
大分類 中分類 小分類 レッスン名（セミナー形式） 講師名 公開月

舟状骨骨折とSLAC wrist 藤岡宏幸先生 2014年12月

小児上腕骨顆上骨折と外顆骨折 藤岡宏幸先生 2014年12月

新鮮末梢神経損傷の治療 藤岡宏幸先生 2014年12月

肘関節脱臼とモンテジア骨折 藤岡宏幸先生 2014年12月

理学療法の基礎研究Ⅰ（１） 菅原憲一先生 2015年1月

理学療法の基礎研究Ⅰ（２） 菅原憲一先生 2015年1月

理学療法の基礎研究Ⅱ（１） 菅原憲一先生 2015年1月

理学療法の基礎研究Ⅱ（２） 菅原憲一先生 2015年1月

表面筋電図の基礎と臨床（１） 下野俊哉先生 2014年11月

表面筋電図の基礎と臨床（２） 下野俊哉先生 2014年11月

表面筋電図の基礎と臨床（３） 下野俊哉先生 2014年11月

表面筋電図の基礎と臨床（４） 下野俊哉先生 2014年11月

神経科学的知見を応用した脳卒中リハビリテーションの実際（１） 奥埜博之先生 2014年9月

神経科学的知見を応用した脳卒中リハビリテーションの実際（２） 奥埜博之先生 2014年9月

インタラクティブ・メトロノーム入門（１） 辻下守弘先生 2014年9月

インタラクティブ・メトロノーム入門（２） 辻下守弘先生 2014年9月

インタラクティブ・メトロノーム入門（３） 辻下守弘先生 2014年9月

歩行のバイオメカニクス（１） 石井慎一郎先生 2014年9月

歩行のバイオメカニクス（２） 石井慎一郎先生 2014年9月

歩行のバイオメカニクス（３） 石井慎一郎先生 2014年9月

歩行のバイオメカニクス（４） 石井慎一郎先生 2014年9月

リアライン・コンセプトの理論と徒手療法（１） 蒲田和芳先生 2015年2月

リアライン・コンセプトの理論と徒手療法（２） 蒲田和芳先生 2015年2月

リアライン・コンセプトの理論と徒手療法（３） 蒲田和芳先生 2015年2月

リアライン・コンセプトの理論と徒手療法（４） 蒲田和芳先生 2015年2月

スポーツ外傷の理学療法（１） 伊藤浩充先生 2014年9月

スポーツ外傷の理学療法（２） 伊藤浩充先生 2014年9月

スポーツ外傷の理学療法（３） 伊藤浩充先生 2014年9月

スポーツ外傷の理学療法（４） 伊藤浩充先生 2014年9月

痛みの最新知見と臨床応用（１） 西上智彦先生 2014年10月

痛みの最新知見と臨床応用（２） 西上智彦先生 2014年10月

痛みの最新知見と臨床応用（３） 西上智彦先生 2014年10月

痛みの最新知見と臨床応用（４） 西上智彦先生 2014年10月

廃用症候群と循環器（１） 芝寿実子先生 2014年9月

廃用症候群と循環器（２） 芝寿実子先生 2014年9月

廃用症候群と循環器（３） 芝寿実子先生 2014年9月

集団指導と講習会のためのプレゼン方法の進め方（１） 浅田史成先生 2014年9月

集団指導と講習会のためのプレゼン方法の進め方（２） 浅田史成先生 2014年9月

産業理学療法（腰痛編）（１） 浅田史成先生 2015年3月

産業理学療法（腰痛編）（２） 浅田史成先生 2015年3月

産業理学療法（腰痛編）（３） 浅田史成先生 2015年3月

産業理学療法（腰痛編）（４） 浅田史成先生 2015年3月

メンタルヘルス対策 産業保健分野におけるメンタルヘルス対策 川又華代先生 2015年2月

臨床実習教育方法論（１） 日髙正巳先生 2014年9月

臨床実習教育方法論（２） 日髙正巳先生 2014年9月

臨床実習教育方法論（３） 日髙正巳先生 2014年9月

臨床実習教育方法論（４） 日髙正巳先生 2014年9月

セラピストに必要な行動科学の知識（１） 辻下守弘先生 2014年9月

セラピストに必要な行動科学の知識（２） 辻下守弘先生 2014年9月

セラピストに必要な行動科学の知識（３） 辻下守弘先生 2014年9月

セラピストに必要な行動科学の知識（４） 辻下守弘先生 2014年9月

