
第58回 理学療法士･作業療法士国家試験対策第58回 理学療法士･作業療法士国家試験対策

冬期直前講座冬期直前講座
国家試験対策の追い込みの時期になりました。直前期は問題を解くことはもちろん、記憶する時間を十分に
取ることも大切です。
自信を持って国家試験本番に臨めるよう、東京アカデミーの冬期直前講座でラストスパートをかけましょう！

国家試験対策の追い込みの時期になりました。直前期は問題を解くことはもちろん、記憶する時間を十分に
取ることも大切です。
自信を持って国家試験本番に臨めるよう、東京アカデミーの冬期直前講座でラストスパートをかけましょう！

冬期直前講座は、すべて
対面クラス (教室内受講 ) とオンラインクラス (Zoom配信 )

どちらかを選んで受講いただけます。
★オンラインクラスは対面クラスの講義を Zoom で同時配信する形で実施いたします。対面クラス締切後はオンラインクラスのみ
受付いたします。
★オンラインクラスで受講される方は、開講までに Zoomの視聴環境を整えてください。
　【パソコン】https://zoom.us/download より「ミーティング用 Zoom クライアント｣をダウンロード
　　　　　　  してください。
　【スマホ】各アプリストアから Zoom アプリをインストールしてください。
★お手続き完了後の受講クラスの変更はできませんので、あらかじめご了承ください。
★講義の録音・撮影・録画・配布資料の共有や公開を受講生が行うことは禁止しております。
　また、欠席時の講義データ提供は行いませんので、あらかじめご了承ください。

講座案内

冬期講習 （6時間×6日）

専門基礎分野
1日目(1/21)

解剖学･生理学 運動学･病理学
臨床医学

 専門基礎分野
2 日目(1/28)

臨床心理学･
精神医学･リハビリ概論

 専門基礎分野
3日目(1/29)

 専門分野
1日目(1/7)

理学･作業合同

専門分野
2 日目(1/8)

理学 (1/9)or 作業(1/14)
※分かれて実施

専門分野
3日目

コース･日程

専門基礎分野 

▲

　

専門分野

▲

 1/21(土)、28(土)、29(日)

10:00 ～ 17:00　※休憩時間(1時間)を含む

【専門基礎分野】斉藤 由美講師　　【専門分野】菊池 公永講師  

 【理学療法士コース】1/7(土)、8(日)、9(月･祝)　【作業療法士コース】1/7(土)、8(日)、14(土)
  

【専門基礎分野】池袋校(対面クラス定員:40)　　  【専門分野】津田沼校(対面クラス定員:54)

国家試験の出題科目(専門基礎分野･専門分野)を網羅する講座です。出題傾向を徹底分析して作成されたテキストを使用
し、国家試験レベルの問題を解くための知識を短期間で身につけることを目指します。

理学･作業合同

－1－

関東エリア

時　　間

講　　師

校舎･定員

教　　材

カリキュラム

【専門基礎分野】オープンセサミ①②,実践力強化テキスト
【専門分野】オープンセサミ③④,実践力強化テキスト



2/12(日)　10:00 ～ 17:00　※休憩時間(1時間)を含む

－2－

専門基礎分野  過去問題演習 （5時間×1日）
専門基礎分野は専門分野対策の土台であり、合格に欠かせません。得点が伸び悩む方は、基礎の強化が必要です。講師
厳選の過去問題を通して、血液・呼吸器・神経など満遍なく振り返り、ご自身の理解度をチェックしておきましょう。
※理学・作業合同で実施します。

12/25(日)　10:00 ～ 16:00　※休憩時間(1時間)を含む

菊池 公永講師 津田沼校(対面クラス定員:54)

日　　時

講　　師 校舎･定員

教　　材 オリジナルレジュメ

専門分野  実地問題演習 （5時間×1日）
実地問題は1問3点と配点が高く、国家試験の合否に大きく影響します。しかし、問題の読み方・思考の仕方のポイン
トが掴めないと、得点に結び付きません。講師厳選の過去問題に触れながら、点数を伸ばすためのテクニックを磨きま
しょう。　※理学・作業分かれて実施します。

10:00 ～ 16:00　※休憩時間(1時間)を含む

菊池 公永講師 津田沼校(対面クラス定員:54) 

