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2021年度

木２

曜日時限

ナンバリング：SC602-301J

Basic Physiology

基礎生理学

石井　俊行

科目名(日本語)

科目名(英語)

科目責任者

必修・
選択区分

授業形態
開講学期・

学年
単位数

選択 講義
3学年･春学

期
2

石井　俊行担当教員

科目責任者
連絡先(教室)

非常勤教員：理学部　臨床検査技師課程（理学部IV号館3階4310教室）

オフィスアワー 非常勤教員：授業後に質問等対応する。メールで質問を受け付ける。

【１】 授業方法(ALの要素、ICTの活用等)

実施しない

１－１．アクティブラーニングについて

１－２．アクティブラーニングを実施する場合、その具体的要素

活用する

２－１．双方向授業でのＩＣＴの活用について

授業状況に応じて、ZoomやMoodleを利用することがあります。

２－２．ＩＣＴを活用する場合、その具体的名称（クリッカー、タブレット端末等）

授業概要
生理学は構造（形態）を研究対象とする解剖学と密接な関連をもっている。授業では人体について、主に神経系、感覚系、運動系
の構造との関係に言及しながら、多くの生体機能発現の基礎的知識の習得をめざすとともに、複雑な構造をもち、多様な機能を示
す生体が単なる細胞の集合体ではなく、協調して活動する有機的な統一体であることを理解する。

【２】

到達目標
１）細胞の一般的な機能について説明できる。
２）神経系における生体電気現象の機序を説明できる。
３）神経系における情報伝達、情報処理の機序を説明できる。
４）各感覚器官、およびその中枢情報処理の機序を説明できる。
５）筋運動の機序を説明できる。

【３】

ディプロマ・ポリシーとの関連【４】
生体一般の生命現象ならびに諸器官の作用を学習してその機序を総合的に理解することを目的とする。この授業では主に、神
経、感覚、ならびに運動に関わる生命現象を扱い、臨床検査技師として必要な生理学の基礎知識を修得することを目的とす
る。

（１）十分な知識・技能と、科学的な探究心・思考力・批判力をもつ
（２）自ら主体的に学ぶ力をもつ

＜教育目標＞

専門分野における十分な基礎知識・基本技能（１）
関連する分野における概括的な基礎知識・基本技能（１）
根拠に基づいて科学的な推論を行い、結論を導く能力（１）

＜具体的な項目＞

授業計画【５】

内　　容No.

1 〈項目〉細胞の一般生理
〈内容〉細胞の構造と機能、細胞間情報伝達、体液の組成と調節について学習する。

2 〈項目〉生体の電気現象
〈内容〉膜電位、生体膜の特徴、平衡電位について学習する。

3 〈項目〉神経
〈内容〉神経の構造、イオンチャネル、静止電位、活動電位、伝導機構について学習する。

4 〈項目〉シナプス伝達と受容体
〈内容〉電気シナプス、化学シナプス、細胞内シグナル伝達機構について学習する。

5 〈項目〉感覚生理学概論
〈内容〉感覚の種類と特徴、受容野、順応について学習する。

6 〈項目〉感覚（１）- 体性感覚
〈内容〉受容器の特徴、刺激情報の電気信号への変換機構、伝導路について学習する。

7 〈項目〉感覚（２）- 視覚
〈内容〉受容器の特徴、刺激情報の電気信号への変換機構、伝導路について学習する。



8 〈項目〉感覚（３）- 味覚、嗅覚
〈内容〉受容器の特徴、刺激情報の電気信号への変換機構、伝導路について学習する。

9 〈項目〉感覚（４）- 聴覚、平衡感覚
〈内容〉受容器の特徴、刺激情報の電気信号への変換機構、伝導路について学習する。

10 〈項目〉筋（１）
〈内容〉筋の種類と構造について学習する。

11 〈項目〉筋（２）
〈内容〉筋の収縮機構、興奮収縮連関について学習する。

12 〈項目〉運動
〈内容〉反射の発生機構、中枢による運動の制御について学習する。

13 〈項目〉脳の高次機能
〈内容〉大脳皮質の機能、睡眠、記憶学習、脳波について学習する。

14 〈項目〉自律神経系
〈内容〉内臓の自律神経調節メカニズムについて学習する。

15 学習到達度の確認

事前・事後学習とその時間
〔予習〕生理学の教科書や参考書を読み予習すること（90分）。
〔復習〕授業の後、ノートとプリントを見て復習をすること（90分）。

【６】

評価方法・基準

講義での発言回数及び各講義における小テストの結果20％、学期末試験結果80％

【７】

フィードバック方法

試験終了後に履修者全体のできていなかった点や改善点に関する講評を行う。

【８】

教科書
特に定めないが薄めのテキストを予習に用いると良い。例えば、コスタンゾ明解生理学、生理学テキストなど。なお、講義時には
プリントを配布する。

【９】

参考書
ギャノング生理学（原書25版）、岡田ら訳、丸善株式会社
標準生理学（第9版）、本間研一、医学書院
カンデル神経科学、金澤ら監修、メディカル・サイエンス・インターナショナル　他

【10】

備考(関連科目等)

質問はメールでも受け付ける。

【11】

生物学
生物関係の科目

〔予め学んでおくとよい科目〕

動物生理学 基礎生理学実習 臨床生理学

〔この科目に続く内容の科目〕

コロナウイルスの対応等により、講義内容の変更やオンライン講義などへの切り替えがなされる場合があります。



2021年度

集中

曜日時限

ナンバリング：SC602-302J

Laboratory Experiments of Basic Physiology

基礎生理学実習

石井　俊行

科目名(日本語)

科目名(英語)

科目責任者

必修・
選択区分

授業形態
開講学期・

学年
単位数

選択 実習
3学年･春学

期
1

石井　俊行、鈴木　淳担当教員

科目責任者
連絡先(教室)

非常勤教員：理学部　臨床検査技師課程（理学部IV号館3階4310教室）

オフィスアワー 非常勤教員：授業後に質問等対応する。

【１】 授業方法(ALの要素、ICTの活用等)

実施する

１－１．アクティブラーニングについて

ディスカッション、ディベート
グループワーク
プレゼンテーション
実習、フィールドワーク

１－２．アクティブラーニングを実施する場合、その具体的要素

活用する

２－１．双方向授業でのＩＣＴの活用について

授業状況に応じて、ZoomやMoodleを利用することがあります。

２－２．ＩＣＴを活用する場合、その具体的名称（クリッカー、タブレット端末等）

授業概要

　反射・皮膚感覚・重量感覚・血圧および心拍数・心電図・肺気量の各測定を通して、生体の機能について理解する。

【２】

到達目標
　身近な生理現象を取り上げ、日常気づかずに過ごしている生体作用のしくみを分析する過程から、刺激に対して反応する生体機
能への興味を喚起し、生体の反応に対する観察力を養成し、理解を深めることを目的とする。

【３】

ディプロマ・ポリシーとの関連【４】
臨床検査技師として必要な基礎生理学の知識を実習を通じて修得することを目的とする。

（１）十分な知識・技能と、科学的な探究心・思考力・批判力をもつ
（２）自ら主体的に学ぶ力をもつ
（３）他者と協力して課題を解決する力をもつ

＜教育目標＞

専門分野における十分な基礎知識・基本技能（１）
関連する分野における概括的な基礎知識・基本技能（１）
根拠に基づいて科学的な推論を行い、結論を導く能力（１）
根拠を求めて、科学的な手法で実験・実証を計画・実行する能力（１）
常に問題を科学的に分析・解釈しようとし、そのための科学的探究を試みる態度（１）
問題解決のために積極的に他者と協働する態度（３）

＜具体的な項目＞

授業計画【５】

内　　容No.

1 反射
伸張反射、表在反射、自律神経反射について刺激の種類、程度と反射の現れ方を体験・観察し、中枢神経系の役割・機能
を理解する。（担当：石井）

2 皮膚感覚
身体各部の皮膚表面の2点識別閾について検討し、皮膚感覚の末梢機構を理解する。（担当：石井）

3 血圧および心拍数の測定①
血圧測定法を行い、血圧の変動の要因ならびにその生理学的調節機構について理解する。（担当：石井）

4 血圧および心拍数の測定②
血圧測定法を行い、血圧の変動の要因ならびにその生理学的調節機構について理解する。（担当：石井）

5 重量感覚①
重量刺激を識別する弁別閾を調べ、ウェーバー・フェヒナーの法則およびスティーブンスの法則について理解する。（担
当：石井）



6 重量感覚②
重量刺激を識別する弁別閾を調べ、ウェーバー・フェヒナーの法則およびスティーブンスの法則について理解する。（担
当：石井）

7 肺気量測定（担当：鈴木）

8 心電図測定（担当：鈴木）

9

10

11

12

13

14

15

事前・事後学習とその時間
〔予習〕実習書をよく読み、基礎生理学及び動物生理学で学んだ内容を確認する。1時間
〔復習〕実習書に指示された実習課題を行い、レポートにまとめて提出する。3時間

【６】

評価方法・基準

　実習課題レポート60％＋授業への取組・ディスカッション40%

【７】

フィードバック方法

　レポートは、コメントを記載し、返却する。

【８】

教科書

 実習書またはプリントを配布する。

【９】

参考書

 授業・実習の中で紹介する。

【10】

備考(関連科目等)【11】

動物生理学 基礎生理学

〔予め学んでおくとよい科目〕

臨床生理学 臨床生理学実習

〔この科目に続く内容の科目〕

 コロナウイルスの対応等により、実習内容の変更やオンライン実習への切り替えがなされる場合があります。



2021年度

木３

曜日時限

ナンバリング：SC455-301J

Animal Physiology

動物生理学

石井　俊行

科目名(日本語)

科目名(英語)

科目責任者

必修・
選択区分

授業形態
開講学期・

学年
単位数

選択 講義
3学年･春学

期
1

石井　俊行担当教員

科目責任者
連絡先(教室)

非常勤教員：理学部　臨床検査技師課程（理学部IV号館3階4310教室）

オフィスアワー 非常勤教員：授業後に質問等対応する。メールで質問を受け付ける。

【１】 授業方法(ALの要素、ICTの活用等)

実施しない

１－１．アクティブラーニングについて

１－２．アクティブラーニングを実施する場合、その具体的要素

活用する

２－１．双方向授業でのＩＣＴの活用について

授業状況に応じて、ZoomやMoodleを利用することがあります。

２－２．ＩＣＴを活用する場合、その具体的名称（クリッカー、タブレット端末等）

授業概要
　生物は、物質・エネルギー・情報の３つの要素が密接かつ巧妙に制御されてはじめて生命を維持することが出来る。生理学は、
これら要素間の相互作用と動的な制御機構を明らかにする学問であり、対象とする生命現象は多岐にわたる。この講義では、生理
学の入門編として、各臓器の生理学的機能について基本的な概念と用語を理解して、生命現象に関する探求心を養う。

【２】

到達目標
　この講義で扱う循環系、呼吸器系、泌尿器系、消化器系、及び内分泌系について、各器官の構造と特徴を理解し説明できること
を目標とする。

【３】

ディプロマ・ポリシーとの関連【４】
　生物学において、生体の機能について理解することは極めて重要である。医学・薬学などを含む生命科学の根幹をなすもの
が生理学であり、生理学的理解を深めるために遺伝子・蛋白質レベルの研究が行われているといえる。この講義では、生理学
の基本的な概念と用語を理解して、生命現象に関する探求心を養う。

（１）十分な知識・技能と、科学的な探究心・思考力・批判力をもつ
（２）自ら主体的に学ぶ力をもつ

＜教育目標＞

専門分野における十分な基礎知識・基本技能（１）
関連する分野における概括的な基礎知識・基本技能（１）
根拠に基づいて科学的な推論を行い、結論を導く能力（１）
常に問題を科学的に分析・解釈しようとし、そのための科学的探究を試みる態度（１）

＜具体的な項目＞

授業計画【５】

内　　容No.

1 〈項目〉循環
〈内容〉末梢循環、血圧、リンパ循環の調節機構について学習する。

2 〈項目〉心臓
〈内容〉心臓の自働性、刺激伝導系、心電図の波形について学習する。

3 〈項目〉呼吸
〈内容〉呼吸運動、肺気量、ガス交換の仕組み、呼吸の調節機構について学習する。

4 〈項目〉腎臓
〈内容〉腎臓の構造と役割、尿生成の機序、クリアランスについて学習する。

5 〈項目〉酸塩基平衡
〈内容〉アシドーシス・アルカローシスの調節機構について学習する。

6 〈項目〉消化
〈内容〉消化管の各部位における消化の作用（蠕動運動、消化液、消化管ホルモン）、小腸における吸収機構について学
習する。

7 〈項目〉内分泌
〈内容〉ホルモンの種類、作用、分泌調節機構について学習する。

8



9

10

11

12

13

14

15

事前・事後学習とその時間
〔予習〕生理学の教科書や参考書を読み予習すること（90分）。
〔復習〕授業の後、ノートとプリントを見て復習をすること（90分）。

【６】

評価方法・基準

講義での発言回数及び各講義における小テストの結果20％、学期末試験結果80％

【７】

フィードバック方法

試験終了後に履修者全体のできていなかった点や改善点に関する講評を行う。

【８】

教科書
特に定めないが薄めのテキストを予習に用いると良い。例えば、コスタンゾ明解生理学、生理学テキストなど。なお、講義時には
プリントを配布する。

【９】

参考書
ギャノング生理学（原書25版）、岡田ら訳、丸善株式会社
標準生理学（第9版）、本間研一、医学書院
カンデル神経科学、金澤ら監修、メディカル・サイエンス・インターナショナル　他

【10】

備考(関連科目等)

質問はメールでも受け付ける。

【11】

基礎生理学
その他生物関連の科目

〔予め学んでおくとよい科目〕

基礎生理学実習 臨床生理学 臨床生理学実習

〔この科目に続く内容の科目〕

コロナウイルスの対応等により、講義内容の変更やオンライン講義などへの切り替えがなされる場合があります。



2021年度

土２

曜日時限

ナンバリング：SC454-304J

Histology

組織学

木村　明彦

科目名(日本語)

科目名(英語)

科目責任者

必修・
選択区分

授業形態
開講学期・

学年
単位数

選択 講義
3学年･春学

期
2

木村　明彦担当教員

科目責任者
連絡先(教室)

非常勤教員：理学部　臨床検査技師課程（理学部IV号館3階4310教室）

オフィスアワー 非常勤教員：授業後に質問等対応する。開講日の土曜日　12:20～13:30

【１】 授業方法(ALの要素、ICTの活用等)

実施しない

１－１．アクティブラーニングについて

１－２．アクティブラーニングを実施する場合、その具体的要素

活用する

２－１．双方向授業でのＩＣＴの活用について

moodleの使用

２－２．ＩＣＴを活用する場合、その具体的名称（クリッカー、タブレット端末等）

授業概要
はじめに組織学総論として、上皮組織、支持組織（結合組織、血液、軟骨組織、骨組織）、筋組織、神経組織の４組織について学
習し、組織とは何かを習得します。次に各論に入り、総論で扱う骨格系と筋系および秋学期の解剖学で詳しく学ぶ神経系を除いた
消化器系以下７つの系統について、それらの系統を構成する主な器官の顕微鏡レベルの基本構造を学びます。

【２】

到達目標
各回の授業には、１～３つの行動目標（Specific Bihavioral Objectives:SBOs）を設定しています。各回の講義の前にシラバス
の「授業計画」中に示した行動目標に必ず目を通して下さい。

【３】

ディプロマ・ポリシーとの関連【４】
人体を構成する最小単位の細胞が複数集まり、上皮、支持、筋、神経の4種類の組織を造り、この４組織が集まり器官を形成し
ます。これらの器官は構造的に連続して系統を構成、出来た上がった消化器系、呼吸器系などの10系統が個体を形造ります。
この授業から、人体は細胞－組織－器官－系統から成り立っていることを理解します。この授業の一般目標(General
Instructional Objective:GIO)は、「臨床検査技師として必要な人体の顕微鏡レベルの正常構造に関する知識を身につける」
です。

（１）十分な知識・技能と、科学的な探究心・思考力・批判力をもつ

＜教育目標＞

専門分野における十分な基礎知識・基本技能（１）

＜具体的な項目＞

授業計画【５】

内　　容No.

1 組織学総論１：上皮組織（上皮、腺）
SBOs：（１）上皮組織の特徴について説明することができる。
　　　 （２）上皮の種類を列挙し、それらの構造を説明することができる。
　　　 （３）腺の種類を列挙し、それらの構造を説明することができる。

2 組織学総論２：支持組織（結合組織、血液）
SBOs：（１）支持組織の特徴について説明することが出来る。
　　　 （２）結合組織の種類を列挙し、それらの構造を説明することができる。
　　 　（３）血液を構成する細胞成分の種類を列挙し、それらの構造を説明することができる。

3 組織学総論３：支持組織（軟骨組織、骨組織）
SBOs：（１）軟骨組織の種類を列挙し、それらの構造について説明することができる。
　　 　（２）骨組織の構造について説明することができる。

4 組織学総論４：筋組織
SBOs：筋組織の種類を列挙し、それらの構造について説明することができる。

5 組織学総論５：神経組織
SBOs：神経組織の構成要素について述べ、それらの構造について説明することができる。

6 組織学各論１：消化器系（消化管）
SBOs：中空性器官の典型である消化管の管壁の層構造について述べ、それらの顕微鏡レベルの構造について説明すること
ができる。



7 組織学各論２：消化器系（消化腺）
SBOs：実質性器官である消化腺の顕微鏡レベルの構造について説明することができる。

8 組織学各論３：呼吸器系
SBOs：気道および肺の顕微鏡レベルの構造について説明することができる。

9 組織学各論４：泌尿器系
SBOs：腎臓、尿管、膀胱、尿道の顕微鏡レベルの構造について説明することができる。

10 組織学各論５：生殖器系（男性生殖器）
SBOs：精巣、精巣輸出管、精巣上体管、精管、前立腺、精嚢などの顕微鏡レベルの構造について説明することができる。

11 組織学各論６：生殖器系（女性生殖器）
SBOs：卵巣、卵管、子宮、腟の顕微鏡レベルの構造について説明することができる。

12 組織学各論７：内分泌系
SBOs：甲状腺、上皮小体、下垂体、副腎、松果体、膵島の構造について説明することができる。

13 組織学各論８：循環器系
SBOs：（１）心臓壁の層構造について説明することができる。
　　　 （２）動脈、毛細血管、静脈およびリンパ管の管壁の層構造について説明することができる。

14 組織学各論９：感覚器
SBOs：（１）眼球壁の層構造について説明することができる。
　　 　（２）平衡聴覚器の顕微鏡レベルの構造について説明することができる。

15 学習到達度の確認：全範囲の多肢選択問題　MCQ（A-type,　X2-type)

事前・事後学習とその時間

先入観の無い状態で講義をしっかり聴き、講義プリントをもとに必ず復習（3時間）をして下さい。

【６】

評価方法・基準
全講義終了後に筆記試験を実施し評価する。試験の問題形式は臨床検査技師国家試験に準拠した多肢選択問題MCQ（A-type、
X2-type）とする。

【７】

フィードバック方法

採点後、解答用紙を返却するので復習のこと。

【８】

教科書

講義プリントを各回の講義時に配付するので教科書は特に指定しません。

【９】

参考書

「標準組織学総論　第５版」藤田尚男、藤田恒夫　著、医学書院

【10】

備考(関連科目等)

化学科と生命圏環境科学科の臨床検査技師課程の学生を対象とします。

【11】

特になし

〔予め学んでおくとよい科目〕

病理学 病理学実習
解剖学と解剖学実習も組織学に続く内容の科目です。

〔この科目に続く内容の科目〕



2021年度

土３、４

曜日時限

ナンバリング：SC613-301J

Immunobiology

免疫学

石川　文雄

科目名(日本語)

科目名(英語)

科目責任者

必修・
選択区分

授業形態
開講学期・

学年
単位数

選択 講義
3学年･秋学

期
4

石川　文雄、遊佐　貴司担当教員

科目責任者
連絡先(教室)

非常勤教員：理学部　臨床検査技師課程（理学部IV号館3階4310教室）

オフィスアワー 非常勤教員：授業後に質問等対応する。

【１】 授業方法(ALの要素、ICTの活用等)

実施する

１－１．アクティブラーニングについて

ＰＢＬ（課題解決型学習）
プレゼンテーション

１－２．アクティブラーニングを実施する場合、その具体的要素

活用する

２－１．双方向授業でのＩＣＴの活用について

Moodleで課題提出・フィードバック

２－２．ＩＣＴを活用する場合、その具体的名称（クリッカー、タブレット端末等）

授業概要
免疫の仕組みを正しく理解することを目的にスライドや視聴覚機材を用いた講義を行う。また、理解を確認するための学生の質問
など質疑応答を積極的に行う。

【２】

到達目標

免疫学の概念を理解し説明することができる。理論に基づく具体的な検査法を説明できる。結果を考察することができる。

【３】

ディプロマ・ポリシーとの関連【４】
免疫は自己と非自己の認識を介して生体の恒常性維持に関わるもので生命科学の基礎を成すものである。近年の免疫学の急速
な進展を理解する。

（１）十分な知識・技能と、科学的な探究心・思考力・批判力をもつ
（２）自ら主体的に学ぶ力をもつ

＜教育目標＞

専門分野における十分な基礎知識・基本技能（１）
常に問題を科学的に分析・解釈しようとし、そのための科学的探究を試みる態度（１）
問題を多角的に把握し、問題解決に必要な知識・技能を同定し、不足する知識・技能を自覚し、自ら獲得できる力（２）
科学的倫理をわきまえていること（３）
自然に対する畏敬の念、生命の尊重、人間としての謙虚な心をもつこと（３）

＜具体的な項目＞

授業計画【５】

内　　容No.

1 免疫学序論(歴史的背景と基本概念の紹介）　石川

2 免疫担当臓器・器官の働きとホーミング機能　　石川

3 Ｂ細胞と抗体（液性免疫を担う抗体の構造とその働きについて）　石川

4 抗原抗体反応（抗原抗体反応の理論と臨床検査への応用について）　石川

5 補体 (補体の感染防御機能と補体検査法について)　石川

6 Ｔ細胞機能（細胞性免疫を担うT細胞の分化・成熟機序とその働きについて）　石川

7 免疫応答の分子メカニズム　　石川

8 移植免疫1 (血液型について、輸血検査について)　遊佐

9 移植免疫2 (臓器移植の適否を決定するHLA抗原の種類とその特性について)　遊佐

10 感染免疫 (様々な病原体に対する防御と検査・診断法について)　石川

11 アレルギー反応 (疾患の成立機序と検査法について)　石川

12 自己免疫性疾患 (疾患の成立機序と検査法について)　石川



13 免疫不全症 (疾患の成立機序と検査法について)　石川

14 腫瘍免疫 (がん免疫とその検査法について)　石川

15 まとめ (ビデオ教材による講義解説と質疑応答)　石川

事前・事後学習とその時間
・指定教科書並びに配布したプリントは予め読んでおくこと。（1.5時間必要）
・国家試験問題に取り組み、復習する。（1.5時間必要）

【６】

評価方法・基準

講義での発言回数10％、小テスト20％、定期試験70％

【７】

フィードバック方法

小テスト後に解説、定期試験については模範解答を配布するので復習すること。

【８】

教科書

免疫検査学　医歯薬出版

【９】

参考書
「医科免疫学　改訂第6版」菊池浩吉編、南江堂
「免疫イラストレイテッド」 高津聖志 - 南江堂
垣内史堂　著：絵解き　免疫学の知識　オーム社、1996

【10】

備考(関連科目等)

履修対象を３次生としており、また臨床検査技師課程では必修科目である。

【11】

生物学に目を通し、基本的なことを学んでおくようにする。

〔予め学んでおくとよい科目〕

免疫学実習 臨床免疫学実習

〔この科目に続く内容の科目〕



2021年度

土５～

曜日時限

ナンバリング：SC613-302J

Practice in Immunology

免疫学実習

石川　文雄

科目名(日本語)

科目名(英語)

科目責任者

必修・
選択区分

授業形態
開講学期・

学年
単位数

選択 実習
3学年･秋学

期
1

石川　文雄、遊佐　貴司担当教員

科目責任者
連絡先(教室)

非常勤教員：理学部　臨床検査技師課程（理学部IV号館3階4310教室）

オフィスアワー 非常勤教員：授業後に質問等対応する。

【１】 授業方法(ALの要素、ICTの活用等)

実施する

１－１．アクティブラーニングについて

プレゼンテーション
実習、フィールドワーク

１－２．アクティブラーニングを実施する場合、その具体的要素

活用する

２－１．双方向授業でのＩＣＴの活用について

Moodleで課題提出・フィードバック

２－２．ＩＣＴを活用する場合、その具体的名称（クリッカー、タブレット端末等）

授業概要
体験実習を通しいくつかの免疫反応並びに疾患の検査・診断法を学ぶ。
尚、実習であるため終了時間の延長に注意すること。

【２】

到達目標
1、抗原抗体反応を用いた検査を行い、結果を得ることができる。結果を評価できる。
2、アレルギー反応を検査によって確認し、結果を評価できる。
3、輸血検査を行い、結果を評価できる

【３】

ディプロマ・ポリシーとの関連【４】
免疫学で学んだ内容について、実際の検査法を用いて確認・実習する。

（１）十分な知識・技能と、科学的な探究心・思考力・批判力をもつ
（３）他者と協力して課題を解決する力をもつ

＜教育目標＞

専門分野における十分な基礎知識・基本技能（１）
関連する分野における概括的な基礎知識・基本技能（１）
根拠に基づいて科学的な推論を行い、結論を導く能力（１）
根拠を求めて、科学的な手法で実験・実証を計画・実行する能力（１）
常に問題を科学的に分析・解釈しようとし、そのための科学的探究を試みる態度（１）
問題を多角的に把握し、問題解決に必要な知識・技能を同定し、不足する知識・技能を自覚し、自ら獲得できる力（２）

＜具体的な項目＞

授業計画【５】

内　　容No.

