
科目名 実務経験 授業時数（h)

心理学 心理カウンセラーとして企業勤務 30

倫理学 企業勤務（研究部門） 30

生理解剖学 臨床検査技師として病院勤務 75

生理解剖学実習 臨床検査技師として病院勤務 45

微生物学 臨床検査技師として病院勤務 50

分子生物学 臨床検査技師として病院勤務経験 25

薬理学 薬剤師として病院勤務 25

微生物学実習 臨床検査技師として病院勤務経験 45

保健医療福祉総論 精神保健福祉士として病院勤務 25

医学概論 臨床検査技師として病院勤務経験 25

医用工学 臨床検査技師として病院勤務経験 25

医用工学実習 臨床検査技師として病院勤務経験 45

情報処理科学 臨床検査技師として病院勤務経験 25

臨床医学総論 臨床検査技師として病院勤務経験 50

寄生虫検査学 臨床検査技師として病院勤務経験 25

一般検査学 臨床検査技師として病院勤務経験 25

一般検査学実習 臨床検査技師として病院勤務経験 45

検査機器学 臨床検査技師として病院勤務経験 25

医療管理総論 臨床検査技師として病院勤務経験 25

病態解析演習 医師として病院勤務 25

病理組織細胞学 臨床検査技師として病院勤務 25

病理組織細胞学実習 臨床検査技師として病院勤務 90

臨床血液学 臨床検査技師として病院勤務 50

臨床血液学実習 臨床検査技師として病院勤務 90

遺伝子・染色体検査学 臨床検査技師として病院勤務 25

臨床免疫学実習 臨床検査技師として病院勤務 90

臨床生理学１ 臨床検査技師として病院勤務経験 50

臨床生理学２ 臨床検査技師として病院勤務経験 50

臨床生理学実習 臨床検査技師として病院勤務 90

画像検査学 臨床検査技師として病院勤務 25

医用工学特論 臨床検査技師として病院勤務経験 25

実務経験のある教員等による授業科目の一覧（臨床検査技術学科）



臨床検査医学総論 臨床検査技師として病院勤務経験 50

病理検査学特論 臨床検査技師として病院勤務経験 25

精度管理学 臨床検査技師として病院勤務 25

一般検査学特論 臨床検査技師として病院勤務経験 25

画像解剖学 臨床検査技師として病院勤務経験 25

臨床生理学特論 臨床検査技師として病院勤務経験 25

臨床検査総合演習 臨床検査技師として病院勤務経験 150

医療安全管理学 臨床検査技師として病院勤務経験 25

臨地実習 臨床検査技師として病院勤務 450

合計 2100

全ての成績評価は、80点以上を優、70点以上80点未満を良、60点以上70点未
満を可で表し、60点未満は不可とする。
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 分野 教育内容 科目 Page  

 基礎分野 

  

  

  

  

  

  

科学的思考の基盤 心理学 １  

 倫理学 ３  

 一般化学 ４  

 一般化学演習 ６  

 生物学 ７  

 人間と生活 医療英語 ８  

 保健体育 ９  

 専門基礎分野 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人体の構造と機能 生理解剖学 １０  

 生理解剖学実習 １３  

 生化学 １５  

 生化学実習 １７  

 血液学 １８  

 医学検査の基礎とその疾病との関連 微生物学 １９  

 分子生物学 ２１  

 薬理学 ２２  

 微生物学実習 ２３  

 保健医療福祉と医学検査 公衆衛生学 ２４  

 保健医療福祉総論 ２５  

 医学概論 ２６  

 医療工学及び情報科学 医用工学 ２７  

 医用工学実習 ２９  

 情報処理科学 ３１  

 専門分野 臨床病態学 臨床医学総論 ３２  

 病理学 ３４  

 形態検査学 寄生虫検査学 ３５  

 生物化学 

分析検査学 

一般検査学 ３８  

 一般検査学実習 ４０  

 検査総合管理学 検査機器学 ４２  

 医療統計学 ４４  

 医療管理総論 ４５  
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科目名 心 理 学 担当者  実務経験のある教員科目 ○ 

履修時期 1 年前期 授業単位 2 単位 授業時間 30 時間 

教育目標 

理論に裏付けされた質の高い技術を身につけるために必要な、科学的かつ論理的な思考力を育む。人の

ために尽くす思いやりの心や優しさといった人間性を磨くため、学術的な心理学の基礎を学び、人間を理

解しようとする際の一助となる視座を得る。 

教育内容 
講義、心理テストを通して、心の働きについて学びながら、 自己理解、他者理解を深め、コミュニケーショ

ンスキルを身につける。   

教科書・教材 配布プリント 

評価法 
定期試験の結果 50%、毎回行う小テストの得点 50%の割合で成績評価を行う。 

80 点以上を優、70 点以上 80 点未満を良、60 点以上 70 点未満を可で表し、60 点未満は不可とする。 

 

