
医学部保健学科　検査技術科学専攻

(1)整理番号 1

(2)区分番号 1

(3)科⽬種別 医学部保健学科

(4)授業科⽬名
〔英⽂名〕

保健学概論　(Introduction to Health Sciences)

(5)対象学年 1

(6)必修・選択 必修

(7)単位 1

(8)学期 前期

(9)曜⽇・時限 月曜日１・２時限

(10)担当教員
（所属）

○北宮千秋，樋口　毅，藤田あけみ，工藤ひろみ，對馬惠，千葉　満，石
川　玲，小山内隆生

(11)地域志向科
⽬

-

(12)難易度（レ
ベル）

レベル2

(13)対応するＣ
Ｐ/ＤＰ CP・DP　１　⾒通す⼒

(14)授業として
の具体的到達⽬
標

○保健学，医学等の健康関連科学ならびにこれらの学問の接近領域について
の学識を得ること（見通す力）         
○医師，看護師，診療放射線技師，臨床検査技師，理学療法士，作業療法士
の役割を理解すること（見通す力）

(15)授業の概要

○健康，保健という基本的概念を理解し，「人」をみつめた将来の医療専門
職となる基本的態度を培う 
○保健学科の5専攻の各専門分野における教育の理念や専門職としての役
割，責任，他職種との連携等について学ぶことにより，その共通性と独自性
について理解する 

(16)授業の内容
予定

4月15日　第1回　オリエンテーション，健康・保健の概念（北
宮）             
4月22日　第2回  医療現場で必要とされるメディカルスタッフ像を考えよう
（樋口）　              
5月11日　第3回　看護学の概念，看護者の役割・機能など（藤田あ、工藤
ひ）           
5月13日　第4回　医療機関における放射線診療の概要と放射線について（對
馬惠）               
5月20日　第5回　作業療法の概要と作業療法士の役割，および他職種との連
携（小山内）                 
5月27日　第6回　検査技術科学専攻のカリキュラムの特色およ
び               
                    臨床検査技師の役割，業務内容とチーム医療について 
（千葉）             
6月 3日　第7回　リハビリテーションと理学療法 （石川）            
6月10日　第8回　学びの統合とまとめ（北宮）              

(17)準備学習
（予習・復習）
等の内容

予習             
　それぞれの授業内容を確認の上，書籍およびインターネットなどから，基
礎知識を得るようにすること   
復習             



　所属する専攻以外の仕事内容について十分理解できているかを，友人とデ
ィスカッションするよう心がけ，専攻外の学生と積極的に交流しながら，将
来の医療チームの一員としての基礎作りとするよう，自己研鑽するこ
と         

(18)学問分野
1(主学問分野) 健康科学関連

(18)学問分野
2(副学問分野) -

(18)学問分野
3(副学問分野)

-

(19)実務経験の
ある教員による
授業科⽬につい
て

実務教員

(20)教材・教科
書

各回，プリント等の資料を配付する 
教科書は特に使用しない

(21)参考⽂献 適宜授業で紹介する

(22)成績評価⽅
法及び採点基準

各回,小テストまたはレポートを実施し，これを統合して最終評価を行う 
各教員は100点満点で評価し，その平均点が60点以上を合格とする 
5回以上の出席がなければ評価の対象とならないので，留意して下さい

(23)授業形式 講義

(24)授業形態・
授業⽅法

主として講義形式

(25)留意点・予
備知識

１単位取得のためには予習・復習を含めて45時間の学習が必要です

(26)オフィスア
ワー

北宮：月曜日12時～13時  

(27)Eメールア
ドレス・HPアド
レス

北宮　千秋 ：chiaki@hirosaki-u.ac.jp

(28)その他 各教員が医師，保健師，看護師，臨床検査技師，診療放射線技師，理学療法
士，作業療法士としての実務経験を踏まえた講義内容としている



医学部保健学科　検査技術科学専攻

(1)整理番号 2

(2)区分番号 2

(3)科⽬種別 医学部保健学科

(4)授業科⽬名〔英⽂
名〕

コミュニケーション論　(Communication Method)

(5)対象学年 1

(6)必修・選択 選択

(7)単位 1

(8)学期 前期

(9)曜⽇・時限 月曜日１・２時限

(10)担当教員（所属） ○木立るり子，會津桂子

(11)地域志向科⽬ -
(12)難易度（レベル） レベル1
(13)対応するＣＰ/ＤＰ CP・DP　１　⾒通す⼒

(14)授業としての具体的
到達⽬標

〇良い人間関係成立のためのコミュニケーション技法を理解する
（見通す力）               
〇医療現場におけるコミュニケーションの特徴と接遇について理解
する（見通す力）             

(15)授業の概要 保健医療活動の基盤となる人間関係を成立し、発展させるために必
要なコミュニケーションの基本的知識と技術を学ぶ。    

(16)授業の内容予定

第1回(木立 6/17)：授業オリエンテーション                 
　　コミュニケーションの基本1（対人コミュニケーション成立の基
本知識）            
第2回(木立 6/24)：コミュニケーションの基本2（ノンバーバル・コ
ミュニケーション）          
第3回(木立 7/1）：コミュニケーションの基本3（コミュニケーショ
ン技法）            
第4回(木立 7/8)： 身体の交流という視点からみたコミュニケーシ
ョン、まとめとレポート課題提示               
第5回(會津 7/18)：医療現場におけるコミュニケーションの特徴
1（対象者とのコミュニケーション）　　　　　            
第6回(會津 7/22)：医療現場におけるコミュニケーションの特徴
2（医療者間コミュニケーション）                
第7回(會津 7/29)：医療者に必要な接遇 
第8回(會津 8/5)：まとめとレポート課題の提示             

(17)準備学習（予習・復
習）等の内容

講義の最後に課題を提示し、次回の講義に確認します。  

(18)学問分野1(主学問分
野) 看護学関連

(18)学問分野2(副学問分
野) -

(18)学問分野3(副学問分
野)

-

実務教員



(19)実務経験のある教員
による授業科⽬について
(20)教材・教科書 教科書は使用されません 

(21)参考⽂献 授業の時に適宜紹介されます 

(22)成績評価⽅法及び採
点基準

前半4回:平常評価（小課題）20％、期末評価（レポート）30％ 
後半4回：平常評価（小課題）20％、期末評価（レポート）
30％        
総合して3分の2以上の出席で評価の対象となります。 
上記を合算して最終的な成績評価を行う予定です。

(23)授業形式 講義

(24)授業形態・授業⽅法 基本的には講義形式ですが、演習形式も含みます 

(25)留意点・予備知識 特になし

(26)オフィスアワー メールで予約のうえで対応します 

(27)Eメールアドレス・
HPアドレス

木立：kidachi@hirosaki-u.ac.jp
會津：aizu@hirosaki-u.ac.jp

(28)その他 特になし



医学部保健学科　検査技術科学専攻

(1)整理番号 3

(2)区分番号 3

(3)科⽬種別 医学部保健学科

(4)授業科⽬名
〔英⽂名〕

人体形態学　(Human Body Anatomy)

(5)対象学年 1

(6)必修・選択 必修

(7)単位 2

(8)学期 前期

(9)曜⽇・時限 月曜日５・６時限

(10)担当教員
（所属）

敦賀英知

(11)地域志向科
⽬

-

(12)難易度（レ
ベル）

レベル2

(13)対応するＣ
Ｐ/ＤＰ CP・DP　１　⾒通す⼒

(14)授業として
の具体的到達⽬
標

〇細胞の構造と役割、組織の構造・分類と分布・役割、方向などの一般用
語、人体の器官系と機能、全身の骨・交連骨格の形態・部分名称と役割、全
身の関節構造と運動、全身の筋の名称と機能(主な神経支配)を理解する（見
通す力）

(15)授業の概要  人体形態学(解剖学)の基礎を理解し、専門科目の基礎を培います。 

(16)授業の内容
予定

この授業では細胞の構造と役割、組織の構造・分類と分布・役割、方向など
の一般用語、人体の器官系と機能、全身の骨・交連骨格の形態・部分名称と
役割、全身の関節構造と運動、全身の筋の名称と機能(主な神経支配)につい
て講義を行います。 
 1回------解剖学の内容、細胞の構造 
 2回------組織の分類 
 3回------皮膚の構造、骨組織 
 4回------頭部と体幹の骨 
 5回------四肢の骨 
 6回------骨の連結と運動 
 7回------体幹の骨と連結 
 8回------四肢の骨と連結 
 9回------頭蓋の骨と連結 
10回------試験（骨学） 
11回------筋組織、体幹の筋 
12回------上肢の筋 
13回------下肢の筋 
14回------体表解剖学 
15回------体表解剖学 
16回------試験（筋学） 

当日の授業担当部分を教科書で予習します。当日の授業を復習し、理解でき
ない点をまとめ、次回に質問します。 
骨学実習では、配布プリントの名称をチェックし、授業時間中に何を理解
し、何を質問するかを予習します。復習では、当日の理解を深めます。



(17)準備学習
（予習・復習）
等の内容
(18)学問分野
1(主学問分野)

⽣体の構造と機能関連

(18)学問分野
2(副学問分野) -

(18)学問分野
3(副学問分野) -

(19)実務経験の
ある教員による
授業科⽬につい
て

-

(20)教材・教科
書

入門人体解剖学（南江堂）

(21)参考⽂献 分担解剖学１（金原出版）

(22)成績評価⽅
法及び採点基準

成績評価は、受講態度(10%)、試験(90%)により総合評価します。一定のレベ
ル（60％）に達しなければ不合格、再履修となります。

(23)授業形式 講義

(24)授業形態・
授業⽅法

黒板を使用した講義を行います。

(25)留意点・予
備知識

後期に、人体形態学演習として、神経・脈管・内臓・感覚器などの講義を行
います。１単位取得のためには予習・復習を含めて45時間の学習が必要で
す。

(26)オフィスア
ワー

 （火～木）11：30～12：30 

(27)Eメールア
ドレス・HPアド
レス

tsuru@hirosaki-u.ac.jp

(28)その他 特になし。



医学部保健学科　検査技術科学専攻

(1)整理番号 4

(2)区分番号 4

(3)科⽬種別 医学部保健学科検査技術科学専攻

(4)授業科⽬名
〔英⽂名〕

臨床免疫学　(Clinical Immunology)

(5)対象学年 1

(6)必修・選択 必修

(7)単位 2

(8)学期 前期

(9)曜⽇・時限 月曜日９・１０時限

(10)担当教員
（所属）

伊藤巧一

(11)地域志向
科⽬

-

(12)難易度
（レベル）

レベル2

(13)対応する
ＣＰ/ＤＰ CP・DP　１　⾒通す⼒　　CP・DP　２　解決していく⼒

(14)授業とし
ての具体的到
達⽬標

〇さまざまな病原体を察知できる免疫系の仕組みを理解する（見通す力） 
〇上記の仕組みを理解した上で,免役系が関わる疾患の発生メカニズムを理解
できるようになる（解決する力）

(15)授業の概
要

○人には2つの免疫系（自然免疫系と獲得免疫系）が存在し,この2つの免疫系
が独自の方法で外来抗原を認識することを理解する 
○上記2つの免疫系が協調し合って全体の免疫系を構成していることを理解す
る

(16)授業の内
容予定

第 1回目 ：感染症の歴史 
第 2回目 ：免疫とは？ 
第 3回目 ：自然免疫 
第 4回目 ：B細胞 
第 5回目 ：T細胞 
第 6回目 ：抗原認識の仕組み（B細胞） 
第 7回目 ：抗原認識の仕組み（T細胞） 
第 8回目 ：B細胞の分化・成熟 
第 9回目 ：T細胞の分化・成熟 
第10回目 ：抗原受容体多様性の起源（B細胞） 
第11回目 ：抗原受容体多様性の起源（T細胞） 
第12回目 ：サイトカイン（ケモカイン） 
第13回目 ：腸管免疫（1） 
第14回目 ：腸管免疫（2) 
第15回目 ：復習（重要なポイントの再認識） 
第16回目 ：筆記試験

(17)準備学習
（予習・復
習）等の内容

講義前に教科書で必ず予習を行なう。講義後は配布されたプリントと教科書で
復習を行なう事が必要である。



(18)学問分野
1(主学問分野)

感染・免疫学関連

(18)学問分野
2(副学問分野)

-

(18)学問分野
3(副学問分野) -

(19)実務経験
のある教員に
よる授業科⽬
について

-

(20)教材・教
科書

教科書：最新臨床検査学講座・免疫検査学（医歯薬出版株式会社） 
教材：配付プリント（1）/スライド資料のプリント 
　　　配布プリント（2）/要点をまとめたプリント

(21)参考⽂献
参考図書：第2版標準免疫学（医学書院） 
 　　　　 第5版Cellular and Molecular Immunology (Saunders) 

これらは図書館または臨床免疫学研究室（D-5-2）で閲覧可能である　

(22)成績評価
⽅法及び採点
基準

成績評価は「授業への参加度30％」と「期末筆記試験70％」を合わせて100点
満点で評価し,60点以上を合格とする。60点未満の場合は不合格となる。尚,合
格には3分の2以上の出席が必要であるため,5回欠席した場合は上記評価の結果
にかかわらず不合格とする。不合格の場合は再履修となる。再試験の予定はな
い。　

(23)授業形式 講義

(24)授業形
態・授業⽅法

スライド（パワーポイント）を用いて授業を進めます。授業ごとに要点をまと
めたプリントを配付する。

(25)留意点・
予備知識

免疫に関する情報はとても流動的です。新聞等で情報を見かけたら目を通すよ
うに心掛けること。

(26)オフィス
アワー

随時

(27)Eメール
アドレス・HP
アドレス

メールアドレス：kohito@hirosaki-u.ac.jp

(28)その他 質問等があれば遠慮なく教員研究室（D-5-2）もしくはE棟2階（プロジェクト
実験室2）においで下さい。 



医学部保健学科　検査技術科学専攻

(1)整理番号 5

(2)区分番号 5

(3)科⽬種別 医学部保健学科検査技術科学専攻

(4)授業科⽬名〔英⽂名〕 環境衛生学　(Environmental Health)

(5)対象学年 2

(6)必修・選択 必修

(7)単位 1

(8)学期 前期

(9)曜⽇・時限 月曜日１・２時限

(10)担当教員（所属） 宮崎航

(11)地域志向科⽬
(12)難易度（レベル） レベル2
(13)対応するＣＰ/ＤＰ CP・DP　１　⾒通す⼒　　CP・DP　３　学び続ける⼒

(14)授業としての具体的
到達⽬標

〇ヒトを取り巻く環境と, ヒトに及ぼす環境の影響の仕組みを理解
する（見通す力） 
〇常に変化する環境に適応していくために必要な考え方および解決
策を常に学び, 学識を得る（学び続ける力）

(15)授業の概要
○ヒトを取り巻く環境を理解し, ヒトの健康を脅かすメカニズムを
理解する 
○上記のメカニズム及び考え方にもとづき, ヒトを含む生物を守る
ために制定された施策を理解する

(16)授業の内容予定

第 1回目 ：環境とはなにか 
第 2回目 ：公害の歴史 
第 3回目 ：環境中の物質の動き 
第 4回目 ：環境汚染と環境基本法 
第 5回目 ：環境基準 
第 6回目 ：大気汚染と環境基準 
第 7回目 ：水汚染と環境基準 
第 8回目 ：土壌環境と環境基準 
第 9回目 ：代表的な汚染物質 
第10回目 ：騒音,振動 
第11回目 ：廃棄物 
第12回目 ：感染症 
第13回目 ：環境を守るための施策（国際） 
第14回目 ：リスクモニタリングとリスクサーベイランス 
第15回目 ：まとめと復習 
第16回目 ：筆記試験

(17)準備学習（予習・復
習）等の内容

講義前に参考文献等で予習を行なう。講義後は配布されたプリント
と参考文献で復習を行なう。

(18)学問分野1(主学問分
野)

社会医学関連

(18)学問分野2(副学問分
野) 環境解析評価関連

(18)学問分野3(副学問分
野) 環境保全対策関連



(19)実務経験のある教員
による授業科⽬について
(20)教材・教科書 教材：配布するスライド資料のプリント

(21)参考⽂献 シンプル衛生公衆衛生学2019（南江堂）

(22)成績評価⽅法及び採
点基準

成績評価は受講態度(15%), 試験(85%)により総合的に評価する。一
定のレベル（60％）に達しなければ不合格, 再履修となる。

(23)授業形式 講義

(24)授業形態・授業⽅法 スライド（パワーポイント）を用いた授業。アクティブラーニング
を行う。

(25)留意点・予備知識 ヒトを取り巻く環境問題は日々発生しているため, 国内外で起きて
いる環境問題について常に意識を向ける。

(26)オフィスアワー 随時

(27)Eメールアドレス・
HPアドレス

miya@hirosaki-u.ac.jp

(28)その他 積極的な講義への参加, 発言を期待します。



医学部保健学科　検査技術科学専攻

(1)整理番号 6

(2)区分番号 6

(3)科⽬種別 医学部保健学科検査技術科学専攻

(4)授業科⽬名
〔英⽂名〕

臨床免疫学演習　(Clinical Immunology)

(5)対象学年 2

(6)必修・選択 必修

(7)単位 1

(8)学期 前期

(9)曜⽇・時限 月曜日３・４時限

(10)担当教員
（所属）

伊藤巧一

(11)地域志向
科⽬

-

(12)難易度
（レベル）

レベル3

(13)対応する
ＣＰ/ＤＰ CP・DP　１　⾒通す⼒　　CP・DP　２　解決していく⼒

(14)授業とし
ての具体的到
達⽬標

〇各検査の原理および臨床（疾患）との関わりを理解する（見通す力）　 
〇各検査で得られたデータの臨床的意義について理解する（解決する力）　

(15)授業の概
要

〇授業を通して様々な免疫学的疾患に対する検査法（原理と方法）について理
解する　 
〇検査によって得られるデータの読み方と疾患の判定について修得する　

(16)授業の内
容予定

第 1回目：抗原・抗体・補体（1） 
第 2回目：抗原・抗体・補体（2） 
第 3回目：凝集反応 
第 4回目：沈降反応 
第 5回目：溶解反応 
第 6回目：補体結合・中和反応 
第 7回目：免疫化学測定法 
第 8回目：アレルギー 
第 9回目：自己免疫疾患 
第10回目：腫瘍・異常血清蛋白 
第11回目：感染症（細菌） 
第12回目：感染症（ウイルス） 
第13回目：輸血（1） 
第14回目：輸血（2） 
第15回目：復習（重要なポイントの再認識） 
第16回目：筆記試験

(17)準備学習
（予習・復
習）等の内容

講義前に教科書で必ず予習を行う。講義で配布されたスライドプリントと要点
をまとめたプリントで復習することが必要である。　

感染・免疫学関連



(18)学問分野
1(主学問分野)
(18)学問分野
2(副学問分野)

-

(18)学問分野
3(副学問分野) -

(19)実務経験
のある教員に
よる授業科⽬
について

-

(20)教材・教
科書

教科書：最新臨床検査学講座・免疫検査学（医歯薬出版） 
教材　：スライド資料のプリント 
　　　　要点をまとめたプリント 

(21)参考⽂献 臨床検査技師国家試験問題集 
（図書またはD-5-2教員研究室で閲覧できる）

(22)成績評価
⽅法及び採点
基準

成績評価は「授業への参加度30％」と「期末筆記試験70％」を合わせて100点
満点で評価し，60点以上を合格とする。60点未満の場合は不合格となる。尚，
合格には3分の2以上の出席が必要であるため，5回欠席した場合は上記評価の
結果にかかわらず不合格とする。不合格の場合は再履修となる　再試験の予定
はない。　

(23)授業形式 演習

(24)授業形
態・授業⽅法

PC画像を用いて解説する。配布したプリントで要点を確認する。　

(25)留意点・
予備知識

覚えることが非常に多いので，自分自身で工夫して系統的に理解・記憶するこ
と。　

(26)オフィス
アワー

随時

(27)Eメール
アドレス・HP
アドレス

Eメールアドレス：kohito@hirosaki-u.ac.jp

(28)その他 質問等は随時受け付ける。　



医学部保健学科　検査技術科学専攻

(1)整理番号 7

(2)区分番号 7

(3)科⽬種別 医学部保健学科検査技術科学専攻

(4)授業科⽬名
〔英⽂名〕

臨床化学検査学　(Clinical chemistry)

(5)対象学年 2

(6)必修・選択 必修

(7)単位 2

(8)学期 前期

(9)曜⽇・時限 月曜日５・６時限

(10)担当教員（所
属）

七島直樹

(11)地域志向科⽬ -
(12)難易度（レベ
ル） レベル3

(13)対応するＣ
Ｐ/ＤＰ CP・DP　１　⾒通す⼒　　CP・DP　２　解決していく⼒

(14)授業としての
具体的到達⽬標

〇臨床化学分析で使用される種々の測定器械・装置、血清中の種々の化学
成分の性質，測定法を理解する（見通す力） 
〇臨床化学検査データを読み取りどのような臨床的意義があるか説明でき
る（解決する力）

(15)授業の概要 臨床化学分析の特徴，臨床的意義、検体の取り扱い方、測定法の原理・方
法等の基本的知識を学ぶ。

(16)授業の内容予
定

第 1回　臨床化学の概念、歴史、特徴、単位、測定値を変動させる要因 
第 2回　分析法の選択、分光光度計分析法 
第 3回　電気化学分析、炎光光度法、原子吸光分析法、自動化学分析法な
ど 
第 4回　糖質 1（グルコース、グリコヘモグロビン、フルクトサミンな
ど） 
第 5回　糖質 2 
第 6回　タンパク質 1（総タンパク、アルブミンおよびＡ/Ｇ比） 
第 7回　タンパク質 2（血清タンパク分画、免疫グロブリン、その他血漿
タンパク） 
第 8回　非蛋白性窒素 1（アンモニア、尿素窒素） 
第 9回　非蛋白性窒素 2（クレアチニン、クレアチン、尿酸、ビリルビ
ン） 
第10回　脂質とリポタンパク 1（リポタンパク、コレステロール、トリグ
リセライド） 
第11回　脂質とリポタンパク 2（リン脂質、遊離脂肪酸、過酸化脂質、胆
汁酸） 
第12回　酵素的分析法、酵素法の原理と理論 臨床酵素 1（AST、ALT、LD、
ALP) 
第13回　臨床酵素 2 (ALP、γ-GTP、ChE） 
第14回  臨床酵素 3（AMY、CK、その他)　 
第15回　授業の総括および期末試験 

2単位　授業時間30時間＋授業時間外学修60時間 
・シラバスに記載された各回の授業の内容予定を参考とし、教科書の該当



(17)準備学習（予
習・復習）等の内
容

箇所を授業実施時までに予習し、授業実施後に復習を行ってください。
（予習、復習は最低でも各２時間程度行う必要があります。）

(18)学問分野
1(主学問分野)

⽣体分⼦化学関連

(18)学問分野
2(副学問分野) ⽣体の構造と機能関連

(18)学問分野
3(副学問分野) 病理病態学関連

(19)実務経験のあ
る教員による授業
科⽬について

-

(20)教材・教科書
教科書:浦山修他著　最新臨床検査学講座　臨床化学検査学　医歯薬出版　
2016 
適宜プリントを使用する。

(21)参考⽂献
臨床検査法提要　金井正光編著　金原出版，実践臨床化学　北村元仕著　
医歯薬出版，臨床検査学第１巻　臨床化学　グラッドウオール著，玄蕃昭
夫・荒木仁子監訳　医歯薬出版など図書館医学部分館に多数あります。

(22)成績評価⽅法
及び採点基準

平常評価（授業の参加度）：20％ 
期末評価（期末試験）：80％ 
上記を合算して，最終的な成績評価を行う予定です。

(23)授業形式 講義

(24)授業形態・授
業⽅法

講義を主体とし, 適宜プリントやパワーポイントを使用します。

(25)留意点・予備
知識

なし。

(26)オフィスアワ
ー

予めメール等で連絡下されば、適宜応じます。

(27)Eメールアド
レス・HPアドレス

nnaoki@hirosaki-u.ac.jp

(28)その他 なし。



医学部保健学科　検査技術科学専攻

(1)整
理番
号

8

(2)区
分番
号

8

(3)科
⽬種
別

医学部保健学科

(4)授
業科
⽬名
〔英
⽂
名〕

人体機能学実習　(Practice of Human Body Physiology)

(5)対
象学
年

2

(6)必
修・
選択

必修

(7)単
位 1

(8)学
期 前期

(9)曜
⽇・
時限

月曜日７～９時限

(10)
担当
教員
（所
属）

○山田順子，西野純子（学外非常勤講師），伊藤京子（学外非常勤講師）

(11)
地域
志向
科⽬

-

(12)
難易
度
（レ
ベ
ル）

レベル2〜3

(13)
対応
する
ＣＰ/
ＤＰ

CP・DP　１　⾒通す⼒　　CP・DP　２　解決していく⼒

(14)
授業
とし
ての
具体
的到
達⽬
標

〇　生理学の基本となる現象例えば神経・筋の興奮時の電気現象伝導速度の測定等を各自が自身で再現する さらに刺激のパラメータ
を変え反応をみることによって多様な生命現象の中にある原則や共通性を理解する（見通す力）             
〇　本実習は、将来臨床現場で行うことを想定し一歩つっこんだレベルでの検討が可能であり納得できるまで繰り返しが許される貴
重なトレーニングの場である。講義とは異なる実習の有用性についての理解を深めこれまで習得した知識、経験をふまえて生きてい
る組織や器官が実際に、新鮮な状態でどう働いているのか自身で体得する( 
学び続ける力）        
〇　将来、各専門領域の中で生理学的研究手法を必要とする時のため、基礎的なデータのまとめかた、コンピューターを含め種々の
電子機器等の操作、プレゼンテーションの方法を習得する（解決する力）

(15)
授業

生体機能と発生メカニズムを学ぶため、生体に生じる現象をリアルタイムで観察、記録する。仮説をくみたて実験を通して検証す
る。個体差、環境など条件の違いによりデータが異なることを体感し、予想外の結果になった場合の検証方法もグループディスカッ
ションを通して学ぶ。          
実験結果発表会を行い、データのまとめ方、プレゼンテーションの方法も習得する。



の概
要

(16)
授業
の内
容予
定

１）オリエンテーション、実験準備 
２）血圧 
３）SpO2 
４）心電図 
５）皮膚感覚 
６）平衡感覚 
７）聴覚 
８）視覚 
９）筋電図１ 
１０）筋電図２ 
１１）興奮性膜のコンピュータシミュレーション 
１２）聴覚 
１３）統計処理、発表準備 
１４）発表 
１５）発表２、レポート作成および提出 

(17)
準備
学習
（予
習・
復
習）
等の
内容

実習用プリントを読んで、課題に必要な生理学的知識を得ておく。一年生で受講した人体機能学および人体機能学演習の内容を復習
すること。基本的な知識は教科書、プリント、ノートにあるので復習することになる。 

(18)
学問
分野
1(主
学問
分野)

⽣体の構造と機能関連

(18)
学問
分野
2(副
学問
分野)

-

(18)
学問
分野
3(副
学問
分野)

-

(19)
実務
経験
のあ
る教
員に
よる
授業
科⽬
につ
いて

-

(20)
教
材・
教科
書

人体機能学実習書 （プリントで配布）    コメディカル専門基礎科目シリーズ　生理学（理工図書）     

(21)
参考
⽂献

なし

(22)
成績
評価

出席回数、提出されたレポート、口頭試問および発表会における発表、質疑応答の結果を考慮して評価する。 

実習のため欠席は減点する 
欠席１回（4点）、遅刻は２回で欠席１回と同等。 
発表およびレポート各10点、発表時の質問は５点加算する



⽅法
及び
採点
基準
(23)
授業
形式

実習

(24)
授業
形
態・
授業
⽅法

グループに分かれ実験を行う 
実験結果をグループでまとめパワーポイントを用いて発表会で発表する。  

(25)
留意
点・
予備
知識

実習であるから遅刻や欠席は認めない。止むを得ない事情がある場合は速やかに担当教官に連絡すること.        

配布されたプリントの事項を前もって調べること。 

(26)
オフ
ィス
アワ
ー

 随時、できるだけ事前に連絡をしてください。

(27)E
メー
ルア
ドレ
ス・
HPア
ドレ
ス

jyamada@hirosaki-u.ac.jp

(28)
その
他

http://db.jm.hirosaki-u.ac.jp/cybouz/db.exe?
page=DBRecord&did=1988&vid=718&rid=2285&head=&hid=&sid=n&rev=&ssid=&fvid=18701&text=%8E%52%93%63%81%40%8F%87%8E%71&cal=



医学部保健学科　検査技術科学専攻

(1)整理番号 9

(2)区分番号 9

(3)科⽬種別 医学部保健学科検査技術科学専攻

(4)授業科⽬名〔英⽂名〕 検査科学英語演習　(Laboratory Scientific English, Seminar)

(5)対象学年 3

(6)必修・選択 必修

(7)単位 1

(8)学期 前期

(9)曜⽇・時限 月曜日１・２時限

(10)担当教員（所属） ○中村敏也，伊藤巧一，七島直樹，千葉満

(11)地域志向科⽬ -
(12)難易度（レベル） レベル3
(13)対応するＣＰ/ＤＰ CP・DP　１　⾒通す⼒　　CP・DP　２　解決していく⼒

(14)授業としての具体的到
達⽬標

〇臨床検査で必要な英語（特に表現法）について理解する（見通
す力） 
〇問題を解決してく手掛かりを見出すための英語論文検索および
講読力を修得する（解決していく力）

(15)授業の概要 〇臨床検査で用いられる英語をより実践的な形式で学ぶ

(16)授業の内容予定

第1回　 オリエンテーション (中村） 
第2回　 プレゼンテーション（中村） 　 
第3回　 プレゼンテーション（中村） 
第4回   プレゼンテーション（中村） 
第5回 　医学論文の構成について（伊藤） 
第6回 　表現法（伊藤） 
第7回 　実践英文読解（伊藤） 
第8回 　実践英作文（伊藤） 
第9回   医学系論文講読①（七島） 
第10回　医学系論文講読②（七島） 
第11回　医学系論文講読③（七島） 
第12回　医学系論文講読④（七島） 
第13回　臨床検査英語①（千葉） 
第14回　臨床検査英語②（千葉） 
第15回　臨床検査英語③（千葉） 
第16回　臨床検査英語④（千葉）

(17)準備学習（予習・復
習）等の内容

課題に対してはきちんと準備して授業に臨むこと。 

(18)学問分野1(主学問分
野)

⾔語学関連

(18)学問分野2(副学問分
野) -

(18)学問分野3(副学問分
野) -

(19)実務経験のある教員に
よる授業科⽬について

-



(20)教材・教科書 各教員が授業毎に配布する

(21)参考⽂献
臨床検査技師のための医学英語　医歯薬出版 

各教員が授業毎に配布する

(22)成績評価⽅法及び採点
基準

出席状況と各教員が実施する試験により評価する。 
各教員担当講義において，4回中2回以上欠席したものは試験を受
けることができない。 
また，総合得点（4教員合わせて100点満点）が60点以上のものに
単位を与え，60点未満の場合は再履修とする。

(23)授業形式 演習

(24)授業形態・授業⽅法
・教員による講義 
・学生によるプレゼンテーション 
・教員と学生によるディスカッション

(25)留意点・予備知識 特になし

(26)オフィスアワー 各教員に連絡してください

(27)Eメールアドレス・HP
アドレス

E-メールアドレス  
中村敏也　：toshiyan@hirosaki-u.ac.jp
伊藤巧一　：kohito@hirosaki-u.ac.jp
七島直樹　：nnaoki@hirosaki-u.ac.jp
千葉　満　：mchiba32@hirosaki-u.ac.jp

(28)その他 特になし



医学部保健学科　検査技術科学専攻

(1)整理番号 10

(2)区分番号 10

(3)科⽬種別 医学部保健学科検査技術科学専攻

(4)授業科⽬
名〔英⽂名〕

分子生物検査学　(Molecular Biology and Technology)

(5)対象学年 3

(6)必修・選
択

必修

(7)単位 2

(8)学期 前期

(9)曜⽇・時
限

月曜日３・４時限

(10)担当教員
（所属）

○三浦富智，吉田光明，未定，葛西宏介

(11)地域志向
科⽬ -

(12)難易度
（レベル）

レベル2〜3

(13)対応する
ＣＰ/ＤＰ CP・DP　２　解決していく⼒　CP・DP　３　学び続ける⼒

(14)授業とし
ての具体的到
達⽬標

○分子生物学の基本を理解する（解決していく力） 
○分子生物学的検査法の基礎と原理を理解する （学び続ける力） 
○最新の技術情報への検索法を理解する （学び続ける力） 
○現状手法の問題点を理解する（解決していく力）

(15)授業の概
要

分子生物学の進歩はめざましく，最新の技術が研究分野のみならず，臨床検査
の分野にも導入されてきています。本講義は，基礎編，応用編，最新技術の紹
介から構成されています。基礎編では，分子生物学の基本を学習します。応用
編では，染色体異常と解析技術，各検査領域での応用を中心に学習します。最
新技術の紹介では先端研究に触れます。

(16)授業の内
容予定

第１回　基礎編１（三浦）  遺伝子の構造と発現 
第２回　基礎編２（葛西）　遺伝子の解析とクローニング１（核酸の抽出、ク
ローニング他） 
第３回　基礎編３（葛西）　遺伝子の解析とクローニング２（シーケンシン
グ） 
第４回　基礎編４（葛西）　組み替えＤＮＡ技術（トランスフェクションとノ
ックアウト） 
第５回　基礎編５（葛西）　タンパクの精製・同定法Ⅰ（クロマトグラフィ
ー、アミノ酸配列の決定等） 
第６回　基礎編６（三浦）　タンパク質の精製・同定Ⅱ（質量分析法） 
第７回　基礎編７（吉田）　染色体の遺伝学的基礎 
第８回　応用編１（吉田）　染色体の解析技術 
第９回　応用編２（吉田）　染色体異常の種類と生成機構 
第10回　応用編３（吉田）　疾患と染色体異常 
第11回　応用編４（吉田）　癌遺伝子と癌抑制遺伝子 
第12回　応用編５（三浦）　細菌・微生物領域を主として 
第13回　応用編６（三浦）　血液・輸血領域を主として 
第14回　応用編７（三浦）　病理領域を主として 



第15回　応用編８（三浦）　最新技術の動向 
期末試験

(17)準備学習
（予習・復
習）等の内容

生物学の世界（細胞の生物学）の内容を復習して下さい。

(18)学問分野
1(主学問分
野)

健康科学関連

(18)学問分野
2(副学問分
野)

分⼦レベルから細胞レベルの⽣物学関連

(18)学問分野
3(副学問分
野)