1 実習ガイダンスと赤血球凝集反応
抗ヒツジ赤血球抗体の特異性と抗体力価の測定を行う。
ヒツジ赤血球、ウサギ赤血球、ニワトリ赤血球、それぞれの赤血球に対する抗体の反応性から抗体の特異性と抗体価を学
習する。　　石川

2 抗原抗体反応－1：沈降反応・オクタロニー反応
抗体と可溶性抗原との反応をゲル内免疫沈降反応 (オクタロニー法) にて検出し、沈降線の融合、交差、スパー形成から
抗体の特異性を学ぶ。　　石川

3 抗原抗体反応－２：CRP検出(ラテックス凝集反応)
抗CRP抗体を感作したラテックス粒子と被検検体を反応板上で反応させ、その凝集能からCRP検出法を学ぶ。　　石川

4 補体活性の検出：CH50法による血清補体価の測定
古典的経路を介した総合的な補体活性化能を示す血清補体価について、測定法と補体異常に伴う疾患の診断や病態解析へ
の臨床的意義を学習する。　　石川

5 ABO式血液型検査法（１）：表試験と裏試験の検査
ヒトのABO式血液型の判定法を学ぶ。　　遊佐



6 ABO式血液型検査法（２）：Variant(亜型)の検査法
ABO式血液型のvariantの判定法を学ぶ。　　遊佐

7 Rh式血液型検査法
ヒトのRh式血液型の判定法を学ぶ。　　石川

8 輸血検査法(交差適合試験) 及び不規則抗体の検出・同定法
輸血の適否を決定する交差適合試験と不規則抗体の同定法を学ぶ。　　石川

9 アレルギー検査法(IgE抗体の検出)
CAP-RAST法、MAST法、そしてイムノキャップラピッドを用いてのアレルゲン特異的IgE迅速検査法を学ぶ。　　石川

10 ELISA法によるストレスマーカーの測定：
ストレス負荷前後の唾液中のコルチゾール測定法を学ぶ。　　石川

11 感染症の免疫学的検査(1)：抗ストレプトリジン-O (Anti-streptolysin O antibody : ASO)抗体価測定
Ranz-Randall法にて溶連菌が産生するストレプトリジンO（SLO）に対する患者血清中の抗ストレプトリジン-O(ASO)抗体
価の測定法を学ぶ。　　石川

12 感染症の免疫学的検査（２）：梅毒感染症検査他
カルジオライピン、レシチン抗原と炭末粒子とを組み合わせた脂質抗体を検出する梅毒血清反応を学ぶ。　　石川

13 感染症の免疫学的検査（3）：梅毒感染症検査他
イムノクロマト法による梅毒血清検査法を学ぶ。　　石川

14 Eロゼット形成法によるT細胞測定
T細胞はヒツジ赤血球(Eと省略)と結合するレセプター(CD2)を発現しており、ロゼット形成細胞として観察できる。この
原理を用い、末梢血中細胞のロゼット形成からT細胞測定法を学ぶ。　　石川

15 蛍光標識抗体法による抗核抗体の検出
蛍光標識抗ヒトIgs抗体を用い、自己免疫疾の患者血清中の抗核抗体の測定法を学ぶ。　　石川

事前・事後学習とその時間
・配布したプリントを予め読んでおくこと。予習1時間行うこと。
・教科書を読んで予習しておくこと。
・国家試験問題（過去問）に取り組み、復習1時間行うこと。

【６】

評価方法・基準

実習での発言回数10％、小テスト20％、レポート70％

【７】

フィードバック方法

小テストについては模範解答を配布するので1時間以上の復習をすること。

【８】

教科書

臨床検査学講座　臨床免疫学 : 福岡　良男他薯（医歯薬出版）

【９】

参考書
医科免疫学 菊池浩吉著（南江堂）
シンプル免疫学  中島　泉著（南江堂）
免疫学ハンドブック編集委員会編（委員長 垣内史堂）：免疫学ハンドブック、オーム社、2005

【10】

備考(関連科目等)

履修対象を３次生としており、また臨床検査技師課程では必修科目である。

【11】

免疫学 臨床生化学Ⅰ 臨床生化学Ⅱ 臨床生理学 臨床検査総論Ⅰ 臨床検査総論Ⅱ
免疫学に一通り目を通し基本的な事柄を理解しておくこと。

〔予め学んでおくとよい科目〕

臨床免疫学実習

〔この科目に続く内容の科目〕



2021年度

時間外

曜日時限

ナンバリング：SC635-301J

Practice of  Hematology

血液学実習

小菅　孝明

科目名(日本語)

科目名(英語)

科目責任者

必修・
選択区分

授業形態
開講学期・

学年
単位数

選択 実習
3学年･秋学

期
1

小菅　孝明、村野　武義、横田　浩充担当教員

科目責任者
連絡先(教室)

非常勤教員：理学部　臨床検査技師課程（理学部IV号館3階4310教室）
村野：Moodleのメッセージ機能にて連絡すること。（理学部IV号館3階4360教室）

オフィスアワー
非常勤教員：授業後に質問等対応する。
村野：月、火、木の15時以降

【１】 授業方法(ALの要素、ICTの活用等)

実施する

１－１．アクティブラーニングについて

実習、フィールドワーク

１－２．アクティブラーニングを実施する場合、その具体的要素

活用しない

２－１．双方向授業でのＩＣＴの活用について

授業概要
集中実習形式で行う。
実際の血液（自己）を用いて実習する。
安全な採血手技を学ぶ。

【２】

到達目標
1.血球算定、血球の形態検査、血球の染色標本の作製を行うことができ、血球検査の結果について説明することができる。
2.血栓・止血検査に関する検査を行うことができ、検査結果について説明することができる。
3.安全な採血ができる

【３】

ディプロマ・ポリシーとの関連【４】
採血技術、血液学的検査、血栓・止血検査の実習を通じて血液検査学全般を学ぶことを目的とする。

（１）十分な知識・技能と、科学的な探究心・思考力・批判力をもつ
（２）自ら主体的に学ぶ力をもつ

＜教育目標＞

専門分野における十分な基礎知識・基本技能（１）
関連する分野における概括的な基礎知識・基本技能（１）
問題解決のために積極的に他者と協働する態度（３）

＜具体的な項目＞

授業計画【５】
1．採血法の習得
　　患者対応、消毒方法、シリンジ採血、翼状針真空管採血、止血方法
2．血球算定
　　自動血球計装置による血球算定・白血球分類、
　　血球計算盤を使用した白血球・赤血球・血小板算定
3．塗抹標本作製
4．メイ・ギムザ染色、POD染色
5．特殊染色（ALP染色、NAPスコアー算出）
6．白血球分類（鏡検）
7．白血病細胞（CML、ALL、AML-M2、M5 、APL、MM）の鏡検実習
8．血栓・止血検査実習
　　PT、APTTの測定、線溶検査

事前・事後学習とその時間
血液学、臨床検査総論Ⅰの授業で使用した資料・教科書を用いて予習（2時間）しておくこと。
実習終了後は復習（1時間）として見直して確認すること。

【６】

評価方法・基準

レポート（100％）により評価する。また、受講態度も評価参考にする。

【７】

フィードバック方法

実習中の手技を個別に確認する。レポートはコメント付記して返却すので復習すること。

【８】



教科書
標準臨床検査学　血液学（医学書院）
最新臨床検査学講座　血液検査学（医歯薬出版）

【９】

参考書
病気が見える⑤血液
人体の正常構造と機能　改訂第2版（日本医事新報社）
臨床検査法提要（金原出版）

【10】

備考(関連科目等)

臨地実習の準備、血液学の復習としての実習である。

【11】

臨床血液学

〔予め学んでおくとよい科目〕

病院実習、臨床特別講義

〔この科目に続く内容の科目〕



2021年度

時間外

曜日時限

ナンバリング：SC612-401J

Microbiology Laboratory

微生物学実習

福本　敦

科目名(日本語)

科目名(英語)

科目責任者

必修・
選択区分

授業形態
開講学期・

学年
単位数

選択 実習
4学年･春学

期
1

福本　敦担当教員

科目責任者
連絡先(教室)

薬学部微生物学教室

オフィスアワー
時間：月曜～土曜の10時～18時。
居室：薬学部D館5F　E540室（微生物学教室）

【１】 授業方法(ALの要素、ICTの活用等)

実施する

１－１．アクティブラーニングについて

グループワーク
実習、フィールドワーク

１－２．アクティブラーニングを実施する場合、その具体的要素

活用しない

２－１．双方向授業でのＩＣＴの活用について

授業概要
微生物を扱う際の基本技術を学び、微生物の基本的な性質を知る。
薬剤感受性試験や、サンプルに含まれる細菌の同定などを行う。
PCを用いて、細菌のDNA情報をWeb上のデータベースに照会し菌種の同定を行う。

【２】

到達目標
無菌操作など微生物を扱う際の基本技術を身につけ、正しい操作方法ができるようになる。
使用器具を適切な方法で滅菌し、感染性廃棄物を適切に処理することができる。
グラム染色を行なうことができる。
サンプル中の菌数を測定することができる。
ペーパーディスクを用いて薬剤感受性を測定することができる。
検体に含まれている微生物の種を同定することができる。
水道水の水質基準のうち、微生物学的検査を行なうことができる。

【３】

ディプロマ・ポリシーとの関連【４】
本科目は臨床検査技師免許取得に必要な科目であり、臨床検査技師はサンプル中の微生物を同定する能力が必須である。その
技術を身につけるために必要な基本知識と技術である微生物（細菌）の培養方法、分離方法、同定方法などを習得することを
目的とする。

（１）十分な知識・技能と、科学的な探究心・思考力・批判力をもつ
（２）自ら主体的に学ぶ力をもつ

＜教育目標＞

専門分野における十分な基礎知識・基本技能（１）
関連する分野における概括的な基礎知識・基本技能（１）
根拠に基づいて科学的な推論を行い、結論を導く能力（１）
根拠を求めて、科学的な手法で実験・実証を計画・実行する能力（１）
常に問題を科学的に分析・解釈しようとし、そのための科学的探究を試みる態度（１）
問題を多角的に把握し、問題解決に必要な知識・技能を同定し、不足する知識・技能を自覚し、自ら獲得できる力（２）

＜具体的な項目＞

授業計画【５】

内　　容No.

1 微生物学実習の意義について理解し、微生物を扱う際に注意すべき点を説明できるようになる
無菌操作の概念を理解し、無菌的に培地を分注できるようになる

2 滅菌方法について理解し、必要に応じた滅菌方法を選択できるようになる
手指消毒の有用性を体験し、スワブ法により人体常在菌を培養できるようになる
無菌操作により安全に大腸菌の分離培養を行うことができるようになる

3 前回行った手指消毒および人体常在菌の培養結果を観察し、消毒の効果を理解し、コロニーの形態の違いを判別できるよ
うになる
前回分離培養を行ったシャーレを観察し、分離培養の手技を自ら再確認する
選択培地を用いて、未知の菌を含む検体を安全に正しい方法で分離培養できるようになる

4 前回培養した選択培地を観察し、臨床検査で実施されている分離培養について理解する
選択培地に増殖したコロニーの違いを判別できるようになる
選択培地に増殖した菌を釣菌し、純培養することができるようになる



5 様々な植菌方法を理解し、前回純培養した菌を確認培地に植菌できるようになる
グラム染色の原理と重要性を理解し、正確にグラム染色行うことができるようになる
顕微鏡で微生物を観察することで、手際よく顕微鏡操作を行うことができるようになり、菌の形態の違いを区別できるよ
うになる

6 臨床で用いられているようなキットを使用して未知の菌の同定を試みる

7 大腸菌群試験の手順を理解し行う
薬剤感受性試験の原理を理解し、菌の薬剤感受性の測定を行うことができるようになる

8 前回培養した大腸菌群試験の観察を行う
薬剤感受性試験の結果を観察し、測定を行った菌の薬剤感受性について説明できるようになる
遺伝子配列を基にしてWEB上に公開されたデータベースを検索し、菌の同定を行う方法を体験する

9

10

11

12

13

14

15

事前・事後学習とその時間
予習：　病原微生物学の講義内容を確認しておく。（各日毎に1時間）
復習：　国家試験問題に取り組む。レポートを作成する（各日毎に1時間）

【６】

評価方法・基準
実習中の態度および実習に取り組む姿勢および実技試験（実習中に作成したものの評価）（約60％）、および提出されたレポート
の内容（まとめ方・考察の内容など）（約40％）を総合的に評価する。

【７】

フィードバック方法

実技に関しては実習中にフィードバックを行い、レポートについては、後日、コメントを付記して返却する。

【８】

教科書

プリントを配布する

【９】

参考書

臨床検査講座　微生物学検査法　医歯薬出版株式会社

【10】

備考(関連科目等)

臨床検査技師免許状の取得を目指す学生には本科目は必修科目である。

【11】

微生物学

〔予め学んでおくとよい科目〕

臨床微生物学実習

〔この科目に続く内容の科目〕



2021年度

時間外

曜日時限

ナンバリング：SC900-402J

Special Practice in Chemistry

特別問題研究

齋藤良太

科目名(日本語)

科目名(英語)

科目責任者

必修・
選択区分

授業形態
開講学期・

学年
単位数

選択
実験・実

習
4学年･通年 5

齋藤　良太担当教員

科目責任者
連絡先(教室)

生物有機化学教室

オフィスアワー 木曜２限。その他、在室時は原則として対応する。担当教員居室は1202B。

【１】 授業方法(ALの要素、ICTの活用等)

実施する

１－１．アクティブラーニングについて

ディスカッション、ディベート

１－２．アクティブラーニングを実施する場合、その具体的要素

活用しない

２－１．双方向授業でのＩＣＴの活用について

授業概要

課題に対応する各種の文献調査・実地調査・実験研究等を実施し，その成果を報告書として担当教員に提出する。

【２】

到達目標
設定された課題に対応する各種の文献調査・実地調査・実験研究等ができる。
自らの調査研究成果をまとめて報告書を作成することができる。

【３】

ディプロマ・ポリシーとの関連【４】
化学科臨床検査技師課程学生には，化学に関する専門的知識・技術と，臨床検査に関する知識・技術の双方が求められる。本
科目においては，４年間の学業の集大成として化学と臨床検査にまたがる総合的な探求力を身につけるとともに，自らの調査
研究の成果を文書としてまとめる能力を会得することを目標とする。

（１）十分な知識・技能と、科学的な探究心・思考力・批判力をもつ
（２）自ら主体的に学ぶ力をもつ
（３）他者と協力して課題を解決する力をもつ

＜教育目標＞

専門分野における十分な基礎知識・基本技能（１）
関連する分野における概括的な基礎知識・基本技能（１）
根拠に基づいて科学的な推論を行い、結論を導く能力（１）
根拠を求めて、科学的な手法で実験・実証を計画・実行する能力（１）
常に問題を科学的に分析・解釈しようとし、そのための科学的探究を試みる態度（１）
問題を多角的に把握し、問題解決に必要な知識・技能を同定し、不足する知識・技能を自覚し、自ら獲得できる力（２）
コミュニケーション能力・リーダーシップ、外国語を含む文章の読み書き能力（３）
問題解決のために積極的に他者と協働する態度（３）
科学的倫理をわきまえていること（３）
自然に対する畏敬の念、生命の尊重、人間としての謙虚な心をもつこと（３）

＜具体的な項目＞

授業計画【５】
 履修登録後，担当教員と個別に面談して課題を決定する。
 課題決定にあたっては，本科目の単位数が化学科卒業研究の1/2となっていることを考慮する。
 課題に対応する各種の文献調査・実地調査・実験研究等を個別に実施する。
 設定された締切日までに，報告書の完成稿を指導教員に提出する。
 締切日までの間，必要に応じ進捗状況に関連する個別面談を随時行う。
 その他，内容・進行の詳細については，個別面談により決定する。

事前・事後学習とその時間
研究テーマに関連した論文を読んで理解するとともに，関連分野の習得した知識を復習する。
科目の性質上，準備学習を区別することはできない。

【６】

評価方法・基準
報告書作成のプロセス 40%，提出された報告書の内容 60%
提出された報告書について，ディスカッションや講評を行う。

【７】



フィードバック方法

授業の性質上，フィードバックは常時行われる。

【８】

教科書

必要に応じて，担当教員より提示する。

【９】

参考書

必要に応じて，担当教員より提示する。

【10】

備考(関連科目等)
この科目は，化学科臨床検査技師課程に所属し，かつ卒業研究履修資格を有する学生のみが履修できる。
また，選択した時点で必修科目とみなす。

【11】

化学科および臨床検査技師課程の３年次までのすべての開講科目

〔予め学んでおくとよい科目〕

該当なし

〔この科目に続く内容の科目〕



2021年度

集中

曜日時限

ナンバリング：SB602-301J

Physiology Science Laboratory

生理学実習

石井　俊行

科目名(日本語)

科目名(英語)

科目責任者

必修・
選択区分

授業形態
開講学期・

学年
単位数

選択 実習
3学年･春学

期
1

石井　俊行、鈴木　淳担当教員

科目責任者
連絡先(教室)

非常勤教員：理学部　臨床検査技師課程（理学部IV号館3階4310教室）

オフィスアワー 非常勤教員：授業後に質問等対応する。

【１】 授業方法(ALの要素、ICTの活用等)

実施する

１－１．アクティブラーニングについて

ディスカッション、ディベート
グループワーク
プレゼンテーション
実習、フィールドワーク

１－２．アクティブラーニングを実施する場合、その具体的要素

活用する

２－１．双方向授業でのＩＣＴの活用について

授業状況に応じて、ZoomやMoodleを利用することがあります。

２－２．ＩＣＴを活用する場合、その具体的名称（クリッカー、タブレット端末等）

授業概要
クラスを4つのグループに分け、反射、皮膚感覚、血圧、心電図、肺気量の各実習項目をローテーションして行う。実習は2人1組
で、互いに検者、被験者となり行う。実習に先立ち、配布した実習書で十分に予習を行い、生理機能および検査の測定法に関して
把握しておくことが必要である。また、グループ内でコミュニケーションを十分にはかり、相互に協力して安全に効率よく実習を
行う。

【２】

到達目標
１．人体の正常な構造と機能を説明できる。
２．生理機能検査の測定法を説明できる。
３．刺激により起こる生体反応を説明できる。
４．生理機能検査に関わる基準値・正常値を答えることができる。

【３】

ディプロマ・ポリシーとの関連【４】
臨床検査技師として必要な基礎生理学の知識を実習を通して修得することを目的とする。

（１）十分な知識・技能と、科学的な探究心・思考力・批判力をもつ
（２）自ら主体的に学ぶ力をもつ
（３）他者と協力して課題を解決する力をもつ

＜教育目標＞

専門分野における十分な基礎知識・基本技能（１）
関連する分野における概括的な基礎知識・基本技能（１）
根拠に基づいて科学的な推論を行い、結論を導く能力（１）
常に問題を科学的に分析・解釈しようとし、そのための科学的探究を試みる態度（１）
問題を多角的に把握し、問題解決に必要な知識・技能を同定し、不足する知識・技能を自覚し、自ら獲得できる力（２）
問題解決のために積極的に他者と協働する態度（３）

＜具体的な項目＞

授業計画【５】

内　　容No.

1 反射：
伸張反射、表在反射、自律神経反射について、刺激の種類、程度と反射の現れ方を体験・観察し、中枢神経系の役割・機
能を理解する。

2 皮膚感覚：
身体各部の皮膚表面の触・圧点の分布ならびに２点識別閾について検討し、皮膚感覚の末梢機構を理解する。

3 血圧①：
間接法による血圧測定を習得し、血圧測定の意義やその調節について理解する。

4 血圧②：
血圧の変動要因ならびにその生理学的調節機構について理解する。



5 心電図：
心電図の測定を行い、波形の意義や測定値について考察し、心臓の機能を理解する。

6 消化液：
唾液によるデンプン分解作用を観察し、唾液アミラーゼの働きを理解する。

7 尿生成：
水ならびに食塩水の負荷を加えて尿量の変化を測定し、腎臓による体液調節について理解する。

8 肺気量：
肺気量分画、強制呼出曲線、フローボリューム曲線、最大換気量を測定して呼吸機能を理解する。

9

10

11

12

13

14

15

事前・事後学習とその時間
【予習】実習書に指定された予習課題をレポートにまとめて提出する。
【復習】実習書に指定された実習課題をレポートにまとめて提出する。
　レポート作成の作業はおおよそ１時間程度の時間を要する。

【６】

評価方法・基準

予習課題レポート30％、実習課題レポート30％、実習への取組・ディスカッション40%として評価する。

【７】

フィードバック方法

レポートはコメントを記載し、返却する。

【８】

教科書

事前に配布する実習書またはプリントを使用する。

【９】

参考書

必要に応じて授業・実習の中で紹介する。

【10】

備考(関連科目等)【11】

基礎生理学、生理学、臨床生理学。
「人体の構造と機能」に関する科目、および、日常の医学・科学のニュースに関心を持ち、生きた知識を常に整理し理解
する心構えをもつこと。

〔予め学んでおくとよい科目〕

特になし。

〔この科目に続く内容の科目〕



2021年度

月３～５

曜日時限

ナンバリング：SM660-301J

Laboratory experiments in medical engineering

医用電子工学概論実習

酒井　康弘

科目名(日本語)

科目名(英語)

科目責任者

必修・
選択区分

授業形態
開講学期・

学年
単位数

選択 実習
3学年･秋学

期
2/3

酒井 康弘、髙木 祥示、酒井 佐直、平口 学担当教員

科目責任者
連絡先(教室)

物理学科 原子過程科学教室(理学部II号館5階2504室)その他連絡先等は、Moodleのメッセージ機能か、講義中
に指示するメールアドレスを利用

オフィスアワー
物理学科ホームページのhttps://www.toho-u.ac.jp/sci/ph/edu/curriculum/office_hour/index.html を参照
すること。

【１】 授業方法(ALの要素、ICTの活用等)

実施する

１－１．アクティブラーニングについて

グループワーク
実習、フィールドワーク

１－２．アクティブラーニングを実施する場合、その具体的要素

活用する

２－１．双方向授業でのＩＣＴの活用について

Moodle

２－２．ＩＣＴを活用する場合、その具体的名称（クリッカー、タブレット端末等）

授業概要
全5回の実験を少人数のグループに分けて行う。基本的には、医用機器を利用するための基礎となる電気電子素子、電子回路につ
いての内容である。実験項目を授業計画に示した。それぞれの実験では、40分ほどの一般講義を行い、その後実験を行なう。実験
ノートはこちらから配布する。対数グラフ用紙はこちらから支給するが、正方眼紙は各自用意すること。なお、この授業は、「物
理学実験」と合同で行う。

【２】

到達目標
１．実験ノートの使用法に習熟し、レポートを作成できる。
２．ノギス・マイクロメータの使用法に習熟し、測定値の誤差計算ができる。
３．光の屈折・回折現象を簡単に説明できる。
４．テスター・オシロスコープを使用できる。
５．ダイオード、トランジスタの役割、原理、特性を説明できる。
６．オシロスコープにより音の波形を記録し、解析でき、音と周波数成分の関係を説明できる。
７．個々のテーマについて、その概念と実験原理を説明できる。

【３】

ディプロマ・ポリシーとの関連【４】
臨床検査技師に必要な医用工学全般の知識を、実験を通して習得する。

（１）十分な知識・技能と、科学的な探究心・思考力・批判力をもつ
（３）他者と協力して課題を解決する力をもつ

＜教育目標＞

専門分野における十分な基礎知識・基本技能（１）
根拠に基づいて科学的な推論を行い、結論を導く能力（１）
常に問題を科学的に分析・解釈しようとし、そのための科学的探究を試みる態度（１）
問題解決のために積極的に他者と協働する態度（３）

＜具体的な項目＞

授業計画【５】

内　　容No.

