2019年度 高知ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ専門職大学 出張講義テーマ一覧
No

講義テーマ

1 言語聴覚士の仕事

内容
言語聴覚障害（摂食嚥下障害を含む）
の種類と特徴について概説し, ついで言
語聴覚士紹介用ビデオを用い, 言語聴覚
士がどのような現場で, それぞれの言語
聴覚障害児・者をどのように支援し指導し
ているかを紹介する。
くわえて言語聴覚士の養成制度の歴史
と現状, そこで学ぶ言語聴覚障害学の学
問領域について述べる。
さらに, いわゆる動物の言語と本質的に
異なるヒトの言語の特徴に触れ, コミュニ
ケーションの本質について考えたい。

英語の文法って暗記ばかりで面白くない
と思ってませんか。もし皆さんが自分で
ルールを発見して、自分なりの文法ルー
ルを作ることができるとしたらどうでしょう
か。実は文法はとても生き生きとしていて
2 自分で見つける英文法 皆さんと触れ合うことを待っているかもし
れません。このワークショップでは、皆さん
が文法を発見する主役となる文法学習に
実験的に挑戦したいと思います。

皆さんは英語の発音で悩んでいたり、仕
方がないとあきらめていないでしょうか。こ
のワークショップでは、英語と日本語の間
にある音声とリズムの基本的な違いを理
ジャパニーズ・イング 解することで発音改善を目指します。二つ
3 リッシュよ、さようなら― の言語の音声的特徴を身体的に理解す
英語の発音訓練講座 ることで、英語発音のイメージができ
る、、、かもしれません。英語の発音に興
味がある、あるいは改善したい人歓迎し
ます。

4

5

余りのある割り算と公
開鍵暗号の仕組み

非言語的コミュニケー
ションの重要性

セキュリティの基盤技術、ＲＳＡ暗号を小さ
な実例で解説します。暗号の強さの元と
なる素因数分解に焦点を当てるのではな
く、小学生以来馴染みのある、余りのある
割り算の性質が巧みに使われていること
を説明します。
「非言語的コミュニケーション」とは、ジェス
チャー、髪型や服装、姿勢や態度、表情、
声のトーンなどのことを指します。コミュニ
ケーションを行う時、人の印象は“見かけ
が９割”などと言われ、この「見かけ」が
「非言語的コミュニケーション」にあてはま
ります。初めて出会う（受験の面接等）相
手に、より満足感や安心感を伝え、信頼し
てもらうためにも、「非言語的なコミュニ
ケーション」能力を味方につけることをお
勧めいたします。

1

専攻
職名

担当教員

言語聴覚学
教授

博士（歯学）
言語聴覚士
武内 和弘

言語聴覚学
教授

博士（学術）
玉井健

言語聴覚学
教授

博士（学術）
玉井健

言語聴覚学
教授

博士（学術）
竹島 卓

言語聴覚学
専攻長
准教授

学士（社会学）
言語聴覚士
石川裕治

No

講義テーマ

内容

保育士、幼稚園や小学校の教諭、看護師
など様々な職種の方々が子どもにかかわ
る職種に従事されています。実は言語聴
子どもにかかわる
6 職種としての言語聴覚 覚士という仕事も子どもに直接かかわる
仕事です。実際にどのようなことを行うの
士
かについて、説明したいと思います。

7 ことばの発達

みなさん、赤ちゃんの時「オンギャー」と産
声をあげ産まれ、今では、楽しく友達とお
しゃべりしていると思います。知らない間
に、たくさんの語彙や文法が身について
います。ことばの発達について、どのよう
に身についてきたのか色々研究されてい
ます。その謎を学んでみませんか。

コミュニケーション能力は、社会で生きて
いく上で人と関わり合い分かち合うために
必要なものです。そのコミュニケーション
能力の高い人は、言葉が巧に出てくるだ
8 コミュニケーション能力 けでなく、その他の特徴があります。これ
から人づきあいが上手になるために、コ
ミュニケーション能力について一緒に考え
てみましょう。