-

(19)実務経験
のある教員に
よる授業科⽬
について

-

(20)教材・教
科書

なし。

(21)参考⽂献 Molecular Biology of The Cell（図書分館） 
分子生物学の基礎（図書分館）

(22)成績評価
⽅法及び採点
基準

○期末評価：吉田担当分，三浦担当分，葛西担当分の期末試験を実施します
（同時間内） 
　なお，出席が３分の２に満たない場合は自動的に不合格となります 

(23)授業形式 講義

(24)授業形
態・授業⽅法

○オムニバス方式で行います 
○板書のほか，プリント・スライド等を使用して解説します

(25)留意点・
予備知識

留意点：講義の終わりに講義内容についての小テストを行うことがあります。 
また、最新医学の動向では英論文をあらかじめ配布しますので、必ず予習して
きてください。 
なお、授業内容やその他疑問点については積極的に質問してください。

(26)オフィス
アワー

○月曜日　16：00～17：00 
○金曜日　17：00～19：00 
その他、メールで相談していただければ、対応いたします

(27)Eメール
アドレス・
HPアドレス

○三浦富智：tomisato@hirosaki-u.ac.jp
○葛西宏介：kokasai@hirosaki-u.ac.jp
○吉田光明：myoshida@hirosaki-u.ac.jp

(28)その他 なし。



医学部保健学科　検査技術科学専攻

(1)整理番号 11

(2)区分番号 11

(3)科⽬種別 医学部保健学科

(4)授業科⽬
名〔英⽂名〕

医療情報学　(Medical Information Sciences)

(5)対象学年 3

(6)必修・選
択

選択

(7)単位 1

(8)学期 前期

(9)曜⽇・時
限

月曜日５・６時限

(10)担当教員
（所属）

○柏倉幾郎，松谷秀哉（医学研究科）

(11)地域志向
科⽬ -

(12)難易度
（レベル）

レベル2

(13)対応する
ＣＰ/ＤＰ CP・DP　１　⾒通す⼒

(14)授業とし
ての具体的到
達⽬標

〇医療情報についての基礎的知識を身につける 
〇情報通信技術の基礎的知識を理解する 
〇医療政策と財政の歴史的な推移と医療改革（標準化等）の関連を理解する 
〇医療安全のためのセキュリティ対策やリスクマネージメントセキュリティに
おける情報の役割について理解する 
〇臨床疫学，臨床統計の基礎について理解する 
〇学術論文を理解し、簡単な文献検索ができる

(15)授業の概
要

日本においては、医療財政の破綻と抑制政策、医療の標準化と質的保証、これ
らが医療の歴史の必然的なひとつの流れとして形成されてきた。この様な背景
を踏まえて、医療の標準化や質的保証などにおいて、情報がどの様に用いら
れ、その役割を担っているのかを学ぶ。また、エビデンスに基づいた臨床疫学
や医療統計学の基礎と臨床研究への応用、各種学術情報の活用法について学
ぶ。

(16)授業の内
容予定

第1回   4/15    情報機器のハードウエアとソフトウェア（構成と役割）｛松
谷｝ 
第2回   4/22   情報通信の基礎｛松谷｝ 
第3回   4/30   医療の歴史的背景（医療政策と財政、病院情報システム）｛松
谷｝ 
第4回   5/9    医療の標準化（DPC制度：医療の質と医療費）｛松谷｝ 
第5回   5/13   医療の標準化（診療プロセス医療、診療記録）、セキュリテ
ィ　松谷｝ 
第6回   5/20   EBM（１）：臨床疫学の基礎（各種バイアス、システマティッ
ク・レビュー、メタ分析、コホート研究、無作為化比較試験、EBMの基礎等）
｛柏倉｝ 
第7回   5/27   EBM（２）：臨床統計の基礎（横断研究、観測値の特性や分
布、感度・特異度、尤度比、検査前確率、帰無仮説、有意差検定等）、医療情



報（学術論文、文献検索等）｛柏倉｝ 
第8回   6/3    予備日 

(17)準備学習
（予習・復
習）等の内容

前回の内容について小テストを冒頭で実施

(18)学問分野
1(主学問分
野)

情報科学関連

(18)学問分野
2(副学問分
野)

社会医学関連

(18)学問分野
3(副学問分
野)

-

(19)実務経験
のある教員に
よる授業科⽬
について

-

(20)教材・教
科書

教科書の指定なし

(21)参考⽂献 その都度、紹介する

(22)成績評価
⽅法及び採点
基準

平常評価（授業への参加度）：40％ 
理解評価（期末試験の代わりに毎回の小テスト）：60％ 
上記を合算して，最終的な成績評価を行う予定です。

(23)授業形式 講義

(24)授業形
態・授業⽅法

講義

(25)留意点・
予備知識

特になし

(26)オフィス
アワー

松谷：随時

(27)Eメール
アドレス・
HPアドレス

松谷：shu@hirosaki-u.ac.jp

(28)その他 なし



医学部保健学科　検査技術科学専攻

(1)整理番号 12

(2)区分番号 12

(3)科⽬種別 医学部保健学科検査技術科学専攻

(4)授業科⽬名〔英⽂
名〕

細胞診断学講義（Cytplogy, Lecture）

(5)対象学年 3

(6)必修・選択 選択

(7)単位 6

(8)学期 前期

(9)曜⽇・時限 月曜日５・６時限，水曜日７～１０時限

(10)担当教員（所属） ○渡邉　純，吉岡治彦，堀江香代

(11)地域志向科⽬ -
(12)難易度（レベル） レベル2
(13)対応するＣＰ/Ｄ
Ｐ

CP・DP　１　⾒通す⼒

(14)授業としての具体
的到達⽬標

〇細胞診と病気との基礎知識を修得する  

(15)授業の概要 細胞の形態、細胞像と組織像の対比、細胞の見方など細胞診の基本的
な見方、スクリーニングの基本、病気の基礎知識について学習する。

(16)授業の内容予定

詳細日程はオリエンテーション時に提示する。 

以下の内容を、90回にわたり渡邉、吉岡、堀江が分担して講義する。 

＜内容＞ 
総論 
・細胞診基礎 

各論 
以下の各臓器における、解剖、組織、病理、細胞診、臨床の講義を行
う。 
・婦人科 
・呼吸器 
・消化器 
・泌尿器 
・乳腺 
・甲状腺 
・非上皮 
・体腔液 

中間で中間試験を行う。 
最終回に期末試験を行う。 

(17)準備学習（予習・
復習）等の内容

正常と組織病理学を理解していないと細胞診は理解できないので、解
剖学、組織学、生理学、病理学などの知識を復習して講義に臨むこと
が望まれる。 
教材・教科書 パワーポイント資料 

病理病態学関連



(18)学問分野1(主学
問分野)
(18)学問分野2(副学
問分野)

-

(18)学問分野3(副学
問分野) -

(19)実務経験のある教
員による授業科⽬につ
いて

実務教員

(20)教材・教科書
パワーポイント資料 
教科書：坂本穆彦編集、細胞診を学ぶ人のために第5版　医学書院､ 
2011

(21)参考⽂献 なし。

(22)成績評価⽅法及び
採点基準

平常評価（授業への参加度）：20％ 
中間評価（中間試験）：40％ 
期末評価（期末試験）：40％ 
上記を合算して最終的な成績評価を行う。 

(23)授業形式 講義

(24)授業形態・授業⽅
法

教科書とパワーポイントを用いて行う。 

(25)留意点・予備知識 解剖学、組織学、生理学、病理学および細胞診断学講義をしっかり復
習しておくこと。 

(26)オフィスアワー 平日の昼休み（11：50-12：40）。

(27)Eメールアドレ
ス・HPアドレス

watajun@hirosaki-u.ac.jp

(28)その他 なし。



医学部保健学科　検査技術科学専攻

(1)整理番号 13

(2)区分番号 13

(3)科⽬種別 医学部保健学科検査技術科学専攻

(4)授業科⽬名〔英⽂
名〕

衛生学・公衆衛生学実習　(Practicum: Hygiene and Public Health)

(5)対象学年 3

(6)必修・選択 必修

(7)単位 1

(8)学期 前期

(9)曜⽇・時限 月曜日７～９時限

(10)担当教員（所
属）

○宮崎航，阿部由紀子

(11)地域志向科⽬ -
(12)難易度（レベ
ル） レベル3

(13)対応するＣＰ/Ｄ
Ｐ CP・DP　１　⾒通す⼒　　CP・DP　２　解決する⼒

(14)授業としての具
体的到達⽬標

〇環境の状態を理解するために必要な考え方, 手法とその原理を理解す
る（見通す力）             
〇実習の意義を十分理解した上で各測定等を行い, 測定結果について公
衆衛生学的視点から考察する力を修得する（解決する力）

(15)授業の概要

〇自然水の検査（化学的酸素要求量,溶存酸素,亜硝酸イオンの測定） 
〇飲料水の検査（硬度測定等） 
〇物理的環境測定（騒音,温湿度等の測定） 
〇衛生統計（人口動態統計関連指標等の計算） 
〇エネルギー消費量および摂取量の推定

(16)授業の内容予定

第 1回　ガイダンスおよび試薬調整（阿部） 
第 2回　衛生統計等（阿部） 
第 3回　自然水の化学的酸素要求量測定等〈1〉 
第 4回　自然水の化学的酸素要求量測定等〈2〉 
第 5回　自然水の溶存酸素測定等〈1〉 
第 6回　自然水の溶存酸素測定等〈2〉 
第 7回　エネルギー消費量の計算等 
第 8回　自然水の亜硝酸イオン測定等〈1〉　 
第 9回　自然水の亜硝酸イオン測定等〈2〉 
第10回　騒音・温湿度測定等〈1〉 
第11回　騒音・温湿度測定等〈2〉 
第12回　騒音・温湿度測定等〈3〉 
第13回　飲料水の硬度測定等〈1〉 
第14回　飲料水の硬度測定等〈2〉 
第15回　飲料水の硬度測定等〈3〉 

授業の進行状況等により,実際の内容がシラバスと異なる場合には,その
都度説明します。 

第3回～第15回は,2名の教員（宮崎,阿部）で担当します。

〇プリント配布後、各測定までに手順等について熟読しておいてくださ
い。 



(17)準備学習（予
習・復習）等の内容

〇実験終了後,原則として次の実習終了までに、レポートを提出してく
ださい。

(18)学問分野1(主学
問分野)

環境解析評価関連

(18)学問分野2(副学
問分野) 健康科学関連

(18)学問分野3(副学
問分野) -

(19)実務経験のある
教員による授業科⽬に
ついて

-

(20)教材・教科書 プリントを配布します。

(21)参考⽂献 なし。

(22)成績評価⽅法及
び採点基準

実習レポート（70%）, 実習態度（30%）により総合的に評価する。 
すべての実習レポートの提出が必須であるため、一度でも欠席があれば
再履修となる。ただし、やむを得ない欠席の場合は担当教員に連絡し指
示を受けること。 
遅刻・私語・実習とは無関係のスマートフォン等の使用など, 実習態度
が著しく悪い際には不合格, 再履修となる。 

(23)授業形式 実習

(24)授業形態・授業
⽅法

実習を主体とする。

(25)留意点・予備知
識

劇物を使用するため、取り扱いには十分注意してください。

(26)オフィスアワー 月曜日　本実習終了後～17時まで

(27)Eメールアドレ
ス・HPアドレス

阿部 yabe5615@hirosaki-u.ac.jp
宮崎 miya@hirosaki-u.ac.jp

(28)その他 なし。



医学部保健学科　検査技術科学専攻

(1)整理番号 14

(2)区分番号 14

(3)科⽬種別 医学部保健学科検査技術科学専攻

(4)授業科⽬名
〔英⽂名〕

細胞診断学実習（Cytology, Practice）

(5)対象学年 4

(6)必修・選択 選択

(7)単位 8

(8)学期 前期

(9)曜⽇・時限 月水木金５～１０時限，火８～１０時限

(10)担当教員
（所属）

○渡邉　純，吉岡治彦，堀江香代

(11)地域志向科
⽬

-

(12)難易度（レ
ベル）

レベル3

(13)対応するＣ
Ｐ/ＤＰ CP・DP　２　解決していく⼒

(14)授業として
の具体的到達⽬標

〇細胞の見方とスクリーニング，同定の基本を習得し ，顕微鏡を用いて細
胞診断できるようにする 

(15)授業の概要
細胞の形態、細胞像と組織像の対比、細胞の見方など細胞診の基本的な見
方、スクリーニング、同定の基本についてガラス標本を見ながらを学習す
る。 さらに、自ら細胞診断を実践する。 

(16)授業の内容
予定

詳細日程はオリエンテーション時に提示する。 

以下の内容を、計120回にわたり行う。 

＜内容＞ 

１．鏡検実習：90回を渡邉、吉岡、堀江が分担して実習する。 
・婦人科 
・呼吸器 
・消化器 
・泌尿器 
・乳腺 
・甲状腺 
・非上皮 
・体腔液 
・スクリーニング 

２．鏡検実習：非常勤講師が各1回、計10回を実習する。 
・婦人科：石井保吉 
・呼吸器：柿沼廣邦 
・消化器：古旗　淳                       
・泌尿器：小山芳徳       
・乳腺  ：遠藤浩之       
・甲状腺：佐々木栄司 



・非上皮：古田則行 
・リンパ節：加戸伸明     
・体腔液：伊藤　仁 
・スクリーニング：石山功二       

３．実技実習：10回を渡邉、吉岡、堀江が分担して実習する。 
・標本作成 

４．病院実習：10回を弘前大学医学部付属大学病院病理部学内講師の熊
谷、小島が分担して実習する。 

中間で中間試験、最終回に期末試験を行う。 

(17)準備学習
（予習・復習）等
の内容

正常と組織病理学を理解していないと細胞診は理解できないので、解剖
学、組織学、生理学、病理学などの知識を復習して講義に臨むことが望ま
れる。さらに、細胞診断学講義をしっかり復習しておくこと。 

(18)学問分野
1(主学問分野) 病理病態学関連

(18)学問分野
2(副学問分野) -

(18)学問分野
3(副学問分野)

-

(19)実務経験の
ある教員による授
業科⽬について

実務教員

(20)教材・教科
書

患者さんの細胞診標本を使用する。

(21)参考⽂献 なし。

(22)成績評価⽅
法及び採点基準

平常評価（実習への参加度）：20％ 
中間評価（中間試験）：40％ 
期末評価（期末試験）：40％ 
上記を合算して最終的な成績評価を行う。 

(23)授業形式 実習

(24)授業形態・
授業⽅法

鏡検実習。

(25)留意点・予
備知識

解剖学、組織学、生理学、病理学および細胞診断学講義をしっかり復習し
ておくこと。 

(26)オフィスア
ワー

平日の昼休み（11：50-12：40）。

(27)Eメールアド
レス・HPアドレ
ス

watajun@hirosaki-u.ac.jp

(28)その他 なし。



医学部保健学科　検査技術科学専攻

(1)整理番号 15

(2)区分番号 15

(3)科⽬種別 医学部保健学科検査技術科学専攻

(4)授業科⽬名〔英⽂
名〕

臨床血液学　(Clinical Hematology)

(5)対象学年 2

(6)必修・選択 必修

(7)単位 2

(8)学期 前期

(9)曜⽇・時限 火曜日５・６時限

(10)担当教員（所属） 高見秀樹

(11)地域志向科⽬ -
(12)難易度（レベル） レベル3
(13)対応するＣＰ/ＤＰ CP・DP　２　解決していく⼒　CP・DP　３　学び続ける⼒

(14)授業としての具体的
到達⽬標

〇血液学の基礎知識と臨床的に重要な血液疾患について学識を得る 
〇血液の生理、代表的血液疾患および診断に必要な検査法、検査技
術を習得する 
〇として到達目標として国家試験合格に必要な知識を習得する

(15)授業の概要 〇プリントを中心にわかりやすく授業を行う

(16)授業の内容予定

以下は過年度の実績です。変更もありえます。 変更の場合はその都
度説明します。 
・血液の成分と機能 
・血液の産生と崩壊 
・赤血球の分化と成熟 
・白血球の形態と機能 
・白血球の分化 
・血小板の産生と機能 
・止血機構 
・赤血球の疾患Ⅰ 
・赤血球の疾患Ⅱ 
・白血球の疾患Ⅰ 
・白血球の疾患Ⅱ 
・白血球の疾患Ⅲ 
・止血異常Ⅰ 
・止血異常Ⅱ 
・その他の血液疾患Ⅰ 
・その他の血液疾患Ⅱ

(17)準備学習（予習・復
習）等の内容

講義前に授業内容について教科書を読み予習すること。また講義後
には配布されたントと教科書で復習することが必要である。

(18)学問分野1(主学問分
野) 内科学⼀般関連

(18)学問分野2(副学問分
野) ⽣体の構造と機能関連

病理病態学関連



(18)学問分野3(副学問分
野)
(19)実務経験のある教員
による授業科⽬について

実務教員

(20)教材・教科書 標準臨床検査学　血液検査学　矢冨裕、通山薫編集　医学書院 
血液細胞アトラス　通山薫、張替秀郎編　文光堂

(21)参考⽂献 なし。

(22)成績評価⽅法及び採
点基準

出席状況(2/3以上の出席が必須であり、基準を満たさなければ試験
を受けることは不可） 
および期末試験の成績により評価する。期末試験（100点）において
一定のレベル（60点）に達しなければ不合格、再履修とする。

(23)授業形式 講義

(24)授業形態・授業⽅法 配布プリントおよび教科書に添って講義する。講義は学生の質問、
討論の時間を設けるので積極的な主体的学習活動を中心とする。

(25)留意点・予備知識 できるだけ教科書による予習を希望する。

(26)オフィスアワー オフィスアワー：月、火、木曜日　12:30～14:30（ただし、メール
でのアポイントメントをとることが望ましい。) 

(27)Eメールアドレス・
HPアドレス

takami@hirosaki-u.ac.jp

(28)その他 なし。



医学部保健学科　検査技術科学専攻

(1)整理番号 16

(2)区分番号 16

(3)科⽬種別 医学部保健学科検査技術科学専攻

(4)授業科⽬
名〔英⽂名〕

栄養・代謝学実習　(Experiment Practicum: Biochemistry)

(5)対象学年 2

(6)必修・選
択

必修

(7)単位 1

(8)学期 前期

(9)曜⽇・時
限

火曜日７～９時限

(10)担当教員
（所属）

○中村敏也，葛西宏介

(11)地域志向
科⽬ -

(12)難易度
（レベル）

レベル1〜2

(13)対応する
ＣＰ/ＤＰ CP・DP　１　⾒通す⼒　　CP・DP　２　解決していく⼒

(14)授業とし
ての具体的到
達⽬標

○種々の糖，脂質，タンパク質およびアミノ酸に対する呈色反応の特異性と原
理が説明できる（見通す力） 
○薄層クロマトグラフィーの原理や検出原理が説明できる（見通す力） 
○電気泳動の装置や原理，および各染色法の特徴について説明できる（見通す
力） 
○酵素とは何か，酵素の取扱い上の留意点，および酵素活性の測定法について
説明できる（解決していく力） 
○酵素反応の阻害形式について説明できる（解決していく力） 
○分光光度計の原理が説明でき，吸光度の測定から酵素単位の算出ができる
（解決していく力）

(15)授業の概
要

生体構成成分の性質を反映した検出法や分画法の実践を通して，実験器具や機
器の使用法に習熟し，それぞれの分画法や検出法の原理等について理解する。

(16)授業の内
容予定

第１回　講義 
第２回　種々の定性反応（Benedict反応，Nylander反応，Liebermann Burchard
反応，Biuret反応，Xanthoprotein反応，Ninhydrin反応，硫化鉛反応，坂口の
反応） 
第３回　DNA及びRNAの塩基成分の相違(TLC) 
第４回　講義 
第５回　尿中グリコサミノグリカンの分離 
第６回　尿中グリコサミノグリカンの同定 
第７回　血清中の脂質の分離 
第８回　セルロースアセテート膜電気泳動法による血清タンパク質分画 
第９回　講義 
第10回　講義 
第11回　講義 
第12回　酵素Ⅰ（酵素反応の時間経過，酵素反応速度と酵素量との関係） 



第13回　酵素Ⅱ（酵素反応速度に及ぼすpHと温度の影響） 
第14回　酵素Ⅲ（酵素反応速度と基質濃度との関係，阻害剤） 
第15回　総合討論 
第16回　試験

(17)準備学習
（予習・復
習）等の内容

実習書を良く読み，その日に行う実習内容，実験操作，手順等をしっかり頭に
入れて実習に臨まなければならない。 
そのためには実習内容の予習が不可欠であり，疑問点，問題点を明らかにして
おくこと。 
また，レポート作成の際にはいたずらにボリュームを増やすのではなく，冗長
にならないように簡潔・明快にまとめることが重要である。 
これらの点を踏まえた予習・復習は必須である。

(18)学問分野
1(主学問分
野)

⽣体分⼦化学関連

(18)学問分野
2(副学問分
野)

分⼦レベルから細胞レベルの⽣物学関連

(18)学問分野
3(副学問分
野)

⽣体の構造と機能関連

(19)実務経験
のある教員に
よる授業科⽬
について

-

(20)教材・教
科書

実習用の「テキスト」は実習書を配布する。また，実習内容について講義を行
う場合には「シンプル生化学」を用いることもあるので携行すること。

(21)参考⽂献
「参考図書」には，生化学実験講座（日本生化学会編、東京化学同人），続生
化学実験講座（日本生化学会編、東京化学同人），生化学実習書（佐々木　
哲　編、医歯薬出版）等があげられる。 
図書館医学部分館にて閲覧可能である。

(22)成績評価
⽅法及び採点
基準

実習レポート（60%），期末テスト（30%），実習態度および出席状況等（10%）
により評価する（パーセンテージはこの科目の評価の比重を示す）。 
100点満点とした場合，トータルで60点以上の学生に単位を与える。 
レポートはA,B,Cの３段階評価とし、100点満点とした場合、Aは80点以上、Bは
70-79点、Cは60-69点に相当する。 
期末テストは特に「酵素」についての内容を問うものである。 
レポートは実験日の一週間後までに必ず提出すること（提出が遅れた場合は評
価の際に減点対象となる）。 
欠席が3回を越えた場合と，未提出のレポートがある場合は自動的に不合格とな
るので注意すること。

(23)授業形式 実習

(24)授業形
態・授業⽅法

講義と実験

(25)留意点・
予備知識

実習には保健学科D棟3階の医療化学実習室を主に使用するが，実習に関する講
義はE棟2階の第21講義室で行う。実習は項目ごとにグループに分かれ，ローテ
ートしながら行うので，混乱のないように予め各自の実習項目について確認し
ておくこと。また，実習ではガラス器具や酸，アルカリ，有機溶媒等を使用す
るので，事故の無いよう各自注意すること。 
実習中は，「今，自分は何のためにこの操作をしているのか」を常に意識しな
がら作業を行うこと。 
なお，各グループの実験の進行度合いにより実習の終了時間は前後する。

金曜日17時～18時（その他メールは随時受け付けます）



(26)オフィス
アワー
(27)Eメール
アドレス・
HPアドレス

toshiyan@hirosaki-u.ac.jp

(28)その他 種々の実験器具や化学薬品を使用するが，扱い方を順守し十分注意してケガや
火傷のないよう慎重に行動すること。



医学部保健学科　検査技術科学専攻

(1)整理番号 17

(2)区分番号 17

(3)科⽬種別 医学部保健学科検査技術科学専攻

(4)授業科⽬名〔英
⽂名〕

臨床血液検査学実習　(Practice of Laboratory Hematology)

(5)対象学年 3

(6)必修・選択 必修

(7)単位 1

(8)学期 前期

(9)曜⽇・時限 火曜日７～９時限

(10)担当教員（所
属）

○高見秀樹，中野　学，山内可南子

(11)地域志向科⽬ -
(12)難易度（レベ
ル） レベル3

(13)対応するＣＰ/
ＤＰ CP・DP　１　⾒通す⼒　　CP・DP　２　解決していく⼒

(14)授業としての具
体的到達⽬標

〇一般的な血液検査の原理を理解する（見通す力） 
〇血液の診断に必要な検査法,検査技術を習得する（解決していく力）

(15)授業の概要 血液学検査に関するクラシカルな検査知識と技術を習得することを目標
とする。

(16)授業の内容予定

第1回　　ガイダンス【高見　中野】 
第2回　　血圧測定法【高見　中野　山内】 
第3-6回　採血法【高見　中野　山内】 
第7回　　赤血球算定【高見　中野　山内】 
第8回　　Hb測定・Hct測定【高見　中野　山内】 
第9回　　白血球算定【高見　中野　山内】 
第10回　 赤血球抵抗試験・赤血球沈降速度【高見　中野　山内】 
第11回　 血小板算定【高見　中野　山内】 
第12回　 凝固検査【高見　中野　山内】 
第13回　 網赤血球算定【高見　中野　山内】 
第14回　 塗抹標本作製・普通染色【高見　中野　山内】 
第15回　 標本観察【高見　中野　山内】 
第16回　 期末試験【高見　中野　山内】

(17)準備学習（予
習・復習）等の内容

実習前に、内容について教科書・実習書を読み予習すること。 
復習は実習レポートを作成することにより、内容の理解を深める

(18)学問分野1(主学
問分野)

内科学⼀般関連

(18)学問分野2(副学
問分野) ⽣体の構造と機能関連

(18)学問分野3(副学
問分野) 病理病態学関連



(19)実務経験のある
教員による授業科⽬
について

実務教員

(20)教材・教科書 標準臨床検査学　血液検査学　矢冨　裕／通山　薫　医学書院

(21)参考⽂献 なし。

(22)成績評価⽅法及
び採点基準

成績評価は、実習への参加度（実習態度等）15％、実習レポート（提出
状況・内容）45％および期末試験（筆記・実技）40％を100点満点で評価
し、60点以上を合格とする。 
実習には全て出席することが前提であり、出席が2/3に満たない場合は不
合格とする。 
レポート未提出の場合は欠席とする。

(23)授業形式 実習

(24)授業形態・授業
⽅法

実習内容を説明した後、個別に実習を行う。

(25)留意点・予備知
識

1)学生教育研究災害傷害保険にかならず加入すること 
2)事前に実習に関する下調べは終えておくこと。 
3)レポート提出をもって出席とみなす。 
4)実習中における危険行為は感染事故につながるため、各自留意するこ
と。 
5)実験室内はすべて内履きとし、白衣を必ず着用すること。

(26)オフィスアワー 随時（あらかじめメール等で連絡ください）

(27)Eメールアドレ
ス・HPアドレス

高見秀樹   takami@hirosaki-u.ac.jp
中野　学　 mnakano@hirosaki-u.ac.jp
山内可南子 kanako.8@hirosaki-u.ac.jp

(28)その他 なし。



医学部保健学科　検査技術科学専攻

(1)整理番号 18

(2)区分番号 18

(3)科⽬種別 医学部保健学科検査技術科学専攻

(4)授業科⽬名〔英
⽂名〕

地域医療検査学演習（Community Medicine, Seminar）

(5)対象学年 4

(6)必修・選択 選択

(7)単位 1

(8)学期 前期

(9)曜⽇・時限 火曜日１・２時限

(10)担当教員（所
属）

○高見秀樹，野坂大喜

(11)地域志向科⽬ 地域志向科⽬
(12)難易度（レベ
ル） レベル3

(13)対応するＣ
Ｐ/ＤＰ CP・DP　１　⾒通す⼒　　CP・DP　２　解決していく⼒

(14)授業としての
具体的到達⽬標

○地域医療において臨床検査部門における臨床的課題に対応する課題解決
力を修得する 
○在宅医療なや予防医学などにおける臨床検査の役割を理解する 
○患者対応において患者と医療者間におけるコンフリクトの発生に対して
のコンフリクトマネージメント技術を修得する 
○在宅医療における臨床検査について,検査項目の種類や測定に要する時
間,院内測定とPOCT測定との相違点を踏まえたデータ管理やデータ解釈に
ついて理解する 

(15)授業の概要

臨床検査技師が地域医療に参加する上で必要なコミュニケーション技術
や、院内における検査説明などを演習形式で学習し、他の医療職種との連
携を図る上で必要な知識・技術を学習します。 
また在宅医療において使用される機会が多くなったPOCT装置と特性につい
て学び、院内データとの整合性の取り方や誤差原因などを踏まえたデータ
解釈技術を学習します。

(16)授業の内容予
定

第１回　(野坂)　患者とのコミュニケーションにおけるコンフリクトと
は？ 
　　　　　　　　患者と医療者との間において誤解が発生する原因とコン
フリクトについて学習する。 
第２回　(野坂)　検査説明技術1－言語技術の基本1－ 
　　　　　　　　患者コミュニケーションにおいて誤解が発生しやすい話
し方と正確な情報伝達技術について学習する。　 
第３回　(野坂)　検査説明技術2－言語技術の基本2－ 
　　　　　　　　わかりやすい情報伝達とは何か？難解な情報を説明する
ための技術について学習します。 
第４回　(野坂)　検査説明技術3－患者説明トレーニング－ 
　　　　　　　　患者と医療者間で情報伝達ミスをおこさずに情報伝達す
るためのトレーニングを行います。 
第５回　(野坂)　検査説明技術4－患者説明トレーニング－ 
　　　　　　　　患者と医療者間で情報伝達ミスをおこさずに情報伝達す
るためのトレーニングを行います。 
第６回　(高見)　在宅医療における検査技術　POCTの有用性と限界 
　　　　　　　　在宅医療において使用される機器の特性を踏まえてその



有用性と誤差発生原因について解説します。 
第７回　(野坂)　在宅医療における検査技術　POCT装置を用いた演習 
　　　　　　　　在宅医療機器を使用するための採血法、またPOCT機器の
使用方法について学習します。 
第８回　(高見・野坂)　課題作成 
　　　　　　　　　　　第１回から第７回までの講義をもとにテーマを設
定しレポートを作成します。

(17)準備学習（予
習・復習）等の内
容

臨地実習内容について復習を行ってください。

(18)学問分野1(主
学問分野) 病理病態学関連

(18)学問分野2(副
学問分野) 健康科学関連

(18)学問分野3(副
学問分野)

看護学関連

(19)実務経験のあ
る教員による授業
科⽬について

実務教員

(20)教材・教科書 ノンテクニカルスキル超入門　メディカ出版

(21)参考⽂献 臨床検査技師臨床専門科目において使用した教科書・マニュアルを参考図
書とします。

(22)成績評価⽅法
及び採点基準

3分の2以上の出席が必要です。規定出席回数に満たない者は不合格としま
す。 
成績評価は提出課題をもって100点満点で評価します。原則として60点以
上を合格基準とします。 
再試験は行いません。不合格の場合は再履修となります。

(23)授業形式 演習

(24)授業形態・授
業⽅法

スライドを用いて講義形式にて授業を行うほか、グループ形式にて演習を
行います。 

(25)留意点・予備
知識

POCT機器使用上の注意については教員の指示を守ってください。

(26)オフィスアワ
ー

水曜日　12:00～13:00

(27)Eメールアド
レス・HPアドレス

hnozaka@hirosaki-u.ac.jp

(28)その他 なし。



医学部保健学科　検査技術科学専攻

(1)整理番号 19

(2)区分番号 19

(3)科⽬種別 医学部保健学科検査技術科学専攻

(4)授業科⽬名〔英
⽂名〕

内科学演習（Internal Medicine, Seminar）

(5)対象学年 4

(6)必修・選択 必修

(7)単位 1

(8)学期 前期

(9)曜⽇・時限 火曜日３・４時限

(10)担当教員（所
属）

丹藤雄介

(11)地域志向科⽬ -
(12)難易度（レベ
ル） レベル3

(13)対応するＣＰ/
ＤＰ CP・DP　１　⾒通す⼒　　CP・DP　２　解決していく⼒

(14)授業としての
具体的到達⽬標

〇各種内科疾患について病態を理解する 
〇診断と治療を含めたチーム医療の進め方を理解する

(15)授業の概要
代謝・内分泌系，消化器系，循環器系，呼吸器系，感染症，腎泌尿器
系，血液疾患，膠原病・アレルギー疾患の各内科疾患についてプレゼン
テーションとディスカッションで実践的に理解する

(16)授業の内容予
定

〇初回授業時に発表形式の説明と担当疾患を決定します 
〇パワーポイントによるプレゼンテーション（1名）と質問者（3名）の
割り当ても行います

(17)準備学習（予
習・復習）等の内容

（予習）授業内容タイトルの疾患について，関連テキストに一通り目を
通しておくとわかりやすい

(18)学問分野1(主
学問分野)

内科学⼀般関連

(18)学問分野2(副
学問分野)

-

(18)学問分野3(副
学問分野) -

(19)実務経験のあ
る教員による授業科
⽬について

実務教員

(20)教材・教科書 指定のものなし　総合的な内科学書籍でかまわない

(21)参考⽂献 自分の担当する疾患については図書館で調べる



(22)成績評価⽅法
及び採点基準

〇授業は，すべて出席することが前提となっており，出席が全体の授業
回数の 3 分の 2 に満たない者には，不可(0～59 点)の評価を与えるこ
とになっています 
〇授業への参加度（60％），プレゼンテーション内容（40％）を合わせ
て60％以上で合格とする 

(23)授業形式 演習

(24)授業形態・授
業⽅法

パワーポイントを使用したプレゼンテーションとディスカッション

(25)留意点・予備
知識

各種内科テキスト，内科Ｉ，ＩＩのノートや配布資料で知識を深めてお
くこと

(26)オフィスアワ
ー

月・金曜日10：00-12：00　メールで予約してください

(27)Eメールアドレ
ス・HPアドレス

ytando@hirosaki-u.ac.jp

(28)その他 なし



医学部保健学科　検査技術科学専攻

(1)整
理番号 20

(2)区
分番号 20

(3)科
⽬種別 医学部保健学科

(4)授
業科⽬
名〔英
⽂名〕

人体機能学　(Human Body Physiology)

(5)対
象学年 1

(6)必
修・選
択

必修

(7)単
位 2

(8)学
期 前期

(9)曜
⽇・時
限

水曜日５・６時限

(10)
担当教
員（所
属）

山田順子

(11)
地域志
向科⽬

-

(12)
難易度
（レベ
ル）

レベル2〜4

(13)
対応す
るＣ
Ｐ/Ｄ
Ｐ

CP・DP　１　⾒通す⼒　　CP・DP　２　解決していく⼒　CP・DP　３　学び続ける⼒

(14)
授業と
しての
具体的
到達⽬
標

〇生命現象のメカニズム（生理学）を理解する（見通す力） 
〇生命を維持する仕組みについての理解を深める（解決する力） 
〇国家試験合格に必要な知識を習得する（学び続ける力）