1 ガイダンス(実験の進め方、実験ノートの書き方)
電気系予備実験AB（テスター・オシロスコープの使い方）

2 電気系予備実験C（コンデンサの充放電・過渡現象）

3 ダイオード

4 音声解析

5 力学・光系予備実験（ノギス＆マイクロメータの使い方・測定値の統計処、光の屈折・反射・回折）

6

7

8



9

10

11

12

13

14

15

事前・事後学習とその時間
あらかじめテキストを読み、実験題目、目的、原理、装置と器具、実験方法を実験ノートに要点をまとめて記載する。測定値を記
入する表もあらかじめ作っておくと良い。予習に1時間程度かかる。実験のテーマによってはレポート作成が義務付けられている
ので、それらの作成とノート整理も含め、平均的に1回あたり3時間程度の時間を必要とする。

【６】

評価方法・基準

実験実施に対する評価40%、レポートと実験ノートの評価60%

【７】

フィードバック方法

レポートはその講評を配布する。実験ノートは返却する。

【８】

教科書

初回ガイダンス時に、実験テキストを配布する。

【９】

参考書

実験の説明時に指示する場合がある。

【10】

備考(関連科目等)【11】

基礎物理学

〔予め学んでおくとよい科目〕

医用電子工学概論

〔この科目に続く内容の科目〕



2021年度

時間外

曜日時限

ナンバリング：SM900-432J

Undergraduate Thesis in Biomolecular Science

特別問題研究

杉本　雅純

科目名(日本語)

科目名(英語)

科目責任者

必修・
選択区分

授業形態
開講学期・

学年
単位数

選択
実験・実

習
4学年･通年 5

生物分子科学全教員担当教員

科目責任者
連絡先(教室)

担当者から学生に連絡先メールアドレスを提示する。

オフィスアワー 担当者による。各教員のシラバスを参照。

【１】 授業方法(ALの要素、ICTの活用等)

実施する

１－１．アクティブラーニングについて

ＰＢＬ（課題解決型学習）
反転授業
ディスカッション、ディベート
グループワーク
プレゼンテーション
実習、フィールドワーク
その他

１－２．アクティブラーニングを実施する場合、その具体的要素

研究テーマの目標を達成するための実験研究と論文作成

　　「その他」の内容

活用する

２－１．双方向授業でのＩＣＴの活用について

Moodle

２－２．ＩＣＴを活用する場合、その具体的名称（クリッカー、タブレット端末等）

授業概要

研究テーマについて、実験を通して研究そのものを体得する。得られた結果についての科学的な考察力も養う。

【２】

到達目標
研究テーマについて、参考文献も参照して実験計画を練り、自ら工夫して実験を行う能力を養う。得られた実験結果を解析・考察
し、特別問題研究報告書を完成させるとともに、ポスターまたは口頭形式で成果を発表する。

【３】

ディプロマ・ポリシーとの関連【４】
３年次までに所定の単位を取得した４年次生を対象に、それぞれの教室に所属し、担当者と相談して決めたテーマについて自
ら工夫し、計画を練り、努力を重ね、実験を通して研究そのものを体得する。得られた結果についての科学的な考察力も養
う。

（１）十分な知識・技能と、科学的な探究心・思考力・批判力をもつ
（２）自ら主体的に学ぶ力をもつ
（３）他者と協力して課題を解決する力をもつ

＜教育目標＞

専門分野における十分な基礎知識・基本技能（１）
関連する分野における概括的な基礎知識・基本技能（１）
根拠に基づいて科学的な推論を行い、結論を導く能力（１）
根拠を求めて、科学的な手法で実験・実証を計画・実行する能力（１）
常に問題を科学的に分析・解釈しようとし、そのための科学的探究を試みる態度（１）
問題を多角的に把握し、問題解決に必要な知識・技能を同定し、不足する知識・技能を自覚し、自ら獲得できる力（２）
問題解決のために積極的に他者と協働する態度（３）
科学的倫理をわきまえていること（３）

＜具体的な項目＞



授業計画【５】
内田：水溶性クロロフィルタンパク質および集光性複合体のＸ線結晶構造解析
古田：細胞の生理機能を制御する光機能性分子の開発
渡邊：新しい構造や機能をもつ有機化合物の設計・合成
細井：蛍光タンパク質の発光機構を、レーザー分光法により解明する
後藤：ビタミンを補酵素とする酵素の機能と構造の相関を解明する
杉本：魚類皮膚の創傷治癒や体色変化の研究から組織恒常性の機序を解明する
佐藤：植物遺伝子の発現調節機構に関する研究
永田：死細胞の貪食除去の遅延による炎症発症機構の解明と炎症応答への老化の影響
塚田：魚類や哺乳類の組織構築・リモデリングに関与する分子の探索や機能解析
上野：睡眠の分子機構と医療に関する研究
渡邉：細胞機能を制御する遺伝子の生体内および細胞レベルでの機能解析
藤崎：細菌の増殖とバイオフィルム形成に関わる細胞表層分子の代謝解析
岸本：外界の環境変化に対する細胞の適応・進化のダイナミクス解析
曽根：神経発生・脳機能・神経疾患の分子機構を解明する
古倉：がん転移に伴う遺伝子発現制御機構を細胞生物学的に解析する
大谷：免疫細胞における環境センサー因子の役割解明

事前・事後学習とその時間

研究テーマの背景となっている論文および実験に関連した論文を読んで理解するとともに、関連分野の習得した知識を復習する。

【６】

評価方法・基準

特別問題研究報告書およびポスター発表の内容（60%）、普段の研究への取り組み（40%）で評価する。

【７】

フィードバック方法

実験データについて、ディスカッションや講評を行う。

【８】

教科書

特に指定しない。

【９】

参考書

参考書は担当者の指示による。

【10】

備考(関連科目等)

臨床検査技師課程の４年生を対象とする。担当者は３年秋学期開始時までに決定する。

【11】

３年次までの専門科目

〔予め学んでおくとよい科目〕

該当しない

〔この科目に続く内容の科目〕



2021年度

土１

曜日時限

ナンバリング：SR603-301J

Clinical Biochemistry Ⅰ

臨床生化学Ⅰ

村野　武義

科目名(日本語)

科目名(英語)

科目責任者

必修・
選択区分

授業形態
開講学期・

学年
単位数

選択 講義
3学年･春学

期
2

大久保　滋夫、村野　武義、星野　忠、大川　龍之介担当教員

科目責任者
連絡先(教室)

非常勤教員：理学部　臨床検査技師課程（理学部IV号館3階4310教室）
村野：Moodleのメッセージ機能にて連絡すること。（理学部IV号館3階4360教室）

オフィスアワー
非常勤教員：授業後に質問等対応する。
村野：月、火、木の15時以降

【１】 授業方法(ALの要素、ICTの活用等)

実施しない

１－１．アクティブラーニングについて

１－２．アクティブラーニングを実施する場合、その具体的要素

活用する

２－１．双方向授業でのＩＣＴの活用について

Moodleの使用

２－２．ＩＣＴを活用する場合、その具体的名称（クリッカー、タブレット端末等）

授業概要
各種生体成分と病態との関係について触れると共に、ヒト検体を生化学的に分析する上で基礎となる
試料の取り扱い方や各種分析法の基本原理ならびに得られた検査データの管理法などについて概説する

【２】

到達目標
国家試験問題（生化学、臨床生化学）を8割以上正解できる
臨床生化学検査項目の測定原理・方法、基準値について説明できる。

【３】

ディプロマ・ポリシーとの関連【４】
ヒト体液（血清、他）成分の動態が病気の診断・経過とどの様に関係するのかを学修、理解することを目的とする。また、臨
床生化学検査項目の測定原理・方法、基準値を学修、理解する。

（１）十分な知識・技能と、科学的な探究心・思考力・批判力をもつ
（２）自ら主体的に学ぶ力をもつ

＜教育目標＞

専門分野における十分な基礎知識・基本技能（１）
関連する分野における概括的な基礎知識・基本技能（１）
根拠に基づいて科学的な推論を行い、結論を導く能力（１）
常に問題を科学的に分析・解釈しようとし、そのための科学的探究を試みる態度（１）

＜具体的な項目＞

授業計画【５】

内　　容No.

1 総論1：臨床生化学の概要、検体（血清、血漿、他）の取り扱い（大久保）

2 酵素反応速度論・阻害（大久保）

3 総論2：基準値、臨床生化学分析法-１　（各種分光分析法、電気化学的方法、他）（大久保）

4 無機質-1（Na、K、Cl、Ca、Fe、P、Mg、他）（大久保）

5 無機質-2（Na、K、Cl、Ca、Fe、P、Mg、他）（大久保）

6 臨床生化学検査：酵素総論
酵素：アミノ基転移酵素（大久保）

7 酵素：CK、ALP（含　アイソザイム）（星野）

8 酵素：γGT，AcP，AMY，Lip（星野）

9 脂質‐１：リポタンパク質、脂質（大川）

10 糖質‐１：血糖（グルコース）（大川）

11 糖質‐2：糖化タンパク質（HbAlc,ｇｌｙ－Alb、他）（大川）

12 核酸の構造、遺伝子検査および生命倫理シンポジウム（村野）

13 脂質‐2：コレステロール、中性脂肪、リン脂質、他（大川）



14 酵素：乳酸脱水素酵素（含　アイソザイム）（村野）

15 学習到達度の確認（村野）

事前・事後学習とその時間
シラバスの内容に合わせて教科書および配布資料で予習（1.5時間）すること
授業後は必ず配布資料で復習（1.5時間）すること。この際に学んだ範囲についての国家試験過去問を解くと効果的である。

【６】

評価方法・基準

国家試験形式の定期試験を実施し、60％以上の正解を必要とする。

【７】

フィードバック方法

定期試験は国家試験問題レベルとするため、試験後に類似問題の解答（国家試験過去問）を提示するので復習すること。

【８】

教科書

最新臨床検査学講座「臨床化学検査学」：医歯薬出版

【９】

参考書
新版「臨床化学」（伊藤他編，講談社サイエンティフィック）
医療関係職種のための臨床検査概論，いはら博編著，ヘルス・システム研究所
「病態生化学」（山川他訳，朝倉書店」，標準臨床検査学　臨床化学，医学書院（株）

【10】

備考(関連科目等)

臨検国試受験資格　取得希望者は必修。

【11】

代謝生化学
生化学、生理学

〔予め学んでおくとよい科目〕

臨床生化学Ⅱ 臨床生化学実習 臨床特別講義

〔この科目に続く内容の科目〕



2021年度

土３、土
４

曜日時限

ナンバリング：SR614-302J

Outline of Medicine

医学概論

村野　武義

科目名(日本語)

科目名(英語)

科目責任者

必修・
選択区分

授業形態
開講学期・

学年
単位数

選択 講義
3学年･春学

期
2

村野　武義、星野　忠、大川　龍之介、横田　浩充担当教員

科目責任者
連絡先(教室)

非常勤教員：理学部　臨床検査技師課程（理学部IV号館3階4310教室）
村野：Moodleのメッセージ機能にて連絡すること。（理学部IV号館3階4360教室）

オフィスアワー
非常勤教員：授業後に質問等対応する。
村野：月、火、木の15時以降

【１】 授業方法(ALの要素、ICTの活用等)

実施しない

１－１．アクティブラーニングについて

１－２．アクティブラーニングを実施する場合、その具体的要素

活用する

２－１．双方向授業でのＩＣＴの活用について

Moodleの使用

２－２．ＩＣＴを活用する場合、その具体的名称（クリッカー、タブレット端末等）

授業概要
臨床検査の利用について講義する
各疾患について説明し、疾患と臨床検査のかかわりについて解説する

【２】

到達目標
1．適切な臨床検査値を報告するために必要な事項を説明できる
2．各疾患と臨床検査とのかかわりを説明することができる
3．医療人としての倫理観を持つことができる.

【３】

ディプロマ・ポリシーとの関連【４】
この講義の目的は、臨床検査技師に必要な医学的知識を包括的に教授することにある。その結果、臨床検査の利用および検査
値の見方を含め、臨床検査の意義を理解することを目指す。

（１）十分な知識・技能と、科学的な探究心・思考力・批判力をもつ
（２）自ら主体的に学ぶ力をもつ

＜教育目標＞

専門分野における十分な基礎知識・基本技能（１）
関連する分野における概括的な基礎知識・基本技能（１）
根拠に基づいて科学的な推論を行い、結論を導く能力（１）
常に問題を科学的に分析・解釈しようとし、そのための科学的探究を試みる態度（１）

＜具体的な項目＞

授業計画【５】

内　　容No.

1 医学概論　総論１（村野）

2 医学概論　総論２（村野）

3 チーム医療総論（村野）

4 チーム医療各論（村野）

5 病態検査、検体検査の意義１ （横田）

6 病態検査、検体検査の意義１ （横田）

7 臨床検査データ（酵素）の見方１（星野）

8 臨床検査データ（酵素）の見方２（星野）

9 病態と臨床検査値1　　R-CPC１（大川）

10 病態と臨床検査値1　　R-CPC１（大川）

11 病態と臨床検査値2　　R-CPC1（大川）

12 病態と臨床検査値2　　R-CPC1（大川）

13 生命倫理シンポジウム



14 生命倫理シンポジウム

15 臨床検査の展望・まとめ

事前・事後学習とその時間

配布された資料について予習1時間し,復習を2時間行うこと。課題としてのレポート作成は復習の成果となる。

【６】

評価方法・基準

各講義後のレポート（100％）により評価する。また、受講態度も評価参考にする。

【７】

フィードバック方法

課題の範囲は講義プリントの内容とする。レポートは評価後、コメントを付記し返却指導する。

【８】

教科書

プリントを配布する。

【９】

参考書
最新臨床検査学講座　臨床化学検査学（医歯薬出版）
最新臨床検査学講座　血液検査学（医歯薬出版）
解剖学アトラス（越智淳三訳、文光堂）
免疫学イラストレイテッド（多田富雄監訳、南江堂）

【10】

備考(関連科目等)
・臨床検査技師国家試験受験資格を得ようとする者には必須科目である。
・講義は配布するプリントに沿って進める。
・必要に応じて上記参考書などで自主学習する必要がある。

【11】

〔予め学んでおくとよい科目〕

臨床生理学Ⅰ 臨床生理学Ⅱ 臨床検査総論実習 臨床生化学実習

〔この科目に続く内容の科目〕



2021年度

土３、土
４

曜日時限

ナンバリング：SR614-301J

General Clinical Examination Ⅰ

臨床検査総論Ⅰ

佐瀬　正次郎

科目名(日本語)

科目名(英語)

科目責任者

必修・
選択区分

授業形態
開講学期・

学年
単位数

選択 講義
3学年･春学

期
2

佐瀬 正次郎担当教員

科目責任者
連絡先(教室)

理学部　臨床検査技師課程（理学部IV号館3階4310教室）

オフィスアワー 非常勤教員：授業後に質問等対応する。メールで質問を受け付ける。

【１】 授業方法(ALの要素、ICTの活用等)

実施しない

１－１．アクティブラーニングについて

１－２．アクティブラーニングを実施する場合、その具体的要素

活用する

２－１．双方向授業でのＩＣＴの活用について

Moodleの使用

２－２．ＩＣＴを活用する場合、その具体的名称（クリッカー、タブレット端末等）

授業概要

授業計画に沿い到着目標ごとに講義する。令和3年国家試験出題基準に挙げられている項目のすべてについて学ぶ。

【２】

到達目標
1.　検査項目の生理的意義を理解し説明できる。
2.　臨床的意義を理解し説明できる。
3.　分析法（反応原理と実施法）を理解し説明できる。
4.　基準範囲を理解し説明できる。
5.　検査成績と病態との関係を説明できる。

【３】

ディプロマ・ポリシーとの関連【４】
臨床検査の意義と役割からを臨床検査技師の仕事を理解すると共に、検体検査の中で基本となる一般検査（尿、便、脳脊髄
液、穿刺液、精液検査など）の生化学、免疫学、形態学を応用した測定法を学ぶことで基本的な知識を修得することを目的と
する。

（１）十分な知識・技能と、科学的な探究心・思考力・批判力をもつ
（２）自ら主体的に学ぶ力をもつ

＜教育目標＞

専門分野における十分な基礎知識・基本技能（１）
関連する分野における概括的な基礎知識・基本技能（１）

＜具体的な項目＞

授業計画【５】

内　　容No.

1 臨床検査技師の役割、臨床検査の意義、検査管理の概念、検査部門の組織と業務等について学習する

2 検査部門の管理と運営、医療安全、感染対策、チーム医療、臨床検査技師に関する法律について学習する

3 採尿法、尿検体の保存、一般的性状、尿比重、尿浸透圧、尿pHの測定意義、測定法について学習する

4 尿蛋白、尿糖、尿ケトン体の測定意義、測定法について学習する

5 尿ビルリビン、尿ウロビリン体、尿ポルフィリンの測定意義、測定法について学習する

6 血尿、ヘモグロビン尿、ミオグロビン尿、尿亜硝酸、尿白血球エステラーゼ測定意義、測定法について学習する

7 絨毛性ゴナドトロピン、先天性代謝異常症の測定意義、測定法について学習する

8 腎機能検査、その他定性検査の測定意義、測定法について学習する

9 尿沈渣の作製・鏡検法および尿有形成分の種類について学習する

10 尿沈渣の尿有形成分の鑑別法とそれらが出現するときの臨床的意義について学習する

11 糞便中の血液検査（潜血検査）、糞便中脂質、胃液検査、十二指腸液（胆汁・膵液）検査の意義、検査法について学習す
る

12 喀痰検査、鼻汁検査、髄液検査の意義、検査法について学習する



13 胸水・腹水検査、関節液検査、精液検査の意義、検査法について学習する

14 検査精度（精度管理法、測定誤差、標準化）、基準範囲、カットオフ値、パニック値などについて学習する

15 学習到達度の確認

事前・事後学習とその時間
予習：講義プリントを配布するので、目を通しておくこと（授業1回ごとに90分の予習が必要）
復習：国試対策ノート（各自で作成）に学習内容を整理する（授業1回ごとに90分の復習が必要）

【６】

評価方法・基準

定期試験により評価する

【７】

フィードバック方法

定期試験実施後、定期試験範囲に関する解答に導くための資料を配布する

【８】

教科書

最新臨床検査学講座　一般検査学：三村邦裕、宿谷賢一　編、医歯薬出版（ISBN 978-4-263-223673-3）

【９】

参考書
臨床検査総論：伊藤機一、松尾収二、編、医学書院（ISBN 978-4-260-01665-0）
検査機器総論・検査管理総論 (標準臨床検査学)：横田浩充、大久保滋夫、編、医学書院（ISBN 978-4-260-01636-0）

【10】

備考(関連科目等)

臨床検査技師国試受験資格取得希望者は必修

【11】

組織学 臨床生理学

〔予め学んでおくとよい科目〕

臨床生化学Ⅰ 臨床生化学Ⅱ

〔この科目に続く内容の科目〕



2021年度

水３

曜日時限

ナンバリング：SR672-301J

General Clinical Examination Ⅱ

臨床検査総論Ⅱ

山本　千夏

科目名(日本語)

科目名(英語)

科目責任者

必修・
選択区分

授業形態
開講学期・

学年
単位数

選択 講義
3学年･春学

期
2

山本　千夏担当教員

科目責任者
連絡先(教室)

授業にて連絡先メールアドレスを掲示する

オフィスアワー 月～金　10:00～17:00　（薬学部D館３階D３０４）

【１】 授業方法(ALの要素、ICTの活用等)

実施しない

１－１．アクティブラーニングについて

１－２．アクティブラーニングを実施する場合、その具体的要素

活用する

２－１．双方向授業でのＩＣＴの活用について

Moodleを使用する

２－２．ＩＣＴを活用する場合、その具体的名称（クリッカー、タブレット端末等）

授業概要
医療従事者としての臨床検査技師にとって基本的な公衆衛生学の内容（国家試験出題基準参照）をカバーする。公衆衛生学は保健
衛生、環境衛生、食品衛生に大別される。保健衛生では衛生統計と感染症（感染症法）について、生まれてから死ぬまでにわたる
母子保健・学校保健・産業保健・老人保健の一連の流れを医療保険や介護保険などの社会保険制度を含めて概説する。食品衛生で
は食品添加物と食中毒を中心に、食の安全を保証する法制度についても概説する。環境衛生では水、空気ならびに廃棄物について
法規制と衛生面から概説する。講義にはパワーポイントを使用する。

【２】

到達目標
１．集団の健康と疾病の現状を把握する上での人口統計の意義を概説できる。
２．疾病予防における疫学の役割を説明できる。
３．代表的な感染症の分類とその根拠を説明できる。
４．母子感染する疾患を列挙し、その対策を説明できる。
５．生活習慣病の種類・動向・対策を説明できる。
６．主の職業病の病因・症状・対策を説明できる。
７．環境汚染の原因物質と現状を説明できる。
８．上下水道と生活の関わりを説明できる。
９．廃棄物処理とリサイクルの現状を説明できる。
10.食品の栄養機能と衛生管理について説明できる。

【３】

ディプロマ・ポリシーとの関連【４】
社会における集団の健康と疾病の現状およびその影響要因を把握するために、保健統計と疫学に関する基礎知識を修得する。
公衆衛生の向上に貢献するために、感染症、生活習慣病、職業病についての現状と予防に関する基本的な知識を修得する。

（１）十分な知識・技能と、科学的な探究心・思考力・批判力をもつ
（２）自ら主体的に学ぶ力をもつ

＜教育目標＞

専門分野における十分な基礎知識・基本技能（１）
関連する分野における概括的な基礎知識・基本技能（１）
根拠に基づいて科学的な推論を行い、結論を導く能力（１）

＜具体的な項目＞

授業計画【５】

内　　容No.

1 公衆衛生の意義 　　健康・疾病・予防

2 感染と発症（１）　　感染症

3 感染と発症（２）　　食中毒

4 人口統計と健康水準（１）　　人口静態統計・人口動態統計

5 人口統計と健康水準（２）　　疾病・傷害統計

6 疫学（１） 　　疫学の考え方

7 疫学（２） 　　疫学調査法



8 環境と健康（１）　　地球環境・生活環境

9 環境と健康（２）　　生物環境・物理環境・化学環境

10 健康の保持増進（１） 　　栄養・食品衛生

11 健康の保持増進（２） 　　母子保健・学校保健

12 健康の保持増進（３） 　　成人保健・老人保健・精神保健・産業保健

13 衛生行政（１） 　　衛生行政・医療制度

14 衛生行政（２） 　　社会保険・社会福祉；   国際保健　　　国際期間・医療協力・世界の保健状況

15 学習到達度の確認

事前・事後学習とその時間
講義終了後、毎回、確認問題で習熟度を確認すること。
各講義について予習1.5時間、復習1.5時間行うこと。
国家試験過去問等の参考資料を事前に配布するので定期試験までには学習しておくこと。

【６】

評価方法・基準

定期試験（100％）で評価する。

【７】

フィードバック方法

Moodle上に、定期試験結果の概要、正解率の低い問題については解答と解説を掲載する。

【８】

教科書
配布資料：講義プリントを講義２日前までにMoodleに掲載する。
教科書は使用しない。

【９】

参考書

参考書：厚生統計協会「国民衛生の動向　　2020/2021」、南江堂「コンパス衛生薬学　　改訂第3版　　健康と環境」

【10】

備考(関連科目等)
医療人を目指す自覚をもって受講されることを望む。
日頃から、環境問題や健康問題に関心を持ち、ニュースや新聞記事等からの情報収集を心がける。

【11】

微生物学 免疫学  病原微生物学
栄養学、薬事関係法規

〔予め学んでおくとよい科目〕

環境関連科目

〔この科目に続く内容の科目〕



2021年度

金２

曜日時限

ナンバリング：SR635-301J

Hematology

血液学

村野　武義

科目名(日本語)

科目名(英語)

科目責任者

必修・
選択区分

授業形態
開講学期・

学年
単位数

選択 講義
3学年･春学

期
2

村野　武義担当教員

科目責任者
連絡先(教室)

村野：Moodleのメッセージ機能にて連絡すること。（理学部IV号館3階4360教室）
理学部　臨床検査技師課程（理学部IV号館3階4310教室）

オフィスアワー 村野：月、火、木の15時以降

【１】 授業方法(ALの要素、ICTの活用等)

実施しない

１－１．アクティブラーニングについて

１－２．アクティブラーニングを実施する場合、その具体的要素

活用する

２－１．双方向授業でのＩＣＴの活用について

moodleの使用

２－２．ＩＣＴを活用する場合、その具体的名称（クリッカー、タブレット端末等）

授業概要
臨床検査技師国家試験の出題範囲をベースに、総論および各論の血液学の基本を学び、実際の臨床血液検査業務、臨地実習に対応
できる知識を身につける。

【２】

到達目標
1．血液の組成を理解し、説明できる。
2．赤血球・白血球の分化、機能を理解し、説明できる。
3．血小板の生成の過程および血液凝固の過程を理解し、説明できる。

【３】

ディプロマ・ポリシーとの関連【４】
臨床検査技師国家試験の出題範囲をベースとして総体的な血液学の基礎を学び、国家試験に合格できるための知識を身につけ
ることを目的とする。

（１）十分な知識・技能と、科学的な探究心・思考力・批判力をもつ
（２）自ら主体的に学ぶ力をもつ

＜教育目標＞

専門分野における十分な基礎知識・基本技能（１）
関連する分野における概括的な基礎知識・基本技能（１）
根拠に基づいて科学的な推論を行い、結論を導く能力（１）

＜具体的な項目＞

授業計画【５】

内　　容No.

