児用の知能、発達検査には様々な種類が存在し、その
検査ごとに結果の表現方法や評価の仕方が異なる。社会の変遷・ニーズととも
に、変化してきた各検査の歴史を含め、それぞれの検査の理論的背景を理解し、
各検査の実施方法、結果の出し方を習得する。
実務者経験：1988～1991,2003～現在まで、京都大学医学部附属病院形成外科
非常勤、2003～現在まで、京都市子育て支援センター　こどもみらい館　言語発
達相談担当　　　　子どものことばを含めた発達臨床に携わる。

　

１．発達検査、知能検査の活用について。検査の種類について。質問紙「KIDS」実施。
２．「KIDS」の結果の出し方。津守・稲毛式発達検査について。
３．新版K式発達検査2001、2020　検査項目、実施上の注意。
４．　　　　　　〃　　　　　　　　検査の実施、方法、結果の出し方。
５．　　　　　　〃　　　　　　　　グループごとに検査実習。
６．田中ビネー知能検査Ⅴ
７．田中ビネー知能検査Ⅴ　結果の出し方。
８．WISC-Ⅳ　下位検査、結果の出し方。
９．K・ABC　　下位検査
１０．K・ABC　結果の出し方、　K・ABCⅡ
１１．PVT-R、　．国リハ式＜S-S法＞
１２．国リハ式＜S-S法＞結果の出し方。
１３．DN-CAS認知評価システ。
１４．検査結果報告書の書き方。新版K式発達検査結果の出し方を復習。
１５．まとめ

対 象 学 生 1年生 履 修 学 期 

必修・選択の別 必修 授業回数

2022年度

学　   　　科 言語聴覚科 授業科目区分（基専）

授業科目名 言語発達障害治療学 担  当  教  官  名



年度 　京都医健専門学校　授業計画（シラバス）

専門基礎

正田久美

後期

15回

成績評価の方法 定期試験 70点　　小テスト30点 (試験範囲は言いますが、試験や問題形式に関しては一切受け付けません。)

担当教官から
履修に当たっての留意点

準備学習 授業前後には予習・復習を行うこと。

教科書・教材等 言語学入門 - これから始める人のための入門書　佐久間淳一、町田健 他 著

授業の形式
教育機器の活用

講義（パソコン，プロジェクター，検査機器など）

授業のキーワード

授業の概要
及び到達目標

言語学Iに引き続き、言語学概要を学ぶ。文法、語の意味、発話行為や機能、社
会における言語について学ぶ。また、日本語が持つ特徴やメカニズムについても
理解を深める。
言語聴覚士の仕事に必須である「言葉」に敏感になることを目標とする。臨床現
場に役立ち、応用できる言語学の知識を身につけ、言葉に対する感覚を鋭敏に
する。

講義計画・内容

１．第14講　統語論1　統語構造
２．第15講　統語論2　句構造文法と変形文法
３．第16講　統語論3　生成文法
４．第17講　統語論4　統語事象
５．第18講　意味論1　意味の意味
６．第18講　意味論2　語の意味
７．第20講　意味論3　比喩と連語
８．第21講　意味論4　文の意味
９．第22講　語用論1　発話の意味
１０．第23講　語用論2　場面と言語現象
１１．第24講　言語と社会　言語変種
１２．第25講　言語の変化
１３．第26講　世界の中の言語
１４．復習
１５．まとめ

対 象 学 生 1年 履 修 学 期 

必修・選択の別 必修 授業回数

2022

学　   　　科 言語聴覚科 授業科目区分（基専）

授業科目名 言語学 II 担  当  教  官  名



年度　京都医健専門学校　授業計画（シラバス）

専門

上羽　悟

後期

15回

成績評価の方法 定期試験 100%

担当教官から
履修に当たっての留意点

1年次前期で学んだ呼吸・発声・発語、嚥下障害の授業も復習をして下さい。

準備学習 授業前後には予習・復習を行うこと。

教科書・教材等
ディサースリア臨床標準テキスト　　医歯薬出版
標準言語聴覚障害学　発声発語障害学〔第3版〕　　医学書院

授業の形式
教育機器の活用

講義・演習　（パソコン，プロジェクター，検査機器，DVDなど）

授業のキーワード 運動障害性構音障害、定義、発話特徴、評価法

授業の概要
及び到達目標

運動障害性構音障害の概要を口頭にて伝えられる。
運動障害性構音障害の症状を理解し、タイプ・症状別に分類ができる。
発話に影響を与える、神経・筋系の病態を理解し、その評価法を知る。
演習を通して、評価の一連の流れ・問題点を理解・解釈ができる。

実務者経験：介護老人保健施設にて9年、回復期リハビリテーション病院にて3年
成人・高齢者に対してのリハビリテーション業務を行っていた。

講義計画・内容

１．　運動障害性構音障害とは（定義）、神経系復習
２．　障害構造、運動障害性構音障害のタイプ分類
３．　原因疾患、運動障害性構音障害の発話特徴
４．　運動系の基礎理解
５．　タイプごとの発話特徴
６．　評価法の種類
７．　評価法講義（GRBAS、発話特徴抽出検査）
８．　評価法講義（AMSD）
９．　評価法講義（SLTA-ST）
１０．評価法講義・演習（AMSD）
１１．評価法講義・演習（AMSD）
１２．評価法講義・演習（SLTA-ST）
１３．評価法講義・演習（SLTA-ST）
１４．結果のまとめ・問題点抽出
１５．全体まとめ