授業内容 

回数 大項目 中・小項目 学習目標 

1 オリエンテーション 心理学の歴史と研究法 
心理学の歴史と現状、研究法について概観する。記述統

計と推測統計の基礎についてもふれる。 

2 知覚心理学 錯視 
人間の知覚の心理学的側面について、錯視を取り上げ、

物理量と感覚量が一致しないこと等を体験しながら学ぶ。 

3 自己理解(1) 自己認知 
自己認知は精神的な健康度と密接に関わっている。心理

テストを実施し、自己への理解を深める。 

4 学習心理学 学習の連合理論と認知理論 
学習を刺激と反応の結びつきと捉える立場と、認知の変

化と捉える立場双方の理論について学ぶ。 

5 パーソナリティ心理学 類型論と特性論 
類型論と特性論双方の立場を学ぶ。そして、ビッグ・ファイ

ブ（心理検査）を実施し自らのパーソナリティ傾向を知る。 

6 記憶 
二重貯蔵モデル／忘却と日

常記憶 

記憶のメカニズムについて二重貯蔵モデル、忘却、記憶

の変容により引き起こされる問題について知る。 

7 動機・欲求 生理的欲求と社会的欲求 
我々の行動を支える動機について心理学的な理論を学

ぶ。 

8    自己理解(2) シャイネス 
心理テストを実施し、自己の対人不安傾向と対人消極傾

向を理解する。 

9 社会心理学 
印象形成、説得、同調、対人

魅力 

対人コミュニケーションに関する社会心理学的理論を理解

する。 

10 社会性の発達 社会性の発達と適応 
ソーシャル・スキルズ・トレーニングやアサーション・トレー

ニングなど対人関係や主張性の技術について知る。 

11 発達心理学(1) 乳幼児期の発達 
乳幼児期の心理的発達について、特に主たる養育者との

愛着形成がその後の社会的適応におよぼす影響を知る。 

12 発達心理学(2) 児童期・青年期の発達 
児童期・青年期の心理的発達とその課題、キャリア発達に

ついて学ぶ。 
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13 産業・組織心理学 ヒューマンエラー 
産業・組織心理学について特にヒューマンエラーに焦点

を当ててその構造と対策について知る。 

14 臨床心理学(1) 異常心理学 
異常の定義、異常行動の分類、不安障害、気分障害、統

合失調症などについて基礎的な知識を身につける。 

15 臨床心理学(2) 心理療法・カウンセリング 
認知行動療法を中心に各種心理療法について概説し、

基礎的な知識を身につける。 
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科目名 倫 理 学  担当者  実務経験のある教員科目 ○ 

履修時期 1 年前期 授業単位 2 単位 授業時間 30 時間 

教育目標 

・生命に向き合い、多様な価値観の人間・社会で働く専門職になるために、自らの言葉で考え、 

 継続的に生命観・倫理観・死生観を育んでいく力を身につける。 

・いのちをめぐる倫理問題について、問題を抽出し、さまざまな立場の人とコミュニケートしな 

 がら、提示された課題に積極的に取り組む姿勢を身につける。 

教育内容 

・よき医療人となるためには、知識の習得ばかりでなく、豊かな感性を磨き、生命や尊厳への深い

造詣と、病や障害とともに過ごす人々への理解を育む必要がある。本授業では、現実社会における

医療倫理の諸課題に取り組むことで、学習への関心・意欲を高めると同時に、友人たちとの意見交

換を通して、他者を思いやる心、自己を大切にする気づきの機会を提供する。 

教科書・教材 とくに指定しない。講義中に適宜紹介する。 

評価法 

毎回の小レポート、グループ発表時の学生相互採点、総括レポートで評価する。授業への積極的参加は

加点対象とする。 

80 点以上を優、70 点以上 80 点未満を良、60 点以上 70 点未満を可で表し、60 点未満は不可とする。 

 

授業内容 

回数 大項目 中・小項目 学習目標 

１ ガイダンス 

オリエンテーションとミニ課題 医療系学生の倫理感について考える。 

２  

３ 医療倫理について 学生研修会 医療倫理の概要を学ぶ。 

４ 生命の始まりについて 

事例検討とグループ学習 生命の始まりをめぐる倫理について学ぶ。 

５  

６ 生命の終わりについて 

事例検討とグループ学習 生命の終わりをめぐる倫理について学ぶ。 

７  

８ 健康・障害について 

事例検討とグループ学習 健康・障害についての考え方や価値観を学ぶ。 

９  

10 人権について 

事例検討とグループ学習 医学・医療の歴史における人権問題を学ぶ。 

１１  

１２ 総合学習 

発表会準備学習 学習を振り返り、わかりやすい発表にまとめる。 

１３  

１４ 発表会 

グループ発表 これまでの学びの総括として、発表を行う。 

１５  
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科目名 一 般 化 学 担当者  実務経験のある教員科目  

履修時期 1 年通年 授業単位 4 単位 授業時間 60 時間 

教育目標 
化学が自然現象、生命現象、環境問題などに深く関わっていて、私たちの日常生活にも様々な形で活用

されていることを理解し、化学的な見方や考え方を習得する。 

教育内容 
化学の基礎知識を理解した後、我々の生活に密着した、衣・食・住に関連する化学的な知識を習得し、さ

らに最新の化学技術および環境化学などについて学ぶ。 

教科書・教材 ダイナミックワイド図説化学（東京書籍） 

評価法 
定期試験および小テスト 

80 点以上を優、70 点以上 80 点未満を良、60 点以上 70 点未満を可で表し、60 点未満は不可とする。 

 

授業内容 

回数 大項目 中・小項目 学習目標 

1 化学の歴史と本質 化学の三要素 
化学や物質観の歴史を知り、進歩の後を振り返ると共に、 

化学の本質を理解する。 

2 元素・原子・分子 元素記号・化学式 
元素記号について学び、原子構造を理解し、さらに分子や 

化学式についても修得する。 

3 化学結合 化学結合の種類と特徴 
物質は原子やイオンの化学結合によってできているが、 

その化学結合について理解する。 

4 物質の状態 気体・液体・固体 
物質は気体・液体・固体に分類されるが、 

この物質の三態変化について理解する。 

5 溶 液 濃度表示方法 
溶液の濃度表示方法について学び、浸透圧や 

凝固点降下、沸点上昇を理解する。 

6 酸と塩基 水素イオン濃度とｐＨ 
酸と塩基の定義について学び、水素イオン濃度と 

ｐＨについて理解する。 

7 コロイド コロイドの種類と特徴 
コロイドの種類と特徴について学び、身近なものを例にとって 

説明できるようにする。 

8 有機化学の基礎 有機化合物の分類 
有機化合物の分類について学び、簡単な化合物について 

どの分類に属すかを修得する。 

9 飽和炭化水素 石油成分の分類 
飽和炭化水素の命名法を修得し、我々が日頃利用している 

炭化水素について理解する。 

10 不飽和炭化水素 石油化学工業原料 
不飽和炭化水素の工業原料としての重要性を学び、 

プラスチックの原料を理解する。 

11 芳香族化合物 ベンゼンと誘導体 
身近な物質で、芳香族化合物からできている物を取り上げて 

それらの特徴について学ぶ。 

12 異性体 異性体の種類と例 
構造異性体、立体異性体、光学異性体について理解し、 

それぞれの特徴を修得する。 

13 アルコール アルコールの性質 
アルコールの種類と性質を学び、身近で使われている 

アルコールについて理解を深める。 



5 

 