1 血液の組成について

2 造血のしくみと崩壊

3 正常血球の分化・成熟Ⅰ　赤血球の産生過程、各分化段階の形態

4 赤血球の構造と機能、血液型

5 正常血球の分化・成熟Ⅱ　白血球の産生過程、各分化段階の形態

6 正常白血球の形態・機能(好中球・好酸球・好塩基球)

7 正常白血球の形態・機能(リンパ球・単球・マクロファージ)

8 リンパ球の種類と細胞表面抗原検査（CD分類）

9 血球算定とその基準値

10 血球検査総論

11 血小板の産生過程・構造・形態

12 止血機構

13 血液凝固機序と凝固因子



14 線溶の機序

15 学習到達度の確認

事前・事後学習とその時間
〔予習〕教科書や参考書を読み予習すること（90分）。
〔復習〕授業の後、教科書や配布資料を見て復習をすること、合わせて次回の講義範囲を予習すること（90分）。

【６】

評価方法・基準

国家試験形式の定期試験を実施し、60％以上の正解を必要とする。

【７】

フィードバック方法

試験後に模範解答を配布するので復習のこと。

【８】

教科書
標準臨床検査学　血液学（医学書院）
最新臨床検査学講座　血液検査学（医歯薬出版）

【９】

参考書
病気が見える⑤血液
人体の正常構造と機能　改訂第2版（日本医事新報社）
臨床検査法提要（金原出版）

【10】

備考(関連科目等)

配布する資料を後日の講義で参照することがあるのでファイルしてノートとともに授業に持参すること。

【11】

基礎細胞生物学 基礎生理学

〔予め学んでおくとよい科目〕

臨床血液学 血液学実習：病院実習 臨床血液学実習

〔この科目に続く内容の科目〕



2021年度

土１

曜日時限

ナンバリング：SR603-302J

Clinical Biochemistry Ⅱ

臨床生化学Ⅱ

吉川　直之

科目名(日本語)

科目名(英語)

科目責任者

必修・
選択区分

授業形態
開講学期・

学年
単位数

選択 講義
3学年･秋学

期
2

吉川　直之、村野 武義担当教員

科目責任者
連絡先(教室)

非常勤教員：理学部　臨床検査技師課程（理学部IV号館3階4310教室）
村野：Moodleのメッセージ機能にて連絡すること。（理学部IV号館3階4360教室）

オフィスアワー 非常勤教員：授業後に質問等対応する。

【１】 授業方法(ALの要素、ICTの活用等)

実施しない

１－１．アクティブラーニングについて

１－２．アクティブラーニングを実施する場合、その具体的要素

活用する

２－１．双方向授業でのＩＣＴの活用について

Moodleを使用する

２－２．ＩＣＴを活用する場合、その具体的名称（クリッカー、タブレット端末等）

授業概要
授業計画に沿い到着目標ごとに講義する。同時に臨検国試過去問についても解説する。国家試験出題基準における臨床化学（人体
の構造と機能，生物化学分析検査学）を臨床生化学ⅠとⅡ分けて講義する。Ⅱを分担する。

【２】

到達目標
1.　臨床生化学検査項目の生理的意義を理解し説明できる。
2.　臨床的意義を理解し説明できる。
3.　分析法（反応原理と実施法）を理解し説明できる。
4.　基準範囲を理解し説明できる。
5.　検査成績と病態との関係を説明できる。

【３】

ディプロマ・ポリシーとの関連【４】
理学を学問的基礎とする臨床検査技師を養成することを目標とします。ライフ（メディカル）サイエンス、ニュトリサイエン
スを目指す学生も受講できます。生体の諸機能の偏りを病態として捉え、最先端の科学技術を駆使して解明する臨床検査の技
術について臨床化学分析から学び、病気の診断への応用を知ります。

（１）十分な知識・技能と、科学的な探究心・思考力・批判力をもつ
（２）自ら主体的に学ぶ力をもつ

＜教育目標＞

専門分野における十分な基礎知識・基本技能（１）
関連する分野における概括的な基礎知識・基本技能（１）

＜具体的な項目＞

授業計画【５】

内　　容No.

1 蛋白栄養
アミノ酸、代謝異常症
血清蛋白質の種類、測定法、臨床的意義について講義する

2 尿蛋白、髄液蛋白
アルブミン・測定法
骨髄腫
蛋白分画・電気泳動法、臨床的意義
免疫グロブリン・免疫電気泳動法について講義する

3 輸送蛋白質
急性期反応蛋白質
急速代謝回転蛋白質
座滅症候群・エコノミークラス症候群
ミオグロビン尿について講義する

4 尿素の生成
尿素窒素・測定法、臨床的意義
クレアチン・クレアチニンの生成・測定法、臨床的意義について講義する



5 糸球体ろ過値、クリアランス
シスタチンC
尿酸の生成・測定法、臨床的意義
ヌクレオチドの合成と分解
痛風
アンモニアの生成、測定法、臨床的意義について講義する

6 ポルフィリン体・ポルフィリア
ビリルビンの生成、化学的性質、測定法
黄疸、臨床的意義
ウロビリノーゲン・ウロビリン体
胆汁酸について講義する

7 肝・胆道機能検査
膵機能検査
腎機能検査
消化器検査について講義する

8 腫瘍マーカー
癌遺伝子
癌抑制遺伝子について講義する

9 薬物動態、薬物検査について講義する

10 ビタミンの種類、働き、臨床的意義について講義する

11 ホルモンの種類
受容体
測定法について講義する

12 視床下部ホルモン
下垂体前葉ホルモン
下垂体後葉ホルモン
甲状腺ホルモン、機能低下症、亢進症
副甲状腺ホルモン、機能亢進症、低下症
カルシトニンについて講義する

13 副腎皮質ホルモン、亢進症、低下症
副腎機能検査
性腺ホルモン
副腎髄質ホルモン、異常症の病態
膵ホルモン
消化管ホルモン、について講義する

14 腎臓のホルモン
心臓のホルモン
心不全・心筋梗塞マーカー
骨代謝マーカーについて講義する
国家試験過去問の演習

15 学習到達度の確認

事前・事後学習とその時間
予習：講義内容をお知らせするので、教科書に目を通しておくこと（授業1回ごとに90分の予習が必要）
復習：国試対策ノート（各自で作成）に学習した内容を整理する（授業1回ごとに90分の復習が必要）

【６】

評価方法・基準

定期試験により評価する

【７】

フィードバック方法

定期試験実施後、定期試験範囲に関する解答に導くための資料を配布する

【８】

教科書

臨床化学検査学：浦山修、奥村伸生、戸塚実、松下誠、編、医歯薬出版株式会社（ISBN 978-4-22363-5）

【９】

参考書
最新臨床検査学講座「臨床化学検査学」：医歯薬出版
新版「臨床化学」（伊藤他編，講談社サイエンティフィック）
医療関係職種のための臨床検査概論，いはら博編著，ヘルス・システム研究所
「病態生化学」（山川他訳，朝倉書店」，標準臨床検査学　臨床化学，医学書院（株）

【10】

備考(関連科目等)【11】

臨床生化学Ⅰ 臨床検査総論Ⅰ

〔予め学んでおくとよい科目〕

臨床生理学 臨床検査総論実習

〔この科目に続く内容の科目〕

臨床検査技師国試受験資格取得希望者は必修：臨床生化学Ⅰの受講を必須



2021年度

月２

曜日時限

ナンバリング：SR660-301J

Introduction to Clinical Laboratory Equipment

臨床検査機器総論

村野　武義

科目名(日本語)

科目名(英語)

科目責任者

必修・
選択区分

授業形態
開講学期・

学年
単位数

選択 講義
3学年･秋学

期
2

村野　武義担当教員

科目責任者
連絡先(教室)

村野：Moodleのメッセージ機能にて連絡すること。（理学部IV号館3階4360教室）
理学部　臨床検査技師課程（理学部IV号館3階4310教室）

オフィスアワー 村野：月、火、木の15時以降

【１】 授業方法(ALの要素、ICTの活用等)

実施しない

１－１．アクティブラーニングについて

１－２．アクティブラーニングを実施する場合、その具体的要素

活用する

２－１．双方向授業でのＩＣＴの活用について

Moodleを使用する

２－２．ＩＣＴを活用する場合、その具体的名称（クリッカー、タブレット端末等）

授業概要
本科目は臨床検査技師国家試験の出題範囲となっているため、これをベースに総体的かつ実践的に臨床検査機器・臨床検査管理を
指導する。実際の業務、臨地実習に対応できる知識の習得を目指す。

【２】

到達目標
１．臨床検査に必要な機器について原理・構造・使用方法を理解し、説明できる。
２．検体検査に使用する各種自動分析機を理解し、説明できる。
３．臨床検査の役割を理解し、説明できる。
４．臨床検査部門の管理・運営・あり方を理解し、説明できる。

【３】

ディプロマ・ポリシーとの関連【４】
臨床検査技師国家試験の出題範囲をベースに総体的な臨床検査機器・検査管理について講義する。
臨床検査機器総論では臨床検査の各分野で使用される共通機器および分析機器について、その原理・構造・使用方法・課題を
学ぶ。管理総論では医療・病院と臨床検査の関わり、臨床検査室の管理運営を学ぶことを目的とする。

（１）十分な知識・技能と、科学的な探究心・思考力・批判力をもつ
（２）自ら主体的に学ぶ力をもつ

＜教育目標＞

専門分野における十分な基礎知識・基本技能（１）
関連する分野における概括的な基礎知識・基本技能（１）
根拠に基づいて科学的な推論を行い、結論を導く能力（１）

＜具体的な項目＞

授業計画【５】

内　　容No.

1 検査機器学総論

2 共通機器の原理構造① 化学容量器 秤量装置

3 共通機器の原理構造② 遠心分離装置 分離分析装置

4 共通機器の原理構造③ 撹拌装置 恒温装置 孵卵器

5 共通機器の原理構造④ 乾燥機、保冷装置 滅菌装置

6 共通機器の原理構造⑤ 測光装置

7 共通機器の原理構造⑥ 顕微鏡

8 共通機器の原理構造⑦ 電気化学装置

9 共通機器の原理構造⑧ 純水製造装置

10 臨床検査専門機器①（血液、臨床化学）

11 臨床検査専門機器②（病理、微生物、免疫血清）

12 臨床検査専門機器③（生理）



13 公衆衛生関連機器

14 臨床検査部門の体制・業務について

15 臨床検査機器総論　学習到達度の確認

事前・事後学習とその時間
シラバスに合わせて標準臨床検査学　検査機器総論・検査管理総論（医学書院）を予習（1.5時間）する。
授業後、配布された資料を中心に復習（1.5時間）する。

【６】

評価方法・基準

試験および講義に望む姿勢により評価する。

【７】

フィードバック方法

試験後に模範解答を講義する。

【８】

教科書

標準臨床検査学講座　検査機器総論（医歯薬出版）

【９】

参考書
標準臨床検査学　検査機器総論・検査管理総論（医学書院）
講義資料は適宜配布、文献は各講義で紹介する。

【10】

備考(関連科目等)

臨床検査機器・臨床検査管理を学び、実際の臨床検査業務を理解する

【11】

臨床検査総論Ⅰ  臨床検査総論Ⅱ

〔予め学んでおくとよい科目〕

臨床検査総論Ⅰ 臨床検査総論実習 臨床生化学実習 臨床血液学実習 臨床免疫学実習 臨床特別講義

〔この科目に続く内容の科目〕



2021年度

水３

曜日時限

ナンバリング：SR601-301J

Anatomy

解剖学

小田　哲子

科目名(日本語)

科目名(英語)

科目責任者

必修・
選択区分

授業形態
開講学期・

学年
単位数

選択 講義
3学年･秋学

期
2

小田　哲子担当教員

科目責任者
連絡先(教室)

小田　哲子：理学部　臨床検査技師課程（理学部IV号館3階4310教室）、Moodleに連絡先メールアドレスを提示
する

オフィスアワー 電子メールで質問を受け付ける

【１】 授業方法(ALの要素、ICTの活用等)

実施しない

１－１．アクティブラーニングについて

１－２．アクティブラーニングを実施する場合、その具体的要素

活用する

２－１．双方向授業でのＩＣＴの活用について

Moodle

２－２．ＩＣＴを活用する場合、その具体的名称（クリッカー、タブレット端末等）

授業概要
毎回講義プリントを配布し、それに沿って講義を進めます。講義は肉眼解剖学を中心に行いますが、おもな器官では組織学や発生
学も含めます。これらの講義によって人体の正常構造に関する知識を修得します。

【２】

到達目標
１．人体を構成する器官系の所属器官名を列挙できる（知識・理解・興味・関心）。
２．それぞれ器官の肉眼構造と組織構造を説明できる（知識・理解・興味・関心）。
２．人体の初期発生とおもな器官系の由来について説明できる（知識・理解・興味・関心）。
３．臨床検査技師国家試験に準拠した多肢選択式の本試験で60％以上の正答を得ることができる（知識・理解）。

各回の授業には行動目標を設定しています。行動目標は授業計画内の各回に提示します。

【３】

ディプロマ・ポリシーとの関連【４】
この授業で人体の骨格系、筋系、循環器系、消化器系、呼吸器系、泌尿器系、生殖器系、内分泌系、神経系、および感覚器系
の肉眼構造および組織構造を学び、臨床検査技師として必要な人体の正常構造に関する知識を修得することを目的とする。

（１）十分な知識・技能と、科学的な探究心・思考力・批判力をもつ
（２）自ら主体的に学ぶ力をもつ

＜教育目標＞

専門分野における十分な基礎知識・基本技能（１）
関連する分野における概括的な基礎知識・基本技能（１）

＜具体的な項目＞

授業計画【５】

内　　容No.

1 解剖学総論：肉眼解剖学の基本的な用語（人体の区分と位置・方向を表す用語）
骨格系：総論、各論（体幹・上肢・下肢・頭蓋の骨と関節）
行動目標：
（１）骨の形状による分類、骨の連結の種類、関節について説明することができる。
（２）全身を構成する骨を列挙し、それらを部位別に分類して説明することができる。
（３）おもな骨の特徴について説明することができる。

2 筋系：総論（筋の一般構造と分類）、各論（頭部･頸部･胸部･腹部･背部・上肢･下肢の筋）
行動目標
（１）全身に分布する筋を部位別に分類して説明することができる。
（２）主な筋の作用について述べることができる。

3 循環器系１：心臓・血管系
行動目標：
（１）心臓の構造を説明することができる。
（２）心臓の刺激伝導系について説明することができる。
（３）血管系（動脈・毛細血管・静脈）の分布と構造を説明することができる。



4 循環器系２：リンパ系と血液
行動目標：
（１）リンパ管系について説明することができる。
（２）リンパ様組織の種類を列挙することができる。
（３）各リンパ様組織の肉眼構造と組織構造を説明することができる。
（４）血液の構成要素（血球と血漿）について説明することができる。

5 消化器系１：器官の基本構造と消化管
行動目標：
（１）器官の基本構造について説明することができる。
（２）消化管を構成する器官を列挙することができる。
（３）消化管を構成する器官の肉眼構造と組織構造を説明することができる。

6 消化器系２：消化腺と腹膜
行動目標：
（１）消化腺を構成する器官を列挙することができる。
（２）消化腺を構成する器官の肉眼構造と組織構造を説明することができる。
（３）腹膜について説明することができる。

7 呼吸器系：呼吸器系の各器官と縦隔
行動目標：
（１）気道および肺の各部位の名称を列挙することができる。
（２）気道および肺の肉眼構造と組織構造について説明することができる。
（３）縦隔について述べ、そこに存在する器官について説明することができる。

8 泌尿器系：泌尿器系の各器官
行動目標：
（１）泌尿器系を構成する器官を列挙することができる。
（２）泌尿器系を構成する器官の肉眼構造と組織構造を説明することができる。

9 生殖器系１：男性生殖器
行動目標：
（１）男性生殖器系を構成する器官を列挙することができる。
（２）男性生殖器系を構成する器官の肉眼構造と組織構造を説明することができる。

10 生殖器系２：女性生殖器
行動目標：
（１）女性生殖器系を構成する器官を列挙することができる。
（２）女性生殖器系を構成する器官の肉眼構造と組織構造を説明することができる。
（３）受精の過程について説明できる。
（４）人体を構成する各器官が何胚葉から発生するか説明できる。

11 内分泌系：内分泌器の各器官
行動目標：
（１）内分泌系を構成する器官を列挙することができる。
（２）内分泌系を構成する器官の肉眼構造と組織構造を説明することができる。

12 神経系１：中枢神経系
行動目標：
（１）中枢神経系を構成する領域を列挙することができる。
（２）中枢神経系を構成する領域の肉眼構造と組織構造を説明することができる。

13 神経系２：末梢神経系
行動目標：
（１）末梢神経系を構成する構成要素を列挙することができる。
（２）末梢神経系を構成する構成要素の肉眼構造と組織構造について説明することができる。

14 感覚器と伝導路：
行動目標：
（１）視覚器である眼球とその付属器の肉眼構造と組織構造を説明することができる。
（２）平衡聴覚器の肉眼構造と組織構造を説明することができる。
（３）皮膚とその付属器、知覚神経終末の組織構造を説明することができる。
（４）おもな神経伝導路について説明することができる。

15 学習到達度の確認：
全範囲の多肢選択式問題

事前・事後学習とその時間
講義プリントと補足資料のプリント版は講義時に配布しますが、PDF版は講義前にMoodleへアップいたします。また講義ビデオは
講義後に同サイトへアップいたします。これらの資料を用いて事前・事後学習（180分）を行ってください。

【６】

評価方法・基準
全講義終了後に筆記試験を実施し評価する。試験は臨床検査技師国家試験に準拠した多肢選択式問題です。
解剖学実習で学修した組織画像を用いた問題も含みます。試験は100点満点とし、60点以上を合格とする。

【７】

フィードバック方法

試験後、問題用紙は持って帰れるので必ず復習すること。

【８】

教科書

講義時に講義プリントを配付するので教科書は指定しない。

【９】



参考書
肉眼解剖学
（１）最新臨床検査学講座 解剖学（2019）秋田恵一、医歯薬出版
（２）入門人体解剖学 改訂第5版（2012）藤田恒夫、南江堂
肉眼解剖学のアトラス
（１）ヒューマン・アナトミー・アトラス :Visible Body（2018）メディアセンターのHP、https://www.mnc.toho-u.ac.jp/mc/
より入ってください。
組織学
（１）入門組織学 改訂第2版 (2013) 牛木辰男著、南江堂
（２）組織細胞生物学原著第3版（2015）Kierszenbaum、南江堂
組織学のアトラス
（１）di Fiore 人体組織図譜 原著第11版（2011）Eroschenko、南江堂
（２）An Atlas of Histology (1999) Zhang、 Springer 英語です。
形態学と生理学を含む
（１）人体の正常構造と機能 4版（2021）坂井建雄、日本医事新報社

【10】

備考(関連科目等)

解剖学に関する科目

【11】

組織学 細胞組織学

〔予め学んでおくとよい科目〕

解剖学実習 病理学 病理学実習

〔この科目に続く内容の科目〕



2021年度

水４、水
５

曜日時限

ナンバリング：SR601-302J

Anatomy Laboratory

解剖学実習

小田　哲子

科目名(日本語)

科目名(英語)

科目責任者

必修・
選択区分

授業形態
開講学期・

学年
単位数

選択 実習
3学年･秋学

期
1

小田　哲子担当教員

科目責任者
連絡先(教室)

小田　哲子：理学部　臨床検査技師課程（理学部IV号館3階4310教室）、Moodleに連絡先メールアドレスを提示
する

オフィスアワー 電子メールで質問を受け付ける

【１】 授業方法(ALの要素、ICTの活用等)

実施する

１－１．アクティブラーニングについて

実習、フィールドワーク

１－２．アクティブラーニングを実施する場合、その具体的要素

活用する

２－１．双方向授業でのＩＣＴの活用について

Moodle

２－２．ＩＣＴを活用する場合、その具体的名称（クリッカー、タブレット端末等）

授業概要
毎回実習プリントを配布し、それに沿って実習を進めます。組織標本（プレパラート）はヒトの標本ですので、提供者への感謝の
念を表すために実習開始時に黙祷を行います。その後、その日の課題である器官の組織標本を光学顕微鏡を用いて観察し色鉛筆で
描画します。さらに名称や特徴を記載してスケッチレポートを作成します。実習時間に限りがあるためスケッチできない器官もあ
ります。また標本が足りないものもありますので、そのような組織は画像データの提供やバーチャルスライドの紹介をしますの
で、それらを用いて自修を行ってください。
はじめの2回は総論実習１・２として器官を構成する４つの基本的な組織（上皮組織、支持組織、筋組織、神経組織）の観察を行
い、各組織の基本構造を理解します。3～14回目は各論実習として循環器系１・２、消化器系１・２、呼吸器系、泌尿器系、生殖
器系１・２、内分泌系、神経系１・２、感覚器系を構成する各器官の組織標本を光学顕微鏡で観察し、その器官を構成する組織の
三次元構造を理解します。これらの実習によって人体の正常組織構造に関する知識を修得します。

【２】

到達目標
１．顕微鏡視野に課題である細胞等の典型像を探索することができる（技能）。
２．課題の組織を描画して組織構造を説明できる（知識・理解・興味・関心）。
３．課題の組織の形態学的特徴と機能を説明できる（知識・理解・興味・関心）。
４．実習中は標本提供者への感謝の念を抱き、人間の尊厳について熟考する（態度）。

各回の授業には行動目標を設定しています。行動目標は授業計画内の各回に提示します。

【３】

ディプロマ・ポリシーとの関連【４】
この実習で人体を構成する各器官系の組織を観察し、臨床検査技師として必要な人体の正常構造に関する知識を修得すること
を目的とする。

（１）十分な知識・技能と、科学的な探究心・思考力・批判力をもつ
（２）自ら主体的に学ぶ力をもつ

＜教育目標＞

専門分野における十分な基礎知識・基本技能（１）
関連する分野における概括的な基礎知識・基本技能（１）
自然に対する畏敬の念、生命の尊重、人間としての謙虚な心をもつこと（３）

＜具体的な項目＞

授業計画【５】

内　　容No.