対 象 学 生 1年生 履 修 学 期 

必修・選択の別 必須 授業回数

2022

学　   　　科 言語聴覚科 授業科目区分（基専）

授業科目名 構音障害（運動性） 担  当  教  官  名



年度　授業計画（シラバス）年度　京都医健専門学校　授業計画（シラバス）

専門基礎

古田功士

前期

１５回（時間数３０時間）

成績評価の方法 科目修了試験　100％

担当教官から
履修に当たっての留意点

知識の定着を目的としたグループワークです。考察の正誤よりも、習った知識を用いて考えてみる
貴会にして頂き、なるべく主体的に取り組んで頂けると良いと思います。国家試験問題に関しても同
様に、正解を覚えるのではなく、解法や問題の傾向などを今のうちから経験できる機会になると考え
ています。

準備学習 特に指定はないが、グループワークの設定内容に応じて必要な科目を復習する事。

教科書・教材等 教科書：『言語聴覚士テキスト第３版』、音声学、言語学、音響学などで使用した教科書。

授業の形式
教育機器の活用

講義・演習　　　（パソコン，プロジェクター，検査機器など）

授業のキーワード 音、音声、音源フィルタ理論、音響分析

授業の概要
及び到達目標

授業の概要：音声学Ⅰ、言語学、音響学など音声言語について学んだ知識を用いて、実
際の音声について分析、考察するグループ実習を行います。実際に知識を使って考えるこ
とで、その定着を図ります。また後半は音声学、言語学、音響学の分野の国家試験問題
についても取り組み、その解法についても学びます。【実務経験】言語聴覚士として病院に
て成人（高齢者含む）の言語障害や発声発語障害のリハビリテーションに10年以上従事。
また言語聴覚士養成校における音声言語関係の講師としても5年以上の経験を持つ。

講義計画・内容

１．　ことばの分析実習：グループ分け、課題設定
２．　ことばの分析実習：課題設定
３．　Iことばの分析実習：考察
４．　ことばの分析実習：考察、まとめ
５．　ことばの分析実習：まとめ、プレゼンテーション
６．　ことばの分析実習：プレゼンテーション
７．　国家試験問題に取り組む：音声学、音韻論
８．　国家試験問題に取り組む：音声学、音韻論
９．　国家試験問題に取り組む：音声学、音韻論
１０．　国家試験問題に取り組む：音響学
１１．　国家試験問題に取り組む：音響学
１２．　国家試験問題に取り組む：音響学（Spectrogram）
１３．　国家試験問題に取り組む：聴覚心理学
１４．　国家試験問題に取り組む：聴覚心理学
１５．　まとめ

対 象 学 生 １年 履 修 学 期 

必修・選択の別 必須 授業回数

2022

学　   　　科 言語聴覚科 授業科目区分（基専）

授業科目名 音声学Ⅱ 担  当  教  官  名



年度　京都医健専門学校　授業計画（シラバス）

専門

木村　秀生

後期

15回

成績評価の方法 後期定期試験　100％

担当教官から
履修に当たっての留意点

質問は随時受け付けます。

準備学習 授業前後には予習・復習を行うこと。

教科書・教材等 標準言語聴覚障害学 言語発達障害学第3版、配布資料

授業の形式
教育機器の活用

講義（パソコン、プロジェクター、検査用具を使用）
回によっては、ミニワークやディスカッションを行う。

授業のキーワード 言語発達障害、精神発達遅滞、知的発達障害

授業の概要
及び到達目標

「精神発達遅滞」は知的発達の障害である。知的機能や適応機能に基づいて判
断されるが、その原因疾患は様々であり、その正しい診断が重要である。その診
断に基づき、早期に治療・療育・教育を行う必要がある。
支援を必要としている対象者が子どもの場合、その子の発達全般の客観的評価
を行い、現状の能力を知る必要がある。その結果を親や幼稚園や学校の先生な
ど子どもたちに関わる方たちと共有することも重要になる。
この授業では、以上の様なセラピーを実施するために必要な視点とアプローチ方
法について理解する。

講義計画・内容

１．発達の諸相①
２．発達の諸相②
３．非言語的コミュニケーション
４．事例検討①
５．事例検討②
６．事例検討③（幼児　評価・支援）
７．事例検討④（学童　知的能力　評価・支援）
８・事例検討⑤（ダウン症）
９．事例検討⑥
１０．事例検討⑦(知的障害)
１１．事例検討⑧（支援）
１２．事例検討⑨（支援）
１３．事例検討⑩（支援・療育）
１４．事例検討⑪（支援・療育）
１５．まとめ

対 象 学 生 1年生 履 修 学 期 

必修・選択の別 必修 授業回数

2022

学　   　　科 言語聴覚科 授業科目区分（基専）

授業科目名 言語発達障害Ⅰ（精神発達遅滞） 担  当  教  官  名



年度　京都医健専門学校　授業計画（シラバス）

専門

木村秀生

後期

15回

成績評価の方法 後期定期試験　１００％

担当教官から
履修に当たっての留意点

復習を行って下さい。

準備学習 授業前後には予習・復習を行うこと。

教科書・教材等 授業資料のみ

授業の形式
教育機器の活用

講義（パソコン，プロジェクター，検査機器など）

授業のキーワード 脳性麻痺

授業の概要
及び到達目標

脳性麻痺に伴う様々な障害を理解し評価訓練方法を習得する。
特に見ための「重度」にSTがとらわれず、児が潜在させているコミュニケーション
能力・知的能力を「客観的」に評価するための視点とアプローチ方法を理解する。