　　　「ＭＰラーニング運営委員会」の協力により公開しています。

大分類 中分類 小分類 レッスン名 公開月

うつ病～疾患編～ 2012年1月

うつ病～治療編～ 2012年1月

うつ病～服薬指導・生活の工夫編～ 2012年1月

脳梗塞～疾患編～ 2007年3月

脳梗塞～薬物治療編～ 2007年4月

脳梗塞～服薬・生活指導編～ 2007年4月

認知症～疾患編～ 2014年11月

認知症～治療編～ 2014年11月

認知症～服薬・生活指導編～ 2014年11月

認知症～介護編～ 2014年11月

医学・薬学関連レッスン公開中　　48レッスン
           ※このレッスンで使用するコンテンツは、「ＭＰラーニング事務局」が所有しており、
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内臓障害分野 循環器（心疾患）
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疼痛管理

理学療法士向けe-ラーニング

PTラーニング　レッスン一覧 2015.3.25 現在
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臨床医学 整形外科

基礎分野 基礎研究

基礎分野



抗不整脈薬の留意点、服薬・生活指導 2010年6月

狭心症～疾患編～ 2013年5月

狭心症～治療編～ 2013年5月

急性心筋梗塞～疾患編～ 2013年5月

急性心筋梗塞～治療編～ 2013年5月

虚血性心疾患（狭心症・心筋梗塞）～服薬・生活指導編～ 2013年5月

慢性心不全～疾患編～ 2014年3月

慢性心不全～治療編～ 2014年3月

慢性心不全～服薬・生活指導編～ 2014年3月

喘息～疾患編～ 2010年9月

喘息～治療編～ 2010年9月

喘息～服薬・生活指導編～ 2010年9月

ＣＯＰＤ（慢性閉塞性肺疾患）～疾患編～ 2014年6月

ＣＯＰＤ（慢性閉塞性肺疾患）～治療編～ 2014年6月

ＣＯＰＤ（慢性閉塞性肺疾患）～服薬・生活指導編～ 2014年6月

喘息＆ＣＯＰＤ～吸入薬の使い方編（１）～ 2014年3月

喘息＆ＣＯＰＤ～吸入薬の使い方編（２）～ 2014年3月

肝炎～疾患編～ 2008年2月

肝炎～治療（ウイルス性肝炎）編（１）～ 2008年2月

肝炎～治療（ウイルス性肝炎）編（２）～ 2008年2月

肝炎～患者指導編～ 2008年2月

痛風と高尿酸血症～疾患編～ 2007年3月

痛風と高尿酸血症～薬物治療編～ 2007年3月

痛風と高尿酸血症～服薬・生活指導編～ 2007年3月

婦人科系 乳がん～疾患編～ 2012年2月

骨粗鬆症～疾患編～ 2013年10月

骨粗鬆症～治療編～ 2013年10月

骨粗鬆症～服薬・生活指導編～ 2013年10月

在宅医療 介護保険制度 介護保険制度 2013年8月

患者説明用　COPD慢性閉塞性肺疾患 2007年3月

患者説明用　痛風 2007年3月

患者説明用　排尿のトラブル 2007年3月

患者説明用　肥満 2007年3月

患者説明用　不眠 2007年3月

患者説明用　うつ病 2008年4月

患者説明用　関節リウマチ 2008年4月

患者説明用　検査各論 2007年3月

患者説明用　ガイドラインと検査値 2007年3月

大分類 中分類 小分類 レッスン名 講師名

慢性閉塞性肺疾患に対する理学療法（１） 本田憲胤先生

慢性閉塞性肺疾患に対する理学療法（２） 金尾顕郎先生

慢性閉塞性肺疾患に対する理学療法（３） 金尾顕郎先生

慢性閉塞性肺疾患に対する理学療法（４） 金尾顕郎先生

産業理学療法～企業における高齢者対策～（１） 高野賢一郎先生

産業理学療法～企業における高齢者対策～（２） 高野賢一郎先生

理学療法関連公開予定レッスン　　6レッスン（セミナー形式）
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