1 総論実習１：上皮組織と支持組織（軟骨組織）の観察
行動目標：
（１）上皮組織の種類を同定し、それぞれの組織構造を説明することができる。
（２）軟骨組織の種類を同定し、それぞれの組織構造を説明することができる。

2 総論実習２：支持組織（結合組織）と筋組織の観察
行動目標：
（１）結合組織の種類を同定し、それぞれの組織構造を説明することができる。
（２）筋組織の種類を同定し、それぞれの組織構造を説明することができる。



3 各論実習１（循環器系１）：心臓と血管の観察
行動目標：
（１）心臓壁の３層構造を同定し、それぞれの組織構造を説明することができる。
（２）固有心筋と特殊心筋を同定し、それぞれの組織構造を説明することができる。
（３）動脈壁および静脈壁の３層構造を同定し、それぞれの組織構造を説明することができる。

4 各論実習２（循環器系２）：リンパ様組織（リンパ小節、脾臓、胸腺）と血液（支持組織）の観察
行動目標：
（１）リンパ小節を同定し、その組織構造を説明することができる。
（２）脾臓の支質と実質を同定し、それぞれの組織構造を説明することができる。
（３）胸腺の支質と実質を同定し、それぞれの組織構造を説明することができる。
（４）血球を同定し、それぞれの特徴を説明することができる。

5 各論実習３（消化器系１）：食道、胃、小腸、大腸の観察
行動目標：
（１）食道の層構造を同定し、その組織構造を説明することができる。
（２）胃の層構造を同定し、その組織構造を説明することができる。
（３）小腸の層構造を同定し、その組織構造を説明することができる。
（４）大腸の層構造を同定し、その組織構造を説明することができる。

6 各論実習４（消化器系２）：肝臓（ブタ）と膵臓の観察
行動目標：
（１）肝臓の支質と実質を同定し、その組織構造を説明することができる。
（２）膵臓の支質と実質を同定し、その組織構造を説明することができる。

7 各論実習５（呼吸器系）：気管と肺の観察
行動目標：
（１）気管の層構造を同定し、その組織構造を説明することができる。
（２）肺胞壁を構成する細胞を同定し、その組織構造を説明することができる。

8 各論実習６（泌尿器系）：腎臓と膀胱の観察
行動目標：
（１）腎小体、尿細管、集合管系を同定し、その組織構造を説明することができる。
（２）傍糸球体装置を同定し、その組織構造を説明することができる。
（３）膀胱の層構造を同定し、その組織構造を説明することができる。

9 各論実習７（生殖器系１）：精巣と精巣上体の観察
行動目標：
（１）曲精細管の精上皮を構成する細胞を同定し、その組織構造を説明することができる。
（２）精巣の間質に分布するLeydig細胞を同定し、その組織構造を説明することができる。
（３）精巣網、精巣輸出管および精巣上体管を同定し、その組織構造を説明することができる。

10 各論実習８（生殖器系２）：卵巣と乳腺の観察
行動目標：
（１）卵胞の発生段階を同定し、その組織構造を説明することができる。
（２）乳腺の支質と実質を同定し、その組織構造を説明することができる。

11 各論実習９（内分泌系）：下垂体と甲状腺の観察
行動目標：
（１）下垂体の前葉・中葉・後葉を同定し、その組織構造を説明することができる。
（２）甲状腺の支質と実質を同定し、その組織構造を説明することができる。

12 各論実習１０（神経系１）：大脳皮質、小脳、脊髄の観察
行動目標：
（１）大脳皮質の層構造を同定し、その組織構造を説明することができる。
（２）小脳皮質の層構造を同定し、その組織構造を説明することができる。
（３）脊髄の白質と灰白質のおもな領域を同定し、その組織構造を説明することができる。

13 各論実習１１（神経系２）：陰茎皮膚（サル）と食道のAuerbach神経叢
行動目標：
（１）陰茎皮膚に分布する自由神経終末と陰部神経小体を同定し、その組織構造を説明することができる。
（２）食道のAuerbach神経叢を同定し、その組織構造を説明することができる。

14 各論実習１２（感覚器系）：眼球（サル）
行動目標：
（１）眼球の角膜・虹彩・毛様体を同定し、その組織構造を説明することができる。
（２）網膜の層構造を同定し、その組織構造を説明することができる。

15 学習到達度の確認：
組織画像を用いた多肢選択式問題で行う。この試験は解剖学の本試験に含め、組織学実習の評価には含めない。

事前・事後学習とその時間
実習用プリントのプリント版は実習時に配布しますが、PDF版は実習前にMoodleへアップいたします。またインターネットで閲覧
できる画像データやバーチャルスライドを紹介いたします。これらの資料を用いて事前・事後学習（180分）を行ってください。

【６】

評価方法・基準
各回の実習終了時に作成したスケッチレポートのチェックと口頭試問で評価します。
評価はA（5点）、B（4点）、C（3点）、D（2点）のいずれかとなります。未提出はE（0点）です。
評価Dに相当するのはキーワードが大幅に不足していたり、かなり雑なスケッチなどです。
これらの評価を合計し100点満点に換算して60点以上を合格とします。

【７】

フィードバック方法
各回の実習終了時に作成したスケッチレポートのチェックと口頭試問時に誤っている点があればその場で訂正を伝えます。またイ
ンターネットで閲覧できる画像データやバーチャルスライドを紹介いたしますので、復習に役立ててください。

【８】

教科書

各回の実習時に実習用プリントを配付するので教科書は特に指定しない。

【９】



参考書
組織学
（１）入門組織学 改訂第2版 (2013) 牛木辰男著、南江堂
（２）組織細胞生物学　原著第3版（2015）Kierszenbaum、南江堂
組織学のアトラス
（１）di Fiore 人体組織図譜 原著第11版（2011）Eroschenko、南江堂
（２）An Atlas of Histology (1999) Zhang、Springer 英語です。
（３）組織学カラースライド　http://db.kobegakuin.ac.jp/kaibo/his_pp/index.html
バーチャルスライド
（１）Histology Guide、http://www.histologyguide.com/slidebox/slidebox.html
（２）Michigan Histology and Virtual Microscopy Learning Resources、
　　　https://histology.medicine.umich.edu/full-slide-list
（３）Histology Learning Resources、Duke University Medical School、https://web.duke.edu/histology/
（４）Slides for Junqueira’s Basic Histology、 http://medsci.indiana.edu/junqueira/virtual/junqueira.htm
（５）バーチャルスライド 組織学（2020）駒﨑伸二、羊土社
形態学と生理学を含む
（１）人体の正常構造と機能 改訂第4版（2021）坂井建雄、日本医事新報社

【10】

備考(関連科目等)
ケント紙（Ａ４）と色鉛筆(12色程度)を各自用意して下さい。ケント紙は１回の実習に付き最低１枚使用します。
毎回のスケッチは実習終了後直ちに提出して下さい。

【11】

解剖学 組織学 細胞組織学

〔予め学んでおくとよい科目〕

病理学 病理学実習

〔この科目に続く内容の科目〕



2021年度

金１

曜日時限

ナンバリング：SR612-301J

Pathogenic Microbiology

病原微生物学

小林　寅喆

科目名(日本語)

科目名(英語)

科目責任者

必修・
選択区分

授業形態
開講学期・

学年
単位数

選択 講義
3学年･秋学

期
2

小林　寅喆担当教員

科目責任者
連絡先(教室)

小林　寅喆
理学部　臨床検査技師課程（理学部IV号館3階4310教室）またはメールアドレス(kobatora(at)med.
toho-u.ac.jp)に連絡
※(at)は＠に置き換えて下さい。

オフィスアワー 非常勤教員：秋学期、月曜日授業後に質問等対応する。またはメールにて問い合わせしてください。

【１】 授業方法(ALの要素、ICTの活用等)

実施しない

１－１．アクティブラーニングについて

１－２．アクティブラーニングを実施する場合、その具体的要素

活用しない

２－１．双方向授業でのＩＣＴの活用について

授業概要
　病原微生物による感染の成立と発症の仕組みについて解説し、近年問題視されている感染症の概要について学習する。感染症を
惹起する臨床微生物の種類と診断に必要な検査法について解説する。病原微生物の特性から感染の予防および治療に関して概説す
る。臨床上問題となっている感染症の起炎微生物の特徴にいて解説する。病院感染対策における臨床微生物検査技師の役割につい
て概説し、それに必要な知識と技術について学習する。

【２】

到達目標
感染症の発症機序が説明できる。
感染症の予防法が説明できる。
臨床微生物の分類ができる。
培地を利用した病原細菌の培養法と同定法が説明できる。
感染症診断の種類と方法が説明できる。
ガイドラインに基づいた感受性測定法が説明できる。
抗菌薬の作用機序が説明できる。
病院感染対策に必要な抗菌薬耐性菌について説明できる。

【３】

ディプロマ・ポリシーとの関連【４】
　感染症は衛生環境の変化と医療技術の著しい進歩によってその様相は大きく変化してきた。病原微生物の問題はかつて人類
の健康や生命を脅かしてきた強毒菌から、高齢化社会にともなった日和見感染症の原因としての弱毒菌へと変化している。そ
の一方で、新型インフルエンザや新型コロナウイルスなどの新興感染症や冬季のノロウイルス感染症など日常生活における感
染対策が重要視されるようになった。加えて、国を超えた人の頻繁な移動による新規抗菌薬耐性菌の流入、それらによる病院
やその他医療関連施設感染が深刻な問題となっている。
　本講義は近年の臨床で必要な微生物学、臨床微生物の特性とそれらによって惹起される感染症および診断と治療さらに感染
制御について理解することを目的とする。

（１）十分な知識・技能と、科学的な探究心・思考力・批判力をもつ
（２）自ら主体的に学ぶ力をもつ

＜教育目標＞

専門分野における十分な基礎知識・基本技能（１）
関連する分野における概括的な基礎知識・基本技能（１）
根拠に基づいて科学的な推論を行い、結論を導く能力（１）
常に問題を科学的に分析・解釈しようとし、そのための科学的探究を試みる態度（１）
自然に対する畏敬の念、生命の尊重、人間としての謙虚な心をもつこと（３）

＜具体的な項目＞

授業計画【５】

内　　容No.

1 序　論　　感染症とは、新興・再興感染症、感染症法とは

感染症を引き起こす病原微生物の種類と特性について理解する。
新興・再興感染症とは何かを理解し、それに基づいた日本の感染症法について理解する。



2 総　論　　感染・発症　(感染の成立、感染源、宿主、感染経路、常在菌)

ヒトの常在菌とそのの役割について理解する。
感染の成立の仕組みを、感染源となるヒトと感染する宿主を理解する。
感染が生じる伝播経路とその具体的対策について理解する。

3 総　論　　病原微生物　(微生物の概要、形態・構造、臨床微生物の性状)

ヒトに感染症を引き起こす病原微生物の種類、ウイルス、細菌、真菌などそれぞれの特性を理解する。
微生物構造と形態の違い、それに伴う病原性の特徴について理解する。

4 総　論　　感染症の予防　(滅菌と消毒、予防措置、バイオハザード、バイオセーフティ)

感染症の予防と対策について感染経路の物理的遮断法、化学的遮断法について具体的事例を理解する。
病原微生物の取り扱いや感染性廃棄物について理解する。

5 総　論　　感染症の診断Ⅰ　(検体採取と取扱い、細菌学的診断：染色と塗抹鏡検、培養と同定)

感染症診断のための検体採取方法と取り扱いについて理解する。
細菌感染症の診断における、各種染色方法とその原理について理解する。
培地を用いた検体の培養および同定試験法とその原理を理解する。

6 総　論　　感染症の診断Ⅱ　(細菌学的診断、免疫学的診断、遺伝子学的診断)

免疫学的手法や遺伝子手法を用いた培養法以外の感染症診断法について理解する。

7 総　論　　感染症の治療Ⅰ　(化学療法：抗菌薬、抗真菌薬、抗ウイルス薬)

細菌感染症の治療に用いる抗菌薬について、その種類と作用機序について分類し理解する。
代表的な抗真菌薬、抗ウイルス薬の種類と基本的な作用について理解する。

8 総　論　　感染症の治療Ⅱ　(抗菌薬感受性と耐性菌、抗菌薬適正使用)

抗菌薬の感受性についてその測定方法と国際的な判定基準について理解する。
世界で問題となっている耐性菌の種類とその機序について分類し理解する。
抗菌薬治療の有効性を高めるための抗菌薬適正使用方法の理論と目的について理解する。

9 各　論　　病原微生物Ⅰ　(グラム陽性球菌：ブドウ球菌、連鎖球菌、腸球菌)

病原微生物の各論として、グラム陽性菌に分類される各種菌種とその性状について理解する。
ブドウ球菌、連鎖球菌、腸球菌、それぞれの耐性菌について特徴を理解するる

10 各　論　　病原微生物Ⅱ　(グラム陰性桿菌：腸内細菌、ブドウ糖非発酵菌)

病原微生物の各論として、グラム陰性桿菌に分類される各種菌種とその性状について理解する。
特に耐性菌問題として取り上げられている腸内細菌やブドウ糖非発酵菌についてその性質を理解する。

11 各　論　　病原微生物Ⅲ　(グラム陽性桿菌、グラム陰性球菌)

病原微生物の各論として、グラム陽性桿菌とグラム陰性球菌に分類される各種菌種とその性状について理解する。
バチルス、コリネバクテリウム、リステリア、ナイセリア、モラクセラ菌の性質について理解する。

12 各　論　　病原微生物Ⅳ　(結核菌、嫌気性菌、非定型菌)

病原微生物の各論として、結核菌、嫌気性菌、非定型菌とその性状について理解する。
結核については診断法、治療法および感染対策について理解する。

13 各　論　　病原微生物Ⅴ　(真菌、ウイルス、原虫)

病原微生物の各論として、真菌、ウイルス、原虫とその性状について理解する。
ウイルスについてはインフルエンザウイルス、ノロウイルスとその他、近年流行しているウイルスについて取り上げその
病態を含め理解する。

14 総　論　　重要な感染症の病態と起炎菌

臨床で多く遭遇する感染症、呼吸器感染症および重症感染症の敗血症の病態のその起炎菌について理解する。
呼吸器感染症および敗血症の診断方法について基準と検査法について理解する。

15 学習到達度の確認

事前・事後学習とその時間
教科書・参考書、授業資料の内容を復習し、ノートを整理しておくこと。
また、授業中に示した次回の授業計画内容を予習しておくこと。
授業1回に対して、180分の予習・復習が必要。

【６】

評価方法・基準

期末試験(100%)

【７】

フィードバック方法

試験に対して履修者全体の理解不足な点をあげ、それらに対する解説を配布する

【８】

教科書
「わかる！身につく！病原体・感染・免疫」改訂3版　藤本秀士　編著（南山堂　2017年）
必要に応じ、講義時に資料を配布する。

【９】

参考書
「標準臨床検査学　　微生物学・臨床微生物学・医動物学」(編集：一山　智 他、医学書院)
「はじめよう　看護の感染と防御」（小林　寅喆　著、ヴァンメディカル）
「よめば　わかる! 耐性菌のお話し」（小林　寅喆　著、ヴァンメディカル）
その他、微生物学、臨床微生物学、臨床微生物検査に関連した著書で比較的新しいもの。

【10】



備考(関連科目等)

学生へのメッセージ：社会環境における感染症と流行、食中毒や病院感染、免疫など関心を持ち情報を集めて調べておくこと。

【11】

微生物学

〔予め学んでおくとよい科目〕

免疫学、臨床病理学

〔この科目に続く内容の科目〕



2021年度

金２

曜日時限

ナンバリング：SR635-302J

Clinical Hematology

臨床血液学

村野　武義

科目名(日本語)

科目名(英語)

科目責任者

必修・
選択区分

授業形態
開講学期・

学年
単位数

選択 講義
3学年･秋学

期
2

村野　武義、志越　顕、小菅　孝明担当教員

科目責任者
連絡先(教室)

村野：moodleのメッセージ機能にて連絡すること（理学部Ⅳ号館3階4360室）
非常勤教員：moodleのメッセージ機能にて連絡すること。理学部　臨床検査技師課程（理学部IV号館3階4310教
室）

オフィスアワー
非常勤教員：授業後に質問等対応する。
村野：月、火、木の15時以降

【１】 授業方法(ALの要素、ICTの活用等)

実施しない

１－１．アクティブラーニングについて

１－２．アクティブラーニングを実施する場合、その具体的要素

活用する

２－１．双方向授業でのＩＣＴの活用について

moodleの使用

２－２．ＩＣＴを活用する場合、その具体的名称（クリッカー、タブレット端末等）

授業概要
血液の機能を説明しながら形態的な特徴も説明する
血栓・止血機構についての概説およびその成分、検査方法を説明し、血液疾患の紹介をする

【２】

到達目標
血液の成分・機能、血液疾患の血球形態について説明できる
赤血球、白血球、血小板の機能、検査方法について説明できる
止血機構を説明できる
血液疾患の原因、検査方法、治療法についても説明できる

【３】

ディプロマ・ポリシーとの関連【４】
この講義は臨床検査技師免許取得を目指す学生を対象にしたものである。
血液学の基礎を復習し、病態（臨床）との関連を学び理解する。これにより、実際の仕事（臨床血液検査）に役立てることを
目的とする。

（１）十分な知識・技能と、科学的な探究心・思考力・批判力をもつ
（２）自ら主体的に学ぶ力をもつ

＜教育目標＞

専門分野における十分な基礎知識・基本技能（１）
関連する分野における概括的な基礎知識・基本技能（１）
根拠に基づいて科学的な推論を行い、結論を導く能力（１）
常に問題を科学的に分析・解釈しようとし、そのための科学的探究を試みる態度（１）

＜具体的な項目＞

授業計画【５】

内　　容No.

1 臨床血液検査の概要（担当：村野）

2 赤血球の形態異常、貧血の種類（担当：村野）

3 白血球の形態異常、急性白血病の分類（担当：村野）

4 造血器腫瘍、骨髄増殖性腫瘍について（担当：村野）

5 造血器腫瘍における特殊染色検査Ⅰ（担当：村野）

6 造血器腫瘍における特殊染色検査Ⅱ（担当：村野）

7 造血器腫瘍におけるリンパ球細胞表面マーカー（担当：村野）

8 血液疾患の染色体・遺伝子異常（担当：村野）

9 造血器腫瘍の血液検査値について（担当：村野）

10 白血病について（担当：志越）



11 血液凝固の機序と病態（担当：小菅）

12 血液疾患（1）：赤血球系（担当：小菅）

13 血液疾患（2）：血栓・止血系（担当：小菅）

14 血液疾患（3）：血栓・止血系（担当：小菅）

15 学習到達度の確認

事前・事後学習とその時間
シラバスの内容について配布資料および教科書で予習（2時間）すること
授業後は課題あるいは配布された資料を復習（1時間）すること

【６】

評価方法・基準

国家試験形式の定期試験を実施し、60％以上の正解を必要とする。

【７】

フィードバック方法

試験後に模範解答を配布する。

【８】

教科書
標準臨床検査学　血液学　医学書院
最新臨床検査学講座　血液検査学　医歯薬出版

【９】

参考書
病気がみえるvol.5　血液　メディックメディア
臨床検査法提要　金原出版
人体の正常構造と機能　改訂第2版（日本医事新報社）

【10】

備考(関連科目等)
臨床検査関係の講義科目：医学概論・臨床生化学・免疫学・動物生理化学等、今まで学んできた知識が定着していることが望まし
い。

【11】

〔予め学んでおくとよい科目〕

臨床検査総論実習 血液学実習：病院実習 臨床血液学実習 臨床特別講義

〔この科目に続く内容の科目〕



2021年度

土２

曜日時限

ナンバリング：SR434-301J

Laboratory Animals Sciece

実験動物学

松下　悟、山本　徳栄

科目名(日本語)

科目名(英語)

科目責任者

必修・
選択区分

授業形態
開講学期・

学年
単位数

選択 講義
3学年･秋学

期
2

松下　悟、山本　徳栄担当教員

科目責任者
連絡先(教室)

松下　悟（非常勤講師室）

オフィスアワー 講義終了後に申し出れば、そのまま非常勤講師室等に同行可（教員の急用時を除く）。事前予約も可。

【１】 授業方法(ALの要素、ICTの活用等)

実施しない

１－１．アクティブラーニングについて

１－２．アクティブラーニングを実施する場合、その具体的要素

活用する

２－１．双方向授業でのＩＣＴの活用について

Moodle

２－２．ＩＣＴを活用する場合、その具体的名称（クリッカー、タブレット端末等）

授業概要
（松下）
実験動物の中で最も多用されるほ乳類であるげっ歯類（主にマウス・ラット）を中心とした専門知識について、配布したプリント
を用い、さらに、適宜プロジェクターを使用して講義を行う。

（山本）
講義ではPowerPointを使い、視覚的に理解を深める。また、重要項目についてはユーモアに富んだ覚え方を解説する。自家製の国
家試験対策のまとめ、要点の一覧表、カラーアトラス、学習支援テスト等を配布する。

【２】

到達目標
（松下）
１．実験動物が動物愛護の精神に基づきどのような考え方と方法で維持、繁殖、飼養されているかが説明できると共に、適正な動
物実験の理念と実態が説明できる。
２．動物実験が人類の健康福祉に重要な役割を果たすことが説明でき、将来自分自身が行うであろう、あるいは、見聞きするであ
ろう動物実験がより有意義で社会に受け入れられるものであるかについて自ら判断できる。
３．実験動物と人の健康・感染症との関わりを説明できる。

（山本）
１．寄生虫の生活史（感染経路）を説明できる。
２．寄生虫疾患の症状、診断法を説明できる。
３．病原体と媒介動物の関係を説明できる。
４．寄生虫卵および原虫類の形態学的同定ができる。
５．各種検査法の原理、手順について理解し、実践できる。
６．臨床検査技師の国家試験に合格できる。

【３】



ディプロマ・ポリシーとの関連【４】
（松下）
医学・生命科学などの研究に動物実験は不可欠である。一方、動物実験に使用されるマウスなど実験動物は貴重な生命体でも
ある。現在実施されている動物実験は動物愛護の精神と動物実験倫理に基づき、適正に行われて初めて法的にも社会的にも受
け入れられる。そのため、授業では実験動物と動物実験に関する基礎的な専門知識を学ぶ。

（山本）
本科目では、臨床検査技師の国家試験を受験する学生を対象とし、医動物学（人体寄生虫学、衛生動物学）に関する理解を深
めことを目的とする。国家試験では本科目に関連する問題は、6～12問（10年間の平均9.7問）程度出題されているが、これら
を正確に解答できる知識を習得する。

（１）十分な知識・技能と、科学的な探究心・思考力・批判力をもつ
（２）自ら主体的に学ぶ力をもつ
（３）他者と協力して課題を解決する力をもつ

＜教育目標＞

専門分野における十分な基礎知識・基本技能（１）
問題を多角的に把握し、問題解決に必要な知識・技能を同定し、不足する知識・技能を自覚し、自ら獲得できる力（２）
多様性を受け入れる態度（３）
科学的倫理をわきまえていること（３）
自然に対する畏敬の念、生命の尊重、人間としての謙虚な心をもつこと（３）

＜具体的な項目＞

授業計画【５】

内　　容No.