(15)
授業の
概要

細胞、組織、器官には固有の特徴があり、すべてを統合した生命複合体が個体である。神経系、循環器系、呼吸器系、消化器
系、泌尿器系、生殖器系、運動器系などの仕組みを学び、統合された生体システムとしての働きを理解する。

(16)
授業の
内容予
定

1.      細胞の一般生理：細胞の構造と機能について                
2.      神経系の基本的機能              
3.      神経系の機能　中枢、末梢、自律神経系            
4.      感覚            
5.      筋・運動                
6.      運動制御                
7.      血液            
8.      循環１          
9.      循環２          
10.     呼吸            
11.　   消化吸収                
12.　　 消化吸収、代謝          
13.     腎臓　泌尿器系          
14.     内分泌          



15.     生殖            
16.     試験

(17)
準備学
習（予
習・復
習）等
の内容

高校で生物を学習しなかった人達は（あまり勉強してこなかった人達も含めて）生物選択者の大学入試レベルに達するように自
学すること。講義は生物の基礎知識がわかっているものとして行います。            

生物履修者から高校の生物の教科書を借りて勉強する、あるいは高校程度の参考書を見るなどがよいかと思いま
す。                
”基礎から学ぶ生物学・細胞生物学（第二版）”羊土社              
”シグマベスト”（文英堂）              
など             

(18)
学問分
野
1(主
学問分
野)

⽣体の構造と機能関連

(18)
学問分
野
2(副
学問分
野)

-

(18)
学問分
野
3(副
学問分
野)

-

(19)
実務経
験のあ
る教員
による
授業科
⽬につ
いて

-

(20)
教材・
教科書

コメディカル専門基礎科目シリーズ　生理学（理工図書）

(21)
参考⽂
献

スタンダード生理学（文光堂　第3版）シンプル生理学（南江堂、改訂第６版）

(22)
成績評
価⽅法
及び採
点基準

試験の結果により評価する。                         
期末試験点数（合計100点）60点以上を合格とする。   

(23)
授業形
式

講義

(24)
授業形
態・授
業⽅法

プリント、教科書の内容を板書、パワーポイントにより説明する。国家試験前の勉強に備えてノートを作っておくことを勧め
る。  

(25)
留意
点・予
備知識

高校生物習得レベルの知識が必要      

(26)
オフィ
スアワ
ー

オフィスアワー：随時、できるだけ事前にメールなどで連絡をしてください。 



(27)E
メール
アドレ
ス・
HPア
ドレス

jyamada@hirosaki-u.ac.jp

(28)
その他

http://db.jm.hirosaki-u.ac.jp/cybouz/db.exe?
page=DBRecord&did=1988&vid=718&rid=2285&head=&hid=&sid=&rev=&ssid=&fvid=18701&text=%8E%52%93%63+%8F%87%8E%71+&cal=



医学部保健学科　検査技術科学専攻

(1)整理番号 21

(2)区分番号 21

(3)科⽬種別 医学部保健学科検査技術科学専攻

(4)授業科⽬名〔英⽂名〕 臨床薬理学　(Clinical Pharmacology)

(5)対象学年 3

(6)必修・選択 選択

(7)単位 2

(8)学期 前期

(9)曜⽇・時限 水曜日１・２時限

(10)担当教員（所属） 瀬谷和彦（医学研究科）

(11)地域志向科⽬ -
(12)難易度（レベル） レベル1〜3
(13)対応するＣＰ/ＤＰ CP・DP　１　⾒通す⼒　　CP・DP　３　学び続ける⼒
(14)授業としての具体的
到達⽬標

〇薬がどのようにして体に作用し,体が反応するか（薬力学）,そ
して薬が体内でどう振る舞うか（薬物動態学）を理解する

(15)授業の概要
臨床薬理学の概論として、以下のことについて講義する。 
〇総論：臨床検査と薬理学の関係、薬力学、薬物動態学など 
〇各論：臓器・疾患毎の治療薬の作用機序、有害作用など

(16)授業の内容予定

総論 
　１．４月１７日  薬理学総論１（薬理学を学ぶにあたって、臨
床検査技師の立場） 
　２．４月２４日  薬理学総論２（薬力学の基礎知識） 
　３．５月　８日  薬理学総論３（薬物動態学の基礎知識） 
　４．５月１５日  薬理学総論４（ＴＤＭ他、薬理学の基礎知
識） 
総論 
　５．５月２２日  抗感染症薬　 
　６．５月２９日  抗がん薬、免疫治療薬　 
　７．６月　５日  抗アレルギー薬・抗炎症薬　 
　８．６月１２日  末梢での神経活動に作用する薬物　 
　９．６月１９日  中枢神経系に作用する薬物１　 
１０．６月２６日  中枢神経系に作用する薬物２　 
１１．７月　３日  心臓・血管系に作用する薬物１　 
１２．７月１０日  心臓・血管系に作用する薬物２ 
１３．７月１７日  呼吸器・消化器・生殖器系に作用する薬物 
１４．７月２４日  物質代謝に作用する薬物 
１５．７月３１日  皮膚科用薬・眼科用薬、救急時の薬物、消毒
薬他 
１６．８月　７日  試験 

(17)準備学習（予習・復
習）等の内容

特段の予習・復習は不要だが、理解促進のため使用教科書の内容
の事前把握を 
お勧めします。

(18)学問分野1(主学問分
野)

病理病態学関連

(18)学問分野2(副学問分
野)

薬学関連



(18)学問分野3(副学問分
野)

細胞レベルから個体レベルの⽣物学関連

(19)実務経験のある教員
による授業科⽬について

実務教員

(20)教材・教科書
①吉岡充弘他著，②系統看護学講座　専門基礎分野　薬理学，③
２０１８年， 
④医学書院

(21)参考⽂献 ①田中千賀子他編集，②ＮＥＷ　薬理学，③２０１７年，④南江
堂

(22)成績評価⽅法及び採
点基準

〇出欠確認は用紙の配布回収をもって行う。 
〇小テストは復習を兼ねて毎回授業始めに行う。配布用紙に回答
を記入する。 
〇試験問題は使用テキストの問題集から５０点分 
　　　　　　用語記入問題５０点分を予定

(23)授業形式 講義

(24)授業形態・授業⽅法
(25)留意点・予備知識 特になし

(26)オフィスアワー 随時（メールで連絡ください）

(27)Eメールアドレス・
HPアドレス

seya@hirosaki-u.ac.jp

(28)その他



医学部保健学科　検査技術科学専攻

(1)整理番号 22

(2)区分番号 22

(3)科⽬種別 医学部保健学科

(4)授業科⽬名〔英⽂名〕 保健医療福祉倫理学　(Ethics in Health Care and Medicine)

(5)対象学年 3

(6)必修・選択 選択

(7)単位 1

(8)学期 前期

(9)曜⽇・時限 水曜日３・４時限

(10)担当教員（所属） 川崎くみ子

(11)地域志向科⽬ -
(12)難易度（レベル） レベル2〜3

(13)対応するＣＰ/ＤＰ CP・DP　１　⾒通す⼒　　CP・DP　２　解決する⼒　CP・
DP　３　学び続ける⼒

(14)授業としての具体的到
達⽬標

〇現代社会の医療状況と倫理的問題を理解する（見通す力） 
〇医療専門職に必要な倫理について理解する（見通す力） 
〇多様な専門職の役割とチーム医療のあり方を理解する（見通す
力） 
〇チーム医療における多職種間の連携と協働について考える（見
通す力・解決する力・学び続ける力） 

(15)授業の概要
　高度化、複雑化した現代医療がもたらす様々な倫理的問題に注
目し、今医療専門職に求められる 
専門性やチーム医療のあり方について考えていきます。 

(16)授業の内容予定

（4/17） １． 現代社会の医療状況 
（4/24） ２． 倫理（倫理原則、守秘義務、個人の権利など） 
（5/08） ３．　ケア・ケアリング 
（5/15） ４．　専門職とチーム医療の必要性 
（5/22） ５．　チーム医療の要素（講義）、価値観の多様性
（GW）    
（5/29） ６．　チーム医療におけるコミュニケーション（講義、
GW） 
（6/05） ７．　各職種の専門性、役割および責任の理解（GW） 
（6/12） ８．　チーム医療における連携と協働（GW） 

(17)準備学習（予習・復
習）等の内容

＊これまでの学習内容を踏まえて、各自が目指す専門職の役割や
望ましいあり方について、 
自分なりの考えをまとめておきましょう。 
＊各自が目指す専門職者集団が公表している倫理綱領、倫理規定
などを理解しておきましょう。 

(18)学問分野1(主学問分
野) 思想関連

(18)学問分野2(副学問分
野)

社会医学関連

(18)学問分野3(副学問分
野)

看護学関連



(19)実務経験のある教員に
よる授業科⽬について

-

(20)教材・教科書 特にありません。適宜、資料を配付します。

(21)参考⽂献

 1. ミルトンメイヤロフ著，田村真／向野宣之訳 ： ケアの本
質，ゆみる出版，２０００年 
 2. 川本隆史編 ： ケアの社会倫理学，有斐閣選書，２００５年 
 3. 菊井和子他編 ： ケースで学ぶ医療福祉の倫理，医学書院，
２００８年 
 4. 水本清久他編 ： 実践チーム医療論,医歯薬出版（株）,２０
１１年         
 5. 細田満和子著 ： 「チーム医療」とは何か，日本看護協会出
版会，２０１２年 
 6. 田村由美編 ：　新しいチーム医療，看護の科学社，２０１２
年 
 7. 井部俊子監 ：　医療倫理学のABC　第２版，メヂカルフレン
ド社，２０１２年　　 
 8. 福原麻希著 ：　チーム医療を成功させる10か条, 中山書店，
２０１３年 
 9. 白髪昌世編　：　チーム医療と現場力，日本医療企画，２０
１６年 
10. 鈴鹿医療科大学編　：　医療人の基礎知識　第2版，三重大学
出版会，２０１７年 

(22)成績評価⽅法及び採点
基準

成績評価の方法は、以下の通りです。 
1.毎回授業の最後に各自の考えを問う課題を出します。（40％） 
2.最後にレポートを提出してもらいます。（60％） 詳細について
は、講義の後半で説明します。 
合計で、60％以上を合格とします。 

(23)授業形式 講義

(24)授業形態・授業⽅法 ＊講義とグループワークを織り交ぜて行います。 
＊グループメンバーは、可能な限り５専攻の学生混合とします。 

(25)留意点・予備知識

＊5専攻共通の選択科目です。専門科目の学習が濃くなってきた
今、他専攻の学生と話し合う機会が必要と考えます。 
＊みなさん自身の考えを問う機会を多くしますので、自分の考え
を言葉や文字で表現することを 
心がけてください。 

(26)オフィスアワー 特にオフィスアワーは設けていません。研究室へ来る場合には、
事前にメールで連絡をして下さい。　

(27)Eメールアドレス・
HPアドレス

＊メールアドレス：kawayu@hirosaki-u.ac.jp (川崎くみ子） 

(28)その他 特にありません。



医学部保健学科　検査技術科学専攻

(1)整理番号 23

(2)区分番号 23

(3)科⽬種別 医学部保健学科

(4)授業科⽬名〔英⽂
名〕

医療リスクマネジメント　(Medical Risk Management)

(5)対象学年 3

(6)必修・選択 必修

(7)単位 1

(8)学期 前期

(9)曜⽇・時限 水曜日３・４時限

(10)担当教員（所
属）

○野坂大喜，高橋康幸，吉田英樹，澄川幸志，野戸結花，病院GRM（学
内非常勤講師）

(11)地域志向科⽬ -
(12)難易度（レベ
ル） レベル2

(13)対応するＣＰ/Ｄ
Ｐ CP・DP　１　⾒通す⼒　　CP・DP　２　解決していく⼒

(14)授業としての具
体的到達⽬標

○過去に我が国で起きた医療事故・医療過誤の実例をもとに,その背
景,要因,防止対策を考察し,医療リスクを軽減させ, 
  重大な医療過誤や医療事故を防ぐための取り組みまたリスク分析手
法を理解する 
○医療事故の発生時には法的責任も生じることから,過去の判例をもと
に医療従事者が抱える法的リスクについて理解する 
○医療リスクマネジメントの意義と内容について理解する 
○医療リスクマネジメント分析の基礎知識を習得し,自らが重大な医療
過誤や医療事故の発生を防ぎ,安全な医療を提供できるマネージメント
力を修得する 

(15)授業の概要

医療事故や医療過誤対策は安全安心な医療を患者に提供する上で非常
に重要な課題です。 
特に多職種連携においては、それぞれの専門部署の特性に合った医療
リスクマネジメントに加え、 
他の専門部署の業務や特性をも理解して医療サービスを提供すること
が必要です。 
医療リスクマネジメントの意義を総合的に理解するため、医療リスク
マネジメントが取り入れられた経緯、 
また異分野で行われているリスクマネジメント手法とその応用として
の医療リスク解析方法を総論として学習します。 
各論としては多職種連携やチーム医療を踏まえ、看護学、放射線、臨
床検査、理学療法、作業療法の各分野で発生した医療過誤や医療事故
事例を資料として 
リスク分析を行い、予防に対する考え方を習得します。

(16)授業の内容予定 第１回 6/19：看護領域の医療リスクマネジメント    （看護学専
攻            野戸　結花） 
第２回 6/26：医療リスクマネジメント総論       　　(検査技術科学
専攻      野坂　大喜）             
第３回 7/03：臨床検査領域の医療リスクマネジメント（検査技術科学
専攻      野坂　大喜）   
第４回 7/10：放射線領域の医療リスクマネジメント１（放射線技術科
学専攻　  高橋　康幸）  



第５回 7/17：放射線領域の医療リスクマネジメント２（放射線技術科
学専攻　  高橋　康幸） 
第６回 7/24：医療現場の医療リスクマネジメント    （医療安全推進
室　      山内　寿子） 
第７回 7/31：理学療法領域の医療リスクマネジメント（理学療法学専
攻        吉田　英樹） 
第８回 8/07：作業療法領域の医療リスクマネジメント（作業療法学専
攻        澄川　幸志） 

(17)準備学習（予
習・復習）等の内容

各教員が提供する参考文献等あるいはパワーポイントでの事前学習と
授業後の再点検（復習）を行うこと。

(18)学問分野1(主学
問分野) 社会医学関連

(18)学問分野2(副学
問分野)

看護学関連

(18)学問分野3(副学
問分野)

感染・免疫学関連

(19)実務経験のある
教員による授業科⽬に
ついて

実務教員

(20)教材・教科書 指定教科書はありません。 
各専門領域の該当書籍を適宜使用してください。

(21)参考⽂献

1)WHO患者安全カリキュラムガイド　メディカ出版 
2)患者安全のためのノンテクニカルスキル超入門　メディカ出版 
3)医療安全ワークブック　医学書院 
4)医療安全ことはじめ　医学書院 
5)リハビリテーションリスク管理　ケーススタディ　メディカルビュ
ー社 

(22)成績評価⽅法及
び採点基準

記述試験を行います。なお記述試験は毎回担当教員が小テストを行い
ますので、各回の得点をもって総合評価を行います。 
野坂大喜：筆記試験　60点以上を合格とします 
野戸結花：筆記試験　60点以上を合格とします 
吉田英樹：筆記試験　60点以上を合格とします 
澄川幸志：筆記試験　60点以上を合格とします 
高橋康幸：筆記試験　60点以上を合格とします 
山内寿子：筆記試験　60点以上を合格とします 
最終的に総合評価を行い、60点以上を合格基準とします。 
再試験は行いませんので、最終評価における不合格者は再履修となり
ます。 

(23)授業形式 講義

(24)授業形態・授業
⽅法

野坂大喜：講義形式　スライド・配布プリントにて行います 
野戸結花：講義形式　スライド・配布プリントにて行います  
吉田英樹：講義形式　スライド・配布プリントにて行います  
澄川幸志：講義形式　スライド・配布プリントにて行います  
高橋康幸：講義形式　スライド・配布プリントにて行います  
山内寿子：講義形式　スライド・配布プリントにて行います

(25)留意点・予備知
識

本科目はオムニバス科目であり、各担当教員が授業最後に試験あるい
はレポート課題等の提出を求めます。 
半数以上の担当教員が1回のみの講義となりますので、すべての講義を
受講することが必要です。 
病気などでやむを得ず欠席する場合は担当教員への連絡と対応方法に
ついて必ず問い合わせを行ってください。

(26)オフィスアワー 各教員にメールにて問い合わせのこと。 

(27)Eメールアドレ
ス・HPアドレス

野坂大喜：hnozaka@hirosaki-u.ac.jp
野戸結花：noto@hirosaki-u.ac.jp
吉田英樹：ptyoshi@hirosaki-u.ac.jp



澄川幸志：ot_sumi@hirosaki-u.ac.jp
高橋康幸：ytaka3@hirosaki-u.ac.jp

(28)その他 講師都合により順番が入れ替わる場合がありますが、その場合第1回目
に改めて変更の有無をお知らせします。 



医学部保健学科　検査技術科学専攻

(1)整理番号 24

(2)区分番号 24

(3)科⽬種別 医学部保健学科検査技術科学専攻

(4)授業科⽬名〔英
⽂名〕

内科学Ⅰ　(Internal Medicine Ⅰ)

(5)対象学年 3

(6)必修・選択 必修

(7)単位 2

(8)学期 前期

(9)曜⽇・時限 水曜日５・６時限

(10)担当教員（所
属）

丹藤雄介

(11)地域志向科⽬ -
(12)難易度（レベ
ル） レベル2

(13)対応するＣＰ/
ＤＰ CP・DP　１　⾒通す⼒　　CP・DP　２　解決していく⼒

(14)授業としての具
体的到達⽬標

〇臨床検査技師国家試験出題基準の「臨床検査医学総論」に対応した内
容 
〇各内科系疾患の概念，症状，経過，転帰などの臨床的事項を十分把握
することで，必要とされる臨床検査の意義を理解する

(15)授業の概要
臨床検査技師が理解しておくべき疾患群を各時間数項目取り上げて①成
因，②病態生理，③症状，④身体所見，⑤臨床検査所見，⑥診断，⑦治
療，⑧経過，⑨予後について解説する 

(16)授業の内容予定

第１回　医学概論 
第２回　代謝・栄養障害 
第３回　内分泌疾患 
第４回　消化器疾患 
第５回　肝・胆・膵疾患 
第６回　循環器疾患（１） 
第７回　循環器疾患（２） 
第８回　呼吸器疾患 
第９回　腎・尿路・男性生殖器疾患 
第１０回　血液・造血器疾患 
第１１回　感染症 
第１２回　アレルギー疾患 
第１３回～第１５回　進行度調整 
第１６回　期末試験 

(17)準備学習（予
習・復習）等の内容

教科書を中心に予習

(18)学問分野1(主学
問分野)

内科学⼀般関連

(18)学問分野2(副学
問分野)

社会医学関連



(18)学問分野3(副学
問分野)

-

(19)実務経験のある
教員による授業科⽬
について

実務教員

(20)教材・教科書 最新臨床検査学講座　臨床医学総論／臨床検査医学総論　（編）奈良信
雄　他，医師薬出版

(21)参考⽂献 病気が見えるシリーズ（医療情報科学研究所）

(22)成績評価⽅法及
び採点基準

〇授業は，すべて出席することが前提となっており，出席が全体の授業
回数の 3 分の 2 に満たない者には，不可(0～59 点)の評価を与えるこ
とになっています 
〇授業への参加度10％,学期末試験60％,ノート作成状況10％，提出レポ
ート20％とし，合計60％以上で単位を認定する 

(23)授業形式 講義

(24)授業形態・授業
⽅法

板書とスライドおよび配布資料で進行しますので，ノートを用意．学習
状況をチェックし，内科IIの講義へと進むために，内科Iのノートは試験
終了時に一度提出してもらいます 

(25)留意点・予備知
識

〇2/3以上（10回以上）出席しなければ期末試験受験資格なし（Ｈ28履修
案内参照） 
〇代返，途中退室が判明した場合はその日の講義の出席にカウントしな
い 
〇授業中の私語，携帯やスマホ使用（マナーモードは可，メールのやり
取り禁）は慎むこと 
〇状況によっては退出とする 

(26)オフィスアワー 月・金曜日10：00-12：00　（予約必要です，メールで連絡してくださ
い）

(27)Eメールアドレ
ス・HPアドレス

ytando@hirosaki-u.ac.jp

(28)その他 なし



医学部保健学科　検査技術科学専攻

(1)整理番号 25

(2)区分番号 25

(3)科⽬種別 医学部保健学科検査技術科学専攻

(4)授業科⽬名〔英⽂
名〕

尿検査学　(Urinalysis)

(5)対象学年 2

(6)必修・選択 必修

(7)単位 2

(8)学期 前期

(9)曜⽇・時限 木曜日６・７時限

(10)担当教員（所
属）

千葉　満

(11)地域志向科⽬ -
(12)難易度（レベ
ル） レベル2〜3

(13)対応するＣＰ/Ｄ
Ｐ CP・DP　２　解決する⼒

(14)授業としての具
体的到達⽬標

〇尿検査，糞便，髄液，寄生虫の検査に関して測定原理，測定方法，干
渉因子，基準値，臨床的意義を理解する 

(15)授業の概要
尿検査を中心に糞便、髄液、寄生虫の検査法を学習し、関連する疾患の
特徴を把握する。 
また、これらの内容に関係した英語による専門用語の習得を目指す。

(16)授業の内容予定

第1回　尿の基礎知識、尿試験紙、尿検査（尿の一般的性状、混濁尿の
鑑別） 
第2回　尿検査（尿蛋白、尿糖、ケトン体） 
第3回　尿検査（ビリルビン、ウロビリン体） 
第4回　尿検査（ポルフィリン体、フェニルケトン体、アルカプトン、
インジカン、メラノゲン、細菌、白血球、脂肪） 
第5回　尿検査（血尿、血色素尿、5-HIAA、VMA、アスコルビン酸検査、
妊娠検査、乱用薬物スクリーニング検査）、腎機能検査 
第6回　尿沈渣（標本作製法、染色法、鏡検法、赤血球、白血球） 
第7回　尿沈渣（上皮細胞など） 
第8回　尿沈渣（円柱、微生物、塩類結晶、混入物） 
第9回　糞便検査、髄液検査 
第10回　医動物学概論、検査法、中間試験 
第11回　医動物学各論（線虫） 
第12回　医動物学各論（線虫・吸虫） 
第13回　医動物学各論（条虫） 
第14回　医動物学各論（原虫） 
第15回　医動物学各論（原虫・衛生動物） 
第16回　期末試験

(17)準備学習（予
習・復習）等の内容

参考書やインターネットなどから一般検査に関する情報を収集してお
く。 
復習はノートを整理し、配布されたプリント学習や国家試験問題の解答
を行い、授業内容の理解ができたかどうか確認する。

健康科学関連



(18)学問分野1(主学
問分野)
(18)学問分野2(副学
問分野)

内科学⼀般関連

(18)学問分野3(副学
問分野) -

(19)実務経験のある
教員による授業科⽬に
ついて

-

(20)教材・教科書 一般社団法人日本臨床検査技師会編　一般検査技術教本 2017. 
平山謙二編　最新臨床検査学講座　医動物学　医歯薬出版　2016.

(21)参考⽂献

宿谷賢一編　最新臨床検査学講座　一般検査学　医歯薬出版　2016. 
伊藤機一他編　新・カラーアトラス尿検査　医歯薬出版　2004.  
一般社団法人日本臨床検査技師会編　医学検査「J-STAGE尿沈渣特集」
第66巻1号 2017. 
一般社団法人日本臨床検査技師会編　髄液検査技術教本 2015. 
脇田満他編　検査と技術「一般検査ベーシックマスター」第45巻3号 
2017. 
吉田幸雄　著　図解　人体寄生虫学　第8版　南山堂 
池本正生他編　ブルンツェル尿・体液検査　-基礎と臨床-　西村書店　
2007. 
伊藤機一他著　臨床検査技術学9　臨床検査総論　第3版　医学書院　
2003. 
その他として、雑誌「Medical Technology｣ 「検査と技術」

(22)成績評価⽅法及
び採点基準

成績評価は中間試験（50点満点）および期末試験（50点満点）により行
い、合計100点満点中60点以上を合格とする。 60点未満の場合は不合格
となる。 
なお合格には2/3以上の出席が必要であるため、5回欠席した場合は不合
格とする。 
不合格の場合再履修となる。 
再試験の予定はない。

(23)授業形式 講義

(24)授業形態・授業
⽅法

教員による講義を行う。 
必要に応じてプリントを配布する。 
教科書は必ず持参すること。

(25)留意点・予備知
識

予習・復習が必要である。

(26)オフィスアワー 不定期（事前にE-mailで都合を確認すること）

(27)Eメールアドレ
ス・HPアドレス

(E-mailアドレス) mchiba32@hirosaki-u.ac.jp
(HPアドレス) http://www.hs.hirosaki-u.ac.jp/kouhou/hg/web/
(質問に関する連絡先等) 千葉満研究室（D棟3階 D-3-2）

(28)その他 なし



医学部保健学科　検査技術科学専攻

(1)整理番号 26

(2)区分番号 26

(3)科⽬種別 医学部保健学科検査技術科学専攻

(4)授業科⽬名〔英⽂
名〕

尿検査学実習　(Practice of Urinalysis)

(5)対象学年 2

(6)必修・選択 必修

(7)単位 1

(8)学期 前期

(9)曜⽇・時限 木曜日８～１０時限

(10)担当教員（所
属）

○千葉　満，阿部由紀子

(11)地域志向科⽬ -
(12)難易度（レベ
ル） レベル2〜3

(13)対応するＣＰ/Ｄ
Ｐ CP・DP　２　解決する⼒

(14)授業としての具
体的到達⽬標

〇尿検査，尿沈渣，糞便検査，寄生虫検査において，信頼性のある結果
を得るための検査の正しい操作方法，技術を習得する

(15)授業の概要 一般検査に関する基本的な操作方法、使用器具・機器の扱い方を学習す
ると共に、実習レポートを作成し、結果に対する考察力を培う。

(16)授業の内容予定

第1回　実習オリエンテーション（尿検体の取り扱い、マイクロピペッ
ト・実験器具・機器の取り扱い、試薬調製法、比色分析法、検量線の書
き方） 
第2回　尿検査（尿の一般的性状、尿試験紙、混濁尿の鑑別） 
第3回　尿検査（尿蛋白定性・定量試験、微量アルブミン検査、偽陽性
反応） 
第4回　尿検査（尿糖定性・定量試験、ケトン体、ビリルビン、ウロビ
リン体、偽陽性反応） 
第5回　尿検査（血尿、ヘモグロビン尿、ミオグロビン尿、5-HIAA、
VMA、妊娠検査、乱用薬物スクリーニング検査）、腎機能検査計算法 
第6回　尿沈渣標本作製・観察（各自尿、血尿） 
第7回　尿沈渣標本作製・観察（白血球尿、冷蔵保存各自尿） 
第8回　尿沈渣画像判定① 
第9回　尿沈渣画像判定②　 
第10回　糞便検査（便潜血反応）、髄液検査（細胞学的検査、塗抹標本
作製・観察） 
第11回　医動物学標本・虫卵観察、画像判定（線虫） 
第12回　医動物学標本・虫卵観察、画像判定（線虫） 
第13回　医動物学標本・虫卵観察、画像判定（吸虫） 
第14回　医動物学標本・虫卵観察、画像判定（条虫） 
第15回　医動物学標本観察、画像判定（原虫・衛生動物） 
第16回　実習まとめ

(17)準備学習（予
習・復習）等の内容

予習は予め配布された実習マニュアルや教科書を読んで実習方法や注意
点を頭に入れてくる。 
復習は実習マニュアルに書かれてある問題の解答と実習レポートを作成
することにより、内容の理解を深める。



(18)学問分野1(主学
問分野)

健康科学関連

(18)学問分野2(副学
問分野)

内科学⼀般関連

(18)学問分野3(副学
問分野) -

(19)実務経験のある
教員による授業科⽬に
ついて

-

(20)教材・教科書
教員が作成した実習マニュアル 
一般社団法人日本臨床検査技師会編　一般検査技術教本 2017. 
平山謙二編　最新臨床検査学講座　医動物学　医歯薬出版　2016.

(21)参考⽂献

宿谷賢一編　最新臨床検査学講座　一般検査学　医歯薬出版　2016. 
伊藤機一他編　新・カラーアトラス尿検査　医歯薬出版　2004. 
一般社団法人日本臨床検査技師会編　医学検査「J-STAGE尿沈渣特集」
第66巻1号 2017. 
一般社団法人日本臨床検査技師会編　一般検査技術教本 2012. 
一般社団法人日本臨床検査技師会編　髄液検査技術教本 2015. 
脇田満他編　検査と技術「一般検査ベーシックマスター」第45巻3号 
2017. 
吉田幸雄　著　図解　人体寄生虫学　第8版　南山堂 
池本正生他編　ブルンツェル尿・体液検査　-基礎と臨床-　西村書店　
2007. 
伊藤機一他著　臨床検査技術学9　臨床検査総論　第3版　医学書院　
2003. 
その他として、雑誌「Medical Technology｣ 「検査と技術」

(22)成績評価⽅法及
び採点基準

成績評価は実習レポートにより行う。 実習レポートの提出方法と提出
期限は教員の指示に従い厳守すること。守れない場合は減点の対象とす
る。 
各実習レポート点をそれぞれ100点満点とし、全実習レポート点の平均
が60点以上で合格なる。 60点未満の場合は不合格となる。 
レポート未提出の場合は未提出の回を0点とする。実習レポートの再提
出は認めない。 
なお合格には2/3以上の出席が必要であるため、5回欠席した場合は不合
格とする。 不合格の場合再履修となる。 

(23)授業形式 実習

(24)授業形態・授業
⽅法

実習形式

(25)留意点・予備知
識

実習書を前もって読んでくること。 
教科書と実習書は必ず持参すること。 
実習時は白衣を着用すること。 
欠席した場合は教員の指示に従うこと。

(26)オフィスアワー 不定期（事前にE-mailで都合を確認すること）

(27)Eメールアドレ
ス・HPアドレス

(E-mailアドレス) mchiba32@hirosaki-u.ac.jp
(HPアドレス) http://www.hs.hirosaki-u.ac.jp/kouhou/hg/web/
(質問に関する連絡先等) 千葉満研究室（D棟3階 D-3-2）

(28)その他 なし



医学部保健学科　検査技術科学専攻

(1)整理番号 27

(2)区分番号 27

(3)科⽬種別 医学部保健学科検査技術科学専攻

(4)授業科⽬名〔英⽂名〕 神経・筋・感覚機能検査学（Nerve,Muscle,Sensory function）

(5)対象学年 3

(6)必修・選択 必修

(7)単位 2

(8)学期 前期

(9)曜⽇・時限 木曜日１・２時限

(10)担当教員（所属） ○宮崎健祐（学外非常勤），高畑先生（学内非常勤），鈴木幸彦
（学内非常勤），上里涼子（学内非常勤），齋藤陽子

(11)地域志向科⽬ -
(12)難易度（レベル） レベル3
(13)対応するＣＰ/ＤＰ CP・DP　１　⾒通す⼒　　CP・DP　２　解決していく⼒
(14)授業としての具体的
到達⽬標

〇各検査の目的と検査方法の原理を理解する

(15)授業の概要 生理機能検査の内、神経・筋機能検査、感覚機能検査、磁気共鳴画
像検査ついて解説する。

(16)授業の内容予定

 第1回 ＭＲＩ検査（齋藤陽子） 
 第2回 ＭＲＩ検査（齋藤陽子） 
 第3回 ＭＲＩ検査（齋藤陽子） 
 第4回 筋電図検査（上里涼子） 
 第5回 筋電図検査（上里涼子） 
 第6回 脳波検査（宮﨑健佑） 
 第7回 脳波検査（宮﨑健佑） 
 第8回 脳波検査（宮﨑健佑） 
 第9回 脳波検査（宮﨑健佑） 
 第10回 脳波検査（宮﨑健佑） 
 第11回 眼底写真検査（鈴木幸彦） 
 第12回 眼底写真検査（鈴木幸彦） 
 第13回 平衡機能検査（高畑淳子） 
 第14回 平衡機能検査（高畑淳子） 
 第15回 平衡機能検査（高畑淳子） 
 第16回 試験

(17)準備学習（予習・復
習）等の内容

復習を重視し、疑問点を放置しないこと。

(18)学問分野1(主学問分
野)

神経科学関連

(18)学問分野2(副学問分
野) ⽣体の構造と機能関連

(18)学問分野3(副学問分
野) -

(19)実務経験のある教員
による授業科⽬について

実務教員



(20)教材・教科書 必要に応じてプリントを配布する。

(21)参考⽂献 なし。

(22)成績評価⽅法及び採
点基準

各検査毎に100点満点の試験を行い、60点以上を合格とする。全て
の試験を合格した上で、平均点を評価点とする。

(23)授業形式 講義

(24)授業形態・授業⽅法 オムニバス形式で行う。

(25)留意点・予備知識 オムニバス形式で実施するので、欠席しないこと。 
開講時間が固定しないため、別途講義予定表を配布する。

(26)オフィスアワー 部局外の教員が担当しているため、講義時間を利用してアポイント
をとること。

(27)Eメールアドレス・
HPアドレス

ttakeo@hirosaki-u.ac.jp

(28)その他 なし。



医学部保健学科　検査技術科学専攻

(1)整理番号 28

(2)区分番号 28

(3)科⽬種別 医学部保健学科検査技術科学専攻

(4)授業科⽬名〔英⽂名〕 核医学検査技術学　(Nuclear Medicine Technology)

(5)対象学年 3

(6)必修・選択 必修

(7)単位 1

(8)学期 前期

(9)曜⽇・時限 木曜日３・４時限

(10)担当教員（所属） 高橋康幸

(11)地域志向科⽬ -
(12)難易度（レベル） レベル1〜2
(13)対応するＣＰ/ＤＰ CP・DP　１　⾒通す⼒　　CP・DP　３　学び続ける⼒

(14)授業としての具体的到達⽬
標

〇核医学検査の原理と放射線診療における位置づけを説明で
きる 
〇核医学検査（in vitro）を説明できる 
〇新しい放射性医薬品の利用など継続した学習により見識の
拡大が図れる 

(15)授業の概要 診療用放射性同位元素を用いた生体機能情報の放射線診療に
おける位置づけを理解する。 

(16)授業の内容予定

第１回　核医学検査技術概論 
第２回　放射線測定器 
第３回　ＤＳＡ・ＲＲＡ・ＣＰＢＡ 
第４回　ＲＩＡ 
第５回　ＩＲＭＡ 
第６回　核医学検査（in vivo） 
第７回　ＰＥＴ 
第８回　内用療法 
+期末試験１回