9 ことばを心で聴く

10

11

コンピュータの最低限
の利用方法について

作業療法の『作業』が
生み出す成果

普段、あらゆる場所で耳にする「ことば」
はどこで聴いているのだろうか。「心に響く
ことば」などといった使い方も耳にするた
め、ことばは「心」で聴いているのだろう
か。そうだとすると「心」はどこにあるのだ
ろうか。ということもふまえ、これから「こと
ば」を発するとき、聴くときにお役に立てる
ような内容をお話させていただきたいと思
います。
現在の情報化社会においてコンピュータ
の最低限の利用技術は仕事面のみなら
ず社会的・経済的にも大きな格差を生み
出す。情報化社会に積極的に参加するス
タートライン、また、正しく情報を再利用・
共有するための基礎を学びます。
リハビリテーションにおける作業療法が用
いる介入方法である『作業』が医療に於け
る治療法と大きく異なっている事を説明す
る。そして、対象者自身が行う「行為者自
身に意味のある活動」が対象者の健康の
再構築にとって必須であることを模擬的な
「作業」を通して体験する。

各種の役割は、人生で不断に直面する各
種の課題と表裏一体の関係にある。その
表裏一体となった課題の実施と役割の遂
行により、健康が保たれ、次の人生の課
課題と役割が健康を呼 題に向かうエネルギー源となっていること
12
ぶ
を主にエリクソンの人生課題に沿って示し
ながら作業療法の介入方法の特徴と有効
性を説明する。

2

専攻
職名

担当教員

言語聴覚学
准教授

修士（教育学）
言語聴覚士
稲田勤

言語聴覚学
講師

修士（医科学）
言語聴覚士
吉村知佐子

言語聴覚学
講師

修士（医科学）
言語聴覚士
吉村知佐子

言語聴覚学
講師

修士（医科学）
言語聴覚士
光内梨佐

言語聴覚学
講師

修士（工学）
高地 正音

作業療法学
教授

修士（理学）
作業療法士
清水 一

作業療法学
教授

修士（理学）
作業療法士
清水 一

No

講義テーマ

内容

安全にスポーツを楽しみたい。スポーツの
試合で勝ちたい。いろんな思いでスポーツ
をしますが、ケガや故障をしては台無しに
スポーツ障害を防ぐ方 なります。日本オリンピック委員会強化ス
13
法を学ぶ
タッフの経験から誰でもできる予防法を教
えます。
大手のスポーツメーカーの研究所では、
足に合った最適なスポーツシューズを研
足と靴の正しい知識を 究をしています。それなのに、なぜスポー
14
ツシューズは毎年のようにモデルチェンジ
学ぶ
をするのでしょうか。この疑問に答えま
す。
ウォーキングシューズを買うとき。カジュア
ルシューズを買うとき。ヒールのある靴を
目的に合った靴を選ぶ 買うとき。それぞれ目的に応じた靴の選び
15
方がありますが知っていますか？ 靴の
方法を学ぶ
選び方を学びましょう。
「バランス能力」はという言葉はよく耳に
しますが、あなたは自分のバランス能力
バランス能力を可視化 を見たことがありますか？ バランス能力
16
の可視化により、バラン能力についての
する
正しい知識を学びましょう。
現代は車社会の浸透、コンピュータ、携帯
電話などの利用により、現代人は自ら歩く
機会を減少させています。この事態を懸
念するかのように、世界保健機構( WHO )
は２１世紀を“骨と関節の世紀”と位置づ
けています。
骨の病気のメカニズムを解明するために
17 骨のバイオサイエンス は正常の状態において骨芽細胞と破骨
細胞の機能がどのようにスイッチオン、オ
フされ、骨のリモデリングが維持されるか
を分子レベルで解明する必要がある。
今日はこれまでのこれらの知見をわかり
やすく提供して、お話したいと思います。

18 脳の早とちり

19 生活の中の記憶

注意は生活の色々なところに影響してい
ます。学習やスポーツ、生活上の失敗な
どに注意が関係しています。人は気にな
るものに自然と注意を向けます。また注
意は時間や量、注意する範囲なども影響
します。注意の特性について、色々と体験
しながら、脳の特性について説明します。
実は記憶には色々な種類があります。忘
れ易い記憶と忘れない記憶、生活に困る
記憶などです。また、沢山覚えることも重
要でしょうが、折角覚えたことをちゃんと思
い出すことがもっと重要です。それには上
手く出来る方法があります。少し工夫する
と記憶力が良くなります。講義ではその方
法を体験していただきながら、記憶につい
て説明します。