【理学療法士コース】2/8(水)　【作業療法士コース】2/9(木)コース･日程

時　　間

講　　師 校舎･定員

教　　材 オリジナルレジュメ

法律関連問題特講 （6時間×1日）
医療・年金・介護・福祉等の社会保障制度から疫学統計まで幅広く取り扱います。特に近年頻出テーマの地域包括ケア
システムや障害者政策、疫学統計の計算問題など、受験生の皆さんが１人では勉強しづらく、点数が取りにくいところ
をわかりやすく解説します。

2/10(金)　10:00 ～ 17:00　※休憩時間(1時間)を含む

斉藤 由美講師 池袋校(対面クラス定員:65)

日　　時

講　　師 校舎･定員

教　　材 オリジナルレジュメ

ザ・ファイナル （6時間×1日）
これまで学習した内容の総復習を行います。再三出題されてきた問題あるいは今年出題が予想される問題を1日で一挙に
確認します。専門基礎分野は解剖生理を中心に幅広く、専門分野は検査・リハビリなどの国家試験頻出分野を重点的に
振り返り、万全の態勢で本番に臨めるようにしましょう。

斉藤 由美講師 池袋校(定対面クラス定員:65)

日　　時

講　　師 校舎･定員

教　　材 オリジナルレジュメ
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3  脳神経の通過孔
⑴ 上眼窩裂

動眼神経、滑車神経、三叉神経、外転神経が上眼窩裂から頭蓋内に入る。但し、三叉神経で

は眼神経が上眼窩裂からであるが、上顎神経は正円孔から、下顎神経は卵円孔からである。

なお、外転神経は海綿静脈洞を貫いて上眼窩裂に達しており、脳圧亢進で圧迫されやすい。

⑵  頸静脈孔

舌咽神経、迷走神経、副神経であり、これらは単独に障害されることが少ない。

⑶ その他

① 嗅神経：篩骨篩板

② 視神経：視神経管

③ 顔面神経：内耳孔

④ 内耳神経：内耳孔

⑤ 舌下神経：舌下神経管
内頭蓋底

《○×チェックテスト》

1．第Ⅰ・Ⅱ・Ⅷ脳神経は感覚神経である。 

2 ．顔面神経は混合神経である。

3．副神経は感覚神経である。

4．迷走神経には副交感神経が含まれる。

5．舌咽神経は上眼窩裂を通って頭蓋を出入りする。

6．舌の運動を支配する神経の神経核は橋にある。

答 1 ．○　　2．○　　3．×：運動神経　　4．○　　5．×：頸静脈孔　　6．×：延髄

鶏冠
前頭蓋窩

視神経、眼動脈が通る→視神経管

トルコ鞍（下垂体窩）

破裂孔

中頭蓋窩

斜台

側頭骨錐体

後頭蓋窩

大（後頭）孔

上矢状洞溝 横洞溝
舌下神経管←舌下神経が通る

S状洞溝

頸静脈孔←舌咽神経、迷走神経、
副神経、内頸静脈が通る

内耳孔←内耳神経、顔面神経が通る

三叉神経圧痕

棘孔
卵円孔←下顎神経が通る

正円孔←上顎神経が通る

蝶形骨大翼

蝶形骨小翼
前頭骨眼窩部

篩板

上眼窩裂←動眼神経、
滑車神経、
眼神経、
外転神経が通る
蝶形骨小翼・大翼の間裂にある

受講料・教材費一覧

－3－

教材費は2022年度版オープンセサミの金額です。既に同教材をお持ちの方は、購入の必要はございません。
2021年度版以前のものをお持ちの方は、改訂されていますので改めてご購入ください。

受講講座 受講料 教材費

　冬期講習【専門基礎分野のみ】 30,000 円 5,200 円
（オープンセサミシリーズ①②）

　冬期講習【専門分野のみ】 30,000 円

　法律関連問題特講
無料

（オリジナルレジュメ使用予定）

　ザ・ファイナル

( 消費税込 )

◆対面クラスで受講される方には、開講初日に校舎でお渡しいたします。
◆オンラインクラスで受講される方には、お手続き完了後に使用テキストを発送いたします。到着まで日数を要する場合がございますので、余裕を
持ってお申込ください。オリジナルレジュメはZoom URLとともにデータ配信いたしますので、各自で印刷をお願いします。