講義計画・内容

１．　脳性麻痺概論（臨床像）
２．　脳性麻痺概論（定義）
３．　脳性麻痺の定義を中心とした国試問題演習
４．　国試問題の続きと定形運動発達　について
５．　PVL/重症児臨床像とCom支援・国試問題
６．　肢体不自由児へのコミュケーション支援
７．　肢体不自由児へのコミュケーション支援続き
８．　AACについて
９．　シンボルコミュニケーション
１０．AAC国試問題・コミュケーションロボット
１１．インリアルについて
１２．インリアルについて
１３．国家試験問題
１４．ポジショニング・ハンドリング
１５．定期試験フイードバック

対 象 学 生 1年生 履 修 学 期 

必修・選択の別 必修 授業回数

2022

学　   　　科 言語聴覚科 授業科目区分（基専）

授業科目名 言語発達障害Ⅱ（脳性麻痺） 担  当  教  官  名



年度　京都医健専門学校　授業計画（シラバス）

専門

藤原百合

後期

15回

成績評価の方法 定期試験　90％　演習課題　10％

担当教官から
履修に当たっての留意点

受け身ではなく、自ら考える態度を養ってください。

準備学習 授業前後には予習・復習を行うこと

教科書・教材等 標準言語聴覚障害学第3版　発声発語障害学　藤田郁代監修　城本修　原由紀編集　医学書院

授業の形式
教育機器の活用

授業の形式：講義および演習             使用機器：  PC、プロジェクター、DVD

授業のキーワード 発話のメカニズム、発話の発達、機能性構音障害

授業の概要
及び到達目標

正常な発話のメカニズムや発達を理解し、構音障害を来す原因や関連要因につ
いて学ぶ。主に発達途上に起こる機能性構音障害について、鑑別診断、評価方
法、指導方法について学ぶ。また、実際の音声サンプルを用いて、評価・指導プ
ログラムの立案の演習を行う。

到達目標
　
・正常な発話のメカニズムを踏まえ、構音障害の概要について理解する。
・機能性構音障害に対する評価・指導を模擬的に実施できる。

講義計画・内容

１．　正常な発話のメカニズム
２．　話ことばの発達
３．　構音障害の原因、関連要因
４．　構音障害の評価
５．　特異な構音操作による誤り
６．　構音検査法
７．　構音評価演習
８．　構音指導法
９．　構音指導演習
１０．機器を用いた構音指導
１１．ケーススタディ（１）
１２．ケーススタディ（２）
１３．グループ演習
１４． グループ演習
１５． 全体のまとめ

対 象 学 生 1年 履 修 学 期 

必修・選択の別 必修 授業回数

2022

学　   　　科 言語聴覚科 授業科目区分（基専）

授業科目名 構音障害（機能性含む） 担  当  教  官  名



年度　京都医健専門学校　授業計画（シラバス）

専門基礎

小島　憲

後期

15回

成績評価の方法 定期試験

担当教官から
履修に当たっての留意点

国家試験合格を目的とした講義を行います

準備学習 授業前後には予習・復習を行うこと。

教科書・教材等 教科書：イラスト耳鼻咽喉科（文光堂）、教材；プリント、スライド等

授業の形式
教育機器の活用

講義（パソコン，プロジェクター，検査機器など）

授業のキーワード 耳鼻咽喉科学

授業の概要
及び到達目標

耳鼻咽喉科領域を耳／鼻／咽頭／喉頭／気管食道／音声言語の領域に分割
し、それぞれ解剖／生理／検査／疾患について講義を行う。言語聴覚士に必要
とされる、国家試験レベルの耳鼻咽喉科領域の知識習得を目的とする

講義計画・内容

１．耳科学領域の解剖と生理について
２．耳科学領域の検査について
３．耳科疾患の病態／検査／治療について
４．耳科疾患の病態／検査／治療について
５．耳科疾患の病態／検査／治療について
６．鼻科学領域の解剖／生理／検査について
７．鼻科疾患の病態／検査／治療について
８．鼻科疾患の病態／検査／治療について
９．鼻科疾患の病態／検査／治療について
１０．口腔咽頭科学領域について
１１．喉頭科学領域について
１２．気管食道科学領域について
１３．音声言語科学領域について
１４．音声言語科学領域について
１５．まとめ
　

対 象 学 生 1年生 履 修 学 期 

必修・選択の別 必修　 授業回数

2022

学　   　　科 言語聴覚科 授業科目区分（基専）

授業科目名 耳鼻咽喉科学 担  当  教  官  名



年度　京都医健専門学校　授業計画（シラバス）

専門基礎　

高井小織

後期　

15回

成績評価の方法
定期試験80％　授業内課題20％（出席率・授業内活動・小レポート・リフレクション等）

担当教官から
履修に当たっての留意点

＊復習・予習・質問等
復習・予習、また授業後の小レポートなどを具体的に課すので、丁寧に学習してく
ださい。また、積極的な質問を期待します。（基本的に、休み時間・授業後に受け
付けます）
幅広い視点、社会自立までの長い見通しをもち、聴覚障害のある子どもの発達を
理解し、支援していきたいと思っています。正しい知識理解と今日の様々な角度
からの課題をとらえ判断する力、暖かく継続的なまなざし等がこの科目の基礎に
必要であると思います。真摯な学習を期待いたします。