(17)準備学習（予習・復習）等
の内容

事前にプリントを配布する

(18)学問分野1(主学問分野) 健康科学関連
(18)学問分野2(副学問分野) -
(18)学問分野3(副学問分野) -
(19)実務経験のある教員による
授業科⽬について 実務教員

(20)教材・教科書 プリントを適宜に配布する

(21)参考⽂献 臨床検査学講座　放射性同位元素検査技術学　2018年　医歯
薬出版株式会社

(22)成績評価⽅法及び採点基準 “授業への参加度 10％”・“試験 90％”の総合評価で行う

(23)授業形式 講義

(24)授業形態・授業⽅法 講義



(25)留意点・予備知識 特になし

(26)オフィスアワー 水曜日

(27)Eメールアドレス・HPアド
レス

ytaka3

(28)その他 特になし



医学部保健学科　検査技術科学専攻

(1)整理番号 29

(2)区分番号 29

(3)科⽬種別 医学部保健学科検査技術科学専攻

(4)授業科⽬
名〔英⽂
名〕

感染制御学　(Infection Control)

(5)対象学年 3

(6)必修・選
択

必修

(7)単位 1

(8)学期 前期

(9)曜⽇・時
限

木曜日３・４時限

(10)担当教
員（所属）

○伊藤巧一，藤岡美幸

(11)地域志
向科⽬ -

(12)難易度
（レベル）

レベル3

(13)対応す
るＣＰ/ＤＰ

CP・DP　１　⾒通す⼒　　CP・DP　２　解決していく⼒

(14)授業と
しての具体
的到達⽬標

〇これまで人類が経験してきた感染症の歴史からどのような社会的防御システム
が構築されてきたかを理解する（見通す力） 
○今後どのような感染防御システムが必要かを理解する（解決する力） 
〇病原微生物を分離した場合，あるいは感染症の発生が予測される場合に検査結
果についてどのような意義があるのか，またその病原体の感染予防対策について
理解する（見通す力）

(15)授業の
概要

〇感染症の歴史と感染症に対する社会的防御システム（検疫制度）の確立につい
ての学識を得る 
〇各種感染症の病態を理解し感染予防のための社会的なシステムについて理解す
る

(16)授業の
内容予定

第1～4回（伊藤），第5～8回（藤岡）によるオムニバス授業である 

第1回　病気の歴史（世界）：社会背景との関連性を考察する　  
第2回　病気の歴史（日本）：社会背景との関連性を考察する 
第3回　感染症から学んだ予防策（検疫制度の確立）を理解する 　 
第4回　感染症の今後の課題について考える　 
第5回　人畜共通寄生虫症は増加傾向にあるため，その制御法を考察する　 
第6回　感染症発生情報：臨床検査で検出された病原体，主に下痢原性病原体の
病態を復習し，食品衛生法、感染症法等での理解を深める 
第7回　感染疫学調査：病原微生物の感染源および感染経路調査の実地法をサル
モレラ属菌，エルシニア属菌，ビブリオ属菌を例に感染疫学について理解を深め
る 
第8回　食品媒介感染症のアクティブサーベイランス：WHOで推進している
FoodNetを例に，感染予防のために実施すべき動向調査について理解を深める



(17)準備学
習（予習・
復習）等の
内容

講義前に教科書で必ず予習を行なう。講義後は配布されたプリントやノートで復
習を行なう事が必要である。　

(18)学問分
野1(主学問
分野)

感染・免疫学関連

(18)学問分
野2(副学問
分野)

-

(18)学問分
野3(副学問
分野)

-

(19)実務経
験のある教
員による授
業科⽬につ
いて

-

(20)教材・
教科書

プリントを配布する。　

(21)参考⽂
献

特に指定しない。　 
図書館で興味のある本を見つけて読むこと。　

(22)成績評
価⽅法及び
採点基準

成績評価は各担当者毎に行う。評価は「授業への参加度30％」と「期末筆記試験
70％」を合わせて100点満点で評価し，2名の教員の平均点を算出する。算出した
平均得点が60点以上を合格とする。60点未満の場合は不合格となる。尚，合格に
は3分の2以上の出席が必要であるため，3回欠席した場合は上記評価の結果にか
かわらず不合格とする。不合格の場合は再履修となる。再試験の予定はない。　

(23)授業形
式 講義

(24)授業形
態・授業⽅
法

CDと討論形式

(25)留意
点・予備知
識

ノートを執るように心掛ける。　

(26)オフィ
スアワー

伊藤巧一：随時 
藤岡美幸：随時

(27)Eメー
ルアドレ
ス・HPアド
レス

伊藤巧一：(E-mailアドレス)kohito@hirosaki-u.ac.jp
　　　　　(質問に関する連絡先等)D-5-2研究室またはE棟2F（プロジェクト実験
室2） 
藤岡美幸：(E-mailアドレス)mfujioka@hirosaki-u.ac.jp
　　　　　(質問に関する連絡先等)D-5-3研究室 
(ホームページアドレス)http://www.mt.hirosaki-u.ac.jp/

(28)その他 特になし



医学部保健学科　検査技術科学専攻

(1)整理番号 30

(2)区分番号 30

(3)科⽬種別 医学部保健学科検査技術科学専攻

(4)授業科⽬名〔英
⽂名〕

臨床生理学実習　(Practice of Clinical Physiology)

(5)対象学年 3

(6)必修・選択 必修

(7)単位 1

(8)学期 前期

(9)曜⽇・時限 木曜日５～７時限

(10)担当教員（所
属）

○武尾照子，山内可南子

(11)地域志向科⽬ -
(12)難易度（レベ
ル） レベル2〜3

(13)対応するＣＰ/
ＤＰ CP・DP　１　⾒通す⼒　　CP・DP　２　解決していく⼒

(14)授業としての
具体的到達⽬標

○以下の生理機能検査の目的を理解し，実施方法を習得した上で，結果を
判読できる力を修得する 
　　・12誘導心電図，マスター負荷心電図，ホルター心電図 
　　・スパイロメータを用いた換気機能検査 
　　・心臓および腹部臓器の超音波検査 
　　・濾紙ディスク法による味覚検査 
○脳波電極の装着法と脳波計の基本的な操作を習得する濾紙ディスク法に
よる味覚検査

(15)授業の概要

○生理機能検査の内，心電図，脳波記録および呼吸機能検査，超音波（心
臓・腹部）検査，味覚検査を互いに検者，被検者となり行うことにより，
講義で学んだ知識を再確認すると共に， 
正確な検査結果を得るための技術を学ぶ 
○6～8名の小グループで，5検査8項目の生理機能検査ローテーション制で
実施する 
○最後に、総まとめとしてロールプレイを実施する

(16)授業の内容予
定

○ガイダンス（1回） 
○心電図検査（3回）：12誘導心電図，運動負荷心電図，Holter心電図 
○超音波検査（3回）：心エコー，腹部（肝・胆嚢・膵臓・腎臓・脾臓） 
○呼吸機能検査（1回）：肺気量分画，flow-volume曲線，MVV 
○脳波検査（2回）：電極装着法，脳波記録（安静時・賦活時） 
○味覚検査（1回）：濾紙ディスク法 
○生理検査時のSPを活用したロールプレイ （1回） 
○自習（3回） 
○試験

(17)準備学習（予
習・復習）等の内容

○事前に配布の実習用プリントを熟読し，実習内容を把握しておくこと 
○実習レポートは各検査ごとに，終了後，一週間以内に提出すること 
○1単位取得のためには予習・復習を含めて45時間の学習が必要です

(18)学問分野1(主
学問分野) ⽣体の構造と機能関連



(18)学問分野2(副
学問分野)

神経科学関連

(18)学問分野3(副
学問分野)

内科学⼀般関連

(19)実務経験のあ
る教員による授業科
⽬について

-

(20)教材・教科書 「臨床生理学実習概要」（配布）

(21)参考⽂献 生理機能検査学（医歯薬出版）

(22)成績評価⽅法
及び採点基準

○実習レポート（50％）および記述試験（50％）で評価する 
○提出されたレポートは3段階で評価し，記述試験は60点を合格基準とす
る。それぞれを点数化し，100点満点で評価する 
○レポートは再提出を求めることがある

(23)授業形式 実習

(24)授業形態・授
業⽅法

○1項目をグループで実施する 
○個別にデータを記録する場合とグループで1データを得る場合がある
が，レポートは各自で作成提出すること

(25)留意点・予備
知識

○臨床生理学および臨床生理学演習で学んだ知識を駆使して，実習を行う
こと 
○知識の確認と発展に努めること 
○レポート提出期限を厳守すること

(26)オフィスアワ
ー

○保健学研究科D棟2階（D-2-12) 
○随時（あらかじめメール等で連絡ください）

(27)Eメールアドレ
ス・HPアドレス

○武尾照子：ttakeo@hirosaki-u.ac.jp
○山内可南子：kanako.8@hirosaki-u.ac.jp

(28)その他 なし



医学部保健学科　検査技術科学専攻

(1)整理番号 31

(2)区分番号 31

(3)科⽬種別 医学部保健学科検査技術科学専攻

(4)授業科⽬名〔英⽂
名〕

細胞診断学演習（前期）（Cytology, Seminar part1）

(5)対象学年 3

(6)必修・選択 選択

(7)単位 2

(8)学期 前期

(9)曜⽇・時限 木・金曜日９・１０時限

(10)担当教員（所属） ○渡邉　純，吉岡治彦，堀江香代

(11)地域志向科⽬ -
(12)難易度（レベル） レベル2
(13)対応するＣＰ/Ｄ
Ｐ

CP・DP　２　解決していく⼒

(14)授業としての具体
的到達⽬標

〇 細胞の見方とスクリーニングの基本を習得する 

(15)授業の概要
細胞の形態、細胞像と組織像の対比、細胞の見方など細胞診の基本的
な見方、スクリーニングの基本についてスライドを見ながらを学習す
る。 

(16)授業の内容予定

詳細日程はオリエンテーション時に提示する。 

以下の内容を、30回にわたり渡邉、吉岡、堀江が分担して演習を行
う。 

＜内容＞ 
総論 
・細胞診基礎 
細胞病変のスクリーニングと細胞の見方についてスライドを用いて演
習する。 

各論 
以下の各臓器の細胞の見方についてパワーポイントスライドを用いて
演習する。 
・婦人科 
・呼吸器 
・消化器 
・泌尿器 
・乳腺 
・甲状腺 
・非上皮 
・体腔液 
・スクリーニング 

最終回に期末試験を行う。

(17)準備学習（予習・
復習）等の内容

正常と組織病理学を理解していないと細胞診は理解できないので、解
剖学、組織学、生理学、病理学などの知識を復習して講義に臨むこと
が望まれる。 



(18)学問分野1(主学
問分野)

病理病態学関連

(18)学問分野2(副学
問分野)

-

(18)学問分野3(副学
問分野) -

(19)実務経験のある教
員による授業科⽬につ
いて

実務教員

(20)教材・教科書 パワーポイント資料 。

(21)参考⽂献 坂本穆彦編集、細胞診を学ぶ人のために第5版　医学書院､ 2011   

(22)成績評価⽅法及び
採点基準

平常評価（演習の解答内容）：20％ 
期末評価（期末試験）：80％ 
上記を合算して最終的な成績評価を行う。

(23)授業形式 演習

(24)授業形態・授業⽅
法

教科書とパワーポイントを用いて行う。 

(25)留意点・予備知識 解剖学、組織学、生理学、病理学および細胞診断学講義をしっかり復
習しておくこと。 

(26)オフィスアワー 平日の昼休み（11：50-12：40）。

(27)Eメールアドレ
ス・HPアドレス

watajun@hirosaki-u.ac.jp

(28)その他 なし。



医学部保健学科　検査技術科学専攻

(1)整理番号 32

(2)区分番号 32

(3)科⽬種別 医学部保健学科検査技術科学専攻

(4)授業科⽬名〔英
⽂名〕

臨床検査総合演習 I　(Clinical Laboratory Practice General 1)

(5)対象学年 4

(6)必修・選択 選択

(7)単位 1

(8)学期 前期

(9)曜⽇・時限 木曜日１・２時限

(10)担当教員（所
属）

検査技術科学専攻教員

(11)地域志向科⽬ -
(12)難易度（レベ
ル） レベル3

(13)対応するＣＰ/
ＤＰ CP・DP　１　⾒通す⼒　　CP・DP　２　解決していく⼒

(14)授業としての
具体的到達⽬標

〇国家試験問題を中心に演習形式で行い，臨床検査各項目についての理解
を一層深める（見通す力） 
〇臨床検査技師として，臨床検査各項目についての基本的技能を体得する
（解決していく力）

(15)授業の概要 〇オムニバス形式で臨床検査に関する病因・病態・機能的変化を総合的に
学ぶ。

(16)授業の内容予
定

第 1回 臨床化学（七島直樹） 
第 2回 臨床化学（七島直樹） 
第 3回 臨床化学（七島直樹） 
第 4回 病理組織細胞学（堀江香代） 
第 5回 病理組織細胞学（渡邉　純） 
第 6回 病理組織細胞学（渡邉　純） 
第 7回 病理組織細胞学（吉岡治彦） 
第 8回 臨床血液学（高見秀樹） 
第 9回 臨床血液学（高見秀樹） 
第10回 臨床血液学（高見秀樹） 
第11回 臨床免疫学・抗原、抗体、補体（伊藤巧一） 
第12回 臨床免疫学・異常血清蛋白、アレルギー、感染症（伊藤巧一） 
第13回 臨床免疫学・輸血（伊藤巧一） 
第14回 栄養代謝学（中村敏也） 
第15回 栄養代謝学（中村敏也） 
第16回 衛生・公衆衛生学（未定）

(17)準備学習（予
習・復習）等の内容

予習では教科書、筆記したノートをしっかり読み、何がわからないか自覚
しておくこと。授業でその問題を解決し、復習では過去の国家試験問題を
解くことで理解出来たかをチェックする。

(18)学問分野1(主
学問分野)

分⼦レベルから細胞レベルの⽣物学関連

(18)学問分野2(副
学問分野) 細胞レベルから個体レベルの⽣物学関連



(18)学問分野3(副
学問分野)

病理病態学関連

(19)実務経験のあ
る教員による授業科
⽬について

実務教員

(20)教材・教科書 教員ごとにプリントを配布する。

(21)参考⽂献 教員ごとにプリントを配布する。

(22)成績評価⽅法
及び採点基準

平常評価（演習への参加度、小テストなど）を基に成績を評価する。 
合計得点が60点に達しない場合は不合格（再履修）とする。

(23)授業形式 演習

(24)授業形態・授
業⽅法

配布プリント、スライト等を利用し、演習形式で行う

(25)留意点・予備
知識

今までの総まとめとして知識の確認をしっかり行う。

(26)オフィスアワ
ー

下記にメールし、予約を取ってください。

(27)Eメールアドレ
ス・HPアドレス

七島直樹：nnaoki@hirosaki-u.ac.jp
渡邉　純：watajun@hirosali-u.ac.jp
吉岡治彦：yoshioka@hiroaki-u.ac.jp
堀江香代：k-horie@hirosaki-u.ac.jp
高見秀樹：takami@hirosaki-u.ac.jp
伊藤巧一：kohito@hirosaki-u.ac.jp
中村敏也：toshiyan@hirosaki-u.ac.jp

(28)その他 特になし



医学部保健学科　検査技術科学専攻

(1)整理番号 33

(2)区分番号 33

(3)科⽬種別 医学部保健学科検査技術科学専攻

(4)授業科⽬名〔英⽂名〕 臨床生理学　(Clinical Physiology)

(5)対象学年 2

(6)必修・選択 必修

(7)単位 2

(8)学期 前期

(9)曜⽇・時限 金曜日１・２時限

(10)担当教員（所属） 武尾照子

(11)地域志向科⽬ -
(12)難易度（レベル） レベル3
(13)対応するＣＰ/ＤＰ CP・DP　２　解決していく⼒　CP・DP　３　学び続ける⼒

(14)授業としての具体的
到達⽬標

○各心電図検査の目的と導出法，検査時の注意点について修得す
る 
○心疾患での代表的心電図所見を理解し，心電図所見から疾患を
推測する力を修得する 
○1心周期間の心内圧変化と心音の成因との関連を理解する 
○過剰心音，心雑音を発生する原因疾患について理解する

(15)授業の概要
○各生理機能検査において正確な検査結果を得るために，その原
理と検査法の実際を正しく理解する必要がある 
○臨床生理学においては主に循環機能検査について，検査法およ
び結果の判読法を学習する

(16)授業の内容予定

第１回：ガイダンス・生理機能検査・心電図とは 
第２回：心電図の成立機序・心電図検査の実際 
第３回：心電計・正常心電図・疾患の心電図（総論Ⅰ） 
第４回：疾患の心電図（総論Ⅱ） 
第５回：運動負荷心電図 
第６回：その他心電図：ホルター心電図・加算平均心電図他 
第７回：グループ発表：調律異常（興奮発生異常） 
第８回：グループ発表：調律異常（興奮伝達異常） 
第９回：グループ発表：波形異常（心肥大・電解質異常他） 
第10回：グループ発表：波形異常（虚血性心疾患他） 
第11回：心電図のまとめと演習 
第12回：心音図検査：正常心音と過剰心音 
第13回：心音図検査：心雑音 
第14回：脈管疾患検査：ABI・TBI・PWV 
第15回：脈管疾患検査：容積脈波・FMD 
第16回：試験

(17)準備学習（予習・復
習）等の内容

事前に提示した資料を参考に受講準備をするとともに，講義終了
後は，復習し，疑問点を随時解消するように努めること

(18)学問分野1(主学問分
野) ⽣体の構造と機能関連

(18)学問分野2(副学問分
野)

内科学⼀般関連

-



(18)学問分野3(副学問分
野)
(19)実務経験のある教員
による授業科⽬について

-

(20)教材・教科書 臨床機能検査講座：生理機能検査学　（大久保善朗　他），医歯
薬出版

(21)参考⽂献 なし

(22)成績評価⽅法及び採
点基準

○2/3以上の出席をもって評価の対象とする 
○グループ学習時の内容・発言（20％）および筆記試験（80％）
の成績を考慮して評価する 
○筆記試験で60点を越えることを単位取得の条件とする 

(23)授業形式 講義

(24)授業形態・授業⽅法 講義形式およびグループでの学習発表

(25)留意点・予備知識
○人体機能学の知識が必要です 
○使用機器の構成，取り扱いについては医用情報機器工学と関連
があります

(26)オフィスアワー ○保健学研究科D棟2階（D-2-12) 
○随時（あらかじめメール等で連絡ください）

(27)Eメールアドレス・
HPアドレス

ttakeo@hirosaki-u.ac.jp

(28)その他 なし



医学部保健学科　検査技術科学専攻

(1)整理番号 34

(2)区分番号 34

(3)科⽬種別 医学部保健学科検査技術科学専攻

(4)授業科⽬名〔英
⽂名〕

微生物学総論　(Intoduction to Microbiology)

(5)対象学年 2

(6)必修・選択 必修

(7)単位 2

(8)学期 前期

(9)曜⽇・時限 金曜日３・４時限

(10)担当教員（所
属）

藤岡美幸

(11)地域志向科⽬ -
(12)難易度（レベ
ル） レベル2

(13)対応するＣＰ/
ＤＰ CP・DP　１　⾒通す⼒　　CP・DP　２　解決していく⼒

(14)授業としての
具体的到達⽬標

〇微生物学的検査を深く理解するために,微生物学の学問的範囲とその発
展,そして微生物の全体的な諸性質を把握し,その予防方法を理解し他者
へ説明ができるよう修得する

(15)授業の概要
微生物学の概要をpptで示しながら、実習と連動して微生物検査の重要な
点が確実に理解できるように、時間毎に課題を与えてモチベーションを
高める

(16)授業の内容予
定

第1回：実習対応講義：微生物の分類と生物学的性質 
第2回：実習対応講義：細菌の培養法と染色法 
第3回：微生物学の進展と細菌の構造 
第4回：細菌の増殖と代謝 
第5回：微生物の遺伝形質の伝達と遺伝子診断 
第6回：滅菌・消毒法 
第7回：化学療法とワクチン 
第8回：化学療法薬の作用機作 
第9回：薬剤耐性 
第10回：感染防御法 
第11回：細菌叢 
第12回：免疫の機作 
第13回：感染症の意味と感染経路 
第14回：標準予防策と廃棄物処理 
第15回：再興・新興感染症と院内感染 
第16回：試験

(17)準備学習（予
習・復習）等の内容

授業前に教科書の該当部位を読了し、次回講義までに前回分と次回該当
部位をまとめて読了するとともに、内容をノートに整理すること

(18)学問分野1(主
学問分野)

感染・免疫学関連

(18)学問分野2(副
学問分野) -



(18)学問分野3(副
学問分野)

-

(19)実務経験のあ
る教員による授業科
⽬について

実務教員

(20)教材・教科書 臨床微生物学　松本哲哉　 
医歯薬出版株式会社 

(21)参考⽂献 吉田眞一、柳雄介：「戸田新細菌学」、南山堂

(22)成績評価⽅法
及び採点基準

成績評価は「授業への参加度20％」と「筆記試験80％」を合わせて100点
満点で評価し、60点以上を合格とする。 
60点未満の場合は不合格となる 
合格には3分の2以上の出席が必要であるため、5回欠席した場合は上記評
価の結果にかかわらず不合格とする 
不合格の場合は再履修となる 
再試験の予定はない

(23)授業形式 講義

(24)授業形態・授
業⽅法

pptを用いた講義と質疑応答を多用する

(25)留意点・予備
知識

教科書を事前に読了すること

(26)オフィスアワ
ー

随時

(27)Eメールアドレ
ス・HPアドレス

(Eメールアドレス) mfujioka@hirosaki-u.ac.jp
(質問に関する連絡先等) D-5-3研究室 
(HPアドレス) http://www.mt.hirosaki-u.ac.jp/

(28)その他 特になし



医学部保健学科　検査技術科学専攻

(1)整理番号 35

(2)区分番号 35

(3)科⽬種別 医学部保健学科検査技術科学専攻

(4)授業科⽬名〔英
⽂名〕

医用情報機器工学実習（Medical Information Technology 
Engineering）

(5)対象学年 2

(6)必修・選択 必修

(7)単位 1

(8)学期 前期

(9)曜⽇・時限 金曜日５～７時限

(10)担当教員（所
属）

野坂大喜

(11)地域志向科⽬ -
(12)難易度（レベ
ル） レベル2

(13)対応するＣＰ/
ＤＰ CP・DP　１　⾒通す⼒　　CP・DP　２　解決していく⼒

(14)授業としての具
体的到達⽬標

○医用機器の特性について実験を通して確認するとともに,生体に対する
安全性をどのように担保するのかを理解する 
○直流回路、交流回路の特性を理解する 
○各種生体計測機器の使用方法と特性を理解する 
○生体記録におけるフィルター回路・増幅回路の特性を理解する 
○生体デジタルデータ処理技術について理解する 
○臨床生理学分野において安心・安全な医療を提供するとともに,正確な
医療データを取得するために各種電気電子回路の特性を踏まえて検査機
器を取捨選択し, 
生体測定上の限界について学識を得る

(15)授業の概要

医用工学は、工学において発展した技術、手法、考え方、機器などを医
学に取入れて、診療、健康管理、病気の予防、基礎医学などに役立たせ
ようとする学問です。 
生体の計測や記録においては生体の特性とセンサーの特性を理解した上
で、患者に対して安全に使用することが求められます。 
各種検査機器および情報機器を取り扱うために必要な電磁気，情報通
信，および電気・ 電子工学の基礎的な事柄について実習を通して学習し
理解を深めます。

(16)授業の内容予定 授業は2グループに別れて行います。 
オリエンテーションを1回、電気電子工学に関する実習を11回、医用情報
処理学に関する実習3回の計15回で構成されます。 
実習テーマは以下の通りです。 

日　程  　　　　　   A　group   　　　　　　B　group 
第01回(04/12)　オリエンテーション      オリエンテーション 
第02回(04/19)　オシロスコープの基礎　  デジタルマルチメータ 
第03回(04/26)　デジタルマルチメータ　　オシロスコープの基礎 
第04回(05/10)　ダイオードの特性　　　　CR回路 
第05回(05/17)　整流回路　　　　　      サーミスタの特
性　　　　　　　          
第06回(05/24)　CR回路　　　　　　　　　ダイオードの特性       
第07回(05/31)  サーミスタの特性  　　　整流回路 



第08回(06/07)　フォトセンサーの特性　　オペアンプ１　 
第09回(06/14)  トランジスタ　　　　　　オペアンプ２　 
第10回(06/21)  電界効果型トランジスタ　フォトセンサーの特性 
第11回(06/28)  オペアンプ１　　　　　　トランジスタ 
第12回(07/05)  オペアンプ２　　　　　　電界効果型トランジスタ 
第13回(07/12)  医療技術者のためのプログラミング1　　　　　 
第14回(07/19)　医療技術者のためのプログラミング2　　　　　　 
第15回(07/26)  医療技術者のためのプログラミング3 
第16回(08/02)  期末試験 

詳細な内容については第1回目から15回目までの実習書に記載しますの
で、 
http://www.mt.hirosaki-u.ac.jp/hp1/
から実習書をダウンロードしてください。

(17)準備学習（予
習・復習）等の内容

医用情報機器工学概論について再度復習の上、受講すること。 
シミュレータについては購入書籍付録として添付されているソフトウェ
アを利用するので、 
自宅学習・レポート作成の際に利用すること。

(18)学問分野1(主
学問分野) 情報科学関連

(18)学問分野2(副
学問分野) 情報⼯学関連

(18)学問分野3(副
学問分野)

⼈間医⼯学関連（医学）

(19)実務経験のある
教員による授業科⽬
について

実務教員

(20)教材・教科書 LT SPICE入門編　CQ出版社 
その他　実習書を配布します  

(21)参考⽂献

臨床工学講座　医用電気工学1 
臨床工学講座　医用電気工学2 
臨床工学講座　医用情報処理工学 
臨床工学講座　医用電子工学 
臨床工学講座　生体計測装置学 
臨床工学講座　医用機器安全管理学  

(22)成績評価⽅法及
び採点基準

・3分の2以上の出席が必要です。規定出席回数に満たない者は不合格と
します。 
・成績評価は提出課題(30%)と期末試験(70%)をもって100点満点で総合評
価します。 
・原則として60点以上を合格基準とします。 
・再試験は行いません。不合格の場合は再履修となります。 
・課題提出物はA～D判定までで判定し、各回ともC判定以上を合格としま
す。 
・試験は100点満点で行い60点以上を合格とします。 
・各評価項目において60点以上が合格基準です。  
・実習は基本的にグループで行うため遅刻厳禁とし、減点対象としま
す。 

(23)授業形式 実習

(24)授業形態・授業
⽅法

実習・演習形式にて進行します。 
実習はD棟2Fとマルチメディア総合演習室を使用しますので、実験場所を
間違えないこと

(25)留意点・予備知
識

テキストを実習前に良く読んできてください。 
実習マニュアルは下記ホームページよりダウンロードできます。 

(26)オフィスアワー 水曜日　12:00～13:00



(27)Eメールアドレ
ス・HPアドレス

E-mail hnozaka@hirosaki-u.ac.jp
ホームページ　http://www.mt.hirosaki-u.ac.jp/hp1/

(28)その他 なし。



医学部保健学科　検査技術科学専攻

(1)整理番号 36

(2)区分番号 36

(3)科⽬種別 医学部保健学科検査技術科学専攻

(4)授業科⽬名〔英⽂
名〕

病理組織細胞検査学実習　(Experiment Practicum:Pathological 
Cytology)

(5)対象学年 3

(6)必修・選択 必修

(7)単位 1

(8)学期 前期

(9)曜⽇・時限 金曜日１～３時限

(10)担当教員（所
属）

丸山英俊（学外非常勤），未定，未定，○渡邉　純，吉岡治彦，堀江香
代

(11)地域志向科⽬ -
(12)難易度（レベ
ル） レベル3

(13)対応するＣＰ/Ｄ
Ｐ CP・DP　２　解決していく⼒

(14)授業としての具
体的到達⽬標

〇 病理組織細胞検査の基本を理解し，各種検体の病理・細胞診標本の
見方を修得する

(15)授業の概要 病理組織細胞検査学講義と人体病理学実習で学んだ各種疾患の組織細胞
病理学的所見をベースに、病理・細胞診の基本、見方を学習する。

(16)授業の内容予定

未定もあるので、第一回目に詳細な日程を提示する。 

実習は以下の15回とする（順不同） 
・細胞診の基本I　渡邉 
・細胞診の基本II 　渡邉 
・細胞診総論（処理方法や検体採取方法） 八木橋祐弥 
・婦人科領域における細胞診の理論・技術・正常細胞像　丸山英俊 
・ホルモンの影響と細胞診、炎症、びらん、変性　丸山 
・子宮頸癌、子宮体癌、その他の婦人科癌　丸山 
・泌尿器の細胞診　齋藤千世子 
・消化器の細胞診　 田幸司 
・呼吸器の細胞診　檜山美佐江 
・甲状腺の吸引細胞診　奥沢悦子 
・乳腺の細胞診　鳥谷部慎子 
・体腔液の細胞診　八木橋祐弥 
・細胞診標本を顕微鏡で観察し、スケッチを通して疾患と細胞形態との
関連を理解する（渡邉、吉岡、堀江） 
・前回と同様の鏡検案習を行う（渡邉、吉岡、堀江） 
・前回と同様の鏡検案習を行う（渡邉、吉岡、堀江） 

第16回：期末試験 

(17)準備学習（予
習・復習）等の内容

正常と組織病理学を理解していないと細胞診は理解できないので、解剖
学、組織学、生理学、病理学などの知識を復習して講義に臨むことが望
まれる。

病理病態学関連



(18)学問分野1(主学
問分野)
(18)学問分野2(副学
問分野)

-

(18)学問分野3(副学
問分野) -

(19)実務経験のある
教員による授業科⽬に
ついて

実務教員

(20)教材・教科書 資料を配布する｡

(21)参考⽂献 なし。

(22)成績評価⽅法及
び採点基準

平常評価（実習への参加度）：30％ 
期末評価（期末試験、スケッチ内容）：70％ 
上記を合算して最終的な成績評価を行う。

(23)授業形式 実習

(24)授業形態・授業
⽅法

パワーポイント、配布資料を用いた講義と病理・細胞診標本の検鏡によ
る実習を行う。

(25)留意点・予備知
識

実習標本は破損しないように丁寧に取り扱うこと。 
解剖学、組織学、生理学、病理学などの知識を復習しておくこと。  

(26)オフィスアワー 平日昼休み（11：50-12：40）。

(27)Eメールアドレ
ス・HPアドレス

watajun@hirosaki-u.ac.jp

(28)その他 なし。



医学部保健学科　検査技術科学専攻

(1)整理番号 37

(2)区分番号 37

(3)科⽬種別 医学部保健学科検査技術科学専攻

(4)授業科⽬名〔英
⽂名〕

臨床微生物検査学実習（Medical Microbiology, Practice）

(5)対象学年 3

(6)必修・選択 必修

(7)単位 1

(8)学期 前期

(9)曜⽇・時限 金曜日５～７時限

(10)担当教員（所
属）

○藤岡美幸，山内可南子

(11)地域志向科⽬ -
(12)難易度（レベ
ル） レベル3

(13)対応するＣＰ/
ＤＰ CP・DP　１　⾒通す⼒　　CP・DP　３　学び続ける⼒

(14)授業としての具
体的到達⽬標

〇微生物の安全な取り扱い方と検体別検査法を体得し他者への説明も出
来る学識を得る

(15)授業の概要 バイオハザード対策の考え方を十分に取り入れながら各種の病原微生物
を培養して検査方法を体得する

(16)授業の内容予定

第1回：オリエンテーション(藤岡・山内) 
第2回：実習内容説明と各種培地作成 (藤岡・山内) 
第3回：混合菌液の分離培養Ⅰ (藤岡・山内) 
第4回：混合菌液の分離培養Ⅱ (藤岡・山内)　 
第5回：混合菌液の鑑別・同定　(藤岡・山内)　　　 
第6回：擬似便検体の分離培養 (藤岡・山内) 
第7回：擬似便検体の鑑別・同定 (藤岡・山内) 
第8回：擬似咽頭粘液検体の分離培養 (藤岡・山内) 
第9回：予備日(藤岡) 
第11回：Escherichia coliの菌数測定 (藤岡・山内) 
第12回：環境サンプルの培養 (藤岡・山内) 
第13回：分離培養の練習 (藤岡・山内) 
第14回：実技試験 (藤岡・山内) 
第15回：予備日 (藤岡) 
第16回：記述式筆記試験　(藤岡)

(17)準備学習（予
習・復習）等の内容

授業前に実習ノートの該当部位を読了し、次回講義までに前回分と次回
該当部位をまとめて読了するとともに、内容を実習ノートに整理するこ
と

(18)学問分野1(主
学問分野) 感染・免疫学関連

(18)学問分野2(副
学問分野)

-

-



(18)学問分野3(副
学問分野)
(19)実務経験のある
教員による授業科⽬
について

実務教員

(20)教材・教科書 臨床微生物学　松本哲哉　 
医歯薬出版株式会社

(21)参考⽂献 配布マニュアルを中心に行う

(22)成績評価⽅法及
び採点基準

成績評価は「授業への参加度10％」と「筆記試験60％」、「レポートや
実習書等の提出物20%」、「実技試験10%」を合わせて100点満点で評価
し、60点以上を合格とする 
60点未満の場合は不合格となる 
合格には3分の2以上の出席が必要であるため、5回欠席した場合は上記評
価の結果にかかわらず不合格とする 
不合格の場合は再履修となる 
再試験の予定はない 

(23)授業形式 実習

(24)授業形態・授業
⽅法

4名ずつ一組になり実施する 
2日前（水曜日）または前日（木曜日）の昼休みに培養することが多いの
で忘れないようにする

(25)留意点・予備知
識

事前に配布マニュアルを理解しておく 
実験室からの退出時には手指の消毒をする

(26)オフィスアワー 随時

(27)Eメールアドレ
ス・HPアドレス

(Eメールアドレス) mfujioka@hirosaki-u.ac.jp
(質問に関する連絡先等) D-5-3研究室 
(HPアドレス) http://www.mt.hirosaki-u.ac.jp/

(28)その他 なし



第４回　PCR・ゲル作製 

２日目午前（第５～６回　担当：三浦・葛西） 
【遺伝子発現解析②】 
第５回　PCR産物の電気泳動 
第６回　発現量の比較 

２日目午後（第７～８回　担当：三浦・葛西・吉田） 
【細胞遺伝学的被ばく線量評価①】 
第７回　細胞遺伝学的線量評価のガイダンス 
第８回　Mitotic index（MI）の測定 