教材一覧
効率よく学習するために、テキストは非常に重要です。講義で使用するテキストは全て東京アカデミーオリジナル。国
家試験の出題基準と傾向を押さえて作成されています。受講生からの信頼が厚い「オープンセサミシリーズ」と、冬期
講習で使用する「実践力強化テキスト」は、国家試験本番までに必要な要素がぎっしり詰まっています。

※実践力強化テキストの写真は 2021年度のものです。
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殊な機能としては鰓弓由来の横紋筋を支配する特殊内臓運動、味覚の特殊内臓感覚、聴覚や平衡

覚の特殊体性感覚の3種類がある。脳神経は特定の機能のみを担ったり、複数の機能を持ったり

する。

神経名 種類 機能 障害時 線維構成
Ⅰ．嗅神経 感覚 ○嗅覚 嗅覚の喪失 ─
Ⅱ．視神経 感覚 ○視覚 視野欠損、視力障害 ─
Ⅲ．動眼神経 運動

副交感

○眼球運動（上直筋および内側直筋、下直
筋、下斜筋の収縮）

○開眼に関与（上眼瞼挙筋）
○瞳孔収縮（瞳孔括約筋）
○レンズ厚調節（毛様体筋）

眼瞼下垂、複視、散瞳
瞳孔反射の消失、物体への焦
点調節の障害

・一般体性運動
・一般内臓運動

Ⅳ．滑車神経 運動 ○眼球運動（上斜筋） 内下方への眼球運動の障害、
複視（代償性頭囲：顔を健側
に傾けると消失）

・一般体性運動

Ⅴ．三叉神経
感覚

運動

V1眼神経、V2上顎神経、V3下顎神経の3枝
○顔面の知覚
V1：前頭部・頭頂部・鼻部の皮膚、角膜・

結膜、鼻腔・副鼻腔の一部の粘膜
V2：上顎部・頰部・側頭部の皮膚、上顎

の歯・歯肉、鼻腔後部、口腔の一部、
口蓋、上顎洞の粘膜

V3：下顎部・側頭部（外耳道など）の皮膚、
下顎の歯・歯肉、舌、口腔底の粘膜

○V3：咀嚼筋の運動を支配

顔面の感覚麻痺、感覚異常
咀嚼運動の障害

・特殊内臓運動
・一般体性感覚

Ⅵ．外転神経 運動 ○眼球運動（外側直筋） 外側への眼球運動が障害、複
視、斜視

・一般体性運動

Ⅶ．顔面神経 感覚
運動
副交感

○味覚（舌の前2／3）
○顔面表情筋の収縮
○閉眼に関与
○唾液（舌下腺、顎下腺）、涙（涙腺）の分泌

舌の前2／3の味覚喪失
ベル麻痺（顔面神経麻痺）、
角膜反射低下、涙・唾液分泌
低下

・一般内臓運動
・特殊内臓運動
・一般および特
殊内臓感覚

Ⅷ．内耳神経 感覚 ○聴覚（蝸牛神経）
○平衡覚（前庭神経）

聴覚・平衡感覚の喪失 ・特殊体性感覚

Ⅸ．舌咽神経 感覚

運動
副交感

○味覚（舌の後1／3）
○舌・咽頭の感覚
○頸動脈洞（血圧調節）、頸動脈小体（呼吸
調節）

○咽頭の筋（茎突咽頭筋）の収縮
○唾液（耳下腺）の分泌

舌の後1／3の味覚喪失
嘔吐反射の喪失、嚥下困難、
球麻痺
唾液分泌の低下

・一般内臓運動
・特殊内臓運動
・一般および特
殊内臓感覚

Ⅹ．迷走神経 感覚
運動

副交感

○外耳道、鼓膜、耳介後部、軟口蓋の感覚
○嚥下運動（軟口蓋・咽頭の筋を支配）
○発声・構音（喉頭筋…反回神経支配）
○心臓（抑制的に作用）
○気管・気管支（気管支平滑筋収縮、粘膜の
分泌増加）