3

専攻
職名

担当教員

作業療法学
教授

博士（工学）
辻 博明

作業療法学
教授

博士（工学）
辻 博明

作業療法学
教授

博士（工学）
辻 博明

作業療法学
教授

博士（工学）
辻 博明

作業療法学
教授

博士（保健学）
高野康夫

作業療法学
助教

修士（文学）
作業療法士
石元美知子

作業療法学
助教

修士（文学）
作業療法士
石元美知子

No

講義テーマ

内容

人は誰でも、他の人と、「いい関係でいた
い」と思っています。決して、他の人との
関わりでストレスを抱えたいとは思ってい
ません。よりよい対人関係を築く基本は、
自分自身を知ることです。自分自身の長
所や短所が見えてくると、周りにいる人た
ちのことも少しずつ理解できるものです。
自分を知ろう
エゴグラムを使うと、自分の行動や発言を
20
～エゴグラムの実践～ 客観的に見ることができます。自分が今
まで他人を判断していたように、自分自身
は「わがまま」なのか「頑固」なのか「お
せっかい」なのかを判断し、本当の自分を
知ることによって、よりよい人間関係を築く
ための足がかりになればと思います。
高齢化や病気・けがなどで身体機能が衰
えても、住み慣れた地域や自宅で、そこに
住む人々や家族と共に、一生安全に、い
作業療法士が教える住 きいきとした生活を続けられることは、普
宅に潜む危険 ～ポイ 通の事です。しかし、意外に家の中は危
21
ントと対策～
険がいっぱいということを知っていただい
て、その危険を避けるためにはどうすれ
ばいいのか？ということを簡単にお話しし
たいと思います。
認知症のある人は、毎日の暮らしの中で
困っていることが、いろいろあります。「や
りたいこと」と「やれること」や「周囲の期
待」と「本人の力量」のギャップが大きく
認知症の人が安心して て、思うようにできなくなるためです。でき
22 暮らせるためのポイン ることが増えると、困ることが減って笑顔
になります。認知症のある人も、周りの人
ト
たちも、毎日安心して暮らすことができる
ための対応のポイントについて、解説しま
す。
作業療法は，「作業」を治療的に使いま
す．毎日なにげなく行っている「作業」が，
心や体にどう役に立っているのでしょう
か．
病気や怪我に対する効果はもちろんです
が，気分や自信，記憶力，勉強，健康，寿
23 「作業」の効果について 命にも…？
いろいろな「作業」の効果について，紹介
をしてみたいと思います．そこから心と
体，生活とのつながりを知ることができる
と思います．
２０２５年問題にも取り上げられている人
口減少に伴い、労働人口の減少と高齢者
人口の増加による年金問題や介護保険
料増加などの社会問題が多く認められま
す。その問題に対する解決策の一つに高
齢者が地域で元気に生活をすることに
地域の高齢者が元気 よって、医療費・介護保険費などの削減に
24 に生活を続けられるコ 貢献できるとされています。そこで、リハビ
ツ
リテーション専門職として、高齢者が住み
なれた地域で元気に生活を続けるコツを
生活のリハビリテーションを得意とする作
業療法士の視点からお話したいと思いま
す。

4

専攻
職名

担当教員

作業療法学
講師

修士（社会福祉学）
作業療法士
大塚 貴英

作業療法学
講師

修士（社会福祉学）
作業療法士
大塚 貴英

作業療法学
講師

修士（社会福祉学）
作業療法士
平松真奈美

作業療法学
助教

修士（社会福祉学）
作業療法士
笹村 聡

作業療法学
助教

修士（医学）
作業療法士
有光 一樹

No

講義テーマ

内容

運動が苦手、不器用で鉛筆がうまく使え
ない、着替えや片付けなど身の回りのこと
がうまくできないなど、様々な苦手さをもっ
た子どもたちがいます。
特別支援教育における 作業療法士が保育園や学校と関わる際、
25
作業療法士の関わり どのように評価して手だてを考えていくの
か、など、特別支援教育に関わる作業療
法士の役割についてご説明します。
みなさんは友達が落ち込んでいたらどうし
ますか。声をかけたり、励ましたり、一緒
にゲームをしたり、ご飯を食べたり・・・とき
には黙ってそばにいる人もいるでしょう。
それらはすべて「作業」です。友達は、あ
なたと一緒に「作業」をすることで、また元
「心」と「体」を元気にす 気になるかもしれません。「作業」には大
26
きな力があります。
る「作業」
作業療法という仕事は、心や体の調子が
悪い人に「作業」で元気になってもらう仕
事です。「作業で元気になる」を一緒に考
えてみましょう。

暮らしに活かすリハビ
リテーション学
高齢者の地域（在宅）
27
ケアを「ＱＯＬ（生活の
質）」の視点から考える

28

【模擬義足の体験】義
足歩行の実際を知る

リハビリテーションの理念，高齢社会と高
齢者（要介護者）の生活の現状を理解し
て，これからの地域（在宅）ケアの役割（あ
り方）を「ＱＯＬ（生活の質）」の視点から探
り．高齢社会を生きる者として共に考えた
い．