準備学習 授業前後には予習・復習を行うこと。

教科書・教材等

教科書：医学書院『聴覚障害学第3版』
参考書
「聴覚障害教育これまでとこれから」脇中起余子著　北大路書房
「教育オーディオロジーハンドブック」大沼直紀著・編　ジアース出版社

授業の形式
教育機器の活用

講義　PCとPP　資料などを活用
（基本的には講義ですが、グループ討議や双方向の活動を含みます）

授業のキーワード 聴覚障害　言語習得　言語運用　保護者支援

授業の概要
及び到達目標

【授業の概要】・聴覚障害が言語および社会性の発達にどのような影響を与える
かを具体的なシュミレーションや、動画・ゲストスピーカーなどを通して理解を促
す。
・また難聴発見から介入に必要な保護者のカウンセリング、幼児聴覚検査、補聴
器及び人工内耳等の適応とそれらを活用するための様々な療育・教育における
視点を解説する。
【到達目標】
・聴覚障害のある小児への基本的な検査法を理解し、結果を評価するとともに、
言語を中心にした幅の広い発達に対して支援・指導を提案することができるよう
にする。
・小児聴覚障害を正しく理解する。
・聴覚と言語の発達について、その課題や阻害要因を理解し、検査法・支援・指
導の方法論について理解する。

講義計画・内容

第１回　小児聴覚障害の理解に必要な基礎的知識Ⅰ
第２回　小児聴覚障害の理解に必要な基礎的知識Ⅱ
第３回　小児の聴覚障害の発見と鑑別Ⅰ
第４回　小児の聴覚障害の発見と鑑別Ⅱ
第５回　小児の言語・聴覚ハビリテーションⅠ
第６回　小児の言語・聴覚ハビリテーションⅡ
第７回　小児の聴覚活用への支援Ⅰ
第８回　小児の聴覚活用への支援Ⅱ
第９回　小児の言語習得への支援Ⅰ
第１０回　小児の言語習得への支援Ⅱ
第１１回　聴覚障害のある小児の社会自立までの見通しをもった支援・援助Ⅰ
第１２回　聴覚障害のある小児の社会自立までの見通しをもった支援・援助Ⅱ
第１３回　聴覚障害のある小児の保護者支援と療育・教育機関との連携Ⅰ
第１４回　聴覚障害のある小児の保護者支援と療育・教育機関との連携Ⅱ
第１５回　まとめと試験対策
　

対 象 学 生 1年 履 修 学 期 

必修・選択の別 必修　 授業回数

2022

学　   　　科 言語聴覚科 授業科目区分（基専）

授業科目名 小児聴覚障害Ⅰ 担  当  教  官  名



年度　授業計画（シラバス）年度　京都医健専門学校　授業計画（シラバス）

専門

岸田隆之

後期

15回

成績評価の方法 定期試験100%

担当教官から
履修に当たっての留意点

講義を通して学んだ成人聴覚障害への対応を臨床に結び付けて欲しい。質問は
随時受け付けます。

準備学習 授業前後には予習・復習を行うこと。

教科書・教材等
標準言語聴覚障害学 聴覚障害学（第2版）　医学書院
言語聴覚士のための聴覚障害学　医歯薬出版

授業の形式
教育機器の活用

講義
プロジェクター（パソコンは持参）

授業のキーワード 成人聴覚障害の評価　聴覚リハビリテーション　制度　盲ろう

授業の概要
及び到達目標

成人聴覚障害の実態やライフステージによる違い、コミュニケーション手段を知る
ことで成人聴覚障害の全体像が説明できる。
成人聴覚障害の聴覚・コミュニケーション・心理社会的側面の評価ができる。
成人聴覚障害に対するリハビリテーション内容計画することができる。
視覚聴覚二重障害についての実態とコミュニケーション手段を知ることで、視覚
聴覚二重障害の全体像を説明できる。
視覚聴覚二重障害への対応ができる。

実務者経験　：　1985年～2000年大阪府立身体障害者福祉センター附属病院耳
鼻咽喉科にて臨床検査、補聴器適合等
2017年～　神戸市障害者更生相談所補装具適合判定

講義計画・内容

第１回　聴覚障害のリハビリテーション概要
第２回　成人聴覚障害のリハビリテーション概要
第３回　成人聴覚障害の評価
第４回　成人聴覚障害者のコミュニケーション手段
第５回　成人聴覚障害の指導・支援
第６回　成人聴覚障害の指導・支援
第７回　難聴発症時期別の対応
第８回　聴覚保障機器（補聴器、人工内耳、補聴援助システム）
第９回　聴覚保障機器（補聴器、人工内耳、補聴援助システム）
第１０回　加齢性難聴と認知機能
第１１回　視覚聴覚二重障害者の実態、原因
第１２回　視覚聴覚二重障害者のコミュニケーション手段、対応
第１３回　一側性難聴、中枢性難聴、AN、APD、機能性難聴、重複障害
第１４回　情報保障、社会福祉制度（障害者総合支援法、補装具）
第１５回　まとめ

対 象 学 生 第1学年 履 修 学 期 

必修・選択の別 必修 授業回数

2022

学　   　　科 言語聴覚科 授業科目区分（基専）

授業科目名 成人聴覚障害（視覚聴覚二重障害含む） 担  当  教  官  名



年度　京都医健専門学校　授業計画（シラバス）

専門基礎

山口陽介

後期

１５回

成績評価の方法 定期試験　100％　　　

担当教官から
履修に当たっての留意点

生涯発達心理学という分野の中でも乳児～学童期の時期は、身体や精神の発達において土台となる最重要な
発達が促される時期です。専門科目ではないと思いますが、知識だけの学びではなく、自分の体験として幅を広
げていく学びに繋がればと思います。資料のみではなく板書での説明も多いので、適宜メモしてください。

