1年次

2年次

大学生の学習法や基礎的知識を身に着けます。基礎医学である人体の構造と機能および工学の基礎を学びます。専門分野では、義肢装具の概略を理解し、製作法、機械・工具の使用法、材
料の取り扱いを修得します。

前期

基礎分野
本学の核とな
る5科目を学
び、人間を多
面的・総合的
に理解します。
またUHASセミ
ナーではキャリ
ア意識および
自主的に学習
する姿勢を身
につけていき
ます。

コア

後期

3年次

疾病と治療にかかわる科目を中心に学び、医学領域の知識を蓄積しま
す。専門分野では、義足と体幹装具にかかわる知識と製作および適合
技術を修得します。

前期

後期

4年次

チーム医療のための関連医療職、 またリハビリテーションの理念や社会福祉
制度を理解します。専門分野では、義足と下肢装具に関する疾病と製作適合技
術を修得します。臨床実習では学外の製作施設で実習を行います。

前期

後期

専門分野では、種々の義肢と装具の各論について修得しま
す。また義肢装具の課題を調査し、卒業研究を完成させま
す。臨床実習では学外の製作施設で実習を行います。

前期

後期

心身健康科学概論
(HASJ-CEF001) 1単位
生命科学概論
(HASJ-CEF004) 1単位
生命倫理
(HASJ-CEF006) 1単位
行動科学概論
(HASJ-CEF003) 1単位
文明科学概論
(HASJ-CEF005) 1単位

人間と社会

スポーツと健康
(HASJ-CEF010) 1単位 ※
法学
(HASJ-CEF013) 1単位 ※
人間関係論
(HASJ-CEF014) 1単位 ※
心理学
(HASJ-CEF015) 1単位 ※
体育概論
(HASJ-CEF011) 1単位 ※
家族社会学
(HASJ-CEF012) 1単位 ※
国際文化論
(HASJ-CEF016) 1単位 ※
生活文化論
(HASJ-CEF020) 1単位 ※
医療英語
(HASJ-CEF021) 1単位
オーラルコミュニケーション
(HASJ-CEF022) 1単位 ※
統計学
(HASJ-CEF009) 1単位
英語文献講読
(HASJ-CEF023) 1単位
人間工学
(HASJ-CEF008) 1単位 ※

ＵＨＡＳセミ
ナー

職業とキャリア形成
(HASJ-CEF028) 1単位
論理的思考と表現法
(HASJ-CEF029) 1単位
コミュニケーション演習
(HASJ-CEF030) 1単位
コンピュータ入門
(HASJ-CEF031) 2単位
英語基礎
(HASJ-CEF036) 1単位
生物学基礎
(HASJ-CEF033) 1単位 ※
数学基礎
(HASJ-CEF032) 1単位 ※
物理学基礎
(HASJ-CEF035) 1単位
化学基礎
(HASJ-CEF034) 1単位 ※

専門基礎分野
安全で質の高
い義肢装具を
製作するため
に医学、工学、
福祉学など幅
広い分野を学
びます。
またリハビリ
テーションや福
祉の領域にお
ける医療従事
者としての役
割なども学び
ます。

人体の構造と
機能

機能形態学1（生理学基礎Ⅰ（ホメオスタシス・腎））
(HASJ-CEB001) 1単位
機能形態学3（循環器系・呼吸器系Ⅰ）
(HASJ-CEB002) 1単位
機能形態学7（消化器系・代謝・内分泌Ⅰ）
(HASJ-CEB007) 1単位

機能形態学8（消化器系・代謝・内分泌Ⅱ）
(HASJ-CEB008) 1単位

機能形態学5（神経系・運動器系・感覚器Ⅰ）
(HASJ-CEB005) 1単位

機能形態学6（神経系・運動器系・感覚器Ⅱ）
(HASJ-CEB006) 1単位

機能形態学9（神経系・運動器系解剖学） (HASJ-CEB009) 2単位

機能形態学10（解剖学実習）
(HASJ-CEB010) 2単位

機能形態学11（運動学）
(HASJ-CEB011) 2単位

機能形態学17（機能解剖学）
(HASJ-CEB017) 2単位

機能形態学12（運動学実習）
(HASJ-CEB012) 1単位

機能形態学13（人間発達学）
(HASJ-CEB013) 1単位
疾病の成り立
ち

疾病と治療3（一般臨床医学）
(HASJ-CEB022) 1単位

疾病と治療1（病理学概論Ⅰ）
(HASJ-CEB020) 1単位
疾病と治療2（病理学概論Ⅱ）
(HASJ-CEB021) 1単位
疾病と治療5（整形外科学）
(HASJ-CEB024) 2単位
疾病と治療4（神経内科学）
(HASJ-CEB023) 1単位
疾病と治療7（皮膚科学）
(HASJ-CEB026) 1単位
疾病と治療6（臨床心理学）
(HASJ-CEB025) 1単位
疾病と治療21（老年医学）
(HASJ-CEB040) 1単位 ※