14 カルボン酸 カルボン酸の性質 
カルボン酸の種類と特徴について学び、 

身近に使われているものについて理解を深める。 

15 アミン アミンの種類と特徴 
アミンの種類と性質について学び、身近に存在するアミンの 

特徴について理解を深める。 

16  エーテルとエステル エステル結合 
エーテルとエステルの種類と特徴について学び、 

加水分解反応についても理解する。 

17 食の化学（１） 脂 質 
食物としての油脂について学び、その構成脂肪酸の種類や 

特徴についても理解を深める。 

18 食の化学（２） 糖 質 
糖類の種類と特徴について学び、単糖や二糖の構造上の 

特徴について理解を深める。 

19 食の化学（３） タンパク質とアミノ酸 
タンパク質の種類や化学構造について学び、各種アミノ酸に 

ついても理解を深める。 

20 食の化学（４） 発酵食品と酵素 
納豆、味噌、お酒などの発酵食品について学び、関連する 

酵素についても理解する。 

21 食の化学（５） 食品添加物 
味の素などのうまみ成分や人工甘味料などの食品添加物に 

ついての理解を深める。 

22 衣の化学（１） 繊維の種類と化学構造 
天然繊維と化学繊維の特徴と化学構造を学び、 

自分の衣類について理解を深める。 

23 衣の化学（２） 化学繊維 
再生繊維、半合成繊維、合成繊維の違いについて理解を 

深める。 

24 衣の化学（３） 染料と洗剤 
衣類と関連する染料と洗剤について学び、染色や洗濯の 

メカニズムについて理解する。 

25 住の化学（１） コンクリートとガラス 
建物の材料として使用されるコンクリートとガラスについて 

学び、成分について理解する。 

26 住の化学（２） 金属と合金 
金属や合金の種類と特徴について学び、身近な金属製品に 

ついて理解を深める。 

27 エネルギーの化学 将来のエネルギー 
生活に欠かせないエネルギーについて理解し、 

将来エネルギーについて議論する。 

28 機能性材料の化学 医用高分子 
医用高分子材料をはじめ分離機能膜など機能性高分子 

化合物について理解する。 

29 環境の化学（１） 大気汚染 
大気汚染について理解を深め、それを防止するための 

化学的知識を養う。 

30 環境の化学（２） 水質汚染と土壌汚染 
水質汚染と土壌汚染について学び、それらの汚染を防ぐため

の手段を議論する。 
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科目名 一 般 化 学 演 習  担当者  実務経験のある教員科目  

履修時期 1 年前期 授業単位 1 単位 授業時間 30 時間 

教育目標 

理論に裏付けされた質の高い技術を身につけるために必要な、科学的かつ論理的な思考力を育む。 

人のために尽くす思いやりの心や優しさといった人間性を磨く。生命を尊重し、医の倫理を広く理解して、 

自主的に行動する力を養う。 

教育内容 
実験をするには器具・機材および試薬が必要となり、その準備は必要不可欠なものである。この科目では 

実習に必要な実験器具や機器の使い方および試薬調製法を修得する。  

教科書・教材 配布プリント 

評価法 
提出物、小テスト、定期試験および授業態度を総合的に評価する。 

80 点以上を優、70 点以上 80 点未満を良、60 点以上 70 点未満を可で表し、60 点未満は不可とする。 

 

授業内容 

回数 大項目 中・小項目 学習目標 

1 実験器具 

化学容量器 名称と用途、検定法、洗浄法について説明する。（実習） 

2  

3 溶液と濃度（１） 

濃度計算 
％濃度、モル濃度、規定度の計算，単位の換算， 

希釈方法を習得する。（講義） 4  

5 溶液と濃度（２） 

試薬調製法 
生理食塩水・消毒用アルコール・水酸化ナトリウム 

水溶液・希硫酸・グルコース標準液を調製する。（実習） 6  

7 酸・塩基（１） 

中和・ｐＨ・緩衝液 
酸・塩基と中和反応／ｐＨ／緩衝液の組成と役割について 

説明する。（講義） 8  

9 酸・塩基（２） 

中和・ｐＨ・緩衝液 
中和滴定による食酢の酸度測定／ｐＨメータによるｐＨ測定  

を習得する。（実習） 10  

11 比色分析（１） 

比色分析の原理 
余色と補色／Lambert-Beer の法則／分光光度計の基本構成

について説明する。（講義） 12  

13 比色分析（２） 

分光光度計の取り扱い 
％透過率と吸光度／吸収スペクトルと最大吸収波長／ 

モル吸光係数の求め方を習得する。（実習） 14  

15 実技試験 

 実技試験（実習） 

16  

17 総括 総括 配布プリントにある演習問題について説明する。（講義） 
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科目名 生 物 学 担当者  実務経験のある教員科目  

履修時期 1 年前期 授業単位 2 単位 授業時間 30 単位 

教育目標 

理論に裏付けされた質の高い技術を身につけるために必要な、科学的かつ論理的な思考力を育む。 

人のために尽くす思いやりの心や優しさといった人間性を磨く。生命を尊重し、医の倫理を広く理解して、

自主的に行動する力を養う。 

教育内容 

生命とは何かということを理解するために、生命体の構成について学ぶ。さらに、生命の基本単位である 

細胞について、その構造と機能を理解するとともに生体の増殖機構・生体防御機構について学ぶ。 

生物学を学ぶ上で必要となる顕微鏡について、実際の細胞を観察しながら正しい取扱い方について 

学ぶ。 

教科書・教材 配布プリント 

評価法 
提出物および定期試験による評価 

80 点以上を優、70 点以上 80 点未満を良、60 点以上 70 点未満を可で表し、60 点未満は不可とする。 

 