1 Ⅰ．総論　１．序論、動物実験倫理：実験動物の定義、実験動物に関連する法規、動物福祉・動物実験倫理（松下）

2 　　　　　２．実験動物の遺伝的コントロール：実験動物の遺伝要因の統御、育種、繁殖、遺伝子改変動物（松下）

3 　　　　　　　　　　〃

4 　　　　　３．実験動物の環境コントロール：実験動物の環境要因の統御（松下）

5 　　　　　４．実験動物の微生物コントロール：動物や人体に影響を及ぼす主要な人獣共通感染症や実験動物感染症とそ
の統御（松下）

6 　　　　　　　　　　〃

7 Ⅱ．各論　１．げっ歯類（マウス・ラット）を中心とした実験手技（松下）

8 寄生虫学総論、検体の取り扱い方、各種検査法の原理、感染予防について．原虫類の各論（Ⅰ）（山本）

9 原虫類の各論（Ⅱ）（山本）

10 線虫類の各論（Ⅰ）（山本）

11 線虫類の各論（Ⅱ）（山本）

12 吸虫類の各論（山本）

13 条虫類の各論（山本）

14 衛生動物学の各論、媒介動物と各種感染症の病態など（山本）

15 学習到達度の確認（松下・山本）

事前・事後学習とその時間
（松下）
配布プリントや参考書等でそれぞれ60分程度の予習・復習を行う。

（山本）
医動物学は専門分野の範囲が極めて広く、国家試験の対応レベルに達するには、充分な準備が必要である。参考図書および配布資
料等をよく読んで、予習・復習により理解を深めることが重要である。
授業１回に対して、３時間程度の予習・復習が必要である。

【６】

評価方法・基準
（松下）
授業中に出席者に課す小テストにより評価する。

（山本）
講義内容に関する「学習支援テスト」を7部程度配布するので、それらを解くことで理解を深めることができる。正解は提示する
ので確認すること。講義に関する試験問題は、それらのテストの中から8割以上を出題する。

【７】

フィードバック方法
（松下）
小テストで誤答の場合は返却するので正答を再提出する。

（山本）
講義内容に関する「学習支援テスト」を7部程度配布するので、それらを解くことで理解を深めることができる。正解は提示する
ので確認すること。講義に関する試験問題は、それらのテストの中から8割以上を出題する。

【８】



教科書
（松下）
講義の進行に合わせて、適宜プリントを配布する。

（山本）
「医動物学」（吉田幸雄，有薗直樹，山田 稔著　南山堂）

【９】

参考書
（松下）
○「実験動物学－獣医学教育モデル・コア・カリキュラム準拠」（久和　茂（編）、朝倉書店）
○「現代実験動物学」（笠井憲雪・吉川泰弘・安居院高志（編）、朝倉書店）

（山本）
 国家試験の過去問題集

【10】

備考(関連科目等)

事前に中学・高校の生物学（遺伝・遺伝子、発生、体のしくみ）の復習をしておくと理解が早い。

【11】

生物学

〔予め学んでおくとよい科目〕

実験動物学実習

〔この科目に続く内容の科目〕



2021年度

時間外

曜日時限

ナンバリング：SR434-302J

Practice in Laboratory Animal Science

実験動物学実習

山本　徳栄

科目名(日本語)

科目名(英語)

科目責任者

必修・
選択区分

授業形態
開講学期・

学年
単位数

選択 実習
3学年･秋学

期
1/3

山本　徳栄、伊藤　展枝、石原　典子担当教員

科目責任者
連絡先(教室)

山本　徳栄（非常勤講師）
伊藤　展枝、石原　典子（理学部　臨床検査技師課程（理学部IV号館3階4310教室））

オフィスアワー
非常勤教員：授業後に質問等対応する。メールで質問を受け付ける。メールによる質問は、臨床検査技師課程
あてに送る。

【１】 授業方法(ALの要素、ICTの活用等)

実施しない

１－１．アクティブラーニングについて

１－２．アクティブラーニングを実施する場合、その具体的要素

活用しない

２－１．双方向授業でのＩＣＴの活用について

授業概要
講義ではPowerPointを使い、視覚的に理解を深める。実習では多種の寄生虫卵、原虫類および幼虫等を鏡検しスケッチするが、そ
れらの形態学的特徴は随時解説する。また、寄生虫の成虫および中間宿主の観察を行う。
寄生虫の検査法については、資料を配布し基本的手技について解説する。

実習
1回目：検査法の基本的手技を習得する。寄生虫卵を鏡検しスケッチする。
2回目：検査法の基本的手技を習得する。原虫類を鏡検しスケッチする。幼虫、成虫、中間宿主を観察する。
3回目：寄生虫卵および原虫類を鏡検しスケッチする。幼虫、成虫を観察する。

【２】

到達目標
１．寄生虫の生活史（感染経路）を説明できる。
２．吸虫類、寄生虫疾患の症状、診断法を説明できる。
３．病原体と媒介動物の関係を説明できる。
４．寄生虫卵および原虫類の形態学的同定ができる。
５．各種検査法の原理、手順について理解し、実践できる。
６．臨床検査技師の国家試験に合格できる。

【３】

ディプロマ・ポリシーとの関連【４】
本科目では、臨床検査技師の国家試験を受験する学生を対象とし、医動物学（人体寄生虫学、衛生動物学）に関する理解を深
めことを目的とする。

（１）十分な知識・技能と、科学的な探究心・思考力・批判力をもつ
（２）自ら主体的に学ぶ力をもつ
（３）他者と協力して課題を解決する力をもつ

＜教育目標＞

専門分野における十分な基礎知識・基本技能（１）
関連する分野における概括的な基礎知識・基本技能（１）
根拠に基づいて科学的な推論を行い、結論を導く能力（１）
根拠を求めて、科学的な手法で実験・実証を計画・実行する能力（１）
常に問題を科学的に分析・解釈しようとし、そのための科学的探究を試みる態度（１）
問題を多角的に把握し、問題解決に必要な知識・技能を同定し、不足する知識・技能を自覚し、自ら獲得できる力（２）

＜具体的な項目＞

授業計画【５】
1回目：検査法の基本的手技を習得する。寄生虫卵を鏡検しスケッチする。
2回目：検査法の基本的手技を習得する。原虫類を鏡検しスケッチする。幼虫、成虫、中間宿主を観察する。
3回目：寄生虫卵および原虫類を鏡検しスケッチする。幼虫、成虫を観察する。総括と国家試験対策。

事前・事後学習とその時間
医動物学は専門分野の範囲が極めて広く、国家試験の対応レベルに達するには、充分な準備が必要である。参考図書および配布資
料等をよく読んで、予習・復習により理解を深めることが重要である。
授業１回に対して、予習・復習はそれぞれ２時間程度は必要である。

【６】



評価方法・基準
実習では多種の寄生虫卵、原虫類および幼虫等を鏡検し、スケッチしたものを評価する。スケッチの要点は講義および実習中に解
説するので、それらを理解して形態学的特徴が描けていれば80点とし、正確さにより加点、減点を行う。スケッチの評価が60点以
下の学生については、再提出を求める場合がある。

【７】

フィードバック方法
多種の寄生虫卵、原虫類および幼虫等を鏡検しスケッチすることにより、形態学的特徴を理解できる。スケッチの要点は講義およ
び実習中に解説する。また、多種の成虫や中間宿主も観察できるので、生活史などの理解を深めることができる。さらに、検査方
法の要点も理解できる。

【８】

教科書

「医動物学」（吉田幸雄，有薗直樹，山田 稔著　南山堂）

【９】

参考書
国家試験の過去問題集
「実験動物学」の当初に配布した全ての資料

【10】

備考(関連科目等)【11】

特になし

〔予め学んでおくとよい科目〕

特になし

〔この科目に続く内容の科目〕



2021年度

火2・時間
外

曜日時限

ナンバリング：SR671-301J

Healthcare Safety Management

医療安全管理学

村野　武義

科目名(日本語)

科目名(英語)

科目責任者

必修・
選択区分

授業形態
開講学期・

学年
単位数

選択 講義
3学年･秋学

期
4/3

村野　武義担当教員

科目責任者
連絡先(教室)

村野：Moodleのメッセージ機能にて連絡すること。（理学部IV号館3階4360教室）
理学部　臨床検査技師課程（理学部IV号館3階4310教室）

オフィスアワー 村野：月、火、木の15時以降

【１】 授業方法(ALの要素、ICTの活用等)

実施しない

１－１．アクティブラーニングについて

１－２．アクティブラーニングを実施する場合、その具体的要素

活用する

２－１．双方向授業でのＩＣＴの活用について

Moodleの使用

２－２．ＩＣＴを活用する場合、その具体的名称（クリッカー、タブレット端末等）

授業概要
安全・安心な医療を提供するために、医療施設内で発生する医療事故や医療過誤の事例とその原因分析、その対処方法を学習し、
事故防止に努めるために必要な基礎知識を講義、実習する。

【２】

到達目標
(1)医療安全管理の定義と意義、医療事故と医療過誤の違いについて説明できる。
(2) リスクマネジメントの手法について概説できる。
(3) 院内感染対策について事例を挙げて説明できる。
(4) 医療安全管理の全般について臨床検査技師の責任及び業務の範囲を理解し、感染管理及び医療安全に配慮して、適切に検体採
取ができる能力を身につける。
(5) 検体採取に伴う危険因子を認識・理解し、合併症の発生時に適切な対処ができる能力を身につける。

【３】

ディプロマ・ポリシーとの関連【４】
医療の高度化と業務量の増加に伴い、医療スタッフの些細な安全管理ミスなどが患者への重大な医療過誤を招くことがある。
患者に安全・安心な医療を提供するためには、医療事故や医療過誤について、その発生原因から対策までの一連を理解してお
くことが不可欠である。本講義では、医療業務全般における医療安全について、医療事故の発生原因とその分析、対策法まで
理論的かつ実践的な内容を学修し、理解することを目的とする。

（１）十分な知識・技能と、科学的な探究心・思考力・批判力をもつ
（２）自ら主体的に学ぶ力をもつ
（３）他者と協力して課題を解決する力をもつ

＜教育目標＞

関連する分野における概括的な基礎知識・基本技能（１）
根拠に基づいて科学的な推論を行い、結論を導く能力（１）
コミュニケーション能力・リーダーシップ、外国語を含む文章の読み書き能力（３）

＜具体的な項目＞

授業計画【５】

内　　容No.

1 医療安全管理の定義とその意義
リスクマネジメント管理

2 医療安全管理総論
医療倫理、疑義照会、危険予知訓練、原因解析

3 医療事故、医療過誤、法的責任について
医療事故、医療過誤の種類と事例、法的責任

4 医療安全管理各論
検体検査部門・生体検査部門の事例・管理
（院内感染・採取検体の破損・遺失・採血部門・心電図負荷検査等を含む）

5 微生物学的検査等 (皮膚表在組織病変部の膿、丘疹、水泡、膿泡、びらん、
鱗屑、粘膜、毛髪、爪等)における検体採取に必要な知識



6 微生物学的検査等(インフルエンザ等)における検体採取に必要な知識
(鼻腔拭い液、咽頭拭い液等の採取法について)

7 微生物学的検査等(インフルエンザ等)における検体採取に必要な知識
(鼻咽頭拭い液、鼻腔吸引液等の採取法について)

8 医療安全管理とその実践
医療安全を考慮した検体採取に必要な知識・技能

9 微生物学的検査等 (皮膚表在組織病変部におけるウイルス、細菌、真菌、
スピロヘータ、寄生物検査)における検体採取に必要な技能

10 微生物学的検査等 (皮膚表在組織病変部の膿、丘疹、水泡、膿泡、びらん、
鱗屑、粘膜、毛髪、爪等)における検体採取に必要な技能

11 微生物学的検査等(インフルエンザ等)における検体採取に必要な技能
(鼻腔拭い液等の採取のシミュレーション)

12 微生物学的検査等(インフルエンザ等)における検体採取に必要な技能
(鼻咽頭拭い液、咽頭拭い液等の採取のシミュレーション)

13 微生物学的検査等(インフルエンザ等)における検体採取に必要な技能
(鼻腔吸引液等の採取のシミュレーション)

14 検体採取及び味覚・嗅覚検査のシミュレーション
舌圧子及び綿棒を使用した実習を行う

15 微生物学的検査等のシミュレーション
微生物学的検査等の検体採取について、綿棒を使用して実習を行う

事前・事後学習とその時間

講義前に教科書、配付資料について1.5時間の予習を行うこと。講義後は復習を1.5時間行うこと。

【６】

評価方法・基準

知識確認の定期試験にて評価する。

【７】

フィードバック方法

試験後に解説行うので復習のこと。

【８】

教科書

最新臨床検査学講座「医療安全管理学」医歯薬出版

【９】

参考書
JAMT技術教本シリーズ「臨床検査技師のための医療安全管理教本」　じほう

【10】

備考(関連科目等)

日常から医療安全に関する記事、報道、放送を注視し関心を持つこと

【11】

臨床微生物学

〔予め学んでおくとよい科目〕

臨床検査機器総論

〔この科目に続く内容の科目〕



2021年度

土２

曜日時限

ナンバリング：SR660-402J

Outline of Medical Engineering

医用電子工学概論

高橋　修

科目名(日本語)

科目名(英語)

科目責任者

必修・
選択区分

授業形態
開講学期・

学年
単位数

選択 講義
4学年･春学

期
2

高橋 修、坂口 浩一担当教員

科目責任者
連絡先(教室)

高橋 修　　　Moodle のメッセージ機能にて連絡してください。
坂口 浩一　　Moodle のメッセージ機能にて連絡してください。

オフィスアワー 毎週土曜日の講義終了後に教室にて受け付けます。

【１】 授業方法(ALの要素、ICTの活用等)

実施しない

１－１．アクティブラーニングについて

１－２．アクティブラーニングを実施する場合、その具体的要素

活用する

２－１．双方向授業でのＩＣＴの活用について

Moodle

２－２．ＩＣＴを活用する場合、その具体的名称（クリッカー、タブレット端末等）

授業概要
ＭＥ機器は年々高度化・複雑化しており、 ＭＥ機器・技術の適正かつ安全な使用が求められる。 医用機器は患者と直接あるいは
間接的に接触して使用され、電気をエネルギーとしているので電気的な安全性が大切であり、医療事故を防ぐための電気的安全対
策、基礎となる電気電子素子、 電子回路について学ぶ。

【２】

到達目標
１．医用生体工学の概要を説明できるようになる
２．生体からの情報収集・情報処理について説明できるようになる
３．医用機器について説明できるようになる
４．電気的安全対策について説明できるようになる
５．電気電子素子について説明できるようになる
６．電子回路の概要を説明できるようになる
７．電子回路の簡単な計算ができるようになる

【３】

ディプロマ・ポリシーとの関連【４】
臨床検査技師に必要な医用工学全般の知識を学ぶ。これにより医用生体工学、生体からの情報収集・情報処理、医用機器及び
電気的安全対策、さらに基礎となる電気電子素子および電子回路の概要を理解することを目的とする。

（１）十分な知識・技能と、科学的な探究心・思考力・批判力をもつ

＜教育目標＞

専門分野における十分な基礎知識・基本技能（１）

＜具体的な項目＞

授業計画【５】

内　　容No.

1 医用工学の概要　　　(高橋)

2 臨床検査と生体物性１　　(高橋）

3 臨床検査と生体物性２　　(高橋)

4 生体情報の収集１　　(高橋)

5 生体情報の収集２　　(高橋)

6 電気的安全対策１　　(高橋)

7 電気的安全対策２　　(高橋)

8 電気・電子工学の基礎１　（電気回路の基礎）　　(坂口)

9 電気・電子工学の基礎２　（直流・交流回路）　　(坂口)

10 電気・電子工学の基礎３　（過渡現象と時定数）　(坂口)

11 電気・電子工学の基礎４　（半導体の性質と用途）(坂口)

12 医用電子回路１　（電源回路、他）　　(坂口)



13 医用電子回路２　（増幅回路、他）　　(坂口)

14 医用電子回路３　（デジタル回路、通信の基礎）　(坂口)

15 学習到達度の確認　　(高橋、坂口)

事前・事後学習とその時間

毎回の授業範囲は広いため、必ず各回（授業計画にある内容）の予習（1.5時間）復習（1.5時間）をしておくこと。

【６】

評価方法・基準

授業内小テスト(毎回)20% + 学期末試験80%で評価を行う。

【７】

フィードバック方法

次回の講義冒頭にて授業内テストの内容について解説を行うか模範解答を配布する。

【８】

教科書

嶋津秀昭・中島章夫編、「最新臨床検査学講座　医用工学概論」、医歯薬出版、ISBN978-4-263-22374-1

【９】

参考書
 「医用工学」、共立出版
 「ＭＥの基礎知識と安全管理」、南江堂
 「国家試験問題集」、金原出版
 他、多数ありますので自分にあった本を利用して下さい

【10】

備考(関連科目等)

学期末試験の出題は臨床検査技師国家試験対策用問題を中心とする。

【11】

生物学、化学、物理学

〔予め学んでおくとよい科目〕

臨床生理学Ⅰ 臨床生理学Ⅱ

〔この科目に続く内容の科目〕



2021年度

水３

曜日時限

ナンバリング：SR611-401J

Pathology

病理学

蛭田　啓之

科目名(日本語)

科目名(英語)

科目責任者

必修・
選択区分

授業形態
開講学期・

学年
単位数

選択 講義
4学年･春学

期
2

蛭田　啓之、澁谷　和俊、髙橋　啓、大原関　利章担当教員

科目責任者
連絡先(教室)

非常勤教員：理学部　臨床検査技師課程（理学部IV号館3階4310教室）

オフィスアワー 非常勤教員：授業後に質問等対応する。

【１】 授業方法(ALの要素、ICTの活用等)

実施しない

１－１．アクティブラーニングについて

１－２．アクティブラーニングを実施する場合、その具体的要素

活用する

２－１．双方向授業でのＩＣＴの活用について

Moodle、google meetを使用

２－２．ＩＣＴを活用する場合、その具体的名称（クリッカー、タブレット端末等）

授業概要
人体の剖検材料や手術材料，生検材料や細胞診材料などのマクロ写真およびミクロ写真を，ふんだんに呈示しながら講義を行い，
講義プリントも充実している．

【２】

到達目標

疾病の原因，病態，形態学的所見などを総論的に理解し，各疾病の臨床所見，病理所見，治療法，転帰など説明することができる

【３】

ディプロマ・ポリシーとの関連【４】
病理は実験動物などを用いて疾病の病因解明などを行う基礎医学と，疾病の診断や治療の効果測定などを通じて臨床に寄与す
る臨床医学の両面を有しており，ここで学ぼうとする臨床病理学は基礎と臨床を結ぶ，まさに境界領域の学問ということがで
きる．疾病の原因，病態，形態学的所見などを総論的に理解し，各疾病の臨床所見，病理所見，治療法，転帰などを各論的に
学び，両者を有機的に結びつけることを目的としている．

（１）十分な知識・技能と、科学的な探究心・思考力・批判力をもつ
（２）自ら主体的に学ぶ力をもつ
（３）他者と協力して課題を解決する力をもつ

＜教育目標＞

専門分野における十分な基礎知識・基本技能（１）
関連する分野における概括的な基礎知識・基本技能（１）
根拠に基づいて科学的な推論を行い、結論を導く能力（１）

＜具体的な項目＞

授業計画【５】

内　　容No.

1 病理学総論（病理学とは何か、病因論について説明する）　蛭田

2 生命倫理、病理解剖について基本的な知識を説明し理解を深める　澁谷

3 病理検査技術（標本の整理と保管方法の説明）　蛭田

4 代謝障害と関連疾患（糖質代謝異常、脂質代謝異常、タンパク質・アミノ酸代謝異常について疾患を説明する）　蛭田

5 循環障害と関連疾患①（総論：局所の循環障害、全身の循環障害について説明する）　蛭田

6 循環障害と関連疾患②（各論：心臓の疾患、脈管系の疾患について機序と内容を説明する）　髙橋

7 炎症、免疫異常の疾患（炎症の形態的経過、炎症性細胞、免疫不全、アレルギー等を説明する）　蛭田

8 消化器系、内分泌系疾患①（非腫瘍病変について発生機序や病態を説明する）　蛭田

9 消化器系、内分泌系疾患②（関係臓器の腫瘍について発生機序や病態を説明する）　大原関

10 呼吸器系疾患（腫瘍と非腫瘍病変について発生機序や病態を説明する）　蛭田

11 内分泌系、泌尿器系、生殖器及び乳腺（腫瘍と非腫瘍病変について発生機序や病態を説明する）　蛭田

12 内分泌系、造血等の臓器について腫瘍と非腫瘍病変について発生機序や病態を説明する　　蛭田

13 病理学的検査法について固定法、切出し、脱脂、脱灰、包埋、薄切について説明する　　蛭田



14 組織染色（基礎染色、特殊染色）、細胞診検査法について方法や実際の画像を示し解説する　　蛭田

15 学習達成度の確認　　蛭田

事前・事後学習とその時間
３年次で既習の解剖学・解剖学実習について復習しておくことが予習（1.5時間）となる。
また、講義範囲について国家試験問題に取り組むことで復習（1.5時間）すること。

【６】

評価方法・基準

春学期定期試験（100％）で評価する。

【７】

フィードバック方法

試験後に模範解答を配布するので復習すること。

【８】

教科書

系統看護学講座　病理学　（坂本　編集，医学書院）

【９】

参考書
組織病理アトラス　第５版（小池盛也他編集，文光堂）
標準臨床検査学　病理学・病理検査学（仁木利郎他編集，医学書院）

【10】

備考(関連科目等)【11】

生理学  組織学

〔予め学んでおくとよい科目〕

臨床病理学実習

〔この科目に続く内容の科目〕



2021年度

水４・５

曜日時限

ナンバリング：SR611-402J

Practice in Pathology

病理学実習

蛭田　啓之

科目名(日本語)

科目名(英語)

科目責任者

必修・
選択区分

授業形態
開講学期・

学年
単位数

選択 実習
4学年･春学

期
1

蛭田　啓之担当教員

科目責任者
連絡先(教室)

非常勤教員：理学部　臨床検査技師課程（理学部IV号館3階4310教室）

オフィスアワー 非常勤教員：授業後に質問等対応する。

【１】 授業方法(ALの要素、ICTの活用等)

実施する

１－１．アクティブラーニングについて

実習、フィールドワーク

１－２．アクティブラーニングを実施する場合、その具体的要素

活用しない

２－１．双方向授業でのＩＣＴの活用について

授業概要
人体の剖検材料や手術材料，生検材料や細胞診材料などのプレパラートを顕微鏡下に観察し，正常状態と病的状態の比較をしなが
ら病的状態の診断を行い，スケッチブックにスケッチする．スケッチには説明も加える．

【２】

到達目標
病理標本を作製することができる。病変部位を見つけることができる。病理標本を観察して悪性部位を見つけ説明することができ
る。

【３】

ディプロマ・ポリシーとの関連【４】
病理学的診断は肉眼的・組織学的および細胞学的所見を統合した形で下される．これら三者間に優先性はないが，それぞれが
個々の特徴を十分に活かし得る標本でなければならない．本実習では針吸引，生検，手術あるいは解剖などで得られた人体材
料を用いて，肉眼的・組織学的および細胞的レベルから観察・スケッチを行い，正常組織との比較，病的組織の診断，特殊染
料の意義などを学ぶ．実際に標本作成を行い，作成技術，染色理論，染色結果などを学ぶ．また，これらの実習を通じ，標本
作成の意義と重要性，診断のプロセス，臨床検査技師の役割と責任などを学ぶ

（１）十分な知識・技能と、科学的な探究心・思考力・批判力をもつ
（２）自ら主体的に学ぶ力をもつ

＜教育目標＞

専門分野における十分な基礎知識・基本技能（１）
関連する分野における概括的な基礎知識・基本技能（１）
根拠に基づいて科学的な推論を行い、結論を導く能力（１）
根拠を求めて、科学的な手法で実験・実証を計画・実行する能力（１）
常に問題を科学的に分析・解釈しようとし、そのための科学的探究を試みる態度（１）

＜具体的な項目＞

授業計画【５】

内　　容No.

1 病理組織学的検査（組織診）標本作製の工程における意義を理解する

2 一般染色（Hematoxylin Eosin, PAS）の染色実習を行う

3 特殊染色（Elastca Van Gieson, Azan Mallory）の染色実習を行う

4 腫瘍性及び非腫瘍性病変の顕微鏡観察を行う（1）（重曹扁平上皮―食道、円柱上皮―大腸）

5 腫瘍性及び非腫瘍性病変の顕微鏡観察を行う（2）（胃癌、肺癌）

6 腫瘍性及び非腫瘍性病変の顕微鏡観察を行う（3）（導管上皮―乳腺、移行上皮―膀胱）

7 腫瘍性及び非腫瘍性病変の顕微鏡観察を行う（4）（扁平上皮化生―子宮膣部、尿管癌、乳癌）

8 腫瘍性及び非腫瘍性病変の顕微鏡観察を行う（5）（心筋梗塞、動脈硬化性腎硬化、アルシアン青染色、Elastca Van
Gieson染色、アザンマロリー染色）

9 細胞学的検査（細胞診）標本作製の工程における意義を理解する

10 細胞診染色（Papanicolaou）の染色実習を行う

11 細胞診陽性標本の顕微鏡観察を行う（扁平上皮癌、小細胞癌、腺癌、移行上皮癌）

12 特殊染色標本の顕微鏡観察を行う（1）（PTAH染色、鍍銀染色、ベルリン青染色）



13 特殊染色標本の顕微鏡観察を行う（2）（PAS染色、Grocott‘ｓ染色、チールネルゼン染色）

14 特殊染色標本の顕微鏡観察を行う（2）（DFS染色、PAM染色、Kluver-Barrera’s染色）

15 特殊染色標本の顕微鏡観察を行う（3）（グリメリウス染色、ボディアン染色）

事前・事後学習とその時間
３年次で既習の解剖学・解剖学実習について復習しておくことが予習（毎回1時間）となる。
国家試験問題に取り組むことで復習する。授業後、1時間の復習を行う。

【６】

評価方法・基準

標本スケッチ，レポート（100％）により評価する。また、受講態度も評価参考にする。

【７】

フィードバック方法

標本スケッチ，レポートは評価・コメントを付し返却するので確認・復習すること。

【８】

教科書

「病理学・病理検査学　臨床検査講座」　（松原修他著　医葉薬出版）

【９】

参考書

「染色法のすべて」（医葉薬出版）

【10】

備考(関連科目等)
１．臨床検査技師を目指す学生を対象とする
２．ノート，スケッチブック，色鉛筆などを持参すること

【11】

 組織学 病理学

〔予め学んでおくとよい科目〕

臨床病理学実習

〔この科目に続く内容の科目〕



2021年度

土３、土
４

曜日時限

ナンバリング：S*602-401J

Clinical Physiology

臨床生理学

村野　武義

科目名(日本語)

科目名(英語)

科目責任者

必修・
選択区分

授業形態
開講学期・

学年
単位数

選択 講義
4学年･春学

期
4

永井 英成、杉山　邦男、鈴木　淳、寳田　雄一、久武　真二、桝谷　直司、丸山　憲一、村野　武義担当教員

科目責任者
連絡先(教室)

永井、杉山、鈴木、寳田、久武、桝谷、丸山　理学部臨床検査技師課程（4310室）
村野　理学部Ⅳ号館3階4360室）

オフィスアワー 授業の前後で質問等を受ける

【１】 授業方法(ALの要素、ICTの活用等)

実施しない

１－１．アクティブラーニングについて

１－２．アクティブラーニングを実施する場合、その具体的要素

活用する

２－１．双方向授業でのＩＣＴの活用について

moodle

２－２．ＩＣＴを活用する場合、その具体的名称（クリッカー、タブレット端末等）

授業概要
生理機能検査の目的や業務範囲を詳細なプリントとスライドを用いて説明しながら、解剖学・生理学の知識を踏まえて講義してい
く。
各生理機能検査の実際を詳しく説明し、症例も紹介する。

【２】

到達目標
生理機能検査の必要性を説明できる。
疾患と結びつけて波形や画像を読み取ることができる。
疾患を理解し、説明することができる。
国家試験問題の正解を導くことができる。

【３】

ディプロマ・ポリシーとの関連【４】
臨床検査技師に必要な生理学的知識の習得を目的とする．
また，４年生８月に行われる臨床生理機能検査実習に必要な基礎知識を学びかつ臨床検査技師国家試験に対応できる幅広い知
識を学ぶ．

（１）十分な知識・技能と、科学的な探究心・思考力・批判力をもつ
（２）自ら主体的に学ぶ力をもつ
生理学的検査の画像や波形解析の理論と技術を理解し習得する。
臨床検査技師に必要な生理学的知識の習得を目的とする。
４年生８月に行われる臨床生理機能検査実習に必要な基礎知識を学びかつ臨床検査技師国家試験に対応できる幅広い知識
を学ぶ。
病院実習の学習成果に対応できる力をつける。

＜教育目標＞

専門分野における十分な基礎知識・基本技能（１）
関連する分野における概括的な基礎知識・基本技能（１）
臨床検査技師国家試験に対応できる。

＜具体的な項目＞

授業計画【５】

内　　容No.