準備学習 授業前後には予習・復習を行うこと。

教科書・教材等 配布資料、講義中に板書した内容

授業の形式
教育機器の活用

講義（パソコン，プロジェクター，検査機器など）

授業のキーワード 　エリクソン　発達課題　

授業の概要
及び到達目標

生涯発達心理学における、乳児期～学童期の身体、心の発達を概観していきま
す。2年生の前期から始まる青年期に繋がる土台の時期でもあり、発達心理学に
おける重要なトピックが多い領域でもあり、国試に出題される大部分を占める範
囲でもあるので重点的に学ぶ必要があります。エリクソンの発達段階を下地に、
系統的な理解を目指します。

講義計画・内容

１．オリエンテーション
２．発達における遺伝と環境
３．知能の発達
４．胎児、新生児の身体および脳の発達
５．自己感の発達
６．アタッチメントと母子関係
７．乳児期のつまずき
８．幼児期の身体機能
９．幼児期の関係の発達
１０．幼児期のつまずき
１１．児童期の遊び
１２．社会性の発達
１３．学校適応と発達的つまずき
１４．講義内容のまとめ
１５．まとめ

対 象 学 生 １年生 履 修 学 期 

必修・選択の別 必修 授業回数

2022

学　   　　科 言語聴覚科 授業科目区分（基専）

授業科目名 生涯発達心理学Ⅰ 担  当  教  官  名



2022年度　京都医健専門学校　授業計画（シラバス）

専門基礎

岡野　高之

後期

15回

成績評価の方法 定期試験１００％　

担当教官から
履修に当たっての留意点

専門用語に圧倒されず、各事項を関連付けて理解するようにしてください。

準備学習 授業前後には予習・復習を行うこと。

教科書・教材等 標準言語聴覚障害学　聴覚障害学　(第2版)　監修：藤田　郁代　医学書院

授業の形式
教育機器の活用

講義（パソコン，プロジェクター，検査機器など）

授業のキーワード 聴覚伝導路の解剖と生理、難聴の病態、側頭骨内の関連する組織の構造と機能

授業の概要
及び到達目標

聴覚伝導路の解剖と生理、難聴の病態、側頭骨内の関連する組織の構造と機能
を理解し、その説明ができる。
難聴の病態を理解したうえで、診断に必要な検査を説明できる。

講義計画・内容

１．聴覚Introduction
２．外耳・中耳の構造と機能
３．内耳の構造と機能
４．側頭骨周囲の構造と機能
５．内耳道と中枢の聴覚伝導路
６．音の伝達と増幅
７．聴覚機能検査
８．聴覚系のその他の検査
９．中耳・外耳疾患とその治療
１０．内耳疾患とその治療
１１．後迷路性難聴
１２．聞こえと医学
１３．小児難聴①
１４．小児難聴②
１５．試験
１６．試験解説

対 象 学 生 第一学年 履 修 学 期 

必修・選択の別 必修 授業回数

学　   　　科 言語聴覚科 授業科目区分（基専）

授業科目名 聴覚系の構造・機能・病態 担  当  教  官  名



2022年度　京都医健専門学校　授業計画（シラバス）

専門基礎分野

古田功士

後期

15コマ

成績評価の方法 科目修了試験70％、音声の音響分析レポート30％

担当教官から
履修に当たっての留意点

音声学や音響学、音韻論的な知識や聴覚の解剖生理など、聴覚心理を学ぶ上で必要な
基礎についてもなるべく復習しながら、より興味深い理解につながるよう取り組みたいと思
います。

準備学習 授業前後には予習・復習を行うこと。

教科書・教材等
言語聴覚士テキスト第3版の当該のページ。（参考書籍としては、音声学、音響学
で使用した教材をお持ちください。）

授業の形式
教育機器の活用

講義・演習　　　（パソコン，プロジェクター，検査機器など）

授業のキーワード サウンドスペクトログラム、聴覚　ラウドネス　聴覚フィルター　Phon　Sone　Mel

授業の概要
及び到達目標

序盤は音響学からの流れで、母音や子音として知覚される音声は、どのような音響特性を
持っているかについて、サウンドスペクトログラムから読み取る。続いて、聴覚について、
耳鼻咽喉科学などの講義にて学習した聴覚の基本的な解剖生理の上に、本講義では音
に対するヒトの心理という点を学ぶ。音声として認識される音波がどのようなものであり、
それの入り口となる聴覚がどのような特性を持つのかについて、その基本的な内容を理
解することを目標とする。【実務経験】言語聴覚士として病院にて成人（高齢者含む）の言
語障害や発声発語障害のリハビリテーションに10年以上従事。また養成校における音声
言語関係の講師としても５年以上の経験を持つ。

講義計画・内容

１．　音声の音響特性と知覚（母音）
２．　音声の音響特性と知覚（閉鎖音）
３．　音声の音響特性と知覚（摩擦音、鼻音）
４．　音声の音響特性と知覚（総括）
５．　音声の音響分析（実習）
６．　音声の音響分析（実習）
７．　聴覚の基本的な構造生理について
８．　閾値、最小可聴値について
９．　大きさ、ラウドネスについて
１０．高さ、音色について
１１．弁別閾値、極短波などについて
１２．マスキング、臨界帯域幅について
１３．両耳の聞こえ、環境と聴覚について
１４．高齢者の聴覚について
１５．まとめ