授業内容 

回数 大項目 中・小項目 学習目標 

1 生体の構造と機能 生体と細胞 
生体とはなにか、真核・原核生物の違いや動物・植物細胞の

構造上の違いについて説明する。 

2  

細胞の基本構造 
動・植物細胞の基本的な構造および各種細胞小器官の 

構造・機能について説明する。 
3  

4  

生体の構成と機能 
生体を構成する物質の構造や機能、および多細胞動物の 

組織・器官の構造や機能について説明する。 
5  

6  

物質代謝 
生体内で起こる物質代謝（同化・異化、酵素反応）について 

説明する。 
7  

8 細胞の増殖 

生殖と発生 
細胞が増殖するために行う有性生殖と無性生殖、配偶子の 

形成、および受精と発生について説明する。 
9  

10 遺伝 

遺伝 
生命体の構造・機能を決定する遺伝子について、メンデルの

法則、遺伝子の構造、DNA の複製について説明する。 
11  

12 免疫 

生体防御 
自身の体を守るために生物に備わる生体防御機構について、

その原理と代表的な免疫機構について説明する。 
13  

14 実習 顕微鏡の取扱い方 
身近な動物・植物細胞を実際に観察することでとともに顕微鏡

の操作方法を習得する。 
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科目名 医 療 英 語 担当者  実務経験のある教員科目  

履修時期 1 年前期 授業単位 2 単位 授業時間 30 時間 

教育目標 
医療分野で必要となる医療用語を実用会話の中で学習する。教科書に沿って論文の書き方、文献の読み

方を学ぶ。 

教育内容 医療英語を通して「読む、書く、聞く、話す」の英語４つの運用能力を高め、communication 能力を養う。 

教科書・教材 臨床検査技師のための医学英語 実用会話・文献の読み方<第 2 版>（医歯薬出版株式会社） 

評価法 
出席状況による評価 

80 点以上を優、70 点以上 80 点未満を良、60 点以上 70 点未満を可で表し、60 点未満は不可とする。 

 

授業内容 

回数 大項目 中・小項目 学習目標 

1 第Ⅰ編 実用会話編 
CHAPTER １ 

CHAPTER ２ 

１ 検査室 

２ 血液検査 

2  
CHAPTER ３ 

CHAPTER ４ 

３ 尿検査 

４ 便検査 

3  
CHAPTER ５ 

CHAPTER ６ 

５ 心電図検査 

６ 超音波検査 

4  
CHAPTER ７ 

CHAPTER ８ 

７ 呼吸機能検査 

８ 脳波検査 

5  
CHAPTER ９ 

CHAPTER １０ 

９ 聴力検査 

１０ 眼の検査 

6  CHAPTER １１ １１ 咽頭拭い試料や鼻咽頭粘液試料の採取 

7 
第Ⅱ編 論文・学会発

表・文献編 
CHAPTER １ １ 英語論文を読み、書くための基礎知識（p.64～） 

8   ２ 国際学会で発表するための予備知識（p.70～） 

9  CHAPTER ２   文献の読み方（p.75～） 

10   １ 検査総論 

11   ２ 検査項目 

12   ３ 検査法 

13   ４ 検査と疾患（p.93～） 

14  CHAPTER ３ 
  臨床検査に関する用語 

１ 検査用語 

15 付録 英語アラカルト ３ 疾患名 
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科目名 保 健 体 育 担当者  実務経験のある教員科目  

履修時期 1 年前期 授業単位 1 単位 授業時間 30 時間 

教育目標 
 誰でも、いつでも、どこでも、それぞれのライフステージの中で健康の保持増進を目指し、 

自主的・自発的に生涯スポーツに親しみ、競い合いながら楽しむことができる環境づくりを行う。 

教育内容 

・自他の健康や体力の保持増進を図る。 

・自己実現や自己成長、地域文化の創造を図り、礼儀作法やマナー等の基本的生活習慣を身に付ける。 

・忍耐力や精神力を育成する。 

・社会性や協調性を育成する。 

教科書・教材 なし 

評価法 
出席状況・実技試験・授業中の態度等を含めて総合的に評価する。 

80 点以上を優、70 点以上 80 点未満を良、60 点以上 70 点未満を可で表し、60 点未満は不可とする。 

 

授業内容 

回数 大項目 中・小項目 学習目標 

1 バトミントン ルール説明と基本技術 ラリー等の技術等を習得する。 

2 バトミントン ゲーム ゲームを行いながら技術等を習得する。 

3 バスケットボール ルール説明と基本技術 ワンドリブル等の基本技術を習得する。 

4 バスケットボール １：１や３：３のゲーム ゲームを行いながら技術等を習得する。 

5 バスケットボール ゲーム ゲームを行いながら技術等を習得する。 

6 バレーボール ルール説明と基本技術 パス・レシーブ・サーブ等の基本技術の習得をする。 

7 バレーボール 基本技術と簡易的なゲーム 三段攻撃・パス・トス・アタック等の技術等を習得する。 

8 バレーボール ゲーム ゲームを行いながら技術等を習得する。 

9 フットサル＆卓球 ルール説明と基本技術 ラリー等の技術等を習得する。 

10 フットサル＆卓球 ダブルスゲーム ゲームを行いながら技術等を習得する。 
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科目名 生 理 解 剖 学  担当者 

 

 

 

実務経験のある教員科目 ○ 

履修時期 1 年通年 授業単位 3 単位 授業時間 75 時間 

教育目標 

生体から得られる生理機能情報について学び、それらがどのように診断、治療につながるかを理解する。

生体情報収集法の理論と実際について学び、検査結果の評価法を習得する。さらに、検査の際に 

不可欠なコミュニケーション能力を養う。 

教育内容 
人体の正常な構造と機能を理解するため、一年を通じて細胞、組織、運動器、脈管系、神経系、 

呼吸器系、消化器系、泌尿・生殖器系について学び、体のしくみとはたらきを理解させる。 

教科書・教材 

からだの構造と機能（西村書店） 

臨床検査学講座 生理学（医歯薬出版） 

臨床検査学講座 解剖学（医歯薬出版） 

評価法 

試験，レポートおよび出席による総合評価 

なお、総評は生理解剖学１（1-28 回）を 70％、生理解剖学２（29-38 回）を 30％として採点する。ただし、そ

れぞれで 6 割以上の点数を獲得する事を要件とする。 

80 点以上を優、70 点以上 80 点未満を良、60 点以上 70 点未満を可で表し、60 点未満は不可とする。 

 