３日目（第９～12回　担当：三浦・葛西・吉田） 
【細胞遺伝学的被ばく線量評価②】 
第９回　DIC assayによる被ばく線量推定 
第10回　PCC ringの観察 
第11回　PCC assayによる被ばく線量推定 
第12回　Nuclear division index (NDI)の測定 

４日目午前（第13～14回　担当：三浦・葛西・吉田） 
【細胞遺伝学的被ばく線量評価③】 
第13回　MNの観察 
第14回　CBMN assayによる被ばく線量推定 

４日目午後（第15回　担当：三浦・葛西・吉田） 
【まとめ】 
遺伝子発現、染色体異常、細胞周期の実験結果から、放射線被ばくの生物影響を
考察する。

(17)準備
学習（予
習・復習）
等の内容

教養科目「生物学の世界～細胞の基礎生物学」（生物学の基礎２D）、医用生物学
実験、分子生物学実験を復習しておいてください。

(18)学問
分野1(主学
問分野)

健康科学関連

(18)学問
分野2(副学
問分野)

分⼦レベルから細胞レベルの⽣物学関連

(18)学問
分野3(副学
問分野)

-

(19)実務
経験のある
教員による
授業科⽬に
ついて

-

(20)教
材・教科書

実習マニュアルおよび関連資料を配布します。

(21)参考
⽂献

○The molecular biology of the cell. (医学部分館蔵書) 
○Cytogenetic Dosimetry: Applications in Preparedness for and Response to 
Radiation Emergencies（IAEA, 2011）
https://www.iaea.org/publications/8735/cytogenetic-dosimetry-
applications-in-preparedness-for-and-response-to-radiation-emergencies



(22)成績
評価⽅法及
び採点基準

欠席が１/４を超過した場合は、不合格となります。 
レポートについては、目的の理解、結果のまとめ方・工夫、考察内容により、
S（90～100点）、A（80）、B（70点）、C（60点）、D（50点）、E（40点）に判定
し評価します。 
レポートの判定に、出席評価を加え、総合評価します。

(23)授業
形式 実験

(24)授業
形態・授業
⽅法

夏休み期間に集中講義として実施します。 
グループ単位での実験を行います。

(25)留意
点・予備知
識

白衣及び上履き着用してください。

(26)オフ
ィスアワー

○月曜日　16：00～17：00 
○金曜日　17：00～19：00 
その他、メールで相談していただければ、対応いたします。

(27)Eメー
ルアドレ
ス・HPア
ドレス

○三浦富智：tomisato@hirosaki-u.ac.jp
○葛西宏介：kokasai@hirosaki-u.ac.jp
○吉田光明：myoshida@hirosaki-u.ac.jp

(28)その
他

なし



医学部保健学科　検査技術科学専攻

(1)整理番号 40

(2)区分番号 40

(3)科⽬種別 医学部保健学科検査技術科学専攻

(4)授業科⽬名
〔英⽂名〕

健康食品学　(Functional Food Science)

(5)対象学年 3

(6)必修・選択 選択

(7)単位 2

(8)学期 前期

(9)曜⽇・時限 集中

(10)担当教員
（所属）

○中村敏也，千葉　満，武尾照子，中野　学，七島直樹

(11)地域志向
科⽬

-

(12)難易度
（レベル）

レベル3

(13)対応する
ＣＰ/ＤＰ CP・DP　１　⾒通す⼒　　CP・DP　２　解決する⼒

(14)授業とし
ての具体的到
達⽬標

〇健康食品の分類をきちんとでき,それらの安全性に対する情報を正確に捉え
られるように学識を得る(見通す力) 
〇健康食品の正しい扱い方を知ること,医薬品との違いを明確にできることを
理解する（解決する力）

(15)授業の概
要

栄養学，食品学および健康補助食品の具体例，利点，欠点を教授し，医療の基
礎となる科学的根拠ある臨床検査データを栄養学の面から有効活用できる人材
を育成する。また，併せて食品と医薬品との相互作用，臨床栄養学を教授し，
一般消費者に健康食品の正しい使用法が説明できる人材の育成を図る。

(16)授業の内
容予定

オムニバス形式で行う。 
第１回（七島直樹）健康食品総論　A:食品の機能と健康　B:健康食品情報の問
題　C:保健機能食品制度 
第２回（七島直樹）食品の表示制度 
第３回（七島直樹）栄養強調表示，健康強調表示 
第４回（中村敏也）食品と栄養　A:３大栄養素と代謝　B:ビタミン　C:ミネラ
ル 　　 
第５回（中村敏也）疾患と栄養１ A:肝疾患　B:腎疾患　C:糖尿病　D:癌　 
第６回（中村敏也）疾患と栄養２ A:動脈硬化・肥満　B:アレルギー　C:貧血 
第７回（千葉満）疾患と病態解析１ A:臨床検査概論　B:臨床検査の基準値　
C:臨床検査値の評価 
第８回（千葉満）疾患と病態解析２ A:疾患と臨床検査　B: 健診で必要な主な
臨床検査 
第９回（中野　学）健康食品各論１　A:抽出成分が食品として扱われているも
の 
第１０回（中野　学）健康食品各論２　A:抽出成分が食品として扱われている
もの 
第１１回（中野　学）健康食品各論３　A:一般食品のように扱われているもの 
第１２回（中野　学）健康食品各論４　A:一般食品として扱われているもの 
第１３回（武尾照子）医薬品との相互作用１　A:食事の薬物吸収に及ぼす影
響　B:相互作用 
第１４回（武尾照子）医薬品との相互作用２　A:薬物代謝に影響を及ぼす食品 



第１５回（武尾照子）食品の安全性　A:食中毒　B:　食品添加剤 
第１６回　試験

(17)準備学習
（予習・復
習）等の内容

予習としてそれぞれの授業内容を確認し，教科書から基礎知識を得るようにす
る。また，インターネットなどから，健康食品に関する情報を収集しておく。
復習は，問題集を利用して問題の解答を行い，授業内容の理解ができたかどう
か確認する。

(18)学問分野
1(主学問分野)

健康科学関連

(18)学問分野
2(副学問分野) ⽣体分⼦化学関連

(18)学問分野
3(副学問分野) -

(19)実務経験
のある教員に
よる授業科⽬
について

-

(20)教材・教
科書

健康食品学　第4版　加藤亮二編　健康食品管理士認定協会 
健康食品管理士認定試験のための問題解説集　第4版　加藤亮二，長村洋一
編　健康食品管理士認定協会

(21)参考⽂献 なし。

(22)成績評価
⽅法及び採点
基準

期末試験の成績により評価する。期末試験（100点満点）において60点以上の
ものは単位を得ることが出来る。なお，各担当教員の講義回数のうち2回以上
欠席したものは期末試験を受ける権利を失うので注意すること。

(23)授業形式 講義

(24)授業形
態・授業⽅法

講義中心に適宜プリント，パワーポイントを使用します。

(25)留意点・
予備知識

栄養・代謝学，臨床薬理学，内科学などとの関連が非常に大きいので，それら
の教科書や参考書などもよく勉強すること。教科書をよく読んで予習復習をす
ること。

(26)オフィス
アワー

随時（予め下記アドレスから日時を予約すること）

(27)Eメール
アドレス・HP
アドレス

七島　直樹　nnaoki@hirosaki-u.ac.jp
中村　敏也　toshiyan@hirosaki-u.ac.jp
千葉　満　　mchiba32@hirosaki-u.ac.jp
中野  学  　mnakano@hirosaki-u.ac.jp
武尾　照子　ttakeo@hirosaki-u.ac.jp

(28)その他 健康食品管理士認定試験受験者は必修科目です。



医学部保健学科　検査技術科学専攻

(1)整理番号 41

(2)区分番号 41

(3)科⽬種別 医学部保健学科検査技術科学専攻

(4)授業科⽬名
〔英⽂名〕

健康食品法規　(Regulations for Functional Food)

(5)対象学年 3

(6)必修・選択 選択

(7)単位 1

(8)学期 前期

(9)曜⽇・時限 集中

(10)担当教員
（所属）

○武尾照子，七島直樹

(11)地域志向科
⽬ -

(12)難易度（レ
ベル） レベル3

(13)対応するＣ
Ｐ/ＤＰ CP・DP　１　⾒通す⼒

(14)授業として
の具体的到達⽬
標

〇健康食品に関係ある法規（食品衛生法、健康増進法、薬事法、景品表示法
など）の内容を理解すること（見通す力）

(15)授業の概要
健康食品に関して消費者と製造・販売業者の間で問題になっている点を整理
し、特に食品としての製造、品質・規格、販売に関する法規の概要を学ぶ。
さらに、健康食品で一番問題となっている虚偽・誇大広告の効能・効果の目
的性について薬事法違反例を学ぶ。

(16)授業の内容
予定

第１回（七島直樹）　健康食品における諸問題、法律とは、食品安全基本法 
第２回（七島直樹）　食品衛生法 
第３回（七島直樹）　JAS法 、PL法 
第４回（武尾照子）　健康増進法 
第５回（武尾照子）　薬事法 
第６回（武尾照子）　特定商取引法 
第７回　授業の振り返りと試験

(17)準備学習
（予習・復習）
等の内容

健康食品学と関連が深いので、リンクさせて学習すると効率がいいです。

(18)学問分野
1(主学問分野) 健康科学関連

(18)学問分野
2(副学問分野) -

(18)学問分野
3(副学問分野) -



(19)実務経験の
ある教員による
授業科⽬につい
て

-

(20)教材・教科
書

健康食品学　第4版　加藤亮二編　健康食品管理士協会 

(21)参考⽂献 なし。

(22)成績評価⽅
法及び採点基準

出席状況（10％）および期末試験（90％）の成績により総合的に評価する。

(23)授業形式 講義

(24)授業形態・
授業⽅法

講義を主体とし、適宜プリントやパワーポイントを使用します。

(25)留意点・予
備知識

なし。

(26)オフィスア
ワー

随時（予めメールで予約してください） 

(27)Eメールア
ドレス・HPアド
レス

七島直樹：nnaoki@hirosaki-u.ac.jp
武尾照子: ttakeo@hirosaki-u.ac.jp

(28)その他 健康食品管理士認定試験受験者は必修科目です。



医学部保健学科　検査技術科学専攻

(1)整理番号 42

(2)区分番号 42

(3)科⽬種別 医学部保健学科

(4)授業科⽬名〔英⽂
名〕

人体形態学実習　(Practice of Human Body Anatomy)

(5)対象学年 1

(6)必修・選択 必修

(7)単位 1

(8)学期 後期

(9)曜⽇・時限 月曜日１～３時限

(10)担当教員（所属） 敦賀英知

(11)地域志向科⽬ -
(12)難易度（レベル） レベル2
(13)対応するＣＰ/Ｄ
Ｐ

CP・DP　２　解決していく⼒

(14)授業としての具体
的到達⽬標

〇人体を構成する４種の組織の基本構造と機能ならびに組織相互の関
連を理解する（解決する力） 
〇主要臓器の構造と機能を学ぶことにより他の基礎科目、臨床各科目
を理解するのに必要となる形態学的基礎学力を習得する（解決する
力）

(15)授業の概要 実習講義および組織標本の顕微鏡観察とスケッチによる。

(16)授業の内容予定

この実習では人体を構成する４種の組織の基本構造と機能を理解する
ため顕微鏡を用いたスケッチを行います。 
1回------ガイダンス 
2回------上皮組織 
3回------外分泌、内分泌 
4回------骨、軟骨 
5回------血液 
6回------結合組織 
7回------骨格筋、平滑筋、心筋 
8回------試験および解説 
9回------神経 
10回------脈管 
11回------リンパ性組織 
12回------皮膚と付属器 
13回------消化器系 
14回------呼吸器 
15回------泌尿器 
16回------試験および解説

(17)準備学習（予習・
復習）等の内容

当日の実習部分を教科書で予習します。 
当日の実習を復習し、理解できない点をまとめ、次回に質問します。

(18)学問分野1(主学問
分野) ⽣体の構造と機能関連

(18)学問分野2(副学問
分野)

-



(18)学問分野3(副学問
分野)

-

(19)実務経験のある教
員による授業科⽬につ
いて

-

(20)教材・教科書 入門組織学（南江堂） 

(21)参考⽂献 標準組織学総論・各論（医学書院）

(22)成績評価⽅法及び
採点基準

評価は、出欠状況と実習態度(10%)、スケッチ(30%)、試験(60%)により
総合評価します。一定のレベル（60％）に達しなければ不合格、再履
修となります。

(23)授業形式 実習

(24)授業形態・授業⽅
法

各回冒頭に解説講義を行い、各顕微鏡を用いてスケッチを行います。

(25)留意点・予備知識 B4大のケント紙・Hの鉛筆・色鉛筆などが必要です。１単位取得のため
には予習・復習を含めて45時間の学習が必要です。 

(26)オフィスアワー （火～木）11：30～12：30

(27)Eメールアドレ
ス・HPアドレス

tsuru@hirosaki-u.ac.jp

(28)その他 特になし。



医学部保健学科　検査技術科学専攻

(1)整理番号 43

(2)区分番号 43

(3)科⽬種別 医学部保健学科

(4)授業科⽬名
〔英⽂名〕

人体形態学演習　(Seminar of Human Body Anatomy)

(5)対象学年 1

(6)必修・選択 必修

(7)単位 1

(8)学期 後期

(9)曜⽇・時限 月曜日５・６時限

(10)担当教員
（所属）

敦賀英知

(11)地域志向科
⽬ -

(12)難易度（レ
ベル） レベル2

(13)対応するＣ
Ｐ/ＤＰ CP・DP　２　解決していく⼒

(14)授業として
の具体的到達⽬
標

〇末梢神経(脳・脊髄神経と自律神経)・中枢神経の構造と機能、感覚器(目・
鼻・耳・舌)の構造と役割、心臓・動静脈・リンパ系の構造と働き、消化・呼
吸器並びに泌尿・生殖器の外形・内景・働きと血管分布、骨盤、ヒトの個体
発生を理解する（解決する力）

(15)授業の概要 人体の構造と機能について、人体形態学(解剖学)の基礎を理解し、専門科目
の基礎を培います。

(16)授業の内容
予定

この演習では主に末梢神経(脳・脊髄神経と自律神経)・中枢神経の構造と機
能、感覚器(目・鼻・耳・舌)の構造と役割、心臓・動静脈・リンパ系の構造
と 
働き、消化・呼吸器並びに泌尿・生殖器の外形・内景・働きと血管分布につ
いて理解を深めます。単元ごとに発表会を行います。 
 1回------脊髄神経、脳の外形と断面 
 2回------脳神経 
 3回------伝導路、自律神経系 
 4回------感覚器 
 5回------内分泌系・血液 
 6回------心臓と血管・血液循環 
 7回------動脈・静脈 
 8回------リンパ系 
 9回------試験 （神経系、血管系） 
10回------消化器系 
11回------呼吸器系 
12回------泌尿器系、生殖器系 
13回------泌尿器系、生殖器系 
14回------試験（神経系、脈管系） 
15回------ヒトの発生 
16回------試験（消化呼吸器系、泌尿器形） 

当日の授業担当部分を教科書で予習します。 
当日の授業を復習し、理解できない点をまとめ、次回に質問します。 



(17)準備学習
（予習・復習）
等の内容

組織学実習と関連させて担当部位の名称と内容を確認します。復習では、当
日の理解を深めます。

(18)学問分野
1(主学問分野) ⽣体の構造と機能関連

(18)学問分野
2(副学問分野) -

(18)学問分野
3(副学問分野) -

(19)実務経験の
ある教員による
授業科⽬につい
て

-

(20)教材・教科
書

 前期の人体形態学と同じ。 

(21)参考⽂献 前期の人体形態学と同じ。

(22)成績評価⽅
法及び採点基準

成績評価は、出欠状況と態度（10％）、試験（90％）により評価します。一
定のレベル（60％）に達しなければ不合格、再履修となります。

(23)授業形式 演習

(24)授業形態・
授業⽅法

講義が主体で、テーマ別発表会なども行います。

(25)留意点・予
備知識

 １単位取得のためには予習・復習を含めて45時間の学習が必要です。 

(26)オフィスア
ワー

 （水、木）　11：30～12：30 

(27)Eメールア
ドレス・HPアド
レス

tsuru@hirosaki-u.ac.jp

(28)その他 特になし。



医学部保健学科　検査技術科学専攻

(1)整理番号 44

(2)区分番号 44

(3)科⽬種別 医学部保健学科検査技術科学専攻

(4)授業科⽬名〔英⽂名〕 医用化学実験　(Experiment Practicum: Medical Chemistry)

(5)対象学年 1

(6)必修・選択 必修

(7)単位 1

(8)学期 後期

(9)曜⽇・時限 月曜日７～９時限

(10)担当教員（所属） ○宮崎航，阿部由紀子

(11)地域志向科⽬ -
(12)難易度（レベル） レベル2
(13)対応するＣＰ/ＤＰ CP・DP　１　⾒通す⼒　　CP・DP　２　解決していく⼒

(14)授業としての具体的到達⽬
標

〇目的の濃度の試薬を調製できる（見通す力） 
〇主要金属イオンの系統的分離と同定ができる（解決してい
く力） 
〇容量分析により,目的物質の濃度を求めることができる（解
決していく力） 
〇実験レポートを書けるようになる（解決していく力）

(15)授業の概要

〇実験用試薬および試料の調製 
〇金属イオンの定性分析 
〇未知試料（金属イオン）の同定 
〇容量分析による目的物質の濃度算出 
〇各実験終了後、レポートを作成する。 

(16)授業の内容予定

第 1回　ガイダンス 
第 2回　定性分析用試薬・試料の調製 
第 3回　呈色反応 
第 4回　金蔵イオンとアンモニア水の反応 
第 5回　金属イオンと水酸化物イオンの反応 
第 6回　未知試料の定性分析 
第 7回　ノック式ピペット操作の練習
第 8回　メスピペット操作の練習〈1〉
第 9回　メスピペット操作の練習〈2〉
第10回　予備日（ピペット操作の再実験） 
第11回　定量分析用試薬の調製 
第12回　カルシウムイオンの定量〈1〉
第13回　カルシウムイオンの定量〈2〉
第14回　DNA、タンパク質の紫外部吸収スペクトル〈1〉 
第15回　DNA、タンパク質の紫外部吸収スペクトル〈2〉 

授業の進行状況等により,実際の内容がシラバスと異なる場合
には,その都度説明します。 

各回とも2名の教員で担当する予定ですが、変更となる場合
は、その都度説明します。

(17)準備学習（予習・復習）等
の内容

実験終了後、１週間以内にレポートを提出してください。

(18)学問分野1(主学問分野) 無機・錯体化学関連



(18)学問分野2(副学問分野) 分析化学関連
(18)学問分野3(副学問分野) -
(19)実務経験のある教員による
授業科⽬について -

(20)教材・教科書 プリントを配布します。

(21)参考⽂献 図書館にある化学関連の書物を参考にしてください。

(22)成績評価⽅法及び採点基準 授業への参加度とレポートから評価します。

(23)授業形式 実験

(24)授業形態・授業⽅法 実験形式で行います。

(25)留意点・予備知識 劇物、ガラス器具を使用するため、十分注意して取り扱って
ください。

(26)オフィスアワー 月曜日　本実験終了後～17:00

(27)Eメールアドレス・HPア
ドレス

阿部 yabe5615@hirosaki-u.ac.jp

(28)その他 なし。



医学部保健学科　検査技術科学専攻

(1)整理番号 45

(2)区分番号 45

(3)科⽬種別 医学部保健学科検査技術科学専攻

(4)授業科⽬名〔英
⽂名〕

検査管理総論　(Laboratory Management)

(5)対象学年 2

(6)必修・選択 必修

(7)単位 2

(8)学期 後期

(9)曜⽇・時限 月曜日１・２時限

(10)担当教員（所
属）

○野坂大喜，萱場広之（学内非常勤講師）

(11)地域志向科⽬ -
(12)難易度（レベ
ル） レベル2

(13)対応するＣＰ/
ＤＰ CP・DP　１　⾒通す⼒　　CP・DP　２　解決していく⼒

(14)授業としての
具体的到達⽬標

○医療施設における検査部門の役割を理解する 
○臨床検査部門におけるデータ保証としてISOの意義を理解する 
○臨床検査における安全管理および精度管理について理解する 
○臨床検査室運営のための規則と運用技術について学識を得る

(15)授業の概要

臨床検査部門においては生体検査や検体検査を行い、日々多くのデータが
得られています。 
臨床検査では正確且つ精度の高いデータが必要不可欠ですが、誤ったデー
タにより医療過誤や医療事故を生じさせないようにするためデータ管理と
して精度管理を行う必要があります。 
医療施設における検査室の管理運営および検査情報の精度管理について学
習し、 
安心・安全な医療を提供するだけでなく、効率的な臨床検査部門運営を行
うためのマネジメント技術についても学習します。

(16)授業の内容予
定

第01回　10/07　(野坂)　検査部門の体制・業務内容と管理運営 
第02回　10/21　(野坂)　検査部門の安全管理1　医療ガス 
第03回　10/29　(野坂)　検査部門の安全管理2　薬品･試薬管理 
第04回　11/06　(野坂)　検査部門の安全管理3　採血と廃棄物処理 
第05回　11/11　(野坂)　検査部門のリスクマネージメント 
第06回　11/18　(野坂)　精度管理技術(臨床検査値の保証-内部外部精度管
理-) 
第07回　11/25　(野坂)　内部精度管理と外部精度管理の実際 
第08回　12/02　(野坂) 検査情報の判断基準(基準値、パニック値、ROC)  
第09回　12/09　(野坂)　ROCの実際と精度管理技術(新しい臨床検査精度管
理) 
第10回　12/16　(野坂)　臨床検査の財務指標分析と在庫管理技術 
第11回　12/23　(野坂)　品質管理と国際標準ISO 
第12回　01/06　(野坂)　臨床検査室ISO15189と検査技師の品質管理　 
第13回　01/15　(萱場/斉藤)　チーム医療－病院運営と検査部のかかわり
－ 
第14回　01/20　(萱場/斉藤)　職業感染防止策－自分と患者を感染から守
るためにー 



第15回　01/27　(萱場/斉藤)　新しい検査医学の世界に挑戦しよう 
第16回　02/03　(野坂/萱場/斉藤)　期末試験  

(17)準備学習（予
習・復習）等の内
容

予習としてそれぞれの授業内容を確認し、教科書から基礎知識を得るよう
にする。 
また、参考書やインターネットなどから、臨床検査部の管理・運営に関す
る情報を収集しておく。 
復習は、配布されたプリントの内容の確認、ノートの整理を行い、 
国家試験問題集を利用して問題解答をして、授業内容の理解を深める。 

(18)学問分野1(主
学問分野) 病理病態学関連

(18)学問分野2(副
学問分野) -

(18)学問分野3(副
学問分野) -

(19)実務経験のあ
る教員による授業
科⽬について

実務教員

(20)教材・教科書 最新　臨床検査学講座　検査総合管理学　医歯薬出版

(21)参考⽂献
標準臨床検査学　検査機器総論・検査管理総論　医学書院 
臨床検査室のためのISO15189　丸善株式会社 
臨床検査精度管理教本 (日本臨床衛生検査技師会ライブラリー) 

(22)成績評価⽅法
及び採点基準

・3分の2以上の出席が必要です。規定出席回数に満たない者は不合格とし
ます。 
・成績評価は期末試験をもって100点満点で評価します。原則として60点以
上を合格基準とします。 
・再試験は行いません。不合格の場合は再履修となります。

(23)授業形式 講義

(24)授業形態・授
業⽅法

講義が主体です。スライド・配布プリントを使用して授業を行います。 

(25)留意点・予備
知識

復習に力を入れること。 
授業資料は事前ダウンロード可能ですので、予習を行った上で、資料を当
日持参してください。  

(26)オフィスアワ
ー

水曜日　12:00～13:00  

(27)Eメールアド
レス・HPアドレス

E-mail hnozaka@hirosaki-u.ac.jp
ホームページ　http://www.mt.hirosaki-u.ac.jp/hp1/

(28)その他 なし。



医学部保健学科　検査技術科学専攻

(1)整理番号 46

(2)区分番号 46

(3)科⽬種別 医学部保健学科検査技術科学専攻

(4)授業科⽬名〔英⽂
名〕

衛生学・公衆衛生学　(Hygiene and Public Health)

(5)対象学年 2

(6)必修・選択 必修

(7)単位 2

(8)学期 後期

(9)曜⽇・時限 月曜日３・４時限

(10)担当教員（所属） 宮崎航

(11)地域志向科⽬
(12)難易度（レベル） レベル2
(13)対応するＣＰ/ＤＰ CP・DP　１　⾒通す⼒　　CP・DP　３　学び続ける⼒

(14)授業としての具体的
到達⽬標

〇健康の定義と公衆衛生の基本的な考え方ならびに公衆衛生活動に
ついて学識を得る（見通す力） 
〇保健統計と疫学の基本について学び, 様々なライフスタイルにお
ける健康増進と疾病予防について理解する（見通す力） 
〇国家試験合格に必要な知識を習得するとともに, 臨床において活
きる公衆衛生の考えと技術を修得する（学び続ける力）

(15)授業の概要 ヒトの健康と疾病について, 集団として捉える考え方を理解すると
ともに, 人生の各段階における公衆衛生の考えと活動を理解する。

(16)授業の内容予定

第1回：衛生学・公衆衛生学序論（宮崎） 
第2回：保健統計（宮崎） 
第3回：疫学（宮崎） 
第4回：疾病予防（宮崎） 
第5回：健康管理（宮崎） 
第6回：環境保健（宮崎） 
第7回：地域保健（宮崎） 
第8回：母子保健（阿部） 
第9回：学校保健（宮崎） 
第10回：産業保健（宮崎） 
第11回：高齢者の保健（宮崎） 
第12回：精神保健（宮崎） 
第13回：国際保健（宮崎） 
第14回：保健医療福祉の制度と法規（宮崎） 
第15回：まとめと復習（宮崎） 
第16回：筆記試験

(17)準備学習（予習・復
習）等の内容

教科書を読んで予習を行う。講義終了後, 教科書並びにスライド資
料を用いて復習する。

(18)学問分野1(主学問分
野)

社会医学関連

(18)学問分野2(副学問分
野)



(18)学問分野3(副学問分
野)
(19)実務経験のある教員
による授業科⽬について

(20)教材・教科書 シンプル衛生公衆衛生学2019（南江堂） 
配布するスライド資料

(21)参考⽂献 国民衛生の動向2019-2020（厚生労働統計協会）

(22)成績評価⽅法及び採
点基準

成績評価は受講態度(15%), 試験(85%)により総合的に評価する。一
定のレベル（60％）に達しなければ不合格, 再履修となる。

(23)授業形式 講義

(24)授業形態・授業⽅法 スライド（パワーポイント）を用いた授業。アクティブラーニング
を行う。

(25)留意点・予備知識 公衆衛生に関する問題は常に発生している。公衆衛生の観点から各
種問題について考えを巡らせる。

(26)オフィスアワー 随時

(27)Eメールアドレス・
HPアドレス

miya@hirosaki-u.ac.jp

(28)その他 積極的な講義への参加, 発言を期待します。



医学部保健学科　検査技術科学専攻

(1)整理番号 47

(2)区分番号 47

(3)科⽬種別 医学部保健学科検査技術科学専攻

(4)授業科⽬名
〔英⽂名〕

臨床免疫学実習　(Practicum: Clinical Immunology)

(5)対象学年 2

(6)必修・選択 必修

(7)単位 1

(8)学期 後期

(9)曜⽇・時限 月曜日５～７時限

(10)担当教員
（所属）

○伊藤巧一，中野　学

(11)地域志向
科⽬ -

(12)難易度
（レベル） レベル3

(13)対応する
ＣＰ/ＤＰ CP・DP　１　⾒通す⼒　　CP・DP　２　解決していく⼒

(14)授業とし
ての具体的到
達⽬標

〇実習を通して免疫検査の原理を理解する（見通す力）　 
〇検査を通して得られたデータの読み方と臨床的意義について理解する（解決
する力）　

(15)授業の概
要

〇検査方法を理解するとともにその手技を修得する　 
〇検査により得られたデータの示す臨床的意義について理解する　

(16)授業の内
容予定

第 1回目 : オリエンテーション、ピペット操作, 動物実験倫理講習会（伊藤） 
第 2回目 : 輸血(1)ABO式血液型判定と抗Aおよび抗B凝集素価の測定（伊藤, 中
野） 
第 3回目 : 輸血(2)唾液を用いた赤血球凝集阻止試験によるABO式血液型判定と
分泌型・非分泌型検査（伊藤, 中野） 
第 4回目 : 輸血(3)Rh式血液型判定および抗グロブリン試験による赤血球に対
する不完全抗体の検出（伊藤, 中野）  
第 5回目 : 輸血(4)交差適合試験 （伊藤, 中野） 
第 6回目 : 実習で用いるマウス取扱いに関する講義・演習（伊藤） 
第 7回目 : 抗体産生細胞 (Plaque forming cell: PFC) の検出（伊藤, 中
野）  
第 8回目 : ヒツジ赤血球ロゼット形成試験（Eロゼット試験）およびフローサ
イトメトリーによるＴ細胞の検出（伊藤, 中野）  
第 9回目 : 好中球貪食試験（伊藤, 中野）  
第10回目 : 免疫沈降反応（オクタロニー法, CRPテスト（伊藤, 中野）  
第11回目 : 免疫電気泳動による血清蛋白の検出（伊藤, 中野）  
第12回目 : マウス皮膚移植による拒絶反応の観察（伊藤, 中野） 
第13回目 : 酵素免疫定量法による抗原抗体反応の検出 (ELISA)（伊藤, 中
野）  
第14回目 : フローサイトメトリーによる胸腺および骨髄内CD4、CD8陽性T細胞
の検出（伊藤, 中野）  
第15回目 : 実習まとめ（伊藤, 中野）  
第16回目 : 実技および筆記試験（伊藤, 中野） 



(17)準備学習
（予習・復
習）等の内容

講義前に実習書で必ず予習を行なう。講義後は実習書および教科書で復習を行
なう事が必要である。

(18)学問分野
1(主学問分野) 感染・免疫学関連

(18)学問分野
2(副学問分野) -

(18)学問分野
3(副学問分野) -

(19)実務経験
のある教員に
よる授業科⽬
について

-

(20)教材・教
科書

教科書：最新臨床検査学講座・免疫検査学（医歯薬出版） 
実習書：実習項目毎に配布

(21)参考⽂献
臨床免疫学演習（2年次前期）で配布した資料 
○スライド資料のプリント 
○要点をまとめたプリント

(22)成績評価
⽅法及び採点
基準

実習への参加度30%, 実習レポート提出状況ならびに内容評価40%, 期末実技・
筆記試験30%を100点満点で評価し, 60点以上を合格とする。0点未満の場合は不
合格となる。尚, 合格には3分の2以上の出席が必要であるため, 5回欠席した場
合は上記評価の結果にかかわらず不合格とする。不合格の場合は再履修とな
る。再試験の予定はない。　

(23)授業形式 実習

(24)授業形
態・授業⽅法

実習内容説明後, グループ制による免疫検査の実技を行う。 

(25)留意点・
予備知識

事前に実習書を読んでおくこと。実習レポートは次の実習開始前までに必ず提
出すること。 

(26)オフィス
アワー

随時

(27)Eメール
アドレス・HP
アドレス

E-mailアドレス：kohito@hirosaki-u.ac.jp

(28)その他 質問等があれば遠慮なく教員研究室（D-5-2）もしくはE棟2階（プロジェクト実
験室2）においで下さい。 



医学部保健学科　検査技術科学専攻

(1)整理番号 48

(2)区分番号 48

(3)科⽬種別 医学部保健学科検査技術科学専攻

(4)授業科⽬名〔英⽂
名〕

内科学Ⅱ　(Internal Medicine Ⅱ)

(5)対象学年 3

(6)必修・選択 必修

(7)単位 2

(8)学期 後期

(9)曜⽇・時限 月曜日１・２時限

(10)担当教員（所
属）

丹藤雄介

(11)地域志向科⽬ -
(12)難易度（レベ
ル） レベル2

(13)対応するＣＰ/Ｄ
Ｐ CP・DP　１　⾒通す⼒　　CP・DP　２　解決していく⼒

(14)授業としての具
体的到達⽬標

〇各種内科疾患の病態や特徴を学習することで関連する検査技術の意
義を理解する

(15)授業の概要
〇内科疾患の病態とその疾患に必要な検査技術を系統的に理解する 
〇さらに最新のトピックスについて橋渡し研究（トランスレーショナ
ルリサーチ）についても紹介する

(16)授業の内容予定

初回授業日にテーマを配布するが，扱う疾患については内科Iで学習し
た分野に準拠する 
第１回　医学概論 
第２回　代謝・栄養障害 
第３回　内分泌疾患 
第４回　消化器疾患 
第５回　肝・胆・膵疾患 
第６回　循環器疾患（１） 
第７回　循環器疾患（２） 
第８回　呼吸器疾患 
第９回　腎・尿路・男性生殖器疾患 
第１０回　血液・造血器疾患 
第１１回　感染症 
第１２回　アレルギー疾患 
第１３回～第１５回　進行度調整 
第１６回　期末試験 

(17)準備学習（予
習・復習）等の内容

教科書，内科Iのノートを中心に予習

(18)学問分野1(主学
問分野)

内科学⼀般関連

(18)学問分野2(副学
問分野) 社会医学関連



(18)学問分野3(副学
問分野)

-

(19)実務経験のある
教員による授業科⽬に
ついて

-

(20)教材・教科書 最新臨床検査学講座：臨床医学総論/臨床検査医学総論 
（医歯薬出版株式会社） 

(21)参考⽂献 一般的な内科学書（目で見るシリーズなど）

(22)成績評価⽅法及
び採点基準

〇授業は，すべて出席することが前提となっており，出席が全体の授
業回数の 3 分の 2 に満たない者には，不可(0～59 点)の評価を与え
ることになっています 
〇授業への参加度10％,学期末試験60％,ノート作成状況10％，提出レ
ポート20％とし，合計60％以上で単位を認定する 

(23)授業形式 講義

(24)授業形態・授業
⽅法

プリントおよびパワーポイントによる聴講形式

(25)留意点・予備知
識

〇2/3以上（10回以上）出席しなければ期末試験受験資格なし（Ｈ28履
修案内参照） 
〇代返，途中退室が判明した場合はその日の講義の出席にカウントし
ない 
〇授業中の私語，携帯やスマホ使用（マナーモードは可，メールのや
り取り禁）は慎むこと 
〇状況によっては退出とする 