対 象 学 生 第1学年 履 修 学 期 

必修・選択の別 必須 授業回数

学　   　　科 言語聴覚科 授業科目区分（基専）

授業科目名 聴覚心理学 担  当  教  官  名



年度　京都医健専門学校　授業計画（シラバス）

専門

佐藤愛子

後期

15

成績評価の方法 定期試験９０％＋平常点（出席率、実技練習への姿勢や受講態度、小テスト）10％　　

担当教官から
履修に当たっての留意点

聴力検査の目的、検査結果から難聴の程度やタイプを読み取る力をつけ、難聴患者様への必要な支
援がどういったものなのかということをまずはご自身でしっかりと考え、理解していだきたいです。
マスキングについては、計算から正確な検査ができているかということを確かめられるように、練習問
題を繰り返し行っていきます。実技については「習うより慣れろ」精神で積極的に自分からどんどん検
査機器に触れてください。検査は最初が肝心です。不明な点があれば、自分たちで解決しようとせ
ず、講師に確認してください。

準備学習 復習プリントを適宜配布します。復習をしっかり行ってください。

教科書・教材等 南山堂　日本聴覚医学会編　『聴力検査の実際』

授業の形式
教育機器の活用

講義（教室にて：パソコン，プロジェクター）
実技(聴力検査室、言語訓練室：聴力検査機器)

授業のキーワード 聴力検査・聴覚障害

授業の概要
及び到達目標

言語聴覚士にとって必要な聴覚検査について、目的、方法、手順を学ぶ。
純音聴力検査、語音聴力検査、乳幼児聴力検査、自記オージオメトリ、インピーダンスオージオメトリ
については方法、手順を習熟できることを目指す。
検査を理解し、検者に必要とされる心構え、被検者への配慮を自ら考え実践できるように、実技の練
習時間を多く設け、臨床現場でのSTとしての基礎を学ぶ。

●各検査の目的、意義、適応を理解する
●方法、手順については実技を行うことで深く理解する
●検査結果を読み取り、聴覚障害者に対してのSTとしての必要な支援を考える
●純音聴力検査のマスキングについてはマスキング量の計算からプラトー法まで理解できるように取
り組む
●検査する側、される側の両方を経験することで検査者としての心構えを学ぶ

講義計画・内容

１：聴力検査を学ぶ上で必要となる聴覚の基礎
２：純音聴力検査について
３：陰影聴取・純音聴力検査実施におけるマスキングについて
４：純音聴力検査（実技）
５：気道、骨導検査時のマスキング・プラトー法について
６：純音聴力検査（実技）
７：純音聴力検査のマスキング・語音聴力検査
８：語音聴力検査(実技含む)
９：乳幼児聴力検査
10：語音聴力検査・乳幼児聴力検査（実技）
11：自分の声の大きさを知る（演習）
12：特殊検査について
13：他覚的聴力検査について①
14：他覚的聴力検査について②
15：まとめ

対 象 学 生 第１学年 履 修 学 期 

必修・選択の別 必修 授業回数

2022

学　   　　科 言語聴覚科 授業科目区分（基専）

授業科目名 聴力検査 担  当  教  官  名



年度 　京都医健専門学校　授業計画（シラバス）

専門基礎

杉山文枝

後期

15回

成績評価の方法 定期試験 100％

担当教官から
履修に当たっての留意点

分からないことは、すぐに質問してください。

準備学習 授業前後には予習・復習を行うこと。

教科書・教材等 臨床歯科学・口腔外科学

授業の形式
教育機器の活用

講義（教科書、プリント、ホワイトボードなど）

授業のキーワード 口腔、歯

授業の概要
及び到達目標

教科書と、プリントと、板書で講義を行います。
発話に関連する異常と治療時期などを発生学と関連付けて学習したいと思いま
す。
加齢による口腔内の変化なども学習します。
教科書は、大変難しいので、講義をよく聞いてください。

講義計画・内容

１．　口腔について。
２．　歯の種類、数、について。
３．　歯と顔面の発生について。
４．　歯の萌出時期。
５．　歯数の異常。
６．　唇裂、口蓋裂について。
７．　唇顎口蓋裂の治療時期について。
８．  軟組織の病変
９．　軟組織の病変
１０．加齢による口腔の変化
１１．顎関節症
１２．顎関節症
１３．総復習
１４．まとめ
１５．解説

対 象 学 生 1年 履 修 学 期 

必修・選択の別 必須 授業回数

2022

学　   　　科 言語聴覚科 授業科目区分（基専）

授業科目名 臨床歯科・口腔外科学 担  当  教  官  名



2022 年度　京都医健専門学校　授業計画（シラバス）

専門基礎

上松幸一

後期

15回

担当教官から
履修に当たっての留意点

①20分未満の遅れの場合は遅刻扱いとなること。②20分以上の遅れの場合は欠
席扱いとなること。③２０分以上遅刻をし、欠席扱いとなっても、しっかりと残りの
講義を聴講すること。④出欠席は必ず総授業時間数の3分の２以上すること、出
席回数が3分の２に達しない者は本試験の受験資格を失う