授業内容 

回数 大項目 中・小項目 学習目標 

1 人体構造とは からだの概要 
正常な人体の構造の基本的事項を述べる。 

人体の形態と構造の概要を説明する。 

2 細胞 細胞の構造と機能 
細胞の構造を説明する。 

細胞の働きを説明する。 

3  
上皮組織 

結合組織 

上皮組織の構造と機能を説明する。 

結合組織の構造と機能を説明する。 

4  
骨組織・筋組織・ 

神経組織 

骨組織・筋組織の構造と機能を説明する。 

神経組織について述べる。 

5 骨格系 骨の構造と機能 
骨の基本的な構造と機能を説明する。 

骨の種類を列挙する。 

6  頭頸部 
頭部を構成する 15 種 23 個の骨を列挙する。 

表情筋・咀嚼筋の働きを説明する。 

7  脊柱・胸部 
脊柱の骨を列挙し、機能を説明する。 

胸郭を構成する骨を列挙し、説明する。 

8  上肢骨・下肢骨 
上肢を構成する骨を列挙し、説明する。 

下肢を構成する骨を列挙し、説明する。 

9 筋系 筋の構造・機能 筋の顕微鏡的な構造と筋収縮のメカニズムを説明する。 

10  胸腹部・背側の筋 胸部の筋と腹側の筋および背側にある筋を列挙し、解説する。 
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11 筋系 上肢の筋 上肢の屈筋群と伸筋群について筋を列挙し、解説する。 

12  下肢の筋 下肢の屈筋群、伸筋群、内転勤群の筋を列挙し、解説する。 

13  頭部・頚部の筋 表情筋・咀嚼筋を構成する筋を列挙し、解説する。 

14 呼吸器 
呼吸器系の構造 

呼吸のメカニズム 

口腔から肺胞までの構造と機能を説明する。 

呼吸のメカニズムについて説明する。 

15  呼吸の調節 
呼吸器の調節についての説明をする。 

酸素解離曲線について説明する。 

16 循環器系 心臓のしくみ 心臓の構造と機能について説明する。 

17  刺激伝導系 刺激伝導系と心電図の関係について説明する。 

18  
血管の構造と走行 

血圧の生理 

動脈・静脈の走行と血液の流れを説明する。 

血圧について解説する。 

19  リンパ系 リンパとはどのようなものかを説明する。 

20 消化器 口腔から胃 
口腔から胃に至る構造について説明する。 

それぞれの器官の組織的な構造を説明する。 

21  小腸・大腸・直腸 小腸・大腸の肉眼的および組織学的構造について説明する。 

22  肝臓・胆嚢・膵臓 

肝臓の構造と肝門から入る血液の流れと胆汁の流れを説明す

る。胆嚢の構造と機能について説明する。 

膵臓の外分泌腺と内分泌腺について説明する。 

23  消化と吸収 栄養素がどのように消化され、吸収されるかを説明する。 

24 泌尿器系 
腎臓の構造と機能 

尿管・膀胱・尿道 

腎臓の肉眼的構造と組織学的な構造を説明する。 

排尿路の構造と機能について説明する。 

25  体液と電解質 体内の水や電解質の代謝・調節に関して説明する。 

26 内分泌系 
内分泌は何か 

下垂体 

内分泌にかかわる基本的な事を説明する。 

下垂体から分泌するホルモンについて列挙し、説明する。 

27  
副腎・甲状腺・腎臓・ 

その他の器官 
それぞれの器官から出されるホルモンについて説明する。 

28 生殖器系 
男性生殖器系 

女性生殖器系 

男性生殖器系の構造とホルモンについて説明する。 

女性生殖器系の構造とホルモンについて説明する。 
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29 神経 

神経の生理 

神経系の役割と構成について学習し、説明する。 

神経細胞の構造、シナプスにおける興奮の伝達について学習

し、説明する。 30  

31 中枢神経 大脳 
大脳の構造を学習し、説明する。 

大脳の機能について学習し、説明する。 

32  脊髄 脊髄の構造と機能を学習し、説明する。 

33  間脳 視床・視床下部の学習をし、説明する。 

34  脳幹・小脳 
脳幹（中脳・橋・延髄）の構造と機能を学習し、説明する。 

小脳の構造と機能を学習し、説明する。 

35 末梢神経 
脳神経 

脊髄神経 

脳神経１２対を学習し、説明する。 

脊髄神経について学習し、説明する。 

36  自律神経 交感神経、副交感神経の形態、機能を学習し、説明する。 

37 感覚器 
皮膚感覚 

嗅覚器 

皮膚感覚器の一般感覚について学習し、説明する。 

嗅覚器について学習し、説明する。 

38  
視覚器 

平衡・聴覚器 

視覚器の構造、視覚路について学習し、説明する。 

平衡聴覚器について学習し、説明する。 
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科目名 生 理 解 剖 学 実 習 担当者 

 

 

 

実務経験のある教員科目 ○ 

履修時期 1 年後期 授業単位 1 単位 授業時間 45 時間 

教育目標 

生体から得られる生理機能情報について学び、それらがどのように診断、治療につながるかを理解する。

生体情報収集法の理論と実際について学び、検査結果の評価法を習得する。さらに、検査の際に不可欠

なコミュニケーション能力を養う。 

教育内容 

生理解剖学実習では２つの大項目に従い学習する。 

１つは顕微鏡による組織学的な実習で、人体における主要臓器の基本的構造と機能を学ぶ。 

また、顕微鏡による標本観察により観察眼を養い、さらにスケッチすることにより理解を深める。 

２つ目は「生体はどのように機能しているのか」解明するために眼や耳や手、そして足を実際に動かして 

目視で観察する大切さを学ぶ。また、それらの「生体信号を検査機器に記録」することが臨床検査技師の

重要な仕事であることを理解する。 

教科書・教材 実習テキスト、からだの構造と機能（西村書店）、臨床検査学講座 生理学（医歯薬出版） 

評価法 

試験、レポート（スケッチ）を総合的に評価する。 

なお、総評は解剖学実習（1-12 回）を 50％、生理学実習（13-28 回）を 50％として採点する。ただし、それ

ぞれで 6 割以上の点数を獲得する事を要件とする。 

80 点以上を優、70 点以上 80 点未満を良、60 点以上 70 点未満を可で表し、60 点未満は不可とする。 

 