義肢(義手・義足)や装具はリハビリテー
ション医療において、よく用いられる用語
であり、これは失われた身体の機能を補
うことにより日常生活や就学、就労などの
社会参加を支援することを目的に処方・
給付されるものであります。切断者(手足
の1部が切離された者)に対するリハビリ
テーションでは、例え、どのような悪条件
の切断者であっても、できる限り義足装着
の可能性を追求し、最短期間で最高レベ
ルの日常生活の活動が獲得できるように
します。そのため、理学療法士が果す役
割は極めて重要であり、切断者の入院か
ら退院後の生活まで生涯にわたり責任を
負うと言えます。この役割を果すためには
義足に関する知識を学び、義足の可能性
と限界を理解し切断者の身体機能評価に
基づいた適切な理学療法が実施できなけ
ればなりません。その学習方法のツール
として模擬義足を用いた義足歩行体験学
習を実施しています。モーターやエンジン
など動力装置は使用されていないのに、
なぜ歩けるのか？また、義足のコントロー
ルの方法や正常な歩行との足の筋の使
い方の違い、歩くことやバランスをとること
の難しさなどについて解説します。

5

専攻
職名

担当教員

作業療法学
講師

修士（教育学）
作業療法士
篠田 かおり

作業療法学
専攻長
准教授

博士（学術）
作業療法士
辻美和

学長
教授

博士（介護福祉・
ケアマネジメント学）
理学療法士
小嶋 裕

理学療法学
准教授

理学療法士
濱田 和範

No

講義テーマ

29 組織の管理・運営

内容
組織とは何か、組織構成員のモチベー
ションを向上させる方法、物的・経済的管
理、ストレス、ハラスメント対応、接遇等に
ついてのノウハウを提供する。

発災からの基本的対応をフェーズごとに
提示するとともに、リハビリテーション専門
職としての行動について考える。また、避
30 災害リハビリテーション 難所の運営のノウハウをＨＵＧを使用して
理解してゆく。
ヒトは倒れることなく、どうして2本足で立
ち続けることができるのでしょうか？講義
人間が2本足で立つ仕 では、実際に身体の動きを通して、バラン
31
スを保つメカニズムについてわかりやすく
組み
お話しいたします。

32 記憶のトレーニング

33 心臓の役割を知る

34

35

理学療法士の職業内
容とやりがい

低酸素環境下でのト
レーニング

高齢者の方では，複雑な動作の手順が記
憶できないために日常生活に支障をきた
すことが少なくありません。失敗少なく動
作手順を記憶してもらうための治療方法
として，プロンプト・フェイディング法があり
ます。実は、この方法を使用すれば皆さ
んも楽に記憶することができます。高校の
定期試験，大学受験などでは大量の記憶
が求められます。記憶が得意だと，様々
な可能性が生まれます。本講座を通じて
効率の良い記憶方法を体験しましょう。
心臓は身体の活動を維持するのに大事
な器官です。この講義ではその働きを知
り、実際に自分自身が活動することによっ
て動きがどのように変化するのかを体験
すると共に、自身の適切な運動強度につ
いて知ってもらいます。
理学療法は，医療職（コ・メディカル）の中
の一つです．理学療法士の養成過程，職
種の説明，１日のスケジュール，麻痺の
有る患者体験を通じ仕事のやりがいなど
を説明いたします．
高所（富士山などの山）は気圧の低下か
ら低酸素環境に至り，身体への酸素供給
量が低下します．しかし，高所には簡単に
行くことが出来ません．そこで近年は，平
地で低酸素環境を作り出し，高所同じト
レーニングが可能となってきています．
私は，この平地での常圧低酸素環境にお
ける身体への影響を研究している教師で
す．箱根駅伝に出場や中・長距離の日本
代表選手の持久系を必要とする陸上競
技，また，レスリング，ウエイトリフティング
および柔道のパワーを必要とする選手は
低酸素トレーニングを行っています．低酸
素トレーニングの効果を説明いたします．