(26)オフィスアワー 月・金曜日10：00-12：00　（予約必要です.メールで連絡してくださ
い.）

(27)Eメールアドレ
ス・HPアドレス

ytando@hirosaki-u.ac.jp

(28)その他 なし



医学部保健学科　検査技術科学専攻

(1)整理番号 49

(2)区分番号 49

(3)科⽬種別 医学部保健学科検査技術科学専攻

(4)授業科⽬名
〔英⽂名〕

実験動物学　(Laboratory Animal Science)

(5)対象学年 3

(6)必修・選択 必修

(7)単位 1

(8)学期 後期

(9)曜⽇・時限 月曜日３・４時限

(10)担当教員
（所属）

伊藤巧一

(11)地域志向
科⽬ -

(12)難易度
（レベル） レベル3

(13)対応する
ＣＰ/ＤＰ CP・DP　１　⾒通す⼒　　CP・DP　２　解決していく⼒

(14)授業とし
ての具体的到
達⽬標

〇なぜ動物実験がヒトの病気の診断や治療の開発に貢献できるか理解する（見
通す力） 
○実験に適した動物をどのように選定するかの学識を得る（解決する力）

(15)授業の概
要

〇医療の発展には動物実験が必須である　この必要性について動物の管理, 福
祉, 実験手技ならび適切な実験デ－タの解釈を通して学ぶ

(16)授業の内
容予定

第1回：動物実験の倫理性 
第2回：動物実験の歴史 
第3回：動物実験の功績 
第4回：動物実験の是非 
第5回：マウスの遺伝的背景 
第6回：組織適合性抗原 
第7回：遺伝子操作 
第8回：ヒト化マウス

(17)準備学習
（予習・復
習）等の内容

配布プリントで予習・復習を充分に行なう事が必要である。

(18)学問分野
1(主学問分野) ⽣体の構造と機能関連

(18)学問分野
2(副学問分野) 感染・免疫学関連

(18)学問分野
3(副学問分野) -



(19)実務経験
のある教員に
よる授業科⽬
について

-

(20)教材・教
科書

配布プリントで授業を実施する。

(21)参考⽂献 特に指定しない。

(22)成績評価
⽅法及び採点
基準

成績評価は「授業への参加度30％」と「期末筆記試験70％」を合わせて100点満
点で評価し, 60点以上を合格とする。60点未満の場合は不合格となる。尚, 合
格には3分の2以上の出席が必要であるため, 3回欠席した場合は上記評価の結果
にかかわらず不合格とする。不合格の場合は再履修となる。再試験の予定はな
い。

(23)授業形式 実験

(24)授業形
態・授業⽅法

スライド（パワーポイント）を用いて授業を進める。授業ごとに要点をまとめ
たプリントを配付する。

(25)留意点・
予備知識

特になし

(26)オフィス
アワー

随時

(27)Eメール
アドレス・HP
アドレス

E-mailアドレス)kohito@hirosaki-u.ac.jp
(質問に関する連絡先等)D-5-2研究室またはE棟2F（プロジェクト実験室2）

(28)その他 特になし



医学部保健学科　検査技術科学専攻

(1)整理番号 50

(2)区分番号 50

(3)科⽬種別 医学部保健学科検査技術科学専攻

(4)授業科⽬名
〔英⽂名〕

地域医療検査学（Laboratory Medicine of Community）

(5)対象学年 3

(6)必修・選択 選択

(7)単位 1

(8)学期 後期

(9)曜⽇・時限 月曜日３・４時限

(10)担当教員
（所属）

○高見秀樹，野坂大喜，未定（学外非常勤講師），未定（学外非常勤講師）

(11)地域志向
科⽬

地域志向科⽬

(12)難易度
（レベル）

レベル2

(13)対応する
ＣＰ/ＤＰ CP・DP　１　⾒通す⼒　　CP・DP　２　解決していく⼒

(14)授業とし
ての具体的到
達⽬標

○地域医療の現状についての学習を通じ,地域医療における臨床検査の新たな
役割を理解する 
○在宅医療における臨床検査の特徴と意義について理解する

(15)授業の概
要

これまで臨床検査は急性期医療機関において正確かつ精度の高いデータの提供
が求められてきました。 
しかし医療の効率化や医療体制の転換により、回復期医療や在宅医療において
も臨床検査が必要とされていますが、 
地域医療においてどのように臨床検査が利活用されるのか、また在宅医療の抱
える問題点などについて理解した上で、 
地域医療を理解する必要があります。 
青森県は悪性腫瘍、脳血管疾患、生活習慣病罹患者が多いことに加え、医療従
事者不足による医療過疎が顕在化している。本科目では青森県医療圏における
医療の現状とその改善に対する取組み、臨床検査からのアプローチ、地域医療
に携わる他の医療職種との連携について学習する。 
また東日本大震災後の東北地方の医療機関の現状と課題において過去の災害医
療時の取り組みをもとに考察します。

(16)授業の内
容予定

第01回　12/10　地域医療と制度　(野坂) 
第02回　12/17　地域医療活動　(高見) 
第03回　12/24　在宅医療における臨床検査の役割　(野坂) 
第04回　01/07　青森県における地域医療政策　(野坂) 
第05回　01/14　青森県における地域医療政策　(野坂) 
第06回　01/21　北海道・東北における地域医療施策と臨床検査運営　(学外非
常勤講師) 
第07回　01/28　岩手県における地域医療施策と臨床検査運営　(学外非常勤講
師) 
第08回　02/04　課題作成（野坂）



(17)準備学習
（予習・復
習）等の内容

予習としてそれぞれの授業内容を確認し、教科書から基礎知識を得るようにす
る。 
またインターネットなどから、地域医療施策に関する情報を収集しておく。 

(18)学問分野
1(主学問分野)

社会医学関連

(18)学問分野
2(副学問分野) 病理病態学関連

(18)学問分野
3(副学問分野) 感染・免疫学関連

(19)実務経験
のある教員に
よる授業科⽬
について

実務教員

(20)教材・教
科書

在宅医療チームのための臨床検査　臨床検査振興協議会

(21)参考⽂献 地域医療テキスト　医学書院

(22)成績評価
⽅法及び採点
基準

・3分の2以上の出席が必要です。規定出席回数に満たない者は不合格としま
す。 
・成績評価は提出課題をもって100点満点で評価します。原則として60点以上
を合格基準とします。 
・再試験は行いません。不合格の場合は再履修となります。。

(23)授業形式 講義

(24)授業形
態・授業⽅法

講義が主体ですが、医療施設見学を加える場合もあります。

(25)留意点・
予備知識

復習に力を入れること。 
授業資料は事前ダウンロード可能ですので、予習を行った上で、資料を当日持
参してください。 

(26)オフィス
アワー

月曜日:17:00～18:00

(27)Eメール
アドレス・HP
アドレス

E-mail hnozaka@hirosaki-u.ac.jp
ホームページ　http://www.mt.hirosaki-u.ac.jp/hp1/

(28)その他 なし。



医学部保健学科　検査技術科学専攻

(1)整理番号 51

(2)区分番号 51

(3)科⽬種別 医学部保健学科検査技術科学専攻

(4)授業科⽬名〔英⽂
名〕

細胞診断学演習（後期）（Cytology, Seminar part2）

(5)対象学年 3

(6)必修・選択 選択

(7)単位 3

(8)学期 後期

(9)曜⽇・時限 月曜日５～１０時限

(10)担当教員（所属） ○渡邉　純，吉岡治彦，堀江香代

(11)地域志向科⽬ -
(12)難易度（レベル） レベル2
(13)対応するＣＰ/Ｄ
Ｐ CP・DP　２　解決していく⼒

(14)授業としての具体
的到達⽬標

〇 細胞の見方とスクリーニングの基本を修得する 

(15)授業の概要 細胞の形態、細胞像と組織像の対比、細胞の見方など細胞診の基本的な
見方、スクリーニングの基本についてスライドを見ながらを学習する。 

(16)授業の内容予定

詳細日程はオリエンテーション時に提示する。 

45回にわたり以下の演習を渡邉、吉岡、堀江が分担して行う。 

＜内容＞ 
各論 
以下の各臓器の細胞の見方と細胞診断について、パワーポイントスライ
ドを用いて演習する。 
・婦人科 
・呼吸器 
・消化器 
・泌尿器 
・乳腺 
・甲状腺 
・非上皮 
・体腔液 
・スクリーニング 
最終回に期末試験を行う。

(17)準備学習（予習・
復習）等の内容

正常と組織病理学を理解していないと細胞診は理解できないので、解剖
学、組織学、生理学、病理学などの知識を復習して講義に臨むことが望
まれる。 

(18)学問分野1(主学問
分野) 病理病態学関連

(18)学問分野2(副学問
分野) -

-



(18)学問分野3(副学問
分野)
(19)実務経験のある教
員による授業科⽬につ
いて

実務教員

(20)教材・教科書 パワーポイント資料 。

(21)参考⽂献 坂本穆彦編集、細胞診を学ぶ人のために第5版　医学書院､ 2011   

(22)成績評価⽅法及び
採点基準

平常評価（演習の解答内容）：20％ 
期末評価（期末試験）：80％ 
上記を合算して最終的な成績評価を行う。

(23)授業形式 演習

(24)授業形態・授業⽅
法

教科書とパワーポイントを用いて行う。 

(25)留意点・予備知識 解剖学、組織学、生理学、病理学および細胞診断学講義をしっかり復習
しておくこと。 

(26)オフィスアワー 平日の昼休み（11：50-12：40）。

(27)Eメールアドレ
ス・HPアドレス

watajun@hirosaki-u.ac.jp

(28)その他 なし。



医学部保健学科　検査技術科学専攻

(1)整理番号 52

(2)区分番号 52

(3)科⽬種別 医学部保健学科検査技術科学専攻

(4)授業科⽬名〔英⽂名〕 医用情報機器工学　(Computer Engineering and Manipulation)

(5)対象学年 1

(6)必修・選択 必修

(7)単位 2

(8)学期 後期

(9)曜⽇・時限 火曜日５・６時限

(10)担当教員（所属） 野坂大喜

(11)地域志向科⽬ -
(12)難易度（レベル） レベル2
(13)対応するＣＰ/ＤＰ CP・DP　１　⾒通す⼒　　CP・DP　２　解決していく⼒

(14)授業としての具体的
到達⽬標

○電気工学回路の基礎を理解する 
○電子工学回路の基礎を理解する 
○論理演算回路の基礎を理解する 
○情報工学の基礎と医療での利用について理解する 
○生体の電気特性について理解する 

(15)授業の概要
各種検査機器を取り扱うために必要な電磁気および電気・ 電子工
学の基礎的な事柄について学習し理解を深める。 
各種医療情報システムの仕組みと患者情報セキュリティについて医
療技術者として必要な基礎技術を学習する。 

(16)授業の内容予定

第01回(10/01)　直流回路 
第02回(10/08)　交流回路 
第03回(10/15)　フィルター回路(CR回路、LC回路) 
第04回(11/05)　半導体とダイオード 
第05回(11/12)　トランジスタ 
第06回(11/19)　オペアンプ 
第07回(11/26)　生体からの情報収集(センサーとトランスデュー
サ)  
第08回(12/03)　生体の生理的・物理的性質 
第09回(12/10)　論理回路とディジタルデータの表現方法 
第10回(12/17)　コンピュータの基本構成、動作原理 
第11回(12/24)　オペレーティングシステムの役割 
第12回(01/07)　プログラミングとデータベース 
第13回(01/14)　データ通信とネットワーク 
第14回(01/21)　医療画像と医療情報システム(HIS/LIS) 
第15回(01/28)　医療情報セキュリティ 
第16回(02/04)　期末試験

(17)準備学習（予習・復
習）等の内容

授業スライドデータを事前配布します。 
必ず目を通した上で授業に臨んでください。 
予習した資料を授業に持参してください。 
授業終了後に問題集等で復習を行います。

(18)学問分野1(主学問分
野)

⼈間医⼯学関連（医学）

(18)学問分野2(副学問分
野)

情報⼯学関連



(18)学問分野3(副学問分
野)

情報科学関連

(19)実務経験のある教員
による授業科⽬について

実務教員

(20)教材・教科書
医用工学講義用：臨床工学講座　医用電子工学　第2版　医歯薬出
版 
栢木先生のＩＴパスポート教室　技術評論社

(21)参考⽂献

臨床検査技師　ブルーノート　基礎編　2nd Edition 
臨床検査技師　グリーンノート　基礎編 
図解でわかる　はじめての電子回路　技術評論社 
図解でわかる　はじめての電気回路　技術評論社 
臨床工学講座　医用電気工学1　医歯薬出版 
臨床工学講座　医用電気工学2　医歯薬出版 
臨床工学講座　生体計測装置学　医歯薬出版 
臨床工学講座　医用機器安全管理学　医歯薬出版  

(22)成績評価⽅法及び採
点基準

・3分の2以上の出席が必要です。規定出席回数に満たない者は不合
格とします。 
・成績評価は期末試験をもって100点満点で評価します。原則とし
て60点以上を合格基準とします。 
・再試験は行いません。不合格の場合は再履修となります。

(23)授業形式 講義

(24)授業形態・授業⽅法 講義主体にて進めます。

(25)留意点・予備知識 予習・復習は必ず行ってください。 
講義資料アドレスはhttp://www.mt.hirosaki-u.ac.jp/hp1/です

(26)オフィスアワー 月曜日:17:00～18:00  

(27)Eメールアドレス・
HPアドレス

E-mail hnozaka@hirosaki-u.ac.jp
ホームページ 　http://www.mt.hirosaki-u.ac.jp/hp1/

(28)その他 なし。



医学部保健学科　検査技術科学専攻

(1)整理番号 53

(2)区分番号 53

(3)科⽬種別 医学部保健学科検査技術科学専攻

(4)授業科⽬名
〔英⽂名〕

検査機器総論　(Introduction to the Clinical Instrumental Analysis)

(5)対象学年 2

(6)必修・選択 必修

(7)単位 2

(8)学期 後期

(9)曜⽇・時限 火曜日１・２時限

(10)担当教員
（所属）

野坂大喜

(11)地域志向科
⽬

-

(12)難易度（レ
ベル）

レベル2

(13)対応するＣ
Ｐ/ＤＰ CP・DP　１　⾒通す⼒　　CP・DP　２　解決していく⼒

(14)授業として
の具体的到達⽬
標

○臨床検査機器の測定原理を正しく理解する 
○臨床検査機器の測定原理をにより発生しうる誤差原因や課題について理解
する 
○臨床検査機器の測定原理に基づいて感度や臨床的有用性、測定限界につい
て理解する 
○臨床検査機器の発展的応用利用について理解する 
○既知の疾病から未知の疾病発生の推測まで臨床検査機器の実務レベルの知
識を修得する

(15)授業の概要

臨床検査には多種類の機器が利用されているためそれらに関する基本的な知
識の修得理解が臨床検査技師には必須のものとなっている。 
これに加えて、最近は英語表記の専門用語が多くなっており、それらに関す
る知識も求められています。 
一方、臨床検査機器の多くは自動化されています。しかし、それらが正常に
作動し、得られた数値が正しいか否かの判断は分析対象、機器、構造、作動
原理、保守管理の理解が必須であり、本授業ではこれらについて学びます。 
また、有機機器分析 [MS(質量分析)、NMR(核磁気共鳴)、HPLC、その他]によ
る生体成分および食品成分の分析法についても講義します。

(16)授業の内容
予定

第１回 (10/01)　汎用計測器(汎用装置、純水製造装置、滅菌装置、分光光
度計) 
第２回 (10/08)　汎用計測器(フローサイトメータ、ＨＰＬＣ、質量分析装
置) 
第３回 (10/15)　臨床化学(全自動生化学分析装置_液状検査) 
第４回 (11/05)　臨床化学(全自動生化学分析装置_ドライケミストリー)、
尿検査装置 
第５回 (11/12)　臨床化学(全自動免疫測定装置) 
第６回 (11/19)　臨床血液(自動血球計数装置、自動白血球分類装置) 
第７回 (11/26)　臨床血液(自動凝固、線溶装置、血小板凝集能測定装置) 
第８回 (12/03)　ＰＯＣＴ装置（電気化学、酵素電極法、イムノクロマト
法） 
第９回 (12/10)　細菌検査装置、自動輸血検査装置 



第10回 (12/17)　病理検査装置、顕微鏡装置 
第11回 (12/24)　遺伝子検査装置(PCR、リアルタイムPCR) 
第12回 (01/07)　生理検査装置(心電計、心磁計) 
第13回 (01/14)　生理検査装置(超音波診断装置) 
第14回 (01/21)　生理検査装置(呼吸機能測定装置,脳波計,脳磁計) 
第15回 (01/28)　生理検査装置(CT、MRI) 
第16回 (02/04)　期末試験

(17)準備学習
（予習・復習）
等の内容

授業資料はHPより事前ダウンロードし、予習を行ってください。 
本授業で対象となる検査機器は全専門科目横断的な知識が必要不可欠ですの
で、測定対象に関する予習も忘れずに行いましょう。

(18)学問分野
1(主学問分野) ⼈間医⼯学関連（医学）

(18)学問分野
2(副学問分野) 設計⼯学関連

(18)学問分野
3(副学問分野)

情報⼯学関連

(19)実務経験の
ある教員による
授業科⽬につい
て

実務教員

(20)教材・教科
書

最新臨床検査学講座　検査機器総論　医歯薬出版

(21)参考⽂献 臨床工学講座　生体計測装置学 
医療機器の基礎知識　(財)医療機器センター 

(22)成績評価⽅
法及び採点基準

・3分の2以上の出席が必要です。規定出席回数に満たない者は不合格としま
す。 
・成績評価は期末試験をもって100点満点で評価します。原則として60点以
上を合格基準とします。 
・再試験は行いません。不合格の場合は再履修となります。

(23)授業形式 講義

(24)授業形態・
授業⽅法

教科書に沿って黒板、スライドを用いて説明します。 
e-Learningシステムを併用する場合もあります

(25)留意点・予
備知識

本科目は専門分野横断的な内容を網羅するため、必要に応じ各臨床専門科目
を事前学習しておくことが必要です。 

(26)オフィスア
ワー

月曜日:17:00～18:00

(27)Eメールア
ドレス・HPアド
レス

E-mail hnozaka@hirosaki-u.ac.jp
ホームページ 　http://www.mt.hirosaki-u.ac.jp/hp1/

(28)その他 なし。



医学部保健学科　検査技術科学専攻

(1)整理番号 54

(2)区分番号 54

(3)科⽬種別 医学部保健学科検査技術科学専攻

(4)授業科⽬名〔英⽂名〕 臨床生理学演習　(Seminar of Clinical Physiology)

(5)対象学年 2

(6)必修・選択 必修

(7)単位 1

(8)学期 後期

(9)曜⽇・時限 火曜日３・４時限

(10)担当教員（所属） 武尾照子

(11)地域志向科⽬ -
(12)難易度（レベル） レベル3
(13)対応するＣＰ/ＤＰ CP・DP　２　解決していく⼒　CP・DP　３　学び続ける⼒

(14)授業としての具体的
到達⽬標

○呼吸器系の働きを理解し，各機能検査の意義，検査方法，検査時
の注意事項について修得する 
○検査結果と呼吸器疾患とを関連付けて理解する 
○超音波の性質を理解し，超音波診断装置の測定原理，アーティフ
ァクトの発生原因について修得する 
○生体内臓器の描出法を理解する（実習でさらに具体的に学ぶ）

(15)授業の概要
○生理機能検査において正確な検査結果を得るために，その測定
（検査）原理と検査法の実際を正しく理解する必要がある 
○本演習では主に呼吸機能検査および画像検査について解説する

(16)授業の内容予定

第１回：呼吸機能検査（１）換気機能検査-スパイロメトリー・フ
ローボリューム 
第２回：呼吸機能検査（２）換気機能検査-機能的残気量と残気量  
第３回：呼吸機能検査（３）換気力学検査-肺コンプライアンス・
呼吸抵抗　 
第４回：呼吸機能検査（４）肺胞換気機能検査-換気の不均等分布
検査・Closing volume・肺拡散能検査　 
第５回：呼吸機能検査（５）血液ガス検査-動脈血ガス分析検査   
第６回：呼吸機能検査（６）呼吸調節に関する検査他分析検査   
第７回：呼吸機能検査（７）まとめおよび中間試験　 
第８回：画像検査（１）超音波診断－超音波の性質と測定原理　 
第９回：画像検査（２）超音波診断－プローブの種類と操作法・ア
ーティファクト・ドプラ法の原理 
第10回：画像検査（３）超音波診断－ドプラ法の種類・診断装置・
心臓超音波検査①　 
第11回：画像検査（４）超音波診断－心臓超音波検査② 
第12回：画像検査（５）超音波診断－心疾患の超音波像  
第13回：画像検査（６）超音波診断－腹部超音波検査①　   
第14回：画像検査（７）超音波診断－腹部超音波検査②　 
第15回：画像検査（８）超音波診断－体表・産婦人科・頸動脈血管
エコー検査   
第16回：画像検査（９）期末試験 

(17)準備学習（予習・復
習）等の内容

○事前に提示したプリントを参考に受講準備をすること 
○講義終了後は，復習し，疑問点を随時解消するように努めること

(18)学問分野1(主学問分
野)

⽣体の構造と機能関連



(18)学問分野2(副学問分
野)

内科学⼀般関連

(18)学問分野3(副学問分
野)

⼈間医⼯学関連（医学）

(19)実務経験のある教員
による授業科⽬について -

(20)教材・教科書
臨床機能検査講座：生理機能検査学　（大久保善朗　他），医歯薬
出版 

(21)参考⽂献 なし

(22)成績評価⽅法及び採
点基準

○2/3の出席をもって評価の対象とする 
○中間試験50点、期末試験50点とし，合計60点以上で単位を認定す
る

(23)授業形式 演習

(24)授業形態・授業⽅法 ○講義形式 
○講義で使用する資料は事前に提示する

(25)留意点・予備知識 ○人体機能学の知識が必要です 
○画像検査は形態学や循環機能検査とも関連します

(26)オフィスアワー ○保健学研究科D棟2階（D-2-12) 
○随時(但し金曜を除く）（あらかじめメール等で連絡ください）

(27)Eメールアドレス・
HPアドレス

ttakeo@hirosaki-u.ac.jp

(28)その他 なし



医学部保健学科　検査技術科学専攻

(1)整理番号 55

(2)区分番号 55

(3)科⽬種別 医学部保健学科検査技術科学専攻

(4)授業科⽬名〔英⽂
名〕

臨床血液検査学演習　(Seminar of Clinical Hematology)

(5)対象学年 2

(6)必修・選択 必修

(7)単位 1

(8)学期 後期

(9)曜⽇・時限 火曜日５・６時限

(10)担当教員（所
属）

高見秀樹

(11)地域志向科⽬ -
(12)難易度（レベ
ル） レベル3

(13)対応するＣＰ/Ｄ
Ｐ CP・DP　１　⾒通す⼒　　CP・DP　２　解決していく⼒

(14)授業としての具
体的到達⽬標

〇血液疾患診断のための臨床検査について基礎的知識を習得する 
〇代表的血液疾患の病態とそれを診断する検査技術に関する学識を得る 
〇到達目標は国家試験合格に必要な知識を習得する

(15)授業の概要 血液に関する臨床検査の方法とその臨床的意義について解説する。

(16)授業の内容予定

以下は過年度の実績です。変更もありえます。 変更の場合はその都度
説明します。 
・採血法と末梢血液検査 
・末梢血液検査 
・普通染色と赤血球の観察 
・血小板の観察、白血球の観察 
・血小板数測定、網赤血球数測定 
・赤血球沈降速度、出血時間 
・凝固系検査 
・凝固系検査、血小板機能検査 
・貧血に関する検査 
・骨髄検査、特殊染色 
・特殊染色 
・急性白血病の分類と染色 
・その他の検査(1) 
・その他の検査(2) 
・その他の検査(3) 
・血液検査学のまとめ

(17)準備学習（予
習・復習）等の内容

講義前に授業内容について教科書を読み予習すること。また講義後には
配布されたプリントと教科書で復習することが必要である。

(18)学問分野1(主学
問分野) 内科学⼀般関連

(18)学問分野2(副学
問分野) 病理病態学関連



(18)学問分野3(副学
問分野)

腫瘍学関連

(19)実務経験のある
教員による授業科⽬に
ついて

実務教員

(20)教材・教科書 標準臨床検査学　血液検査学　矢冨裕、通山薫編集　医学書院 
血液細胞アトラス　通山薫、張替秀郎編　文光堂

(21)参考⽂献 なし。

(22)成績評価⽅法及
び採点基準

出席状況（2/3以上の出席が必須）および期末試験の成績により評価す
る。期末試験（100点）において一定のレベル（60点）に達しなければ
不合格、再履修とする。

(23)授業形式 演習

(24)授業形態・授業
⽅法

配布プリントおよび教科書に添って講義する。講義は学生の質問、討論
の時間を設けるので積極的な主体的学習活動を中心とする。

(25)留意点・予備知
識

できるだけ教科書による予習を希望する。

(26)オフィスアワー 月、火、木曜日　12:30～14:30（ただし、メールでのアポイントメント
をとることが望ましい。)

(27)Eメールアドレ
ス・HPアドレス

takami@hirosaki-u.ac.jp

(28)その他 なし。



医学部保健学科　検査技術科学専攻

(1)整理番号 56

(2)区分番号 56

(3)科⽬種別 医学部保健学科検査技術科学専攻

(4)授業科⽬名〔英
⽂名〕

臨床血液学形態学実習　(Practice of Morphology Hematology)

(5)対象学年 2

(6)必修・選択 必修

(7)単位 1

(8)学期 後期

(9)曜⽇・時限 火曜日７～９時限

(10)担当教員（所
属）

○高見秀樹，中野　学

(11)地域志向科⽬ -
(12)難易度（レベ
ル） レベル3

(13)対応するＣＰ/
ＤＰ CP・DP　１　⾒通す⼒　　CP・DP　２　解決していく⼒

(14)授業としての具
体的到達⽬標

〇血液染色法の原理を理解する（見通す力） 
〇一般的な血液形態観察の技術を習得する（解決していく力）

(15)授業の概要 血液学における形態観察方法と染色法について学習する。

(16)授業の内容予定

第1回　 　　ガイダンス【高見　中野】 
第2回　 　　スライドカンファレンス（赤血球系）【高見】 
第3回　 　　赤血球系疾患標本の観察【高見　中野】 
第4回　 　　塗抹標本作製・普通染色【高見　中野】 
第5回　 　　スライドカンファレンス（白血球系）【高見】 
第6回　 　　白血球系疾患標本の観察①【高見　中野】 
第7回　 　　POD染色【高見　中野】 
第8回　 　　白血球系疾患標本の観察②【高見　中野】 
第9回　 　　EST染色【高見　中野】 
第10回　　　染色標本の観察【高見　中野】 
第11回　　　スライドカンファレンス（骨髄系）【高見】 
第12回　　　白血球系疾患標本の観察③【高見　中野】 
第13回　　　骨髄標本の観察【高見　中野】 
第14, 15回　標本観察の予備日【高見　中野】 
第16回　　　期末試験【高見　中野】

(17)準備学習（予
習・復習）等の内容

実習前に内容について教科書・実習書を読み予習すること。 
復習は実習レポートを作成することにより、内容の理解を深める。

(18)学問分野1(主学
問分野)

内科学⼀般関連

(18)学問分野2(副学
問分野) 病理病態学関連

(18)学問分野3(副学
問分野)

腫瘍学関連



(19)実務経験のある
教員による授業科⽬
について

実務教員

(20)教材・教科書 標準臨床検査学　血液検査学　矢冨　裕／通山　薫　医学書院

(21)参考⽂献 血液細胞アトラス　第6版　通山　薫・張替秀郎編集　文光堂

(22)成績評価⽅法及
び採点基準

成績評価は、実習への参加度（実習態度等）15％、実習レポート・スケ
ッチ（提出状況・内容）45％および期末試験（筆記）40％を100点満点で
評価し、60点以上を合格とする。 
実習には全て出席することが前提であり、出席が2/3に満たない場合は不
合格とする。 
実習レポート・スケッチ未提出の場合は欠席とする。

(23)授業形式 実習

(24)授業形態・授業
⽅法

実習内容を説明した後、個別に実習を行う。

(25)留意点・予備知
識

1)事前に実習に関する下調べは終えておくこと。 
2)レポート・スケッチ提出をもって出席とみなす。 
3)実習中における危険行為は感染事故につながるため、各自留意するこ
と。 
4)実験室内はすべて内履きとし、白衣を必ず着用すること。

(26)オフィスアワー 随時（あらかじめメール等で連絡ください）

(27)Eメールアドレ
ス・HPアドレス

高見秀樹　takami@hirosaki-u.ac.jp
中野　学　mnakano@hirosaki-u.ac.jp

(28)その他 なし



医学部保健学科　検査技術科学専攻

(1)整理番号 57

(2)区分番号 57

(3)科⽬種別 医学部保健学科

(4)授業科⽬名〔英⽂名〕 救急・蘇生医学　(Emergency and Resuscitative Medicine)

(5)対象学年 4

(6)必修・選択 選択

(7)単位 1

(8)学期 後期

(9)曜⽇・時限 火曜日９・１０時限

(10)担当教員（所属） 高橋　徹

(11)地域志向科⽬ -
(12)難易度（レベル） レベル2〜3
(13)対応するＣＰ/ＤＰ CP・DP　１　⾒通す⼒　　CP・DP　２　解決していく⼒

(14)授業としての具体的
到達⽬標

○医療従事者として必要な救急蘇生の概念を理解する（見通す力） 
○救急医療の対象となる代表的疾患の病態，診断，治療･対処，予防
を理解する（見通す力） 
○病院内外で一次救命処置を実践できる（解決する力）

(15)授業の概要

○救急・蘇生医学の概念、システム、現状について学びます。 
○代表的な救急疾患について病態、診断、治療・対処、予防に必要
な知識・技術を学びます。 
○病院内外で一次救命処置を積極的に行うことができること（救命
処置に躊躇しない）を目指します。

(16)授業の内容予定

第1回：救急・蘇生医学総論（救急医療の概念、歴史、現状、トリア
ージ、脳死と臓器移植） 
第2回：救命処置（一次救命処置） 
第3回：救命処置（二次救命処置） 
第4回：救命処置（小児・新生児） 
第5回：内因性救急疾患 
第6回：外因性救急疾患 
第7回：実習（一次救命処置） 
第8回：学習状況の確認（試験含む）と振り返り

(17)準備学習（予習・復
習）等の内容

次回授業の資料をあらかじめ配付するので、参考に予習してくださ
い。

(18)学問分野1(主学問分
野) 健康科学関連

(18)学問分野2(副学問分
野) -

(18)学問分野3(副学問分
野) -

(19)実務経験のある教員
による授業科⽬について 実務教員

(20)教材・教科書 授業中、適宜プリントが配付されます。 

(21)参考⽂献 授業中，適宜紹介します。



(22)成績評価⽅法及び採
点基準

平常評価（授業への参加度、授業中の質問への回答など）：20％ 
期末評価（期末試験）：80％ 
合計で60％以上を合格とする。なお、講義を3回以上欠席した場合は
期末試験受験の資格は得られない。

(23)授業形式 講義

(24)授業形態・授業⽅法 プリント・スライド・ビデオ等を使用した講義が中心ですが、患者
シミュレーター、医療器具を使用した実技訓練もあります。

(25)留意点・予備知識 疑問点は積極的に質問してください。

(26)オフィスアワー 授業中に指示します。

(27)Eメールアドレス・
HPアドレス

ttaka@hirosaki-u.ac.jp

(28)その他 特になし



医学部保健学科　検査技術科学専攻

(1)整
理番
号

58

(2)区
分番
号

58

(3)科
⽬種
別

医学部保健学科

(4)授
業科
⽬名
〔英
⽂
名〕

人体機能学演習　(Seminar of Human Body Physiology)

(5)対
象学
年

1

(6)必
修・
選択

必修

(7)単
位 1

(8)学
期 後期

(9)曜
⽇・
時限

水曜日５・６時限

(10)
担当
教員
（所
属）

山田順子

(11)
地域
志向
科⽬

-

(12)
難易
度
（レ
ベ
ル）

レベル2〜3

(13)
対応
する
ＣＰ/
ＤＰ

CP・DP　１　⾒通す⼒　　CP・DP　２　解決していく⼒　CP・DP　３　学び続ける⼒

(14)
授業
とし
ての
具体
的到
達⽬
標

〇　前期の講義で習った生理現象について詳しく調べて聴衆に説明する方法を習得する（見通す力、解決していく
力）               
〇　人の発表を聞き疑問点などを質問できるようにする（学び続ける力）               



(15)
授業
の概
要

日常生活で体験する生理的現象を再体験し、発生機序を調べ、発表する。これを通して、問題を提起し、その原因を探り、研究
の結果を聴衆に理解させるという一連の過程を練習する。基礎的および専門的知識を身につけるトレーニングであ
る。            

(16)
授業
の内
容予
定

各班で演習のテーマを選択し30分で講義を行う（各班６～８名で構成、各自５～６分担当して講義する。他の班のメンバーが質
問）。                 

１）　グループおよびテーマ選択。発表課題決定 
２）　細胞　 
３）　呼吸器 
４）　循環器 
５）　血液　 
６）　消化器 
７）　筋・運動 
８）　神経 
９）　脳　 
１０）　感覚器　 
１１）　泌尿器 
１２）　内分泌 
１３）　生殖、妊娠分娩 
１４）　栄養 
１５）　代謝 

(17)
準備
学習
（予
習・
復
習）
等の
内容

各人が演習テーマを参考に生理的現象を調べ、説明できるようにまとめ上げる           

(18)
学問
分野
1(主
学問
分野)

⽣体の構造と機能関連

(18)
学問
分野
2(副
学問
分野)

-

(18)
学問
分野
3(副
学問
分野)

-

(19)
実務
経験
のあ
る教
員に
よる
授業
科⽬
につ
いて

-

(20)
教
材・

なし



教科
書
(21)
参考
⽂献

コメディカル専門基礎科目シリーズ生理開く（理工図書） 
スタンダード生理学（文光堂）、標準生理学（医学書院）　など              

(22)
成績
評価
⽅法
及び
採点
基準

発表、質問の行い方、内容、応答などを評価する（発表１回20点、質問１回5点）                
演習のため欠席は減点する 
欠席１回（４点）、遅刻は２回で欠席１回と同等。

(23)
授業
形式

演習

(24)
授業
形
態・
授業
⽅法

第1回目にガイダンスを行いグループ分け（専攻毎５名一班）、テーマを決める。                                
発表当日はスケジュールに従って行い、発表、質問内容共採点する。          