授業内容 

回数 大項目 中・小項目 学習目標 

1-4 主要臓器解剖学 
1.消化器系 

（食道・胃・小腸・大腸） 

各臓器の形態的・組織学的特徴を理解し、 

顕微鏡的に確認する。 

5-8  
2.消化器系（肝臓・膵臓） 

3.呼吸器系（肺） 

各臓器の形態的・組織学的特徴を理解し、 

顕微鏡的に確認する。 

9-12  

4.内分泌系（甲状腺） 

5.泌尿器系（腎臓・膀胱） 

6.循環器系（心臓） 

各臓器の形態的・組織学的特徴を理解し、 

顕微鏡的に確認する。 

13-28 生理機能検査学 1.循環器（心電図検査） 

生体の電気信号（活動電位）の一つである心電図を記録 

できるしくみを考える。 

手足の誘導で心電図波形を上向きにするためには陽極を 

どこに置いたらいいか理解し説明する。 

  2.循環器（血圧測定） 

心臓が収縮している時と拡張している時の血圧が違うことを 

実習で学び述べる。 

血圧の変動を理解するために姿勢を変えたり、運動前後や 

緊張前後で測定して比較し説明する。 
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13-28 生理機能検査学 3.味覚検査 濾紙ディスク法を用いた味覚検査の技術を習得する。 

  4.嗅覚検査 
T&T オルファクトメトリーを用いた基準嗅力検査の技術を習得

する。 

   5.神経系（視機能） 

「視覚情報」は物を「眼」ではなく「脳」で見ていることを認識 

するために視覚器の構造を知り、視覚の伝わる道筋 

（視覚伝導路）を理解し説明する。 

実習では「盲点」を確認し説明する。また、ランドルト環を 

使用した「視力検査」も実施し説明する。 

   6.神経系（眼球運動） 

眼球を動かすのに関わる神経と筋肉を学習し説明する。 

眼球の動き（活動電位）を記録し、水平と垂直に動かした時の

波形が電極位置で違うことを理解し説明する。 
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科目名 生 化 学 担当者  実務経験のある教員科目  

履修時期 1 年通年 授業単位 2 単位 授業時間 50 時間 

教育目標 

生命現象の化学を物質代謝の面から理解する。各種生体試料に含まれる化学成分について、 

遺伝子解析等を含む生物化学的分析の理論と実際を習得し、結果の解析と評価について学習する。 

また、医学検査の意義を理解し、総合的精度管理法を習得する。 

教育内容 

生化学は生物を構成する物質の化学であり、生命・病気の理解に必須の科目である。 生体高分子 

（蛋白質・糖質・脂質）やその構成単位の物性（化学構造と機能）と代謝（異化と同化）について理解し、 

生命現象の化学を物質代謝の面から説明する。   

教科書・教材 わかりやすい生化学（ヌーヴェルヒロカワ） 

評価法 
項目終了毎に行う小試験および定期試験の総合成績で評価する。 

80 点以上を優、70 点以上 80 点未満を良、60 点以上 70 点未満を可で表し、60 点未満は不可とする。 

 

授業内容 

回数 大項目 中・小項目 学習目標 

1 生化学とは 

 物性と代謝（異化と同化）について説明する。 

2  

3 アミノ酸と蛋白質 

構造と機能 アミノ酸と蛋白質の構造および機能について説明する。 4  

5  

6 酵素 

分類と機能 

①酵素とは，②反応形式による分類と命名，③酵素の単位，

④反応速度論（Michaelis-Menten）の式，Kｍ値と Vmax， 

1 次反応と０次反応），⑤阻害 について説明する。 

7  

8  

9  

10 糖質 

構造と機能 
分類（単糖類，二糖類，少糖類，多糖類）と構造および機能に

ついて説明する。 
11  

12  
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13 脂質 

構造と機能 
分類（遊離脂肪酸，中性脂肪， コレステロール，リン脂質）と

構造および機能について説明する。 
14  

15  

16 糖質 

代謝 

①糖質の消化吸収，②解糖（解糖系→TCA→電子伝達系） 

および ATP 生成，③糖新生およびグリコーゲンの代謝， 

④ペントースリン酸経路 について説明する。 

17  

18  

19  

20 アミノ酸と蛋白質 

代謝 

①蛋白質の消化吸収，②アミノ酸の代謝（アミノ基転移反応と

酸化的脱アミノ反応，尿素回路，炭素骨格の代謝，アミノ酸 

代謝物の生体内利用） について説明する。 

21  

22  

23 脂質 

代謝 

①脂質の消化吸収，②リポ蛋白，③TG の消化吸収と貯蔵， 

④脂肪酸の合成と分解（β-酸化），⑤コレステロールの合成と

分解，⑥ケトン体生成 について説明する。 

24  

25  

26  

27 ホルモン 

分類と作用機序 
分類（化学構造と作用機序），生理作用と内分泌疾患 に 

ついて説明する。 
28  

29 ビタミン 分類と生理作用 
分類と名称（化学名）および補酵素型，生理作用と 

欠乏症について説明する。 
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科目名 生 化 学 実 習  担当者  実務経験のある教員科目  