教科書・教材等 教科書は特に使用しない。適宜、資料を配布する。

授業の形式
教育機器の活用

講義　（パソコン，プロジェクターなど）

成績評価の方法 本試験の成績により評価を行う

12・家族に視点を当てた対応　　家族療法と家族面接・観察
13・ソーシャルスキルトレーニングについて　認知・行動療法と集団療法
14・支援者支援について
15・まとめと試験について

準備学習
授業前後には予習・復習を行うこと。特に、聴講した内容は、その日のうちに振り返りをし
ておくこと。

６・医療機関と福祉機関のコラボ　　①統合失調症・気分障害
７・医療機関と福祉機関のコラボ　　②パーソナリティ障害・強迫性障害
８・医療機関と福祉機関のコラボ　　③自殺対策・摂食障害
９・保健機関と福祉機関のコラボ　　子育て不安など
10・教育機関と福祉機関のコラボ　　不登校・引きこもり、学級崩壊
11・実際の心理アセスメントについて　心理検査を中心に

授業のキーワード 臨床心理学

授業の概要
及び到達目標

臨床心理学の応用編として、福祉臨床の現場を中心として、さまざまな機関との
コラボレーションから理解する心理臨床の現状について講義を行う。心理的援助
について学習し、様々な問題に対応できるようになることを目指す。なお、この講
義は、長年児童福祉臨床で勤務し、さまざまな関係機関と連携を行ってきた臨床
心理士の実務経験に基づいたものである。

講義計画・内容

１・オリエンテーション　心理臨床の現場　見立てや診断について
２・福祉機関における心理臨床の現場　①発達障害・知的障害
３・福祉機関における心理臨床の現場　②児童虐待によるトラウマ・PTSD①
４・福祉機関における心理臨床の現場　③児童虐待によるトラウマ・PTSD②
５・福祉機関における心理臨床の現場　④DV・性的被害

対 象 学 生 1年生 履 修 学 期 

必修・選択の別 必修 授業回数

学　   　　科 言語聴覚科 授業科目区分（基専）

授業科目名 臨床心理学Ⅱ 担  当  教  官  名



年度　京都医健専門学校　授業計画（シラバス）

専門基礎

木下彩栄

後期

15回

成績評価の方法 期末試験にて評価する。60点以上を合格とする。

担当教官から
履修に当たっての留意点

前期の神経解剖の復習をすること。授業においてしっかりと理解、記憶に努める
こと。

準備学習 授業前後には予習・復習を行うこと。

教科書・教材等
参考書：病気がみえる vol 7 脳・神経　第２版　2017年　メディックメディア
各回の授業において資料を配布する

授業の形式
教育機器の活用

講義（パソコン，プロジェクター，検査機器など）

授業のキーワード 神経系、神経・筋疾患

授業の概要
及び到達目標

言語聴覚士として必要な神経系の構造・機能・病態についての知識をもとに、神
経疾患における症状、診断、治療、機能予後についての知識を修得する。

講義計画・内容

１．高次脳機能とその障害
２．高次脳機能とその障害
３．高次脳機能とその障害　（血管支配と症状、失語など国家試験に出る部分を　中心に）
４．脳血管障害
５．認知症関連疾患　（AD, VaD, DLB, FTLD、tauopathy, iNPH）
６．アルツハイマー病（ビデオ学習）
７．パーキンソン病関連疾患（PD, DLB, 薬剤性、血管性）
８．脊髄小脳変性症、運動ニューロン病(ALS, SMA)
９．頭痛　めまい　一般内科疾患に伴う神経症状
１０．脱髄性疾患（MS, ADEM, NMO）、神経感染症（脳炎、脊髄炎、prion病）
１１．てんかん（松橋先生）
１２．神経筋疾患（松橋先生）
１３．頭部外傷　（峰晴先生）
１４．脳腫瘍　（峰晴先生）
１５．まとめ

対 象 学 生 1年 履 修 学 期 

必修・選択の別 必修 授業回数

2021

学　   　　科 言語聴覚科 授業科目区分（基専）

授業科目名 臨床神経学 担  当  教  官  名



年度　京都医健専門学校　授業計画（シラバス）

専門

山下 明宏　他

後期

23回

成績評価の方法 定期試験 100％

担当教官から
履修に当たっての留意点

後期は教科書を中心とした座学と、実習形式の授業となります。
前期講義の復習をして後期講義に取り組んでください。

準備学習 授業前後には予習・復習を行うこと。

教科書・教材等 「摂食嚥下リハビリテーション」医歯薬出版　才藤栄一監修

授業の形式
教育機器の活用

講義・演習　（パソコン，プロジェクター，検査機器など）

授業のキーワード 　摂食嚥下障害　病態　評価　治療

授業の概要
及び到達目標

摂食嚥下障害の病態・評価・治療などについて、実技も取り入れながら実施して
いく。前期で学んだ基礎知識をもとに嚥下障害の症状から評価法を実施できる。

　 ＜  到達目標   ＞
摂食嚥下障害の病態・評価・治療について理解し説明ができる。
評価訓練を模擬的に実施できる。

講義計画・内容

１．　前期復習
２．　脳血管障害の摂食嚥下障害
３．　外傷・神経疾患の摂食嚥下障害
４．　その他の問題に伴う摂食嚥下障害
５．　嚥下障害の評価法①（スクリーニング検査）
６．　嚥下障害の評価法②（スクリーニング検査）
７．　嚥下障害の評価法③（MASA）
８．　嚥下障害の訓練法①
９．　嚥下障害の訓練法②
１０．嚥下障害の訓練法③
１１．嚥下内視鏡検査
１２．嚥下造影検査
１３．摂食嚥下の検査
１４．摂食嚥下の検査
１５．間接訓練
１６．直接訓練
１７．姿勢と代償法
１８．姿勢と代償法
１９．口腔ケア
２０．手術・気管切開・吸引
２１．嚥下調整食について
２２．  復習
２３．  まとめ