(25)
留意
点・
予備
知識

演習なので欠席はみとめない。毎回必ず出席すること。積極的に質問すること（質問に関しても採点します）。     

プレゼンテーションはできるだけ原稿を使わず行う。 

(26)
オフ
ィス
アワ
ー

随時、できるだけ事前に連絡をしてください。      

(27)E
メー
ルア
ドレ
ス・
HPア
ドレ
ス

jyamada@hiroskai-u.ac.jp

(28)
その
他

http://db.jm.hirosaki-u.ac.jp/cybouz/db.exe?
page=DBRecord&did=1988&vid=718&rid=2285&head=&hid=&sid=n&rev=&ssid=&fvid=18701&text=%8E%52%93%63+%8F%87%8E%71+&cal=



医学部保健学科　検査技術科学専攻

(1)整理番
号 59

(2)区分番
号 59

(3)科⽬種
別 医学部保健学科検査技術科学専攻

(4)授業科
⽬名〔英⽂
名〕

医用生物学実験　(Expriment Practicum: Medical Biology)

(5)対象学
年 1

(6)必修・
選択

必修

(7)単位 1

(8)学期 後期

(9)曜⽇・
時限

水曜日７～９時限

(10)担当
教員（所
属）

○三浦富智，吉田光明（学内非常勤講師），葛西宏介

(11)地域
志向科⽬

-

(12)難易
度（レベ
ル）

レベル1〜2

(13)対応
するＣＰ/
ＤＰ

CP・DP　２　解決していく⼒

(14)授業
としての具
体的到達⽬
標

○正常細胞と癌細胞の違いを理解する（解決していく力） 
○DNA損傷が生体に及ぼす影響を理解する（解決していく力） 
○遺伝子検索をできるようになる（解決していく力） 
○遺伝子検査をできるようになる（解決していく力）

(15)授業
の概要

緊急被ばく医療支援に対応し，染色体レベル，細胞レベル，遺伝子レベルでDNA損
傷が生体に及ぼす影響を検討します。 
本実験を通して，生命科学の今後の可能性や実験データの取り扱い，科学的研究
を行う際の基本事項を学習します。単に，結果を出すことに重点を置くのではな
く，実験結果の解釈や考察に留意していただきたいです。

(16)授業
の内容予定

●オリエンテーション【担当：三浦・葛西】 
　第１回　ガイダンス・感染性検体（血液）取扱いの注意事項 

●染色体の正常と異常　【担当：三浦・葛西・吉田】    



　第２回　末梢血を用いた染色体標本の作製①　末梢血培養と細胞分裂誘導 、標
本作製 
　第３回　末梢血を用いた染色体標本の作製②　ギムザ染色、封入 
　第４回　顕微鏡使用法の説明 
　第５回　正常ヒト末梢血染色体標本の観察、染色体数分布 
　第６回　正常ヒト核型の作成 
　第７回　ヒト由来腫瘍細胞の染色体観察、染色体数分布 
　第８回　ヒト由来腫瘍細胞のヒト核型の作成 

●放射線被ばくによる染色体異常【担当：三浦・葛西・吉田】 
　第９回　X線照射による染色体変異と線量評価 

●ゲノムインフォマティックスとＰＣＲ法による遺伝子の検出【担当：三浦・葛
西】 
　第10回　ＤＮＡの抽出 
　第11回　遺伝子の増幅 
　第12回　ゲノムデータベースからの遺伝子検索（１） 
　第13回　ゲノムデータベースからの遺伝子検索（２） 
　第14回　増幅ＤＮＡの検出と判定 

●まとめ【担当：三浦・葛西】 
　第15回　性決定機構の説明とまとめ

(17)準備
学習（予
習・復習）
等の内容

前期で開講された生物学の世界の内容を復習しておいてください

(18)学問
分野1(主学
問分野)

分⼦レベルから細胞レベルの⽣物学関連

(18)学問
分野2(副学
問分野)

-

(18)学問
分野3(副学
問分野)

-

(19)実務
経験のある
教員による
授業科⽬に
ついて

-

(20)教
材・教科書

教科書は使用しません。 
マニュアル（資料）を用います。

(21)参考
⽂献

○生物学の世界（前期開講科目）の講義資料 
○The molecular biology of the cell. (医学部分館蔵書) 
○Cytogenetic Dosimetry: Applications in Preparedness for and Response to 
Radiation Emergencies（IAEA, 2011）
https://www.iaea.org/publications/8735/cytogenetic-dosimetry-
applications-in-preparedness-for-and-response-to-radiation-emergencies

(22)成績
評価⽅法及
び採点基準

○欠席が１/４を超過した場合は、不合格となります 
○レポートについては，目的の理解，結果のまとめ方・工夫、考察内容，質問へ
の回答により，S（90～100点），A（80），B（70点），C（60点），D（50点），
E（40点）に判定し評価します 
○レポートの判定に、出席評価を加え、総合評価します



(23)授業
形式

実験

(24)授業
形態・授業
⽅法

班単位でのグループ実験となります

(25)留意
点・予備知
識

○実習資料を参照しながら実験を進めます 
○実習室は土足厳禁ですので上履きを着用してください 
○実験中は白衣を着用してください 
※教養科目「生物学の世界～細胞の基礎生物学～」を履修してください

(26)オフ
ィスアワー

○月曜日　16：00～17：00 
○金曜日　17：00～19：00 
その他、メールで相談していただければ、対応いたします

(27)Eメー
ルアドレ
ス・HPア
ドレス

○三浦富智：tomisato@hirosaki-u.ac.jp
○葛西宏介：kokasai@hirosaki-u.ac.jp
○吉田光明：myoshida@hirosaki-u.ac.jp

(28)その
他

なし



医学部保健学科　検査技術科学専攻

(1)整理番号 60

(2)区分番号 60

(3)科⽬種別 医学部保健学科検査技術科学専攻

(4)授業科⽬名
〔英⽂名〕

代謝機能検査化学演習　(Seminar of Clinical Chemistry)

(5)対象学年 2

(6)必修・選択 必修

(7)単位 1

(8)学期 後期

(9)曜⽇・時限 水曜日１・２時限

(10)担当教員（所
属）

○中村敏也，七島直樹

(11)地域志向科⽬ -
(12)難易度（レベ
ル） レベル1〜3

(13)対応するＣ
Ｐ/ＤＰ CP・DP　１　⾒通す⼒　　CP・DP　２　解決していく⼒

(14)授業としての
具体的到達⽬標

〇生体成分の機能と代謝機構およびそれらの異常と病気との関連を理解し
説明できる（見通す力） 
〇代謝機能検査の原理を理解し,実践に応用できるように学識を得る（解決
していく力）

(15)授業の概要 生体成分の定量分析方法を理解し，さらにそれらの機能や代謝機構を有機
的に関連づけながら演習形式で学ぶ。

(16)授業の内容予
定

前半（第１回から第８回）（七島担当） 
 第１～３回　電解質と微量元素（ナトリウム，カリウム，カルシウム，
銅，鉄　等） 
 第４～５回　ホルモン　 
 第６～８回　動的機能検査法，肝機能，心・循環器機能，内分泌機能，骨
代謝機能，炎症，腫瘍マーカーおよび中間テスト 

後半（第９回から第１６回）（中村担当） 
 第９回 核酸，ヌクレオシド，ヌクレオチド 
 第10回 DNAの複製 
 第11回 転写 
 第12回 翻訳 
 第13回 翻訳後修飾 
 第14回 ビタミン 
 第15回 内分泌 
 第16回 期末テスト 

(17)準備学習（予
習・復習）等の内
容

予習としてそれぞれの授業内容を確認し，教科書から基礎知識を得るよう
にする。講義後は配布されたプリントと教科書で復習を行なう事が必要で
ある。

(18)学問分野
1(主学問分野)

病理病態学関連

分⼦レベルから細胞レベルの⽣物学関連



(18)学問分野
2(副学問分野)
(18)学問分野
3(副学問分野)

細胞レベルから個体レベルの⽣物学関連

(19)実務経験のあ
る教員による授業
科⽬について

-

(20)教材・教科書
七島担当分・・・・臨床化学検査学（浦山修　他）医歯薬出版 

中村担当分・・・シンプル生化学（林　典夫・廣野治子）南江堂

(21)参考⽂献
臨床検査法提要　金井正光編著　金原出版，実践臨床化学　北村元仕著　
医歯薬出版，臨床検査学第１巻　臨床化学　グラッドウオール著，玄蕃昭
夫・荒木仁子監訳　医歯薬出版など図書館医学部分館に多数あります。

(22)成績評価⽅法
及び採点基準

中間テスト（50％）と期末テスト（50％）により総合的に評価します。 
中間テストおよび期末試験の合計が60％に満たない場合は不合格とし，再
履修となります。 
なお，1回目から7回目までの授業のうち3回以上欠席したものは中間テスト
を受けることができません。同様に9回目から15回目までの授業のうち3回
以上欠席したものは期末テストを受けることができません。

(23)授業形式 演習

(24)授業形態・授
業⽅法

スライドを用いた講義形式とプリントを用いた演習形式。

(25)留意点・予備
知識

出席は必ずとります。理解しにくいことなどあったら，遠慮無く質問する
こと。医用化学，栄養・代謝学との関連性が非常に高いので，それらの復
習をしておくこと。

(26)オフィスアワ
ー

七島直樹・・・・メール等で連絡下されば、適宜対応します。 
中村敏也・・・・金曜日17時～18時（その他メールは随時）

(27)Eメールアド
レス・HPアドレ
ス

七島直樹・・・・nnaoki@hirosaki-u.ac.jp
中村敏也・・・・toshiyan@hirosaki-u.ac.jp

(28)その他 なし。



医学部保健学科　検査技術科学専攻

(1)整理番号 61

(2)区分番号 61

(3)科⽬種別 医学部保健学科検査技術科学専攻

(4)授業科⽬名〔英⽂
名〕

臨床化学検査学実習　(Experiment Practicum:Ｃｌｉｎｉｃａｌ　Ｃ
ｈｅｍｉｓｔｒｙ)

(5)対象学年 2

(6)必修・選択 必修

(7)単位 1

(8)学期 後期

(9)曜⽇・時限 水曜日３～５時限

(10)担当教員（所属） ○七島直樹，中野　学

(11)地域志向科⽬ -
(12)難易度（レベル） レベル3
(13)対応するＣＰ/ＤＰ CP・DP　１　⾒通す⼒　　CP・DP　２　解決していく⼒
(14)授業としての具体的
到達⽬標

〇測定原理および臨床的意義を理解する(見通す力) 
〇生体成分測定法に用いられる手技を修得する（解決していく力）

(15)授業の概要 臨床化学分析で使用される生体成分定量法の基本的操作に習熟し，併
せて測定原理や臨床的意義について学ぶ。

(16)授業の内容予定

第 1回　ガイダンス （七島） 
第 2回　分光光度計・ピペットの扱い方及び検定（七島・中野） 
第 3回　GOD-POD法による血糖の測定 （七島・中野） 
第 4回　総タンパクおよびアルブミンの測定 （中野） 
第 5回　電気泳動法による血清タンパクの分離 （七島）　　 
第 6回　血清コレステロールの測定 （七島・中野） 
第 7回　クレアチニンおよびクリアランス試験 （七島・中野） 
第 8回　血清尿酸の測定 （七島・中野） 
第 9回　血清尿素窒素の測定 （七島・中野） 
第10回　血清アミラーゼ （七島・中野） 
第11回　アルカリホスファターゼ（七島・中野） 
第12回　血清カルシウムの測定 （七島・中野） 
第13回　血清無機リンの測定　（七島・中野） 
第14回　実習予備日 
第15回　実習まとめと試験（七島）

(17)準備学習（予習・復
習）等の内容

予習は、予め配布された実習マニュアルや教科書を熟読すること。復
習は実習レポートを作成することにより、内容の理解を深める。

(18)学問分野1(主学問分
野) 病理病態学関連

(18)学問分野2(副学問分
野) -

(18)学問分野3(副学問分
野) -

(19)実務経験のある教員
による授業科⽬について -



(20)教材・教科書 教科書：浦山修他著　臨床化学検査学　医歯薬出版 
実習プリントを適宜配布する。

(21)参考⽂献 実践臨床化学　北村元仕著　医歯薬出版　など図書館医学部分館に多
数あります。

(22)成績評価⽅法及び採
点基準

実習レポート（60%）、期末テスト（30%）、実習態度および出席状況
等（10%）により評価する。 
レポートはA,B,Cの３段階評価とし、100点満点とした場合、Aは80点
以上、Bは70-79点、Cは60-69点に相当する。  
レポートは実験日の一週間後までに必ず提出すること（提出が遅れた
場合は評価の際に減点対象となる）。 
欠席が3回を越えた場合と、未提出のレポートがある場合は自動的に
不合格となるので注意すること。 
やむを得ず実習を欠席した場合, レポートはグループの人からデータ
を借りて提出すること。

(23)授業形式 実習

(24)授業形態・授業⽅法 原則として個人で実習を行いますが，項目によってはグループ実習と
なることがあります。

(25)留意点・予備知識

医用化学および実験、栄養・代謝学及び実習と非常に関係が深いので
それらの復習をしておくこと。 
実習ではガラス器具や酸、アルカリ、有機溶媒等を使用するので、事
故の無いよう各自注意すること。 
実習中は、「今、自分は何のためにこの操作をしているのか」を常に
意識しながら作業を行うこと。 
なお、各グループの実験の進行度合いにより実習の終了時間は前後す
る。

(26)オフィスアワー 適宜対応します。（予めメール等で連絡下さい。）

(27)Eメールアドレス・
HPアドレス

nnaoki@hirosaki-u.ac.jp

(28)その他 なし。



医学部保健学科　検査技術科学専攻

(1)整理番号 62

(2)区分番号 62

(3)科⽬種別 医学部保健学科検査技術科学専攻

(4)授業科⽬名〔英
⽂名〕

臨床検査総合演習Ⅱ　(Clinical Laboratory Practice General Ⅱ)

(5)対象学年 4

(6)必修・選択 選択

(7)単位 1

(8)学期 後期

(9)曜⽇・時限 水曜日１・２時限

(10)担当教員（所
属）

検査技術科学専攻教員

(11)地域志向科⽬ -
(12)難易度（レベ
ル） レベル3

(13)対応するＣＰ/
ＤＰ CP・DP　２　解決していく⼒

(14)授業としての具
体的到達⽬標

○臨床検査データを単体の検査項目だけでなく他の検査項目などとの関連
性を捉えることで疾病本体や患者状態の把握ができる知識を修得し,理解
を図る 
○病因・病態・機能的変化と照らし合わせて総合的な解釈を加え,疾病の
発生・進行を把握するとともに,治療を踏まえた検査データの選択など実
務レベルでの理解を図る

(15)授業の概要

臨床検査に関する病因・病態・機能的変化を総合的にとらえるため臨床微
生物学、臨床生理学、臨床病理学総論、 
臨床検査総論、医用工学・検査機器総論、検査管理総論、分子生物学に関
する総合演習を行う。 
各科目を横断的に学習し、検査データを数値として判断・解釈するのみな
らず、 
疾病の診断や治療などを想定した発展的知識として活用するための演習を
行います。

(16)授業の内容予定

第01回 10/02　臨床微生物学（藤岡美幸） 
第02回 10/09　臨床微生物学（藤岡美幸） 
第03回 10/16　臨床微生物学（藤岡美幸） 
第04回 10/23　臨床生理学 (武尾照子） 
第05回 10/30　臨床生理学（武尾照子） 
第06回 11/13　臨床生理学（武尾照子） 
第07回 11/20　臨床生理学（武尾照子） 
第08回 11/27　臨床病理学総論（丹藤雄介） 
第09回 12/04　臨床病理学総論（丹藤雄介） 
第10回 12/11　臨床検査総論（千葉　満） 
第11回 12/18　臨床検査総論（千葉　満） 
第12回 12/25　医用工学・検査機器総論（野坂大喜） 
第13回 01/08　医用工学・検査機器総論（野坂大喜） 
第14回 01/22　検査管理総論（野坂大喜） 
第15回 01/29　検査管理総論（野坂大喜） 
第16回 02/05　分子生物学(葛西宏介)



(17)準備学習（予
習・復習）等の内容

各教員の方針に基づいた事前学習、並びにこれまでの該当教科の国家試験
問題の復習を行っておくとともに、国家試験レベルの参考資料を各自準備
し、予習しておくこと。

(18)学問分野1(主
学問分野) 病理病態学関連

(18)学問分野2(副
学問分野) 内科学⼀般関連

(18)学問分野3(副
学問分野) 感染・免疫学関連

(19)実務経験のある
教員による授業科⽬
について

実務教員

(20)教材・教科書 指定はありませんが、国家試験問題集を準備すること。

(21)参考⽂献 各社出版の国家試験問題集。

(22)成績評価⽅法及
び採点基準

3分の2以上の出席が必要です。規定出席回数に満たない者は不合格としま
す。 
成績評価は各教員が実施し100点満点で評価します。 
総合評価を行い原則として60点以上を合格基準とします。 
再試験は行いません。不合格の場合は再履修となります。

(23)授業形式 演習

(24)授業形態・授業
⽅法

プリント、スライドなどを使用し、演習形式で行う。 

(25)留意点・予備知
識

国家試験問題集による予習と復習を欠かさずに行い、基礎知識を有してい
ることが受講の必須条件です。

(26)オフィスアワー 下記各教員のメールアドレスにて問い合わせてください

(27)Eメールアドレ
ス・HPアドレス

藤岡美幸 e-mail:mfujioka@hirosaki-u.ac.jp
武尾照子 e-mail:ttakeo@hirosaki-u.ac.jp
丹藤雄介 e-mail:ytando@hirosaki-u.ac.jp
千葉　満 e-mail:mchiba32@hirosaki-u.ac.jp
野坂大喜 e-mail:hnozaka@hirosaki-u.ac.jp
葛西宏介 e-mail:kokasai@hirosaki-u.ac.jp

(28)その他 なし。



医学部保健学科　検査技術科学専攻

(1)整理番号 63

(2)区分番号 63

(3)科⽬種別 医学部保健学科検査技術科学専攻

(4)授業科⽬名
〔英⽂名〕

栄養・代謝学　(Biochemistry)

(5)対象学年 1

(6)必修・選択 必修

(7)単位 2

(8)学期 後期

(9)曜⽇・時限 木曜日３・４時限

(10)担当教員
（所属）

中村敏也

(11)地域志向科
⽬ -

(12)難易度（レ
ベル） レベル1〜2

(13)対応するＣ
Ｐ/ＤＰ CP・DP　１　⾒通す⼒　　CP・DP　３　学び続ける⼒

(14)授業として
の具体的到達⽬
標

○生体を構成するタンパク質，糖質，脂質，核酸などの分類，機能および構造
的特徴を理解する（見通す力） 
○タンパク質，糖質，脂質，核酸などの消化吸収と生体内における代謝機構に
ついて理解する（見通す力） 
○上記の生体構成成分の代謝産物の生体内における利用について理解する（学
び続ける力）

(15)授業の概要
○ヒトの生命現象を生化学，分子生物学，及び栄養学の立場から理解する 
○ヒトの健康状態と疾病の発症を生化学の立場から理解し，更に，種々の臨床
検査との関連性を理解する

(16)授業の内容
予定

講義内容の予定は変更される場合があるが，原則として以下のスケジュールで
行う。 

第１回　細胞（オルガネラ，細胞外マトリックス，生体膜） 
第２回　糖質の化学（糖質の分類，構造，異性体，重要な単糖） 
第３回　糖質の化学（二糖および多糖） 
第４回　脂質の化学（脂質の分類，脂肪酸） 
第５回　脂質の化学（単純脂質，複合脂質，誘導脂質） 
第６回　タンパク質の化学（アミノ酸の構造と分類，両性電解質） 
第７回　タンパク質の化学（タンパク質の構造と性質） 
第８回　核酸の化学（核酸の構成成分，ヌクレオシドとヌクレオチド，DNAの
構造） 
第９回　核酸の化学（RNAの種類と構造），中間テスト 
第10回　糖質の代謝１（糖質の消化と吸収，解糖反応） 
第11回　糖質の代謝２（クエン酸回路，グリコーゲンの合成と分解） 
第12回　脂質の代謝（脂質の消化と吸収，中性脂肪の代謝） 
第13回　脂質の代謝（リン脂質とコレステロールの代謝） 
第14回　タンパク質の代謝（タンパク質の消化と吸収） 
第15回　タンパク質の代謝（アミノ酸の代謝） 
第16回　期末テスト

栄養・代謝学の知識は，臨床化学をはじめとする臨床検査関連科目の学修の基
礎となる科目であり，しっかりした取り組みが必要である。 



(17)準備学習
（予習・復習）
等の内容

教科書をもとに，配布されるプリント等をもとに予習・復習をすること。 
また、授業の初めに前の講義の内容について小テストを行うので、しっかり復
習すること。

(18)学問分野
1(主学問分野) ⽣体の構造と機能関連

(18)学問分野
2(副学問分野) ⽣体分⼦化学関連

(18)学問分野
3(副学問分野) 細胞レベルから個体レベルの⽣物学関連

(19)実務経験の
ある教員による
授業科⽬につい
て

-

(20)教材・教科
書

「テキスト」には「シンプル生化学」（林　典夫・廣野治子編、南江堂）を用
いる。

(21)参考⽂献

「参考図書」には「臨床検査技術学　８　生化学（菅野剛史，松田信義　編、
医学書院），「臨床検査学講座　生化学」（阿南功一，阿部喜代司，原　諭
吉　編，医歯薬出版），レーニンジャー新生化学（廣川書店），ハーパー生化
学（丸善）等があげられる。 
いずれも図書館医学部分館で閲覧可能である。

(22)成績評価⽅
法及び採点基準

講義は期末テストを除いて１５回である（中間テストの日は講義も行う）。そ
のうち５回以上欠席した学生は期末試験を受ける資格がない。 
前回の講義内容について小テストを毎回行い，その点数も成績評価に用いる。 
すなわち、この講義の評価は、小テスト１０点、中間テスト４５点、期末テス
ト４５点の計１００点満点で行う。 
トータル６０点以上の学生は単位を得ることができる。

(23)授業形式 講義

(24)授業形態・
授業⽅法

基本的にはパワーポイント（スライド形式）により行い，黒板を用いて追加説
明をする。スライドの原稿は各自に配付する。また，レポートの提出を求める
ことがある。

(25)留意点・予
備知識

半期15コマの講義日程であるが，「国家試験に向けて」という意味では残念な
がら不十分である。国家試験では生化学領域の膨大な知識が要求されている。
したがって，講義内容はそのエッセンスであると理解し，各自の自学自習によ
り肉付けしていくという認識が必要である。 
なお、酵素、ヌクレオチドの代謝、タンパク質合成については別科目で講義す
る。

(26)オフィスア
ワー

(オフィスアワー) 金曜日17時～18時

(27)Eメールア
ドレス・HPア
ドレス

toshiyan@hirosaki-u.ac.jp

(28)その他 １単位取得のためには予習・復習を含めて45時間の学習が必要です。



医学部保健学科　検査技術科学専攻

(1)整理番号 64

(2)区分番号 64

(3)科⽬種別 医学部保健学科

(4)授業科⽬名〔英⽂
名〕

人体病理学　(Pathology)

(5)対象学年 1

(6)必修・選択 必修

(7)単位 2

(8)学期 後期

(9)曜⽇・時限 木曜日５・６時限

(10)担当教員（所属） 渡邉　純

(11)地域志向科⽬ -
(12)難易度（レベル） レベル1〜2
(13)対応するＣＰ/Ｄ
Ｐ

CP・DP　１　⾒通す⼒

(14)授業としての具体
的到達⽬標

〇 病気の原因や成り立ちを理解する 
〇 基本的な医学用語、病名などを理解する 

(15)授業の概要

・人体病理学は、人体における病気の基本的概念を学ぶ学問です。 
・総論では、病理学の歴史、概要、病因、物質代謝障害、進行性病
変、炎症、感染症、免疫異常、腫瘍などに　ついて病理学の基本的概
念を中心に学ぶ。 
・各論では、各臓器の特徴的な病気の基本的概念を学ぶ。  

(16)授業の内容予定

 第 1回　1章.人体病理学の歴史及び概要 
 第 2回　2.病因論 、3.先天性疾患、遺伝病 
 第 3回　4.細胞の基本病変、5.物質代謝障害 
 第 4回　6.修復、再生 
 第 5回　7.循環障害 
 第 6回　8.炎症、感染症 
 第 7回　9.免疫と免疫異常 
 第 8回　10.腫瘍 
 第 9回　11.循環器系の疾患 
 第10回　12.呼吸器系の疾患 
 第11回　13.消化器系の疾患 
 第12回　15.泌尿器系の疾患、16.生殖器系の疾患 
 第13回　18.内分泌系の疾患 
 第14回　17.運動器・軟部組織系 
 第15回　19.脳・神経系、の疾患 
 第16回　期末試験

(17)準備学習（予習・
復習）等の内容

正常を理解していないと病気は理解できないので、解剖学、組織学、
生理学などを知識を復習して講義に臨むことが望まれる。

(18)学問分野1(主学
問分野)

病理病態学関連

(18)学問分野2(副学
問分野)

-



(18)学問分野3(副学
問分野)

-

(19)実務経験のある教
員による授業科⽬につ
いて

実務教員

(20)教材・教科書 中村仁志夫他著，医療系学生のための病理学，第4版，講談社サイエン
ティフィク，2010． 

(21)参考⽂献 なし。

(22)成績評価⽅法及び
採点基準

評価は期末試験、出席状況等で行う。 

(23)授業形式 講義

(24)授業形態・授業⽅
法

教科書とパワーポイントを用いて行う。 

(25)留意点・予備知識 病理学総論で学ぶ医学用語は、病気を学ぶ基礎となるので、正しく理
解し、記憶すること。 

(26)オフィスアワー 平日昼休み（11：50-12：40）

(27)Eメールアドレ
ス・HPアドレス

watajun@hirosaki-u.ac.jp

(28)その他 なし。



医学部保健学科　検査技術科学専攻

(1)整理番号 65

(2)区分番号 65

(3)科⽬種別 医学部保健学科検査技術科学専攻

(4)授業科⽬名〔英⽂
名〕

医用物理学実験　(Physical practice for medical technology)

(5)対象学年 1

(6)必修・選択 必修

(7)単位 1

(8)学期 後期

(9)曜⽇・時限 木曜日７～９時限

(10)担当教員（所属） ○中原岳久，寺島真悟，山口平，嵯峨涼

(11)地域志向科⽬ -
(12)難易度（レベル） レベル3
(13)対応するＣＰ/Ｄ
Ｐ

CP・DP　１　⾒通す⼒　　CP・DP　２　解決していく⼒　CP・
DP　３　学び続ける⼒

(14)授業としての具体
的到達⽬標

○実験では測定が欠かせませんが，測定値には必ず誤差がつきまとう
ため， 
測定値には誤差を示して信頼性を示す必要があり， 
測定器具類の操作などを通して誤差を正しく評価する手法を修得する
（見通す力） 

○実験で観察する値はいろいろな素現象が重なった結果の数値であ
り， 
それの数値から既知の現象を差し引いていった結果として未知の現象
だけを取り出すことが可能となるので， 
これらのような実験手法の数々を修得する（解決する力） 

○レポートのまとめ方を修得する（学び続ける力）

(15)授業の概要

実験の目的をよく理解し、それを完成させるにはどうすればいいかを
まず考えます。それを実行に移し解析的に考察する能力を習得しま
す。 
最終目的は、得られた結果をレポートとしてまとめることにありま
す。レポートは実験者の成果を関係者にアピールするためのもので
す。 
従って、レポートの書き方の練習も重要な課題です。

(16)授業の内容予定 　０．ガイダンス 
　１．重力加速度の測定 
　２．剛性率の測定 
　３．レンズの焦点距離の測定 
　４．液体の密度の測定 
　５．音叉の振動数の共鳴管とオシロスコープによる測定 
　６．ステファン－ボルツマンの法則 
　７．統計誤差 
　７'.モンテカルロ法とｎ進法 
　８．表面張力の測定 
　９．分光器による波長校正曲線の作成と応用 
１０．ベータ線の磁石による偏向 
１１．メートルブリッジによる電気抵抗の測定 
１２．放射線の距離による減少と物質による吸収 
１３．実験まとめ 



◎全員同じ実験を行うのではなく、グループごとに異なる実験を行い
ます。

(17)準備学習（予習・
復習）等の内容

事前に実験書をよく読んでおくこと。また、実験に使用する器具の使
用方法を調べておくこと。 
事前の準備の有無や内容によって実験にかかる時間が大きく変化しま
す。 
「実験」である以上、レポートを作成し、提出し、受理される必要性
があります。 
提出されたレポートの内容によっては受理せず再提出を要求すること
があります。

(18)学問分野1(主学問
分野) 物理化学関連

(18)学問分野2(副学問
分野)

-

(18)学問分野3(副学問
分野)

-

(19)実務経験のある教
員による授業科⽬につ
いて

-

(20)教材・教科書 事前のガイダンスで実験書を配布します。

(21)参考⽂献 ・教養科目の物理学の教科書 
・高校時代の物理の教科書、副読本　など

(22)成績評価⽅法及び
採点基準

全ての実験テーマについて実験して、レポートを提出してもらいま
す。レポートの内容、実験態度を評価します。 
２～３人のグループで実験を行ってもらいますが、共有してよいのは
一緒に実験を行ったグループで得られたデータだけです。 
それ以外の部分はすべて自分で考え、調べてレポートを作成して下さ
い。 
レポートのコピーは試験におけるカンニングと同じです。厳正に対処
します。 
１２回の実験を自分で行い、作成したレポートを提出して全て受理さ
れた場合のみ成績評価を行います。 

以下の者は成績評価の対象としません 
１）理由無くガイダンス、実験まとめに出席しなかった者 
２）理由無く４回以上実験を欠席した者

(23)授業形式 実験

(24)授業形態・授業⽅
法

１３項目の実験と事前、事後のガイダンス

(25)留意点・予備知識
漫然と手を動かすだけではなく、１つ１つの操作の意味を考えながら
実験を行って下さい。 
また、積極的に実験操作に係わって下さい。

(26)オフィスアワー
(質問に関する連絡先等) 中原研究室 
(オフィスアワー) １３時～１９時の間で在室時（事前にメールで予
約すること）

(27)Eメールアドレ
ス・HPアドレス

(E-mailアドレス) tnakahar@hirosaki-u.ac.jp （中原）

(28)その他 なし。



医学部保健学科　検査技術科学専攻

(1)整理番号 66

(2)区分番号 66

(3)科⽬種別 医学部保健学科検査技術科学専攻

(4)授業科⽬名〔英
⽂名〕

臨床微生物検査学　(Medical Microbiological Technology)

(5)対象学年 2

(6)必修・選択 必修

(7)単位 2

(8)学期 後期

(9)曜⽇・時限 木曜日３・４時限

(10)担当教員（所
属）

藤岡美幸

(11)地域志向科⽬ -
(12)難易度（レベ
ル） レベル3

(13)対応するＣＰ/
ＤＰ CP・DP　１　⾒通す⼒　　CP・DP　２　解決していく⼒

(14)授業としての具
体的到達⽬標

〇主な微生物の学名を記憶し,その微生物による感染症の検査法を理解し
他者へ説明ができる学識を得る

(15)授業の概要
個々の微生物について、分離培養の方法・鑑別試験・抗生剤感受性の特
性・抵抗性・病原微生物の生物学的特長を理解し、病原微生物検査に対す
るモチベーションを高める

(16)授業の内容予定

第1回：スタヒロコッカス属,ミクロコッカス属 
第2回：ストレプトコッカス属,エンテロコッカス属,ナイセリア属 
第3回：腸内細菌科（1） 
第4回：腸内細菌科（2） 
第5回：ビブリオ属,パスツレラ属,ヘモフィルス属 
第6回：シュードモナス属 
第7回：レジオネラ属,ボルデテラ属,ブルセラ属,フランシセラ属,アルカ
リゲネス属 
第8回：カンピロバクター属,ヘリコバクター属 
第9回：バシラス属,リステリア属,コリネバクテリウム属 
第10回：マイコバクテリウム属,ノカルジア属 
第11回：クロストリジウム属 
第12回：トレポネーマ属,レプトスピラ属,マイコプラズマ属,リケッチア,
クラミジア 
第13回：病原真菌（1） 
第14回：病原真菌（2） 
第15回：バイオハザード対策 
第16回：試験

(17)準備学習（予
習・復習）等の内容

授業前に教科書の該当部位を読了し、次回講義までに前回分と次回該当部
位をまとめて読了するとともに、内容をノートに整理すること

(18)学問分野1(主
学問分野) 感染・免疫学関連

-



(18)学問分野2(副
学問分野)
(18)学問分野3(副
学問分野) -

(19)実務経験のある
教員による授業科⽬
について

実務教員

(20)教材・教科書 臨床微生物学　松本哲哉　 
医歯薬出版株式会社

(21)参考⽂献 吉田眞一、柳雄介：「戸田新細菌学」、南山堂

(22)成績評価⽅法及
び採点基準

成績評価は「授業への参加度20％」と「筆記試験80％」を合わせて100点
満点で評価し、60点以上を合格とする 
60点未満の場合は不合格となる 
合格には3分の2以上の出席が必要であるため、5回欠席した場合は上記評
価の結果にかかわらず不合格とする 
不合格の場合は再履修となる 
再試験の予定はない

(23)授業形式 講義

(24)授業形態・授業
⽅法

PCプロジェクターによる映写と質疑応答を多用する

(25)留意点・予備知
識

教科書を事前に読了すること

(26)オフィスアワー 随時

(27)Eメールアドレ
ス・HPアドレス

(Eメールアドレス) mfujioka@hirosaki-u.ac.jp
(質問に関する連絡先等) D-5-3研究室 
(HPアドレス) http://www.mt.hirosaki-u.ac.jp/

(28)その他 特になし



医学部保健学科　検査技術科学専攻

(1)整理番号 67

(2)区分番号 67

(3)科⽬種別 医学部保健学科検査技術科学専攻

(4)授業科⽬名〔英
⽂名〕

微生物学実習　(Practice of Microbiology)