1 生理機能検査学総論（臨床検査技師法に基づく生理機能検査の目的と業務範囲について）　永井

2 生理機能検査学総論（それぞれの生理機能検査に共通する注意事項。心電計、肺呼吸測定器、超音波診断計などの取り扱
い方法）　鈴木

3 生理機能検査学総論（患者心理、患者対応の具体例）　鈴木

4 安全対策（生理機能検査に使用する機器の安全対策について）　鈴木

5 循環器系検査①（心電図検査の臨床的意義、心電図発現の機構・成立ち、誘導法、心電図検査の実際、異常心電図、ホル
ター心電図）　久武

6 循環器系検査②（心音図検査の臨床的意義、異常心音図、関連疾患）　久武

7 循環器系検査③（動脈硬化検査、血管内皮機能検査）　久武



8 脳波検査①（基礎：膜電位と興奮機序、興奮伝導と伝達、中枢神経系の解剖学、睡眠の生理と調節）　杉山

9 脳波検査②（導出方法、誘発電位、異常脳波と疾患の関係）　杉山

10 筋電図検査①（解剖、生理学的基礎知識、筋電計のしくみ、針電極筋電図検査の適応と禁忌）　杉山

11 筋電図検査②（筋電図の正常所見、異常所見と疾患の関係、神経伝導検査）　杉山

12 熱画像検査（熱画像検査の工学的原理、生理学的原理の説明、検査の実際の画像の提示）村野

13 MRI検査（MRI機器の測定原理、臨床的所見の解説）　桝谷

14 画像検査について（画像検査の種類、正常画像と異常画像の提示および説明）　桝谷

15 平衡感覚検査（平衡機能検査の意義、前庭の解剖と機能、体平衡機能検査の実施方法、正常値と異常値）　鈴木

16 呼吸器系検査①（呼吸生理の基礎（肺の構造と機能）呼吸調節機能、肺機能検査の定義、正常値の取扱い）　桝谷

17 呼吸機能検査②（肺胞機能検査の方法、測定値の評価方法、血液ガスの測定方法、疾患と異常値の関係）　桝谷

18 超音波検査①（基礎：測定原理、測定方法）　丸山

19 腹部超音波検査①（腹部臓器の解剖と生理学的な知識）　永井

20 腹部超音波検査②（腹部臓器疾患についての解説）　永井

21 腹部超音波検査③（腎臓、肝臓、その他腹部臓器の超音波画像の紹介と解説）　丸山

22 乳腺の超音波検査（正常画像の成立ち及び異常画像についての説明と解説）　丸山

23 産婦人科領域の超音波検査（正常画像の成立ち及び異常画像についての説明と解説）　丸山

24 循環器領域の超音波検査：基礎①（心臓の解剖、基本的画像（Bモード）の紹介）　桝谷

25 循環器領域の超音波検査：基礎②（心室内基本的画像（Mモード、ドプラ法））　寶田

26 循環器領域の超音波検査：臨床①（心疾患における超音波画像（弁膜症、先天性疾患））　寶田

27 循環器領域の超音波検査：臨床②（心疾患における超音波画像（心室内異常構造による異常画像の紹介と解説、心膜疾患
画像の紹介と解説）　寶田

28 循環器領域の超音波検査：臨床③（特に重要な循環器疾患の画像の紹介と解説）　寶田

29 張力、味覚、嗅覚検査（解剖の知識、それぞれの検査方法の説明、異常値の解説）　鈴木

30 学習到達度の確認（国家試験問題の提示、解説）　村野

事前・事後学習とその時間
教科書及び授業内で配布された資料を読み、予習（1.5時間）・復習（1.5時間）を行うこと。
復習としては講義された範囲の国家試験問題を解くことが重要である。

【６】

評価方法・基準

国家試験形式の定期試験を実施し、60％以上の正解を必要とする。

【７】

フィードバック方法

試験後に模範解答を配布するので復習のこと。

【８】

教科書

臨床検査講座　生理機能検査学　医歯薬出版株式会社

【９】

参考書

解剖学、生理学など各種の参考書が出版されている

【10】

備考(関連科目等)

授業開始までに教科書を購入すること．別に発表される講義日程により講義の行われる日を確認すること．

【11】

動物生理学  基礎生理学

〔予め学んでおくとよい科目〕

臨床生理学実習

〔この科目に続く内容の科目〕



2021年度

土３、土
４

曜日時限

ナンバリング：SB602-401J

Clinical Physiology Ⅰ

臨床生理学Ⅰ

村野　武義

科目名(日本語)

科目名(英語)

科目責任者

必修・
選択区分

授業形態
開講学期・

学年
単位数

選択 講義
4学年･春学

期
2

永井 英成、杉山　邦男、鈴木　淳、寳田　雄一、久武　真二、桝谷　直司、丸山　憲一、村野　武義担当教員

科目責任者
連絡先(教室)

非常勤教員：理学部　臨床検査技師課程（理学部IV号館3階4310教室）
村野：Moodleのメッセージ機能にて連絡すること。（理学部IV号館3階4360教室）

オフィスアワー
非常勤教員：授業後に質問等対応する。
村野：月、火、木の15時以降

【１】 授業方法(ALの要素、ICTの活用等)

実施しない

１－１．アクティブラーニングについて

１－２．アクティブラーニングを実施する場合、その具体的要素

活用する

２－１．双方向授業でのＩＣＴの活用について

Moodleの使用

２－２．ＩＣＴを活用する場合、その具体的名称（クリッカー、タブレット端末等）

授業概要

生理機能検査の目的や業務範囲を説明しながら、解剖的、生理学的な解説を行う。
各生理機能検査の実際を詳しく説明し、症例も紹介する。

【２】

到達目標
生理機能検査の必要性を理解する。
疾患と結びつけて波形や画像を読み取ることができる。
疾患を理解し、説明することができる。
国家試験問題の正解を導くことができる。

【３】

ディプロマ・ポリシーとの関連【４】
臨床検査技師に必要な生理学的知識の習得を目的とする．
また，４年生８月に行われる臨床生理機能検査実習に必要な基礎知識を学びかつ臨床検査技師国家試験に対応できる幅広い知
識を学ぶ．

（１）十分な知識・技能と、科学的な探究心・思考力・批判力をもつ
（２）自ら主体的に学ぶ力をもつ
生理学的検査の画像や波形解析の理論と技術を理解し習得する。
臨床検査技師に必要な生理学的知識の習得を目的とする。
４年生８月に行われる臨床生理機能検査実習に必要な基礎知識を学びかつ臨床検査技師国家試験に対応できる幅広い知識
を学ぶ。
病院実習の学習成果に対応できる力をつける。

＜教育目標＞

専門分野における十分な基礎知識・基本技能（１）
関連する分野における概括的な基礎知識・基本技能（１）
根拠に基づいて科学的な推論を行い、結論を導く能力（１）
臨床検査技師国家試験に対応できる。

＜具体的な項目＞

授業計画【５】

内　　容No.

1 生理機能検査学総論（検査の目的と業務範囲）：永井

2 生理機能検査学総論（検査の注意事項、機器の取り扱い）：鈴木

3 生理機能検査学総論（患者心理、患者対応等）：鈴木

4 安全対策：鈴木

5 循環器系検査①（心電図）：久武

6 循環器系検査②（心音図、脈派、心機図）：久武

7 循環器系検査③：久武



8 脳波検査（基礎・正常派形）：杉山

9 脳波検査（臨床①）：杉山

10 筋電図検査（基礎・正常）：杉山

11 筋電図検査（臨床）：杉山

12 熱画像検査：村野

13 ＭＲＩ検査の原理と臨床：桝谷

14 画像検査について：桝谷

15 平衡感覚検査：鈴木

事前・事後学習とその時間
教科書及び授業内で配布された資料を読み、予習（1.5時間）・復習（1.5時間）を行うこと。
復習としては講義された範囲の国家試験問題を解くことが重要である。

【６】

評価方法・基準

国家試験形式の定期試験を実施し、60％以上の正解を必要とする。

【７】

フィードバック方法

試験後に模範解答を配布するので復習のこと。

【８】

教科書

臨床検査講座　生理機能検査学　医歯薬出版株式会社

【９】

参考書

解剖学、生理学など各種の参考書

【10】

備考(関連科目等)

授業開始までに教科書を購入すること．別に発表される講義日程により講義の行われる日を確認すること．

【11】

動物生理学  基礎生理学

〔予め学んでおくとよい科目〕

臨床生理学実習

〔この科目に続く内容の科目〕



2021年度

土３、土
４

曜日時限

ナンバリング：SB602-402J

Clinical Physiology Ⅱ

臨床生理学Ⅱ

村野　武義

科目名(日本語)

科目名(英語)

科目責任者

必修・
選択区分

授業形態
開講学期・

学年
単位数

選択 講義
4学年･春学

期
2

永井 英成、杉山　邦男、鈴木　淳、寳田　雄一、久武　真二、桝谷　直司、丸山　憲一、村野　武義担当教員

科目責任者
連絡先(教室)

非常勤教員：理学部　臨床検査技師課程（理学部IV号館3階4310教室）
村野：Moodleのメッセージ機能にて連絡すること。（理学部IV号館3階4360教室）

オフィスアワー
非常勤教員：授業後に質問等対応する。
村野：月、火、木の15時以降

【１】 授業方法(ALの要素、ICTの活用等)

実施しない

１－１．アクティブラーニングについて

１－２．アクティブラーニングを実施する場合、その具体的要素

活用する

２－１．双方向授業でのＩＣＴの活用について

Moodleの使用

２－２．ＩＣＴを活用する場合、その具体的名称（クリッカー、タブレット端末等）

授業概要
生理機能検査の目的や業務範囲を説明しながら、解剖的、生理学的な解説を行う。
各生理機能検査の実際を詳しく説明し、症例も紹介する。

【２】

到達目標
生理機能検査の必要性を理解する。
疾患と結びつけて波形や画像を読み取ることができる。
疾患を理解し、説明することができる。
国家試験問題の正解を導くことができる。

【３】

ディプロマ・ポリシーとの関連【４】
臨床検査技師に必要な生理学的知識の習得を目的とする．
また，４年生８月に行われる臨床生理機能検査実習に必要な基礎知識を学びかつ臨床検査技師国家試験に対応できる幅広い知
識を学ぶ．

（１）十分な知識・技能と、科学的な探究心・思考力・批判力をもつ
（２）自ら主体的に学ぶ力をもつ
生理学的検査の画像や波形解析の理論と技術を理解し習得する。
臨床検査技師に必要な生理学的知識の習得を目的とする。
４年生８月に行われる臨床生理機能検査実習に必要な基礎知識を学びかつ臨床検査技師国家試験に対応できる幅広い知識
を学ぶ。
病院実習の学習成果に対応できる力をつける。

＜教育目標＞

専門分野における十分な基礎知識・基本技能（１）
関連する分野における概括的な基礎知識・基本技能（１）
問題解決のために積極的に他者と協働する態度（３）
臨床検査技師国家試験に対応できる。

＜具体的な項目＞

授業計画【５】

内　　容No.

1 呼吸系検査（スパイロメトリー）：桝谷

2 呼吸系検査（ガス代謝、血液ガス）：桝谷

3 超音波の基礎（原理、方法）：丸山

4 腹部超音波検査①：永井

5 腹部超音波検査②：永井

6 腹部超音波検査③：丸山

7 乳腺の超音波検査：丸山

8 産婦人科領域の超音波検査：丸山



9 循環器領域の超音波検査（基礎）①：桝谷

10 循環器領域の超音波検査（基礎）②：寶田

11 循環器領域の超音波検査（臨床）①：寶田

12 循環器領域の超音波検査（臨床）②：寶田

13 循環器領域の超音波検査（臨床）③：寶田

14 聴力、味覚、嗅覚検査：鈴木

15 学習到達度の確認：村野

事前・事後学習とその時間
教科書及び授業内で配布された資料を読み、予習（1.5時間）・復習（1.5時間）を行うこと。
復習としては講義された範囲の過去の国家試験問題を解くことが重要である。

【６】

評価方法・基準

国家試験形式の定期試験を実施し、60％以上の正解を必要とする。

【７】

フィードバック方法

試験後に模範解答を配布するので復習のこと。

【８】

教科書

臨床検査講座　生理機能検査学　医歯薬出版株式会社

【９】

参考書

標準臨床検査学　生理検査学・画像検査学　医学書院

【10】

備考(関連科目等)

授業開始までに教科書を購入すること．別に発表される講義日程により講義の行われる日を確認すること．

【11】

動物生理学  基礎生理学

〔予め学んでおくとよい科目〕

臨床生理実習

〔この科目に続く内容の科目〕



2021年度

時間外

曜日時限

ナンバリング：SR621-403J

Laboratory of Clinical Biochemistry

臨床生化学実習

村野　武義

科目名(日本語)

科目名(英語)

科目責任者

必修・
選択区分

授業形態
開講学期・

学年
単位数

選択 実習
4学年･秋学

期
1

村野　武義担当教員

科目責任者
連絡先(教室)

村野：Moodleのメッセージ機能にて連絡すること。（理学部IV号館3階4360教室）
理学部　臨床検査技師課程（理学部IV号館3階4310教室）

オフィスアワー
臨地実習先にて、随時担当者が対応する。
村野：月、火、木の15時以降

【１】 授業方法(ALの要素、ICTの活用等)

実施する

１－１．アクティブラーニングについて

実習、フィールドワーク

１－２．アクティブラーニングを実施する場合、その具体的要素

活用しない

２－１．双方向授業でのＩＣＴの活用について

授業概要
病院で臨地実習を通じて臨床生化学検査を学ぶ。東邦大学医療センター大森病院、大橋病院、佐倉病院等の臨床検査部長、輸血部
長および技師長・主任が担当する（他施設の場合は実習担当者が対応する）。

【２】

到達目標
1.病院検査部の臨床生化学検査の運用とそれらの検査結果について説明することができる。
2.臨床生化学検査室の業務について説明することができる。

【３】

ディプロマ・ポリシーとの関連【４】
臨床生化学検査が病院でどのようにして実施されているか、また、それにたずさわる臨床検査技師がどのようにして生化学的
検査を行っているかを実地で学ぶことを目的とする。

（１）十分な知識・技能と、科学的な探究心・思考力・批判力をもつ
（２）自ら主体的に学ぶ力をもつ
（３）他者と協力して課題を解決する力をもつ

＜教育目標＞

専門分野における十分な基礎知識・基本技能（１）
関連する分野における概括的な基礎知識・基本技能（１）
根拠に基づいて科学的な推論を行い、結論を導く能力（１）
常に問題を科学的に分析・解釈しようとし、そのための科学的探究を試みる態度（１）
問題解決のために積極的に他者と協働する態度（３）

＜具体的な項目＞

授業計画【５】
無機物質の分析
糖質の分析
タンパク質および非タンパク性窒素成分の分析
酵素の分析
ホルモンの分析
脂質の分析
臨床生化学検査の精度管理を学ぶ
病態と臨床生化学検査値の関連を学ぶ
臨床生化学検査室の業務について学ぶ。

事前・事後学習とその時間
実習前に必ず臨床生化学Ⅰ・Ⅱ、臨床検査機器総論の授業で使用した資料・教科書を毎回2時間予習しておくこと。また臨地実習
で配布される資料および学んだ項目を教科書にて1時間復習すること。

【６】

評価方法・基準

臨地実習先での評価シート（７０％）および臨床検査課程で課する報告書（３０％）により評価する。

【７】

フィードバック方法

レポートはコメント付し返却するので確認・復習すること。

【８】



教科書

「最新臨床検査学講座　臨床化学検査学」（医歯薬出版）

【９】

参考書

「臨床検査法提要」（金原出版）

【10】

備考(関連科目等)
臨地実習先での実習のため、身なりを清潔に指導者に対して感謝の気持ちを持ち、言葉づかいも丁寧にすること。社会の一員とし
ての自覚を持って実地に学んでいただきたい。

【11】

臨床生化学Ⅰ 臨床生化学Ⅱ

〔予め学んでおくとよい科目〕

臨床特別講義

〔この科目に続く内容の科目〕



2021年度

時間外

曜日時限

ナンバリング：SR621-402J

Laboratory of Clinical Physiology

臨床生理学実習

村野　武義

科目名(日本語)

科目名(英語)

科目責任者

必修・
選択区分

授業形態
開講学期・

学年
単位数

選択 実習
4学年･秋学

期
1

村野　武義担当教員

科目責任者
連絡先(教室)

村野：Moodleのメッセージ機能にて連絡すること。（理学部IV号館3階4360教室）
理学部　臨床検査技師課程（理学部IV号館3階4310教室）

オフィスアワー
臨地実習先にて随時担当者が対応する。
村野：月、火、木の15時以降

【１】 授業方法(ALの要素、ICTの活用等)

実施する

１－１．アクティブラーニングについて

実習、フィールドワーク

１－２．アクティブラーニングを実施する場合、その具体的要素

活用しない

２－１．双方向授業でのＩＣＴの活用について

授業概要
実際に病院で実習を行う。東邦大学医療センター大森病院、大橋病院、佐倉病院等の臨床検査部長、病理部長、臨床生理機能検査
部長、輸血部長および技師長・主任が担当する（他施設の場合は実習担当者が対応する）。

【２】

到達目標
1.循環器系の検査を行うことができ、検査結果を説明できる。
2.呼吸器系の検査を行うことができ、検査結果を説明できる。
3.電気生理検査などを行うことができ、検査結果を説明できる。

【３】

ディプロマ・ポリシーとの関連【４】
臨床生理学が病院等でどのようにして実践されているか、またそれにたずさわる臨床検査技師がどのように生理学的検査を
行っているかを実地で学ぶことを目的とする。

（１）十分な知識・技能と、科学的な探究心・思考力・批判力をもつ
（２）自ら主体的に学ぶ力をもつ
（３）他者と協力して課題を解決する力をもつ

＜教育目標＞

専門分野における十分な基礎知識・基本技能（１）
関連する分野における概括的な基礎知識・基本技能（１）
根拠に基づいて科学的な推論を行い、結論を導く能力（１）
根拠を求めて、科学的な手法で実験・実証を計画・実行する能力（１）
常に問題を科学的に分析・解釈しようとし、そのための科学的探究を試みる態度（１）
問題を多角的に把握し、問題解決に必要な知識・技能を同定し、不足する知識・技能を自覚し、自ら獲得できる力（２）
問題解決のために積極的に他者と協働する態度（３）

＜具体的な項目＞

授業計画【５】
１．患者対応の全体について
２．循環器系検査（心電図検査、心音図検査、脈派検査、超音波、血管機能検査、基礎代謝検査）
３．呼吸器系検査（呼吸機能検査、血液ガス測定等）
４．電気生理検査（脳波検査、筋電図検査等）
５．感覚系検査（平衡感覚検査、聴力検査、味覚検査、嗅覚検査等）
６．その他の検査
　　病院の組織、機能を含む全体の業務について

事前・事後学習とその時間
臨床生理学ⅠおよびⅡの授業で使用した資料・教科書について予習しておくこと。
臨地実習先の臨床生理学検査項目について、臨床生理学の授業で使用した資料・教科書を用いて、毎回2時間の予習が必要であ
る。また、実習後は教科書および配布された資料を復習（1時間）し、毎回レポートにまとめておくこと。

【６】

評価方法・基準

臨地実習先での評価シート（７０％）および臨床検査課程で課する報告書（３０％）により評価する。

【７】



フィードバック方法

レポートはコメントを付し返却するので復習・確認すること。

【８】

教科書

「最新　臨床検査学講座　生理機能検査学」（医歯薬出版）

【９】

参考書

「臨床検査法提要」（金原出版）

【10】

備考(関連科目等)
直接患者に接するので、身なりを清潔に言葉づかいも丁寧に、社会の一員としての自覚を持って実地実習に学んで欲しい。臨床検
査技師課程の学生を対象とする実習である。

【11】

臨床生理学

〔予め学んでおくとよい科目〕

臨床特別講義

〔この科目に続く内容の科目〕



2021年度

時間外

曜日時限

ナンバリング：SR621-401J

Laboratory of General Clinical Ex.