○消化管（蠕動運動亢進、消化腺分泌増加）

嗄声、軟口蓋の下垂 ・一般内臓運動
・特殊内臓運動
・一般および特
殊内臓感覚

Ⅺ．副神経 運動 ○頸部回旋（胸鎖乳突筋）
○肩甲骨挙上（僧帽筋）

肩が落ちる、頭の回転が困
難、斜頸

・特殊内臓運動

Ⅻ．舌下神経 運動 ○舌の運動 話す（構音障害）、咀嚼・嚥
下運動（神経性不全失語症）
が困難、舌の萎縮・偏位

・一般体性運動

図や表を多用し、
重要事項を
わかりやすく
まとめています。

【実践力強化テキスト】【オープンセサミシリーズ】

分野・項目ごとに
チェックテストも
掲載されているため
復習もしやすく、
スムーズな学習が
可能です。

全4冊に重要事項を凝縮！

　専門基礎分野　過去問題演習
　専門分野　実地問題演習

8,000 円

8,000 円

9,500 円

10,500 円

5,200 円
（オープンセサミシリーズ③④）



講座申込方法
下記申込方法･注意事項を必ずご確認の上、お申込みください。

◆コンビニ決済
お申込み後､５日以内に下記のコンビニにてご決済ください。
・セブンイレブン　　・ミニストップ　　　・ローソン　
・セイコーマート　　・ファミリーマート　・デイリーヤマザキ

！

◆クレジットカード決済

お支払い方法のご案内お支払い方法のご案内

下記表示のあるクレジットカードがご利用いただけます。※支払いは一括となります。

☆希望講座 : 理学･作業療法士国試
☆希望校舎 ： 「池袋校」「津田沼校」より選択
☆分　　類 ： 短期(Zoom講座含む)
☆「申込可能講座検索」をタップ/クリック
☆ご希望の講座(対面クラスもしくはオンライ
　ンクラス)を選択してお申込みください。

お申込み後、受付完了メールを自動送信します。
※ドメイン指定受信拒否を設定されている場合には、弊社からの
メール(tokyo-ac.co.jp)が受信できるようにあらかじめ設定を
お願いします。

＊期日以内にご決済･お支払いのない場合、お申込みは自動キャンセルとなりますのでご注意ください。
＊対面クラス (教室内受講 )：開講日前日まで、オンラインクラス (Zoom): 開講日 5日前までがお支払い期限となります。

●お申込注意事項
★全て弊社WEBサイトからのお申込となります。校舎窓口・郵送での受付は対応しておりませんので、あらかじめご了承ください。
★手続き完了後の受講コースの変更はできません。あらかじめご了承ください。
★お申込の受講コース以外の講義への振替受講はできません。あらかじめご了承ください。
★オンラインクラスは対面クラス(教室内受講)の講義をZoomで同時配信する形で実施いたします。事前に必ずご自身でZoomの視聴環境をご確認ください。
★対面クラス締切後はオンラインクラスのみ受付いたします。

●講座解約についての規定
入会手続き完了後に契約の解約を希望される場合は、受講講座開講前・開講後に関わらず電子媒体にて解約申請をしてください。弊社の債務不履行に基づく
契約の解除・解約、定員締切の場合を除き、消費者契約法に基づく弊社の解約規定に従い、次の①または②の金額を控除して返金いたします。また、弊社からの
返金は原則として金融機関への振込にて行い、振込手数料をご負担いただきます。お申込時の決済に際しクレジットカードを利用された場合、返金は解約申請
月以降のクレジットカード利用額を減額する形となる場合がございます。
<<解約規定>>
①講座開講前の解約：解約手数料として受講料の10％を控除した金額を返金いたします。
②講座開講後の解約：消化受講料の全額と、解約手数料として未消化受講料の30％を控除した金額を返金いたします。
※教材を既にお受け取りになっている場合はご返却ください。なお、使用状況によっては実費を申し受けます。
①②について、消化受講料・未消化受講料は、解約申請受理日を基準に原則としてコマ割りで計算いたします。
※講座実施後は実際の受講の有無に関わらず、解約申請受理日以前の講座については「受講済み」といたします。

お問い合わせ先

東京アカデミー申込規約
スマホからの確認はコチラ
(PDF が開きます )

－4－

〒171-0021
豊島区西池袋1-11-1  メトロポリタンプラザビル13F

池袋校
〒274-0825
船橋市前原西2-14-2  津田沼駅前安田ビル9F

津田沼校TEL.03(5954)0731 TEL.047（493）8370

★ 受付時間 (平日) 11:00～19:00　(土日祝)  9:00～19:00

クリック or タップしてくださいクリック or タップしてください
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https://my.ptsc.jp/tokyo-academy/OnlineRequest/movWebMoushikomiKoozaKosyaSelScr?kouza=504