(5)対象学年 2

(6)必修・選択 必修

(7)単位 1

(8)学期 後期

(9)曜⽇・時限 木曜日５～７時限

(10)担当教員（所
属）

○藤岡美幸，山内可南子

(11)地域志向科⽬ -
(12)難易度（レベ
ル） レベル2

(13)対応するＣＰ/
ＤＰ CP・DP　１　⾒通す⼒　　CP・DP　２　解決していく⼒

(14)授業としての具
体的到達⽬標

〇無菌操作と微生物の分離・同定方法を理解させると共に,バイオハザー
ドに対して迅速に対応可能な能力を習得する

(15)授業の概要 微生物検査に必須の無菌操作， 顕微鏡操作， 更に各種の生物化学的性
状検査方法を習得し， 落下細菌と球菌の検査法を実施して理解を深める

(16)授業の内容予定

第１回：オリエンテーション(藤岡・山内) 
第２回：培地作成、塗抹、単染色 (藤岡・山内) 
第３回：培地作成、塗抹復習およびグラム染色 (藤岡・山内) 
第４回：落下細菌および手指付着菌培養 (藤岡・山内) 
第５回：ブドウ球菌の性状 Ⅰ (藤岡・山内) 
第６回：ブドウ球菌の性状 Ⅱレンサ球菌の性状(藤岡・山内) 
第７回：実技試験 (藤岡・山内) 
第８回：レンサ球菌の性状 Ⅰ(藤岡・山内) 
第９回：レンサ球菌の性状 Ⅱ (藤岡・山内) 
第10回：腸内細菌の性状Ⅰ (藤岡・山内) 
第11回：腸内細菌の性状Ⅱ (藤岡・山内) 
第12回：真菌Ⅰ (藤岡・山内) 
第13回：真菌Ⅱ (藤岡・山内) 
第14回：口腔内歯垢染色  (藤岡・山内) 
第15回：MIC、MBC測定 (藤岡) 
第16回：記述式筆記試験(藤岡)

(17)準備学習（予
習・復習）等の内容

授業前に実習ノートの該当部位を読了し、次回講義までに前回分と次回
該当部位をまとめて読了するとともに、内容を実習ノートに整理するこ
と

(18)学問分野1(主
学問分野)

感染・免疫学関連

(18)学問分野2(副
学問分野)

-



(18)学問分野3(副
学問分野)

-

(19)実務経験のある
教員による授業科⽬
について

実務教員

(20)教材・教科書 臨床微生物学　松本哲哉　 
医歯薬出版株式会社

(21)参考⽂献 配布マニュアルを中心に行う。

(22)成績評価⽅法及
び採点基準

成績評価は「授業への参加度10％」と「筆記試験60％」、「レポートや
実習書等の提出物20%」、「実技試験10%」を合わせて100点満点で評価
し、60点以上を合格とする 
60点未満の場合は不合格となる 
合格には3分の2以上の出席が必要であるため、5回欠席した場合は上記評
価の結果にかかわらず不合格とする 
不合格の場合は再履修となる 
再試験の予定はない

(23)授業形式 実習

(24)授業形態・授業
⽅法

「実習用プリント」並びに教科書中心

(25)留意点・予備知
識

事前に配布マニュアルを理解しておく 
実験室からの退出時には手指の消毒をする

(26)オフィスアワー 随時

(27)Eメールアドレ
ス・HPアドレス

(Eメールアドレス) mfujioka@hirosaki-u.ac.jp
(質問に関する連絡先等) D-5-3研究室 
(HPアドレス) http://www.mt.hirosaki-u.ac.jp/

(28)その他 特になし



医学部保健学科　検査技術科学専攻

(1)整理番号 68

(2)区分番号 68

(3)科⽬種別 医学部保健学科検査技術科学専攻

(4)授業科⽬名〔英⽂名〕 臨床ウイルス学　(Clinical virology)

(5)対象学年 2

(6)必修・選択 必修

(7)単位 1

(8)学期 後期

(9)曜⽇・時限 金曜日３・４時限

(10)担当教員（所属） 丹藤雄介

(11)地域志向科⽬ -
(12)難易度（レベル） レベル2
(13)対応するＣＰ/ＤＰ CP・DP　１　⾒通す⼒　　CP・DP　２　解決していく⼒
(14)授業としての具体的
到達⽬標

〇各種ウイルスについて，その特性ともたらす疾患について理解す
る

(15)授業の概要 ウイルス疾患について，系統的に学習する

(16)授業の内容予定

第１回　ウイルス学総論 
　　　　　構造 
　　　　　分類 
第２回　　感染形式 
　　　　　診断方法 
　　　　　治療 
第３回　ウイルス学各論 
　　　　　伝染性軟属腫ウイルス 
　　　　　単純ヘルペスウイルス 
　　　　　水痘・帯状疱疹ウイルス 
第４回　　ロタウイルス 
　　　　　ヒト乳頭腫ウイルス 
　　　　　ポリオウイルス 
第５回　　コクサッキーウイルス 
　　　　　ライノウイルス 
　　　　　風疹ウイルス 
　　　　　麻疹（はしか）ウイルス 
第６回　　インフルエンザウイルス 
　　　　　流行性耳下腺炎ウイルス 
　　　　　RSウイルス 
第７回　　肝炎ウイルス 
　　　　　HIV 
　　　　　ウイルス学トピックス 
第８回　　学習状況の確認(試験含む)と振り返り

(17)準備学習（予習・復
習）等の内容

プリントを配布します

(18)学問分野1(主学問分
野) 感染・免疫学関連

(18)学問分野2(副学問分
野) -



(18)学問分野3(副学問分
野)

-

(19)実務経験のある教員
による授業科⽬について 実務教員

(20)教材・教科書 特に指定のものはありません

(21)参考⽂献 「わかる！身につく！病原体・感染・免疫」藤本秀士（編）南山
堂，ブルーバックス「新しいウイルス入門」武村政春　講談社

(22)成績評価⽅法及び採
点基準

授業への参加度10％,学期末試験90％％とし，合計60％以上で単位を
認定する 

(23)授業形式 講義

(24)授業形態・授業⽅法 プリントとパワーポイントによる聴講形式

(25)留意点・予備知識

〇2/3以上出席しなければ期末試験受験資格なし（Ｈ28履修案内参
照） 
〇代返，途中退室が判明した場合はその日の講義の出席にカウント
しない 
〇授業中の私語，携帯やスマホ使用（マナーモードは可，メールの
やり取り禁）は慎むこと 
〇状況によっては退出とする. 

(26)オフィスアワー 月・金曜日10：00-12：00　（予約必要です.メールで連絡してくだ
さい.）

(27)Eメールアドレス・
HPアドレス

ytando@hirosaki-u.ac.jp

(28)その他 なし



医学部保健学科　検査技術科学専攻

(1)整理番号 69

(2)区分番号 69

(3)科⽬種別 医学部保健学科検査技術科学専攻

(4)授業科⽬名〔英⽂
名〕

体液検査学　(Body Fluid Analysis)

(5)対象学年 2

(6)必修・選択 必修

(7)単位 1

(8)学期 後期

(9)曜⽇・時限 金曜日３・４時限

(10)担当教員（所
属）

千葉　満

(11)地域志向科⽬ -
(12)難易度（レベ
ル） レベル2〜3

(13)対応するＣＰ/Ｄ
Ｐ CP・DP　２　解決する⼒

(14)授業としての具
体的到達⽬標

〇臨床検査に必要な各種体液検体の適切な採取方法，採取条件，保存
方法，測定原理，測定方法，干渉因子，基準値，臨床的意義について
理解する 

(15)授業の概要
体液検査の検査法や検体の取り扱い方に関して学習し、関連する疾患
の特徴を把握する。 
また、これらの内容に関連した英語による専門用語の学習を目指す。

(16)授業の内容予定

第1回　採血法・抗凝固剤の種類と特徴 
第2回　胃液検査、十二指腸液（胆汁・膵液）検査、結石検査 
第3回　喀痰検査、気管支肺胞洗浄液検査、鼻汁検査、穿刺液（滲出
液・漏出液）検査 
第4回　関節液検査、CAPD廃液検査、精液検査、妊娠反応検査、羊水検
査、膣分泌液検査 
第5回　髄液検査と中枢神経系疾患の所見・診断① 
第6回　髄液検査と中枢神経系疾患の所見・診断②、一般検査に関わる
禁忌事項と緊急検査 
第7回　泌尿器系疾患の病態、検体の取り扱い（採取法、生理的変動、
前処理、保存法） 
第8回　期末試験

(17)準備学習（予
習・復習）等の内容

予習としてそれぞれの授業内容を確認し、教科書から基礎知識を得る
ようにする。 
また、参考書やインターネットなどから、体液検査に関する情報を収
集しておく。 
復習は、配布されたプリントの内容を確認し、国家試験問題集を利用
して問題の解答を行い、授業内容の理解度を確認する。

(18)学問分野1(主学
問分野)

健康科学関連

(18)学問分野2(副学
問分野)

内科学⼀般関連



(18)学問分野3(副学
問分野)

-

(19)実務経験のある
教員による授業科⽬に
ついて

-

(20)教材・教科書
JCCLS特定非営利活動法人 日本臨床検査標準協議会編　標準採血法ガ
イドライン　学術広告社　2011. 
一般社団法人日本臨床検査技師会編　一般検査技術教本 2017. 
一般社団法人日本臨床検査技師会編　髄液検査技術教本 2015.

(21)参考⽂献

宿谷賢一編　最新臨床検査学講座　一般検査学　医歯薬出版　2016. 
伊藤機一他編　新・カラーアトラス尿検査　医歯薬出版　2004. 
一般社団法人日本臨床検査技師会編　医学検査「J-STAGE尿沈渣特集」
第66巻1号 2017. 
脇田満他編　検査と技術「一般検査ベーシックマスター」第45巻3号 
2017. 
池本正生他編　ブルンツェル尿・体液検査　-基礎と臨床-　西村書
店　2007. 
伊藤機一他著　臨床検査技術学9　臨床検査総論　第3版　医学書院　
2003. 
Medical Technology 臨時増刊号（vol.33,no.13）カラー版　体腔液検
査のすべて　医歯薬出版　2005. 
濱崎直孝他編　臨床検査の正しい仕方　-検体採取から測定まで-　克
誠堂出版　2008. 
Medical Technology 臨時増刊号（vol.29,no.13）臨床検査禁忌・注意
マニュアル　医歯薬出版　2001. 
その他として、雑誌「Medical Technology｣ 「検査と技術」

(22)成績評価⽅法及
び採点基準

成績評価は期末試験により行い、100点満点中60点以上を合格とする。 
60点未満の場合は不合格となる。 
なお合格には2/3以上の出席が必要であるため、3回欠席した場合は不
合格とする。 
不合格の場合再履修となる。 
再試験の予定はない。

(23)授業形式 講義

(24)授業形態・授業
⽅法

教員による講義を行う。 
必要に応じてプリントを配布する。

(25)留意点・予備知
識

予習・復習が必要である。

(26)オフィスアワー 不定期（事前にE-mailで都合を確認すること）

(27)Eメールアドレ
ス・HPアドレス

(E-mailアドレス) mchiba32@hirosaki-u.ac.jp
(HPアドレス) http://www.hs.hirosaki-u.ac.jp/kouhou/hg/web/
(質問に関する連絡先等) 千葉満研究室（D棟3階 D-3-2）

(28)その他 なし



医学部保健学科　検査技術科学専攻

(1)整理番号 70

(2)区分番号 70

(3)科⽬種別 医学部保健学科検査技術科学専攻

(4)授業科⽬名〔英⽂
名〕

病理組織細胞検査学　(Surgical Pathology)

(5)対象学年 2

(6)必修・選択 必修

(7)単位 2

(8)学期 後期

(9)曜⽇・時限 金曜日５・６時限

(10)担当教員（所属） ○渡邉　純，吉岡治彦，堀江香代

(11)地域志向科⽬ -
(12)難易度（レベル） レベル1〜2
(13)対応するＣＰ/ＤＰ CP・DP　１　⾒通す⼒
(14)授業としての具体
的到達⽬標

〇 病理組織細胞検査に必要な手技，染色法 ，理論等について習得す
る

(15)授業の概要 病理組織細胞診断における病理組織標本の目的、重要性を理解する。 

(16)授業の内容予定

詳細な日程は第1回目の講義で提示する。 

以下の項目について、渡邉、吉岡、堀江が分担して15回で講義する。 
・病理組織検査の意義 
・固定 
・脱灰 
・切り出し 
・包埋 
・薄切 
・HE染色 
・PAS染色 
・アルシアンブルー染色 
・エラスチカワンギーソン染色 
・アザン染色 
・PAP鍍銀染色 
・クリューバーバレラ染色 
・生体内色素染色 
・脂肪染色 
・免疫染色 
・超微形態 
・病理解剖 
・バイオハザード 

16回目に期末試験を行う。 

(17)準備学習（予習・
復習）等の内容

正常と組織病理学を理解していないと理解できないので、解剖学、組
織学、生理学、病理学などの知識を復習して講義に臨むことが望まれ
る。 

(18)学問分野1(主学問
分野) 病理病態学関連



(18)学問分野2(副学問
分野)

-

(18)学問分野3(副学問
分野) -

(19)実務経験のある教
員による授業科⽬につい
て

実務教員

(20)教材・教科書 松原修　他著、臨床検査学講座　病理学・病理検査学､　医歯薬出版、
2016 

(21)参考⽂献 なし。

(22)成績評価⽅法及び
採点基準

平常評価（授業への参加度）：20％ 
期末評価(期末試験）：80％ 
上記を合算して最終的な成績評価を行う。 

(23)授業形式 講義

(24)授業形態・授業⽅
法

パワーポイントを使用した講義。

(25)留意点・予備知識 標本作製要点、染色理論、病理組織標本作製機器の構造を理解する。

(26)オフィスアワー 平日昼休み（11：50-12：40）。

(27)Eメールアドレス・
HPアドレス

watajun@hirosaki-u.ac.jp

(28)その他 なし。



医学部保健学科　検査技術科学専攻

(1)整理番号 71

(2)区分番号 71

(3)科⽬種別 医学部保健学科検査技術科学専攻

(4)授業科⽬名
〔英⽂名〕

人体病理学実習　(Experiment Practicum: Pathology)

(5)対象学年 2

(6)必修・選択 必修

(7)単位 1

(8)学期 後期

(9)曜⽇・時限 金曜日７～９時限

(10)担当教員（所
属）

○渡邉　純，吉岡治彦，堀江香代

(11)地域志向科⽬ -
(12)難易度（レベ
ル） レベル2〜3

(13)対応するＣ
Ｐ/ＤＰ CP・DP　２　解決していく⼒

(14)授業としての
具体的到達⽬標

〇 切り出し，包埋，薄切，染色の病理組織標本作製技術を習得する 
〇 病理組織標本を鏡検し，病理組織学的所見をスケッチして組織病変を理
解する

(15)授業の概要
・病理組織診断に供される病理組織標本の作製技術を包埋装置、ミクロト
ーム、クリオスタットの使い方を理解する。 
・病理組織診断における病理組織標本の意義を念頭において実習を行う。

(16)授業の内容予
定

詳細な日程は1回目のオリエンテーション 時に提示する。 

実習内容 
１．標本作成と染色：渡邉、吉岡、堀江が分担して行う。 
・切り出し 
・包埋 
・薄切 
・HE染色 
・PAS染色 
・アルシアンブルー染色 
・エラスチカワンギーソン染色 
・アザン染色 
・PAP鍍銀染色 
・クリューバーバレラ染色 
・脂肪染色 
・免疫染色 
・自分で作成病理組織標本観察およびスケッチ 

２．病理組織標本の鏡検とスケッチ：渡邉が担当する。 
以下のHE染色標本について行う。 
  粥状硬化、気管支肺炎、扁平上皮癌、腺癌、小細胞癌、印環細胞癌、肝
細胞癌、悪性リンパ腫、腎細胞癌、尿路上皮癌 
上皮内癌、平滑筋腫、骨肉腫、多発性骨髄腫、平滑筋肉腫、乳頭癌、髄芽
腫、悪性黒色腫 等。 



(17)準備学習（予
習・復習）等の内
容

正常を理解していないと病気は理解できないので、解剖学、組織学、生理
学などを正常を理解していないと病気は理解できないので、解剖学、組織
学、生理学などを知識を復習して講義に臨むことが望まれる。

(18)学問分野1(主
学問分野)

病理病態学関連

(18)学問分野2(副
学問分野) -

(18)学問分野3(副
学問分野) -

(19)実務経験のあ
る教員による授業
科⽬について

実務教員

(20)教材・教科書 ハンドブック。

(21)参考⽂献 松原修　他著、臨床松原修　他著、臨床検査学講座　病理学・病理検査
学､　医歯薬出版、2016 

(22)成績評価⽅法
及び採点基準

平常評価（実習への参加度）：30％ 
期末評価（ハンドブック記載内容、スケッチ内容）：70％ 
上記を合算して最終的な成績評価を行う。

(23)授業形式 実習

(24)授業形態・授
業⽅法

３班に分かれ、予定表に従って実習を行う。

(25)留意点・予備
知識

標本作製要点、染色理論、病理組織標本作製機器の構造を理解し実習に臨
むこと。

(26)オフィスアワ
ー

平日昼休み（11：50-12：40）。

(27)Eメールアド
レス・HPアドレス

watajun@hirosaki-u.ac.jp

(28)その他 なし。



医学部保健学科　検査技術科学専攻

(1)整理番号 72

(2)区分番号 72

(3)科⽬種別 医学部保健学科

(4)授業科⽬名
〔英⽂名〕

保健学概論演習　(Seminar in Health Sciences)

(5)対象学年 4

(6)必修・選択 選択

(7)単位 1

(8)学期 後期

(9)曜⽇・時限 金曜日１～４時限

(10)担当教員
（所属）

○若山佐一，北宮千秋，工藤幸清，武尾照子，田中　真

(11)地域志向科
⽬ 地域志向科⽬

(12)難易度（レ
ベル） レベル4

(13)対応するＣ
Ｐ/ＤＰ

CP・DP　１　⾒通す⼒　　CP・DP　２　解決していく⼒　CP・DP　３　学
び続ける⼒

(14)授業として
の具体的到達⽬
標

○保健学の総仕上げとして，これまで学習してきた専門領域の知識や技術を
総動員し，保健関連職種の業務や技術等について相互に学習し保健学関連職
種の互いの仕事や連携について具体的に理解する（見通す力,解決する
力）              
○健康，保健という基本的概念を理解し，「人」をみつめた将来の保健医療
専門職となる基本的態度を培う（見通す力）             
○保健学科の5専攻の各専門分野における教育の理念や専門職としての役割，
責任，他職種との連携等について学ぶことにより,その共通性と独自性につい
て理解する（解決する力，学び続ける力）                 
○インタープロフェッショナルワーク(多職種連携)の理解（見通す
力）        

(15)授業の概要

インタープロフェッショナルワーク(多職種連携)を伴う課題について,多職種
構成によるグループで課題の内容,問題，目標,解決方法等について具体的な
事例検討により理解することを目標としています。          
11月中にグループワークも含め30時間実施する集中授業形式で
す。             
ただし，ボランティア等で多職種連携による住民健診,健康調査や指導等に参
画する機会があった場合には，授業時間に換算する場合もありますので，担
当教員に相談してください。

(16)授業の内容
予定

演習課題は緊急被ばく医療(福島原発の事故を例に避難所生活や仮設住宅～復
興住宅での医療やケア),青森県内の地域在宅医療やケア（がんのターミナル
ケアや難病や脳卒中後のリハビリ等）等を提示し選択してもらう予
定。                

1回目11/8，午前2コマ4時間,導入と連携等の講義，授業導入（若
山）           
インタープロフェッショナルワークとは（若山）             
グループダイナミックスについて（田中）           
演習課題の提示とグループワーク           
 課題を決定し，演習内容の大枠を決定し,役割分担等を決める。          



11/9-14グループワーク8時間,役割分担とそれによる情報収集，役割分担
等。            

2回目11/15；1コマは進捗状況を発表し,今後の活動方針や内容を教員と検討
する。残りの時間はグループワークに当てる。           
最後の週の発表に備え課題の調査や内容の整理，発表分担等を決め
る。                 

11/16-21グループワークで10時間、情報収集とその統合,整理，発表分担等を
行う。              

3回目11/22；2コマ4時間，1コマ発表準備,1コマ演習課題の発表とまと
め                

(17)準備学習
（予習・復習）
等の内容

各々の専門の総復習として,各々の専門領域の基本概念･役割等を復習し臨ん
でください。        

(18)学問分野
1(主学問分野) 健康科学関連

(18)学問分野
2(副学問分野)

看護学関連

(18)学問分野
3(副学問分野) ⼈間医⼯学関連（医学）

(19)実務経験の
ある教員による
授業科⽬につい
て

-

(20)教材・教科
書

特に指定しない。

(21)参考⽂献
ラーニングシリーズIP(インタープロフェッショナル) : 保健・医療・福祉専
門職の連携教育・実践，協同医書，2018(分館） 
適宜授業や相談時に紹介します。

(22)成績評価⽅
法及び採点基準

１．演習課題に関する発表や関連資料の作成，提出（30％）           
２．グループにおける活動の学生同士の相互評価（30％）教員による評価
（40％）               
これらを統合して最終評価を行います。             
授業時以外の多職種連携活動等への参加による授業時間の換算の場合には,レ
ポート作成とその発表等，相談のうえ評価します。

(23)授業形式 演習

(24)授業形態・
授業⽅法

主に演習ですが,講義形式もあります。演習としての実習体験なども相談によ
り可能です。                
グル－プワーク(グループダイナミックス，討論の体験)が主体となりま
す。             
グループワークの成果を発表してもらい,学生と教員による評価を行います。

(25)留意点・予
備知識

5専攻の学生が受講可能な時期ということでの11月開始，終了としていま
す。            
選択科目であり,受講する学生の専攻別構成人数等により実施内容に変更もあ
りえます。          
金曜日午前2コマが授業枠であるが，平日や土曜日,日曜日など，各グループ
ワークを各々行いやすい時間で組み,内容等は必要に応じて適宜教員に相談す
る。            
教員は導入講義と発表時には関与，グループワーク時には相談等必要に応じ
て可能な範囲で関与する予定です。             
多職種連携を演習として実践するため，5専攻の学生の履修によるグループ構
成が必要となりますので，履修状況により，開講できない，開講しないなど
の場合もあります。



(26)オフィスア
ワー

(若山)月，水,木の17：40-18：30           

(27)Eメールア
ドレス・HPアド
レス

科目責任者,若山佐一：swaka               
北宮千秋：chiaki，工藤幸清:kohsei,武尾照子:ttakeo，田中真:mtanaka

(28)その他
卒研，国試準備などの合間の実施ですが,頭を切り替えてリフレッシュでき，
かつ今後の臨床等で経験するであろう多職種連携の理解につながることを期
待しています。          



医学部保健学科　検査技術科学専攻

(1)整理番号 73

(2)区分番号 73

(3)科⽬種別 医学部保健学科検査技術科学専攻

(4)授業科⽬名〔英⽂
名〕

臨地実習　(Clinical Training)

(5)対象学年 3

(6)必修・選択 必修

(7)単位 9

(8)学期 後期

(9)曜⽇・時限 不定期開講

(10)担当教員（所属） 検査技術科学専攻教員

(11)地域志向科⽬ -
(12)難易度（レベル） レベル3〜4
(13)対応するＣＰ/Ｄ
Ｐ

CP・DP　１　⾒通す⼒　　CP・DP　２　解決していく⼒　CP・DP　
３　学び続ける⼒

(14)授業としての具体
的到達⽬標

○ 実際の臨床検査の現場に身を置き, 将来国家資格を持ち, 臨床検査
技師として第一歩を踏み出すために欠くことのできない基本的な実践技
術を習得する 
○  診療側（臨床側）に提供する臨床検査の情報の意義や精度管理の重
要性を意識する 
○  疾患に関心を持ち, 臨床検査情報より病態解析のアプローチについ
ての意識を身につける 
○  医療職種の中で, 臨床検査の専門職である臨床検査技師の役割と責
任を知ると共に医療チームの一員であることの自覚と医療人としての見
識を養う 

(15)授業の概要 臨地実習を通じてルーチン検査および各分析機器の知識を習得する 

(16)授業の内容予定 ＜９月末＞ 
【医療安全管理学】 
　①鼻腔・咽頭ぬぐい液（科目担当：武尾照子, 吉岡治彦, 山内可南
子） 
　②肛門（科目担当：伊藤巧一, 千葉　満） 
　③皮膚・口腔（科目担当：藤岡美幸, 堀江香代, 中野学） 

＜10月〜1月中旬＞ 
【臨床血液学】（科目担当：高見秀樹） 
　弘前大学医学部付属病院 検査部 血液検査室にてルーチン検査, 分析
機器の現場実習 

【臨床微生物学】（科目担当：藤岡美幸） 
　弘前大学医学部付属病院 検査部 細菌検査室にてルーチン検査, 分析
機器の現場実習 

【輸血学】（科目担当：伊藤巧一） 
　弘前大学医学部付属病院 輸血部にてルーチン検査, 分析機器の現場
実習 
　青森県赤十字血液センター弘前出張所（弘前献血ルーム）にて見学 

【臨床化学・臨床免疫学】（科目担当：七島直樹, 伊藤巧一） 
　弘前大学医学部付属病院 検査部 自動分析室, 中央採血室, 手術部検
査室にてルーチン検査, 分析機器の現場実習 



【尿・体液検査学】（科目担当：千葉　満） 
　弘前大学医学部付属病院 検査部 一般検査室にてルーチン検査, 分析
機器の現場実習 

【臨床生理学】（科目担当：武尾照子） 
　弘前大学医学部付属病院 検査部 生理検査室にてルーチン検査, 分析
機器の現場実習 
　MRI検査室, ICU, 高圧酸素治療治療室, 周産期超音波検査の見学 
　平衡機能検査（耳鼻咽喉科）, 末梢神経伝達速度検査, 腹部超音波検
査の実習 

【病理組織細胞学】（科目担当：渡邊　純） 
　弘前大学医学部付属病院 病理部, 医学科分子病態病理学講座, 医学
科病理生命科学講座にてルーチン検査, 分析機器の現場実習 
　術中迅速診断, 病理解剖を見学する場合がある

(17)準備学習（予習・
復習）等の内容

（１） 実習に出る前にもう一度復習して要点をまとめておく。 
（２） 病院で実習するという「自覚」と「積極的」な姿勢を持つ。 
（３） 疑問に感じた時には、その場でメモをとり解決するようにす
る。 
（４） その日に実習したことは実習ノートに整理する。 
（５） 正しい観察の態度で実習に臨む。

(18)学問分野1(主学
問分野) 健康科学関連

(18)学問分野2(副学
問分野) -

(18)学問分野3(副学
問分野) -

(19)実務経験のある教
員による授業科⽬につ
いて

実務教員

(20)教材・教科書
平成31年度 臨地実習要項 
諏訪部章編 最新臨床検査学講座 医療安全管理学 医歯薬出版 2016. 
その他各専門科目で指定された教科書 
弘前大学医学部保健学科事故防止マニュアル

(21)参考⽂献 必要に応じて紹介する。 

(22)成績評価⽅法及び
採点基準

出席、臨地実習記録・レポートの提出などを総合的に評価する。 

(23)授業形式 実習

(24)授業形態・授業⽅
法

実習形式で行う。 
5〜7人グループで各部署をローテーションする。 

(25)留意点・予備知識
(1)  病院に行く前に身だしなみをチェックする。 
(2)  時間的ゆとりを持って, 常に早めに行くようにする。 
(3)  実習生として好感の持たれる言葉使い, 化粧, 服装, 態度を身に
つける ら行うこと。 

(26)オフィスアワー 事前に各教員に都合を確認すること。 

(27)Eメールアドレ
ス・HPアドレス

高見秀樹（内線5932）　takami@hirosaki-u.ac.jp
藤岡美幸（内線5970）　mfujioka@hirosaki-u.ac.jp
伊藤巧一（内線5925）　kohito@hirosaki-u.ac.jp
七島直樹（内線5968）　nnaoki@hirosaki-u.ac.jp
千葉　満（内線5965）　mchiba32@hirosaki-u.ac.jp
武尾照子（内線5928）　ttakeo@hirosaki-u.ac.jp
渡邊　純（内線5967）　watajun@hirosaki-u.ac.jp

(28)その他



(1)  やむを得ず遅刻や欠席をするときは, 事前に専攻または実習施設
に連絡する。 
(2)  実習施設内は土足厳禁なので, 内履きに履き替え, 白衣を着用し
て行くこと。 
(3)  実習施設内ではエレベーターはなるべく使用しないこと。 
(4)  実習施設内の図書の貸し出しやコピーを希望する場合は, 指導者
に申し出ること。 
(5)  実習施設内では携帯電話の電源を切り使用しないこと。 
(6)  一つの実習科目の終了時に「臨地実習記録」および「授業方法改
善のための学生による授業評価」を専攻内担当教員へ提出する。



医学部保健学科　検査技術科学専攻

(1)整理番号 75

(2)区分番号 75

(3)科⽬種別 医学部保健学科検査技術科学専攻

(4)授業科⽬名
〔英⽂名〕

関係法規　(Regulations for Clinical Laboratory Medicine)

(5)対象学年 4

(6)必修・選択 必修

(7)単位 1

(8)学期 後期

(9)曜⽇・時限 集中

(10)担当教員（所
属）

小田桐拓志（学外非常勤講師）

(11)地域志向科⽬
(12)難易度（レベ
ル） レベル1

(13)対応するＣ
Ｐ/ＤＰ CP・DP　１　⾒通す⼒

(14)授業としての
具体的到達⽬標

〇医療従事者が順守すべき多くの法律中で,臨床検査技師と関係が深いもの
について理解し,法律に則った業務を遂行できる判断能力を身に付ける 
〇近年は医療訴訟も多々発生していることから,医療過誤と関係する法律に
ついて理解する

(15)授業の概要 臨床検査技師ならびに他の医療職種関連法、労働衛生に関わる関連法規につ
いて講義する。

(16)授業の内容予
定

1.医事法規の概説 
 　　医事関係法令を扱う行政機関、厚生労働省の医政関係部局における担
当業務、 
 　　保健医療等の関係法規の種類と範囲 
2.臨床検査技師・衛生検査所に関する法律 
 「第1章 総則」「第2章 免許」「第3章 試験」「第4章 業務等」「第4章の
2 衛生検査所」「第5章 罰則」 
 　衛生検査所に関する法律 
3.医療・保健・福祉概説 
 　保健医療施設関係法規（医療法・地域保健法） 
 　保健医療関係者法規（医師法，歯科医師法、薬剤師法、保健師助産師看
護師法、診療放射線技師法など） 
4.予防・保健の各関係法規 
 　感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律、予防接種
法、検疫法、学校保健安全法 
 　死体解剖関係法規（死体解剖保存法） 
5.食品・薬事・環境衛生関係法規 
 　食品衛生法、薬事法、大麻取締法、毒物及び劇物取締法、麻薬及び向精
神薬取締法、安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律、環境基本
法、公害健康被害の補償等に関する法律、廃棄物の処理及び清掃に関する法
律など 
6.健康増進等関係法規 
 　健康増進法、臓器の移植に関する法律 
 　福祉関係法規（障害者基本法、生活保護法、障害者自立支援法、精神保
健及び精神障害者福祉に関する法律、高齢者の医療の確保に関する法律） 
7.労働関係法規 



 　労働基準法、労働安全衛生法 
 　医療・労働保険関係法規（各種の健康保険法、介護保険法、労働者災害
補償保険法） 
8.臨床検査と医療過誤 
 　　1-衛生検査技師法制定時代前後における“検査過誤”の実態 
 　　2-医療事故，医療過誤，医事紛争 
 　　3-「臨床検査技師，衛生検査技師等に関する法律」制定後の傾向 
 　　4-責任はどんな形で追及されるか 
　　 5-民事訴訟における不法行為と債務不履行 
 　　6-医療過誤認定の条件 

(17)準備学習（予
習・復習）等の内
容

指定教科書を事前に読んでおくこと。

(18)学問分野1(主
学問分野) 法学関連

(18)学問分野2(副
学問分野) -

(18)学問分野3(副
学問分野) -

(19)実務経験のあ
る教員による授業
科⽬について

実務教員

(20)教材・教科書 臨床検査学講座　関係法規　医歯薬出版

(21)参考⽂献 特になし

(22)成績評価⽅法
及び採点基準

講義への参加度と試験結果をもって評価します。

(23)授業形式 講義

(24)授業形態・授
業⽅法

スライド・配布資料をもとに講義形式にて行います。

(25)留意点・予備
知識

なし

(26)オフィスアワ
ー

なし

(27)Eメールアド
レス・HPアドレス

なし

(28)その他 なし



医学部保健学科　検査技術科学専攻

(1)整理番号 77

(2)区分番号 77

(3)科⽬種別 医学部保健学科検査技術科学専攻

(4)授業科⽬名〔英⽂
名〕

地域医療研修（Community Medicine, Practice）

(5)対象学年 4

(6)必修・選択 選択

(7)単位 1

(8)学期 後期

(9)曜⽇・時限 集中

(10)担当教員（所属） 高見秀樹，野坂大喜

(11)地域志向科⽬ 地域志向科⽬
(12)難易度（レベル） レベル3

(13)対応するＣＰ/ＤＰ CP・DP　１　⾒通す⼒　　CP・DP　２　解決していく⼒　CP・
DP　３　学び続ける⼒

(14)授業としての具体的
到達⽬標

○臨地実習等で修得した知識・技術は臨床検査技師として必要不可
欠なベースラインの技術であり, 
医療現場で求められる技術レベルに達するため外部機関と連携して
実務レベルの発展的技術を修得する

(15)授業の概要
地域医療職能団体や地域医療を担う中核医療機関と連携して実務レ
ベルのインターンシップ研修を行う。 

(16)授業の内容予定

第1回　（野坂）　　外部医療機関研修参加上のオリエンテーション 
第2回　（外部講師）外部医療機関等での研修 
第3回　（外部講師）外部医療機関等での研修 
第4回　（外部講師）外部医療機関等での研修 
第5回　（外部講師）外部医療機関等での研修 
第6回　（外部講師）外部医療機関等での研修 
第7回　（外部講師）外部医療機関等での研修 
第8回　（高見）　　研修レポート作成と提出 

(17)準備学習（予習・復
習）等の内容

地域医療検査学、地域医療検査学演習を中心に学外医療機関におい
て研修会に参加する上で必要な臨床的知識を復習しておくこと。

(18)学問分野1(主学問分
野) 病理病態学関連

(18)学問分野2(副学問分
野) 社会医学関連

(18)学問分野3(副学問分
野) -

(19)実務経験のある教員
による授業科⽬について 実務教員

(20)教材・教科書 特に指定はありません。

(21)参考⽂献 特に指定はありません。



(22)成績評価⽅法及び採
点基準

研修参加状況と最終提出レポートをもって評価いたします。 
原則として60点以上を合格基準とします。

(23)授業形式
(24)授業形態・授業⽅法 演習形式が主体です

(25)留意点・予備知識
日本臨床検査技師会、都道府県臨床検査技師会、各臨床専門学会主
催研修会等を対象とします。 
単位認定該当研修については担当教員にお問い合わせください。

(26)オフィスアワー 水曜日　12:00～13:00

(27)Eメールアドレス・
HPアドレス

野坂：hnozaka@hirosaki-u.ac.jp

(28)その他 なし。