履修時期 1 年後期 授業単位 1 単位 授業時間 45 時間 

教育目標 

生命現象の化学を物質代謝の面から理解する。各種生体試料に含まれる化学成分について、 

遺伝子解析等を含む生物化学的分析の理論と実際を習得し、結果の解析と評価について学習する。 

また、医学検査の意義を理解し、総合的精度管理法を習得する。 

教育内容 基本的なガラス器具の取扱、試薬調製法、希釈法、分析方法などについて学ぶ。 

教科書・教材 実習テキスト 

評価法 
定期試験、実技試験、レポート、ノートを総合評価する。 

80 点以上を優、70 点以上 80 点未満を良、60 点以上 70 点未満を可で表し、60 点未満は不可とする。 

 

授業内容 

回数 大項目 中・小項目 学習目標 

1-4 比色分析 吸収スペクトルの作成 
グラフの書き方、分析機器の取扱方法を説明する。 

光の性質を説明する。 

5-8 比色分析 モル吸光係数の測定 
グラフの書き方、分析機器の取扱方法を説明する。 

Lambert-Beer の法則を説明する。 

9-12 核酸（１） 
肝細胞からの核酸（ＤＮ

Ａ）の分離 
試薬の役割、ＤＮＡの性質について説明する。 

13-16 核酸（２） 
ＤＮＡの定量分析 

(紫外部吸収法と比色法) 

希釈方法を理解し、計算による定量方法とグラフ（検量線）に 

よる定量方法を熟練する。 

17-20 酵素 

A.酵素反応に影響を 

  与える因子の考察  

B.ミカエリス定数と 

最大反応速度の測定 

酵素の性質を理解し、酵素反応に影響を与える因子について

考察できるようにする。ミカエリス定数と最大反応速度の求め方

を説明する。 

21-24 糖 糖の定性分析 
糖の構造を理解し、定性反応試験を行うことにより糖の性質を 

説明する。 

25-28 実技試験 未知濃度物質の定量 
分析機器の取扱、希釈方法、検量線による定量分析を熟練す

る。 
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科目名 血 液 学 担当者  実務経験のある教員科目  

履修時期 1 年後期 授業単位 1 単位 授業時間 25 時間 

教育目標 

血液学において、血球数の増減や形態異常から診断に結びつける形態検査、さらに止血凝固検査等に

つなげる為の基礎的な内容を修得する。免疫の機構の解明およびその応用を学ぶうえでの、足がかりと 

なる基礎的な部分を修得する。 

教育内容 
血液の細胞成分である赤血球・白血球・血小板の役割、止血凝固反応を理解する。免疫の概念と免疫系

について理解する。 

教科書・教材 
病気がみえる vol.5 血液（メディックメディア） 

病気が見える vol.6 免疫・膠原病・感染症（メディックメディア） 

評価法 
試験による評価 

80 点以上を優、70 点以上 80 点未満を良、60 点以上 70 点未満を可で表し、60 点未満は不可とする。 

 

授業内容  

回数 大項目 中・小項目 学習目標 

1-2 総論 血液の成分と性状 有形成分、無形成分、造血について理解する。 

3-4 赤血球 赤血球の産生と崩壊 赤血球の構造と機能、赤血球の生化学について理解する。 

5-6  貧血の総論 貧血の原因と分類について理解する。 

7-8 白血球 白血球の産生と機能 白血球の種類と機能について理解する。 

9-10 止血機構 一次止血・二次止血 
血管及び血小板の機能について理解する。 

凝固因子による凝固反応及び線溶について理解する。 

11-12 免疫総論 免疫細胞と自然免疫 免疫細胞と免疫に関わる物質について理解する。 

13-14  獲得免疫 細胞性免疫，液性免疫について理解する。 
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科目名 微 生 物 学  担当者  実務経験のある教員科目 ○ 

履修時期 1 年通年 授業単位 2 単位 授業時間 50 時間 

教育目標 

微生物が生物界でどのような位置を占め, 生物としてどのように生活しているかを学ぶ。微生物が体内に 

侵入した後におこる生体反応や, 防御反応を系統的に学ぶ。 さらに, 感染症の診断，治療に必要な 

検査法を理解し，実践出来る能力を養う。 

教育内容 

1. 細菌，ウイルス，真菌など個々の微生物の特徴を理解したうえで, 日和見感染症や菌交代症の発症 

機序と生体の免疫機構の関連性について説明する。 

2. 感染症の予防 (滅菌と消毒, 予防対策), 感染症の治療に用いる化学療法薬と薬剤耐性菌について

説明する。 

3. 基礎的な検査法について, 代表的な感染症を例に挙げ説明する。 

教科書・教材 
教科書  系統看護学講座 微生物学（医学書院）  

教材   パワーアップ問題演習 微生物学(サイオ出版) 

評価法 
定期試験, 小テスト, 授業態度, 出席等により総合的に評価する。 

80 点以上を優、70 点以上 80 点未満を良、60 点以上 70 点未満を可で表し、60 点未満は不可とする。 

 

授業内容 

回数 大項目 中・小項目 学習目標 

1 分類 
真核生物，原核生物 

細菌の分類・命名法 

微生物 (細菌, 真菌, ウイルス) の生物学的位置, 分類,  

命名法を理解する。 

2 形態,構造及び性状 微生物の構造と性状 
微生物 (細菌, 真菌, ウイルス) の形態, 構造, 特徴を理解

する。 

3 染色法 細菌, 真菌の観察と染色法 代表的な細菌, 真菌の染色法を理解する。 

4 発育と培養 微生物の発育と代謝 微生物の増殖, 代謝を理解する。 

5  微生物の培地 微生物の培地を理解する。 

6  
細菌の培養法, 

培養環境 
細菌の培養法, 培養環境を理解する。 

7 遺伝と変異 遺伝物質の伝達 
遺伝子，プラスミド，遺伝形質の伝達 （接合・形質転換・形質

導入） を理解する。 

8 滅菌と消毒 
滅菌法と消毒法, 

消毒薬の種類と特性 

代表的な滅菌法, 消毒法を理解する。 

消毒薬の種類と特性を理解する。 

9 化学療法 
抗菌薬の基本, 

抗菌薬の種類 
抗菌薬の基本, 種類を理解する。 

10  薬剤耐性機構 薬剤耐性機構を理解する。 

11  薬剤耐性菌 
おもな薬剤耐性菌 (MRSA, PRSP, VRE, PPNG, MDRP, 

ESBL) を理解する。 
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12 化学療法 
細菌の薬剤感受性試験, 