6

専攻
職名

担当教員

理学療法学
講師

修士（心身健康科学）
理学療法士
清岡 学

理学療法学
講師

修士（心身健康科学）
理学療法士
清岡 学

理学療法学
学科長
教授

博士（医療福祉学）
理学療法士
田頭 勝之

理学療法学
教授

博士（医学）
修士（教育学）
理学療法士
山﨑 裕司

理学療法学
専攻長
准教授

学士（社会学）
理学療法士
稲岡 忠勝

理学療法学
准教授

博士（学術）
理学療法士
片山 訓博

理学療法学
准教授

博士（学術）
理学療法士
片山 訓博

No

講義テーマ

内容

私たちの体の筋肉は，収縮（運動）を行う
とエネルギーを必要とし，血液中の糖分
（血糖）を利用します．この筋収縮を通常
酸素濃度環境と常圧低酸素環境で行うと
どの様な違いがあるのかを研究している
常圧低酸素環境下で 教師です．
の電気刺激による筋肉 常圧低酸素環境は，酸素濃度が少ない
36
収縮が血糖値に与える 影響から筋収縮のエネルギー産生に特
異的な影響を与え，通常酸素濃度環境よ
影響
りも血糖値を低下させることが分かりまし
た．この効果をエネルギー産生の過程か
らダイエットへの好影響も含めて説明いた
します．

37

人の動きをカメラ画像
から分析してみよう

理学療法士は，身体活動を分析するプロ
フェッショナルです．私は，その身体活動
をスポーツ場面にも活用している教師で
す．
高齢者の歩行状態，高校生ではクラブ活
動における傷害予防やケガをしたい後の
リハビリテーションを行うためには，姿勢
や動作の分析が必要です．
今回は，簡単なジャンプ動作や日常生活
で行う動作の分析をWebカメラにより撮影
し，実際の様々な分析を行い，傷害の原
因や要因を説明いたします．

理学療法士の仕事内容、役割、活躍する
場について説明し、理学療法士に対する
理解を深めていく。
38 理学療法士の仕事とは？

39

呼吸筋らくらくストレッ
チ体操

呼吸補助筋の緊張や筋疲労は息切れを
増悪させている場合があります。呼吸とス
トレッチを同調させることで、呼吸筋の柔
軟性改善、息切れの軽減を図ります。

子どもの体力低下が訴えられて久しいで
すが、近年では運動不足だけではなく、運
動のし過ぎによる2極化が進んでいると言
われています。体力の低下は関節運動が
スムーズにしにくくなる運動器機能不全と
子どもの体力低下の問 いう問題やロコモティブシンドロームを引
40
き起こす可能性があり、青年期への発達
題とその予防
発育に影響を及ぼします。この講義では
主に幼児から小学生までに生じている体
力低下の問題とその予防対策について、
実技も交えながらお話しします。

41

ストレッチング講座

ストレッチングは、筋の柔軟性を高め怪我
の予防を目的として行われる場合が多
い。しかしながら、近年ではその実施方法
や時間によっては競技パフォーマンスを
低下させることも報告されている。本講義
ではストレッチングの基本的な種類や実
施方法について分かりやすく説明し、対象
者の目的（競技パフォーマンス向上、腰痛
予防、巻き肩予防など）に応じた効果的な
ストレッチングの方法について紹介する。

7

専攻
職名

担当教員

理学療法学
准教授

博士（学術）
理学療法士
片山 訓博

理学療法学
准教授

博士（学術）
理学療法士
片山 訓博

理学療法学
講師

学士（社会学）
理学療法士
宮﨑 登美子

理学療法学
講師

学士（社会学）
理学療法士
宮﨑 登美子

理学療法学
准教授

博士（学術）
理学療法士
重島 晃史

理学療法学
助教

修士（学術）
理学療法士
柏 智之

No

講義テーマ

がんの知識と予防、リ
42 ハビリテーションの実
際

内容
がんは、日本人の死亡原因では最も高い
疾患です。講義内容としては、がんの発
生メカニズムをご説明します。次にがん予
防について、普段の日常生活で気を付け
ることが出来る内容を知ってもらいます。
そして、がんになった場合の治療につい
て、リハビリテーションを中心に紹介しま
す。

人間の体には、様々な筋があります。筋
力を高めることは、スポーツでの能力を高
めることや怪我の予防にも繋がります。筋
力増強には、様々な方法があり、それぞ
筋力を強くするための れの筋によって方法も異なります。今回、
43
方法
筋力増強の評価や筋力増強運動の実際
について説明したいと思っています。

8

専攻
職名

担当教員

理学療法学
准教授

博士（学術）
理学療法士
明﨑 禎輝

理学療法学
准教授

博士（学術）
理学療法士
明﨑 禎輝