対 象 学 生 1年 履 修 学 期 

必修・選択の別 必修 授業回数

2022

学　   　　科 言語聴覚科 授業科目区分（基専）

授業科目名 嚥下障害Ⅰ（治療学） 担  当  教  官  名



年度　京都医健専門学校　授業計画（シラバス）

専門

木村奈緒   他

後期

15回

成績評価の方法 定期試験１００％

担当教官から
履修に当たっての留意点

復習をしっかり行ってください。

準備学習 授業前後には予習・復習を行うこと。

教科書・教材等 現代リハビリテーション医学　改訂第4版　金原出版株式会社

授業の形式
教育機器の活用

講義（パソコン，プロジェクター，検査機器など）

授業のキーワード リハビリテーション医学、　医学的リハビリテーション

授業の概要
及び到達目標

リハビリテーションの理念と基本原則を理解し、更に医学的リハビリテーションの
現状について理解を深めるための知識を習得する。

講義計画・内容

１．リハビリテーション医学とは（木村奈緒）
２．検査と評価（木村奈緒）
３．地域リハビリテーション論（武澤信夫先生）
４．脳卒中リハビリテーション　（武澤信夫先生）
５・リハビリテーション概論１（冨田素子先生）
６．リハビリテーション概論２（冨田素子先生）
７．神経筋疾患リハビリテーション　（武澤信夫先生）
８．高次脳機能障害リハビリテーション　（武澤信夫先生）
９．言語聴覚障害者へのリハビリテーション１（井上重洋先生）
１０．リハビリテーション概論３（冨田素子先生）
１１．リハビリテーション概論４（冨田素子先生）
１２．言語聴覚障害者へのリハビリテーション２（井上重洋先生）
１３．姿勢と機能とこころの関係１（家森百合子先生）
１４．姿勢と機能とこころの関係２（家森百合子先生）
１５．全体まとめ（木村奈緒）

対 象 学 生 1年生 履 修 学 期 

必修・選択の別 必修 授業回数

2022

学　   　　科 言語聴覚科 授業科目区分（基専）

授業科目名 リハビリテーション医学 担  当  教  官  名



年度　京都医健専門学校　授業計画（シラバス）

専門

木村　奈緒

後期

23回

成績評価の方法 定期試験100%

担当教官から
履修に当たっての留意点

失語症学Ⅰで学んだ知識をもとに、評価・診断を行っていきます。最終的に総合
的失語症検査が実施できその結果をもとに評価できるよう、授業時間以外の時
間も使って内容の確認が必要です。

準備学習 検査用具を用いての練習

教科書・教材等

標準言語聴覚障害学　失語症学　第3版　藤田郁代ｼﾘｰｽﾞ監修　医学書院
標準失語症検査ﾏﾆｭｱﾙ改訂第2版　日本高次脳機能障害学会編　新興医学出
版社

授業の形式
教育機器の活用

パソコン，プロジェクター，検査機器など

授業のキーワード 失語症　評価　検査　言語病理学的診断

授業の概要
及び到達目標

概要：失語症学Ⅰで学んだ失語症の定義、症状や症候群の理解を踏まえ、評
価・診断を正確にすることが出来るよう、実際の検査も演習形式にて行いつつ説
明する。
実務者経験：一般病院で28年間、急性期から維持期にわたって失語症・高次脳
機能障害・嚥下障害・構音障害に対するリハビリテーションに携わった。
到達目標：①失語症状を評価し、言語病理学的診断が出来るようになる。
②評価・診断のために必要な検査を行うことができるようになる。

講義計画・内容

１．はじめに　評価・診断
２．スクリーニング検査　総合的失語症検査（SLTA）
３．情報収集　インテーク面接
４．SLTA（標準失語症検査）
５．評価１（ＳＬＴＡ）
６．SLTA（標準失語症検査）
７．評価２（ＳＬＴＡ）
８．評価３（ＳＬＴＡ）
９．失語症候群　総合的失語症検査（WAB失語症検査／失語症鑑別診断検査）
10．評価４（SLTA）
11．評価５（WAB失語症検査　失語症鑑別診断検査　SLTA-ST）
12．認知神経心理学の情報処理モデル１
13．認知神経心理学の情報処理モデル２　失語症語彙検査／SALA
14．評価６（失語症語彙検査（TLPA）／SALA失語症検査）
15．ICFと失語症　CADL／重度失語症検査
16．その他の検査（標準抽象語理解力検査　語音弁別検査　モーラ分解・抽出検査など）
17．構文　失語症構文検査／トークンテスト／SLTAーST
18．評価７（失語症構文検査（STA）／トークンテスト／SLTAーST）
19．評価８（CADL／重度失語症検査）
20．言語治療方針の決定
２1．評価サマリーの作成１
22．評価サマリーの作成２
23・全体まとめ

対 象 学 生 1年生 履 修 学 期 

必修・選択の別 必須 授業回数

2022

学　   　　科 言語聴覚科 授業科目区分（基専）

授業科目名 失語症学Ⅱ 担  当  教  官  名