保健医療福
祉とリハビリ

公衆衛生学
(HASJ-CEB045) 1単位

国際保健医療論
(HASJ-CEB052) 1単位 ※

リハビリテーション3(理学療法学)
(HASJ-CEB049) 1単位
リハビリテーション4(作業療法学)
(HASJ-CEB050) 1単位
社会福祉学
(HASJ-CEB044) 1単位
看護学
(HASJ-CEB056) 1単位 ※
栄養学
(HASJ-CEB057) 1単位 ※
保健医療福祉専門職連携論
(HASJ-CEB053) 1単位
リハビリテーション2(リハビリテーション医学)
(HASJ-CEB048) 1単位
福祉用具学
(HASJ-CEB058) 1単位
福祉用具学演習
(HASJ-CEB059) 1単位
義肢装具関係法規
(HASJ-CEB060) 1単位
義肢装具の
技術

義肢装具材料学
(HASJ-POS002) 1単位
図学・製図学
(HASJ-POS001) 1単位
機械要素設計
(HASJ-POS006) 1単位
義肢装具材料力学
(HASJ-POS003) 1単位
機構学
(HASJ-POS005) 1単位
情報処理演習
(HASJ-POS004) 2単位
制御工学
(HASJ-POS007) 1単位
システム工学
(HASJ-POS008) 1単位
リハビリテーション工学
(HASJ-POS009) 1単位

専門

基礎義肢装
具学

義肢装具に対
する広い理解
と応用方法を
学びます。
これまでの学
修を統合し、さ
らなる開発や
調査・研究の
ためのアプ
ローチ手法を
身につけてい
きます。

義肢装具学概論
(HASJ-POS010) 2単位
義肢装具工作論
(HASJ-POS011) 2単位
義肢装具工作実習
(HASJ-POS012) 6単位
下腿義足Ⅰ
(HASJ-POS013) 1単位
下腿義足実習Ⅰ
(HASJ-POS014) 5単位
体幹装具
(HASJ-POS015) 1単位
体幹装具実習
(HASJ-POS016) 3単位
義肢装具学基礎演習Ⅰ
(HASJ-POS017) 1単位
見学実習Ⅰ
(HASJ-POS019) 1単位

義肢装具学基礎演習Ⅱ
(HASJ-POS018) 2単位
見学実習Ⅱ
(HASJ-POS037) 1単位

応用義肢装
具学

下腿義足実習Ⅱ
(HASJ-POS024) 1単位
大腿義足
(HASJ-POS022) 1単位
大腿義足実習
(HASJ-POS023) 5単位
下肢装具Ⅰ
(HASJ-POS020) 1単位
下肢装具実習Ⅰ
(HASJ-POS021) 5単位

下肢装具実習Ⅱ
(HASJ-POS025) 1単位
上肢装具
(HASJ-POS026) 1単位
上肢装具実習
(HASJ-POS027) 3単位
義手
(HASJ-POS028) 1単位
義手実習
(HASJ-POS029) 3単位
靴型装具
(HASJ-POS030) 1単位
車いす・シーティング
(HASJ-POS031) 2単位
特殊義足
(HASJ-POS032) 1単位 ※
特殊装具
(HASJ-POS033) 1単位 ※
義肢装具特論
(HASJ-POS034) 1単位 ※

義肢装具学総合演習Ⅰ
(HASJ-POS035) 2単位

義肢装具学総合演習Ⅱ
(HASJ-POS036) 2単位

臨床実習

臨床実習Ⅰ
(HASJ-POS038) 4単位

臨床実習Ⅱ
(HASJ-POS039) 4単位

卒業研究

研究手法演習
(HASJ-POS040) 1単位

卒業研究
(HASJ-POS041) 2単位