臨床検査総論実習

村野　武義

科目名(日本語)

科目名(英語)

科目責任者

必修・
選択区分

授業形態
開講学期・

学年
単位数

選択 実習
4学年･秋学

期
1

村野　武義担当教員

科目責任者
連絡先(教室)

村野：Moodleのメッセージ機能にて連絡すること。（理学部IV号館3階4360教室）
理学部　臨床検査技師課程（理学部IV号館3階4310教室）

オフィスアワー
臨地実習先にて、随時担当者が対応する。
村野：月、火、木の15時以降

【１】 授業方法(ALの要素、ICTの活用等)

実施する

１－１．アクティブラーニングについて

実習、フィールドワーク

１－２．アクティブラーニングを実施する場合、その具体的要素

活用しない

２－１．双方向授業でのＩＣＴの活用について

授業概要
病院臨床検査部の採血室および一般検査室にて、採血および一般検査を実習する。東邦大学医療センター大森病院、大橋病院、佐
倉病院等の臨床検査部長、病理部長、臨床生理機能検査部長、輸血部長および技師長・主任が担当する（他施設の場合は実習担当
者が対応する）。

【２】

到達目標
1.採血の方法と検体の取り扱い方について説明することができる。
2.尿検査を行うことができ、検査結果について説明することができる。
3.便検査を行うことができ、検査結果について説明することができる。
4.その他の体液検査を行うことができ、検査結果について説明することができる。
5.病院の組織、機構を含む全体の業務について説明することができる。

【３】

ディプロマ・ポリシーとの関連【４】
病院において臨床検査技師の職務について、実地で学ぶことを目的とする。その結果、採血の方法と検体の取り扱い方につい
ての理解、尿検査、便検査、その他の体液検査の意義と検査結果について理解する。また、病院の組織、機構を含む全体の業
務の理解を学びの目標としている。

（１）十分な知識・技能と、科学的な探究心・思考力・批判力をもつ
（２）自ら主体的に学ぶ力をもつ
（３）他者と協力して課題を解決する力をもつ

＜教育目標＞

専門分野における十分な基礎知識・基本技能（１）
関連する分野における概括的な基礎知識・基本技能（１）
根拠に基づいて科学的な推論を行い、結論を導く能力（１）
根拠を求めて、科学的な手法で実験・実証を計画・実行する能力（１）
常に問題を科学的に分析・解釈しようとし、そのための科学的探究を試みる態度（１）
問題を多角的に把握し、問題解決に必要な知識・技能を同定し、不足する知識・技能を自覚し、自ら獲得できる力（２）
問題解決のために積極的に他者と協働する態度（３）

＜具体的な項目＞

授業計画【５】
採血室の運用（患者への対応等）を学ぶ
採血手技を習得する
血糖負荷試験、出血時間の方法を学ぶ
検体の取扱い方等を習得する。
尿検査および尿沈渣検査、便検査を学ぶ
その他（髄液、精液、腹水、十二指腸、喀痰等）の体液検査の方法を学ぶ

事前・事後学習とその時間

臨床検査総論Ⅰで使用した資料を2時間予習しておく。また、実習で配布される資料および学んだ項目の復習を1時間行う。

【６】

評価方法・基準

臨地実習先での評価シート（７０％）および臨床検査課程で課する報告書（３０％）により評価する。

【７】



フィードバック方法

レポートはコメントを付し返却するので確認・復習すること。

【８】

教科書
「最新臨床検査講座15、17、18、21、23巻」（医歯薬出版）
標準臨床検査学　臨床検査総論（医学書院）

【９】

参考書

「臨床検査法提要」（金原出版）

【10】

備考(関連科目等)
臨地実習先での実習のため、身なりを清潔に指導者に対して感謝の気持ちを持ち、言葉づかいも丁寧にすること。社会の一員とし
ての自覚を持って実地に学んでいただきたい。
臨床検査技師課程の学生を対象とする実習である。

【11】

臨床検査総論Ⅰ 臨床検査総論Ⅱ

〔予め学んでおくとよい科目〕

臨床特別講義

〔この科目に続く内容の科目〕



2021年度

時間外

曜日時限

ナンバリング：S*621-405J

Laboratory of Immunobiology

臨床免疫学実習

村野　武義

科目名(日本語)

科目名(英語)

科目責任者

必修・
選択区分

授業形態
開講学期・

学年
単位数

選択 実習
4学年･秋学

期
1

村野　武義担当教員

科目責任者
連絡先(教室)

村野：Moodleのメッセージ機能にて連絡すること。（理学部IV号館3階4360教室）
理学部　臨床検査技師課程（理学部IV号館3階4310教室）

オフィスアワー
臨地実習先にて、随時担当者が対応する。
村野：月、火、木の15時以降

【１】 授業方法(ALの要素、ICTの活用等)

実施する

１－１．アクティブラーニングについて

実習、フィールドワーク

１－２．アクティブラーニングを実施する場合、その具体的要素

活用しない

２－１．双方向授業でのＩＣＴの活用について

授業概要
病院の免疫学的検査室で実習を行う。東邦大学医療センター大森病院、大橋病院、佐倉病院の臨床検査部長、輸血部長が担当する
（他施設の場合は実習担当者が対応する）。

【２】

到達目標
1.輸血検査を行うことができ、測定結果について評価することができる。
2.免疫機能検査を説明でき、測定結果について評価することができる。
3.自己免疫疾患検査を説明でき、測定結果について評価することができる。
4.腫瘍免疫関連検査を説明でき、測定結果について評価することができる。

【３】

ディプロマ・ポリシーとの関連【４】
血清学的検査および免疫学的検査が病院でどのようにして実施されているか、また、臨床検査技師がどのようにして仕事を
行っているかを実地で学ぶことを目的とする。

（１）十分な知識・技能と、科学的な探究心・思考力・批判力をもつ
（２）自ら主体的に学ぶ力をもつ
（３）他者と協力して課題を解決する力をもつ

＜教育目標＞

専門分野における十分な基礎知識・基本技能（１）
関連する分野における概括的な基礎知識・基本技能（１）
根拠に基づいて科学的な推論を行い、結論を導く能力（１）
問題解決のために積極的に他者と協働する態度（３）

＜具体的な項目＞

授業計画【５】
免疫学的検査（感染症、アレルギー等）の方法・原理
自己免疫疾患関連検査
腫瘍マーカー検査の方法・原理を学ぶ
輸血療法とは
輸血検査（血液型、交差適合試験等）の方法
輸血部の運用・役割について

事前・事後学習とその時間
免疫学の講義で使用した教科書・資料を毎回予習（2時間）して実習に臨むこと。また実習で配布される資料等を復習（1時間）す
ること。

【６】

評価方法・基準

臨地実習先での評価シート（７０％）および臨床検査課程で課する報告書（３０％）により評価する。

【７】

フィードバック方法

提出されたレポートについてはコメントを付記返却されるので復習のこと。

【８】



教科書
標準臨床検査学「免疫検査学」（医学書院）
「最新臨床検査講座　免疫検査学」（医歯薬出版）

【９】

参考書

「臨床検査法提要」（金原出版）

【10】

備考(関連科目等)
臨地実習先での実習のため、身なりを清潔に指導者に対して感謝の気持ちを持ち、言葉づかいも丁寧にすること。社会の一員とし
ての自覚を持って実地に学んでいただきたい。

【11】

免疫学

〔予め学んでおくとよい科目〕

臨床特別講義

〔この科目に続く内容の科目〕



2021年度

時間外

曜日時限

ナンバリング：S*621-404J

Laboratory of Hematology

臨床血液学実習

村野　武義

科目名(日本語)

科目名(英語)

科目責任者

必修・
選択区分

授業形態
開講学期・

学年
単位数

選択 実習
4学年･秋学

期
1

村野　武義担当教員

科目責任者
連絡先(教室)

村野：Moodleのメッセージ機能にて連絡すること。（理学部IV号館3階4360教室）
理学部　臨床検査技師課程（理学部IV号館3階4310教室）

オフィスアワー
臨地実習先にて、随時担当者が対応する。
村野：月、火、木の15時以降

【１】 授業方法(ALの要素、ICTの活用等)

実施する

１－１．アクティブラーニングについて

実習、フィールドワーク

１－２．アクティブラーニングを実施する場合、その具体的要素

活用しない

２－１．双方向授業でのＩＣＴの活用について

授業概要
実際の病院で、血球検査、血栓止血検査、線溶検査を行ない、その検査結果について理解できるよう説明する。
東邦大学医療センター大森病院、大橋病院、佐倉病院等の臨床検査部長および技師長・主任が担当する（他施設の場合は実習担当
者が対応する）。

【２】

到達目標
1.血球に関する検査を行うことができ、検査結果について評価することができる。
2.血液凝固系に関する検査を行うことができ、検査結果について評価することができる。
3.線溶系に関する検査を行うことができ、検査結果について評価することができる。
4.病院の組織、機構を含む全体の業務について説明することができる。

【３】

ディプロマ・ポリシーとの関連【４】
臨床検査技師がどのようにして病院で血液学的検査を行っているかを実地で学ぶことを目的とする。

（１）十分な知識・技能と、科学的な探究心・思考力・批判力をもつ
（２）自ら主体的に学ぶ力をもつ
（３）他者と協力して課題を解決する力をもつ

＜教育目標＞

専門分野における十分な基礎知識・基本技能（１）
関連する分野における概括的な基礎知識・基本技能（１）
根拠に基づいて科学的な推論を行い、結論を導く能力（１）
問題解決のために積極的に他者と協働する態度（３）

＜具体的な項目＞

授業計画【５】
血液検査の基礎技術
血液の採取と検体の取り扱い方
血球に関する検査
白血球分類
白血病形態の観察
血液凝固に関する検査
線溶系に関する検査
病院の組織、機構を含む全体の業務について学ぶ
その他

事前・事後学習とその時間
血液学の授業で使用した教科書・資料を毎回予習（2時間）して実習に臨むこと。また実習で配布される資料等を復習（１時間）
すること。

【６】

評価方法・基準

臨地実習先での評価シート（７０％）および臨床検査課程で課する報告書（３０％）により評価する。

【７】

フィードバック方法

提出されたレポートはコメントが付記されるので復習すること。

【８】



教科書
標準臨床検査学「血液検査学」（医学書院）
「最新臨床検査講座　血液検査学」（医歯薬出版）

【９】

参考書

「臨床検査法提要」（金原出版）

【10】

備考(関連科目等)
臨地実習先での実習のため、身なりを清潔に指導者に対して感謝の気持ちを持ち、言葉づかいも丁寧にすること。社会の一員とし
ての自覚を持って実地に学んでいただきたい。

【11】

臨床血液学

〔予め学んでおくとよい科目〕

臨床特別講義

〔この科目に続く内容の科目〕



2021年度

時間外

曜日時限

ナンバリング：SM621-405J

Laboratory of Immunobiology

免疫学実習：病院実習

村野　武義

科目名(日本語)

科目名(英語)

科目責任者

必修・
選択区分

授業形態
開講学期・

学年
単位数

選択 実習
4学年･秋学

期
1

村野　武義担当教員

科目責任者
連絡先(教室)

村野：Moodleのメッセージ機能にて連絡すること。（理学部IV号館3階4360教室）
理学部　臨床検査技師課程（理学部IV号館3階4310教室）

オフィスアワー
臨地実習先にて、随時担当者が対応する。
村野：月、火、木の15時以降

【１】 授業方法(ALの要素、ICTの活用等)

実施する

１－１．アクティブラーニングについて

実習、フィールドワーク

１－２．アクティブラーニングを実施する場合、その具体的要素

活用しない

２－１．双方向授業でのＩＣＴの活用について

授業概要
実際に病院で実習を行う。東邦大学医療センター大森病院、大橋病院、佐倉病院の臨床検査部長、輸血部長および技師長・主任が
担当する（他施設の場合は実習担当者が対応する）。

【２】

到達目標
1.輸血検査を行うことができ、測定結果について評価することができる。
2.免疫機能検査を行うことができ、測定結果について評価することができる。
3.自己免疫疾患の検査を行うことができ、測定結果について評価することができる。
4.腫瘍免疫関係の検査を行うことができ、測定結果について評価することができる。
5.病院の組織、機構を含む全体の業務を説明することができる。

【３】

ディプロマ・ポリシーとの関連【４】
血清学・免疫学的検査が病院でどのようにして実施されているか、また、それにたずさわる臨床検査技師がどのように検査を
行っているかを実践で学ぶことを目的とする。

（２）自ら主体的に学ぶ力をもつ
（３）他者と協力して課題を解決する力をもつ

＜教育目標＞

専門分野における十分な基礎知識・基本技能（１）
関連する分野における概括的な基礎知識・基本技能（１）
根拠に基づいて科学的な推論を行い、結論を導く能力（１）
根拠を求めて、科学的な手法で実験・実証を計画・実行する能力（１）

＜具体的な項目＞

授業計画【５】

内　　容No.

1 免疫学検査の基礎技術

2 検体の採取と処理方法

3 輸血検査

4 免疫機能検査

5 自己免疫性疾患の検査

6 腫瘍関連抗原の検査

7 その他

8 病院の組織、機構を含む全体の業務について学ぶ。

9

10

11

12

13



14

15

事前・事後学習とその時間
免疫学の授業で使用した資料・教科書を予習（2時間）しておくこと。また、実習後、実習内容を教科書にて復習（1時間）するこ
と。

【６】

評価方法・基準

臨地実習先での評価シート（７０％）および臨床検査技師課程で課する報告書（３０％）により評価する。

【７】

フィードバック方法

レポートは確認後、コメントを付記し返却指導する。

【８】

教科書

「臨床検査講座　免疫検査学」（医歯薬出版）

【９】

参考書

「臨床検査法提要」（金原出版）

【10】

備考(関連科目等)
直接患者に接するので、身なりを清潔に言葉づかいも丁寧に、社会の一員としての自覚を持って実地に学んで欲しい。
臨床検査技師課程の学生を対象とする実習である。

【11】

〔予め学んでおくとよい科目〕

臨床検査総論実習 臨床免疫学実習 臨床特別講義

〔この科目に続く内容の科目〕



2021年度

時間外

曜日時限

ナンバリング：SM621-404J

Practice of  Hematology

血液学実習：病院実習

村野　武義

科目名(日本語)

科目名(英語)

科目責任者

必修・
選択区分

授業形態
開講学期・

学年
単位数

選択 実習
4学年･秋学

期
1

村野　武義担当教員

科目責任者
連絡先(教室)

村野：Moodleのメッセージ機能にて連絡すること。（理学部IV号館3階4360教室）
理学部　臨床検査技師課程（理学部IV号館3階4310教室）

オフィスアワー
臨地実習先にて、随時担当者が対応する。
村野：月、火、木の15時以降

【１】 授業方法(ALの要素、ICTの活用等)

実施する

１－１．アクティブラーニングについて

実習、フィールドワーク

１－２．アクティブラーニングを実施する場合、その具体的要素

活用しない

２－１．双方向授業でのＩＣＴの活用について

授業概要
臨床血液検査の実践について、病院で実習を受ける。東邦大学医療センター大森病院、大橋病院、佐倉病院等の臨床検査部長およ
び技師長・主任が担当する（他施設の場合は実習担当者が対応する）。

【２】

到達目標
1.血球に関する検査を行うことができ、検査結果について評価することができる。
2.血液凝固系に関する検査を行うことができ、検査結果について評価することができる。
3.線溶系に関する検査を行うことができ、検査結果について評価することができる。
4.病院の組織、機構を含む全体の業務について説明することができる。

【３】

ディプロマ・ポリシーとの関連【４】
臨床血液検査が病院等でどのようにして実施されているか、また臨床検査技師が実際にどのように血液学的検査を行っている
かを実地で学ぶことを目的とする。

（１）十分な知識・技能と、科学的な探究心・思考力・批判力をもつ
（２）自ら主体的に学ぶ力をもつ

＜教育目標＞

専門分野における十分な基礎知識・基本技能（１）
関連する分野における概括的な基礎知識・基本技能（１）
問題解決のために積極的に他者と協働する態度（３）

＜具体的な項目＞

授業計画【５】
血液検査の基礎技術
血液の採取と検体の取り扱い方
血球に関する検査
白血球分類
血液疾患の検査値、形態学的検査を学ぶ
血液凝固に関する検査
線溶系に関する検査
病院検査部門における血液検査室の業務について学ぶ

事前・事後学習とその時間
血液学、臨床検査総論Ⅰの授業で使用した資料・教科書を用いて予習（2時間）しておくこと。
実習終了後は復習（1時間）として見直して確認すること。

【６】

評価方法・基準

臨地実習先での評価シート（７０％）および臨床検査課程で課する報告書（３０％）により評価する。

【７】

フィードバック方法

提出されたレポートはコメントが付記されるので復習すること。

【８】



教科書
標準臨床検査学　血液学（医学書院）
最新臨床検査学講座　血液検査学（医歯薬出版）

【９】

参考書
病気が見える⑤血液
人体の正常構造と機能　改訂第2版（日本医事新報社）
臨床検査法提要（金原出版）

【10】

備考(関連科目等)
臨地実習先での実習のため、身なりを清潔に指導者に対して感謝の気持ちを持ち、言葉づかいも丁寧にすること。社会の一員とし
ての自覚を持って実地に学んでいただきたい。

【11】

動物生理学 臨床血液学

〔予め学んでおくとよい科目〕

臨床特別講義

〔この科目に続く内容の科目〕



2021年度

時間外

曜日時限

ナンバリング：ZZ992-301J

Interprofessional education in health care

チーム医療演習

松永　佳子、松尾　和廣

科目名(日本語)

科目名(英語)

科目責任者

必修・
選択区分

授業形態
開講学期・

学年
単位数

選択（全
学部）

演習（全
学部）

3学年･秋学
期

1

廣井 直樹、松尾 和廣、村野 武義、松永 佳子、田中　美穂担当教員

科目責任者
連絡先(教室)

医学部　医学部教育開発室
薬学部　臨床薬学研究室C609
理学部　理学部4360
看護学部　家族・生殖看護学研究室
健康科学部　健康科学部棟研究室15（K325）

オフィスアワー

医学部 　　月曜日8：30-10：00　※不在のことも多いので、事前に連絡することが望ましい。
薬学部 　　月～金10：00-18：00
理学部 　　月・火・木15：00以降　※演習期間中、随時対応する。
看護学部　　月曜日8：00-9：00
健康科学部　水曜日12：10-13：00

【１】 授業方法(ALの要素、ICTの活用等)

実施する

１－１．アクティブラーニングについて

ＰＢＬ（課題解決型学習）
ディスカッション、ディベート
グループワーク
プレゼンテーション

１－２．アクティブラーニングを実施する場合、その具体的要素

活用しない

２－１．双方向授業でのＩＣＴの活用について

授業概要
近年、医療を取り巻く環境は、高齢社会、医療費抑制、専門分化などにより大きく変化してきました。また、日々医療が高度化
し、医療従事者はこれまでとは比較にならないほど専門知識が必要とされています。さらに在院日数の短縮に伴い業務量が増大し
ています。したがって、ひとりの患者に対して医療従事者がそれぞれの専門知識や医療技術を集結し、診療に活かす時代となって
います。すなわち、患者を中心としたチーム医療が必要となっています。チーム医療に関する教育には現場での OJT(On the Job
Training) だけではなく、卒前教育においても多職種連携を想定した学習が求められています。本科目では東邦大学全学部の学生
が医療現場での事象を共通テーマとし、ワークショップ形式でそれらの事象の理解や問題の予防策ならびに解決策・対応策の具体
的な提案を作成することにより、チーム医療を実践的に学びます。

【２】

到達目標
１） 保健、医療、福祉、介護における多職種連携協働及びチーム医療の意義について説明できる。
２） 多職種連携協働に関わる各職種、患者、その家族の役割を説明できる。
３） 望ましい多職種連携についての自分の考えを述べることができる。
４） 自己の能力 、職種の役割の限界を認識し、状況に応じて他者に協力・支援を求めることができる。
５） グループワークにおいて、チームの一員としての役割を積極的に果たすことができる。
６） グループワークの成果をわかりやすくプレゼンテーションできる。
７） 演習を通して異なる考え・視点を持つ学生を仲間として尊重できる。

【３】

ディプロマ・ポリシーとの関連【４】
本科目では東邦大学全学部全学科の学生が医療現場での事象を共通テーマとし、ワークショップ形式でそれらの事象の理解や
問題の予防策ならびに解決策・対応策の具体的な提案を作成することにより、チーム医療を実践的に学びます。

（１）十分な知識・技能と、科学的な探究心・思考力・批判力をもつ
（２）自ら主体的に学ぶ力をもつ
（３）他者と協力して課題を解決する力をもつ

＜教育目標＞

専門分野における十分な基礎知識・基本技能（１）
関連する分野における概括的な基礎知識・基本技能（１）
根拠に基づいて科学的な推論を行い、結論を導く能力（１）
問題を多角的に把握し、問題解決に必要な知識・技能を同定し、不足する知識・技能を自覚し、自ら獲得できる力（２）
コミュニケーション能力・リーダーシップ、外国語を含む文章の読み書き能力（３）
問題解決のために積極的に他者と協働する態度（３）
多様性を受け入れる態度（３）
自然に対する畏敬の念、生命の尊重、人間としての謙虚な心をもつこと（３）

＜具体的な項目＞

授業計画【５】

内　　容No.



1 チームワーク
　他学部の学生とのチームワーク、コミュニケーション、協働について協議

2 チーム医療
　チーム医療の理解

3 多職種連携チーム医療1
　多職種連携のチーム医療について協議

4 多職種連携チーム医療2
　多職種連携のチーム医療について調査

5 多職種連携チーム医療3
　多職種連携のチーム医療についてグループごとの発表

6 チーム医療事例解析1
　事例1に対して各職種で可能なチーム医療についての協議

7 チーム医療事例解析2
　事例1に対する課題の明確化のための協議

8 チーム医療事例解析3
　事例1に対する各職種で可能なチーム医療での役割についての協議

9 チーム医療事例解析4
　事例1に対する各職種で可能なチーム医療に関する発表

10 チーム医療事例解析5
　事例2に対する課題の明確化のための協議

11 チーム医療事例解析6
　事例2に対する各職種で可能なチーム医療での役割についての協議

12 チーム医療事例解析7
　事例2に対して各職種で可能なチーム医療についての協議

13 チーム医療事例解析8
　事例2に対する各職種で可能なチーム医療に関する発表

14 統括と発表
　チーム医療について調査・協議したことを統括した発表

15 レポート作成
　多職種連携のチーム医療についてレポートにまとめ

事前・事後学習とその時間
チーム医療の文言の意味，意義について調査し予習1時間、復習1時間以上。
また、当日配布された資料を参考に復習として、全ての演習が終了後にレポートを作成し提出する。レポート作成に1時間前後を
要する。

【６】

評価方法・基準

学習活動（40%）、グループワークおよびプレゼンテーション（40%）、個人レポート（20%）から総合的に評価する。

【７】

フィードバック方法
多職種連携チーム医療およびチーム医療事例解析等の演習終了後、教員および医療に従事しているそれぞれの専門職種の立場から
フィードバックを行う。

【８】

教科書

特になし

【９】

参考書

「チーム医療とは何か」，細田満和子，日本看護協会出版会

【10】

備考(関連科目等)【11】

臨床検査総論Ⅰ

〔予め学んでおくとよい科目〕

医学概論

〔この科目に続く内容の科目〕

【授業方法】
本科目は夏季休暇中に集中講義として行う。具体的には、夏季休暇中（8 月 9 日（月）・ 10日（火））に Workshop 形式で、多職
種連携・チーム医療について、少人数グループワークを中心とした学習を行う。尚、令和3年度は大森キャンパスにて行う。
【その他】
・臨床検査技師の資格を取得し、病院等の医療機関での就職を希望する者には必須の科目である。
・参加費を徴収する場合がある。その際は、追って連絡する。



2021年度

土３、土
４

曜日時限

ナンバリング：S*614-401J

Practicel Study of Clinical Ex.

臨床特別講義

村野　武義

科目名(日本語)

科目名(英語)

科目責任者

必修・
選択区分

授業形態
開講学期・

学年
単位数

選択 講義
4学年･秋学

期
2

村野　武義担当教員

科目責任者
連絡先(教室)

村野：Moodleのメッセージ機能にて連絡すること。（理学部IV号館3階4360教室）
理学部　臨床検査技師課程（理学部IV号館3階4310教室）

オフィスアワー 村野：月、火、木の15時以降

【１】 授業方法(ALの要素、ICTの活用等)

実施しない

１－１．アクティブラーニングについて

１－２．アクティブラーニングを実施する場合、その具体的要素

活用する

２－１．双方向授業でのＩＣＴの活用について

Moodle、Zoomを使用する場合があります。

２－２．ＩＣＴを活用する場合、その具体的名称（クリッカー、タブレット端末等）

授業概要
各分野の専門の非常勤講師により、これまでの講義の復習、弱点補強を中心に、国家試験相当の問題を解説とその解法を学ぶ。具
体的内容は、9月のガイダンスにて告知する。

【２】

到達目標

臨床検査技師国家試験に合格できる知識を身につける。

【３】

ディプロマ・ポリシーとの関連【４】
４年春学期までの、臨床検査課程の講義、臨地実習の経験を踏まえ、臨床検査技師国家試験に対応した実践的講義、模擬試験
を行ない知識の定着を確認することを目的とする。これにより受講者全ての国家試験合格を目指す。

（２）自ら主体的に学ぶ力をもつ
臨床検査技師国家試験の合格

＜教育目標＞

専門分野における十分な基礎知識・基本技能（１）
関連する分野における概括的な基礎知識・基本技能（１）

＜具体的な項目＞

授業計画【５】
　臨床検査課程の講義、実習を踏まえ、臨床検査技師国家試験に対応した実践的講義（計7回）、模擬試験（計11回）を行う。
9月の臨床検査技師課程秋期ガイダンスにて詳細を提示します。

事前・事後学習とその時間
講義の予習として、講義科目の臨床検査技師国家試験の過去問（5年分）にチャレンジしておく。模擬試験においては解答・解説
を配布するので誤った箇所を復習（2時間）する。模擬試験の成績を向上させるべく、毎日、3時間以上の勉強を行うこと。

【６】

評価方法・基準

12月の国家試験受験資格審査試験および1月上旬に実施する第3回全国模擬試験（医歯薬出版）の成績を総合評価する。

【７】

フィードバック方法

適宜、模擬試験問題の解説行ない、重要箇所を指導する。

【８】

教科書
講義資料を配布する。
模擬試験：医歯薬出版および日本臨床検査教育協議会編

【９】

参考書

臨床検査技師国家試験問題注解（金原出版）、臨床検査技師国家試験問題集（医歯薬出版）等。
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臨床検査技師国家試験科目全般

〔予め学んでおくとよい科目〕

特になし

〔この科目に続く内容の科目〕