抗真菌薬, 抗ウイルス薬 

薬剤感受性試験および抗真菌薬, 抗ウイルス薬を理解 

する。 

13 復習  第 1～12 回までの復習 

14 感染と発症 
常在細菌叢, 微生物の病原

因子, 宿主の抵抗力 

宿主の防御因子 (常在細菌叢, 生体防御機構), 微生物の

病原因子 (毒素) を理解する。 

15  
感染の発現, 

感染経路 

感染の発現 (顕性感染, 不顕性感染), 感染経路(空気, 

飛沫, 接触, 母子感染など) を理解する。 

16  
日和見感染, 菌交代症, 

病院関連感染症 
日和見感染, 菌交代症, 病院関連感染症を理解する。 

17  
人獣共通感染症, 

輸入感染症 
人獣共通感染症, 輸入感染症を理解する。 

18  
新興・再興感染症, 

性感染症 
新興・再興感染症, 性感染症を理解する。 

19  
細菌による食中毒, 

ウイルスによる食中毒 

細菌による食中毒 （毒素型・感染型食中毒），ウイルスによる

食中毒 （ノロウイルス感染症） を理解する。 

20  
感染の予防と対策, 

バイオセーフティ 

感染の予防策 (標準予防策), 感染制御, バイオセーフティ

について理解する。 

21  感染症法 感染症法の分類法とその対象疾患について理解する。 

22 感染症の検査 細菌感染症の検査法 細菌感染症の検査法を理解する。 

23  
真菌, ウイルス感染症の 

検査法 
真菌,ウイルス感染症の検査法を理解する。 

24 
感染防御のしくみ 

免疫 

免疫のしくみ,免疫応答にか

かわる因子,免疫を担う細胞 

抗原, 抗体, 補体, サイトカイン, 免疫に関わる細胞 (マク

ロファージ, 樹状細胞, B 細胞, T 細胞など) を理解する。 

25  獲得免疫 液性免疫, 細胞性免疫を理解する。 

26  
感染防御としての免疫反応 

ワクチン 

細胞内寄生菌 (結核菌, サルモネラ属菌, レジオネラ属菌

など) を含む細菌, ウイルスに対する感染防御, ワクチンを 

理解する。 

27 復習  第 13～26 回までの復習, 国家試験過去問題 

28 演習  
染色済み標本の観察 (淋菌, らい菌, ペスト菌, 鞭毛,  

莢膜など) 
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科目名 分 子 生 物 学  担当者  実務経験のある教員科目 ○ 

履修時期 1 年後期 授業単位 1 単位 授業時間 25 時間 

教育目標 

生命現象の基礎となる遺伝子の構造と機能（複製、転写、翻訳）、さらに、発現する蛋白質との関連性を分

子レベルで理解する。これより、生物を構成する細胞が遺伝情報に従い各種蛋白質を作り、多くの物質を

産生・分解し、機能していることを理解する。更に、分子生物学の応用である遺伝子技術から遺伝子検査

法を概説し、臨床検査学の一助とする。 

教育内容 

遺伝現象を遺伝子の働き（遺伝子発現）としてとらえて理解するために、遺伝子の本体である核酸の物理

化学的性質、遺伝情報の流れ（セントラルドグマ）である転写、翻訳、複製について学ぶ。また、分子生物

学を応用した遺伝子検査法の基本原理を理解する。基本的に各講義の後に小テストを行い、その内容の

理解を深める。 

教科書・教材 最新 臨床検査学講座 遺伝子・染色体検査学、配布プリント 

評価法 
定期試験、小テスト、授業態度などを総合的に評価する。 

80 点以上を優、70 点以上 80 点未満を良、60 点以上 70 点未満を可で表し、60 点未満は不可とする。 

 
 授業内容 

回数 大項目 中・小項目 学習目標 

1-2 分子生物学 核酸とタンパク質 
分子生物学の要である核酸とタンパク質がどのような関係に有り、どのよう

な役目を果たしているのかを理解する。 

3-4  遺伝と遺伝子 遺伝子がどう働くことで遺伝という現象が起きるのかを理解する。 

5-6  遺伝子の複製 
遺伝子の複製とは何か。 

また、複製がどのようにして行われているのかを理解する。 

7-8  遺伝子の転写 
遺伝子の転写とは何か。 

また、どのようにして転写行われているのかを理解する。 

9-10  遺伝子の翻訳 
遺伝子の翻訳とは何か。 

また、翻訳がどのようにして行われているのかを理解する。 

11-12  遺伝子検査 

各種検査法 （サザンブロット法、conventional PCR 法、RT-PCR 法、

Real-timePCR 法など） について、その意義や原理などについて理解す

る。 

13-14  総括 これまでの内容についてポイントをまとめ解説する。 
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科目名 薬 理 学 担当者  実務経験のある教員科目 ○ 

履修時期 1 年前期 授業単位 1 単位 授業時間 25 時間 

教育目標 
医療分野での薬物療法の基礎的な知識を習得するために、生体における薬物とは何か？その役割と

生体内における働きを理解する。 

教育内容 

医療は単独で行われるものではなく、様々な業種がチーム医療を担っている。医療分野では様々な

知識が必要となる。そのなかで薬・薬物の働きを理解するためには、薬物全般の基礎的な知識が必

要となる。また薬物と生体との関わり方を理解する必要もある。そのための学習を行う。 

教科書・教材 薬理学 疾病の成り立ちと回復の促進 （医学書院） 

評価法 
出席および試験の成績による。 

80 点以上を優、70 点以上 80 点未満を良、60 点以上 70 点未満を可で表し、60 点未満は不可とする。 

 

授業内容 

回数 大項目 中・小項目 学習目標 

1 医療における薬物 医薬品とは何か 
薬とは何かを学ぶ。また薬と生体の基本的な関わり方を 

理解する。 

2 
薬理学の基礎知識 

薬が効く仕組み 
薬理作用の基礎 

生体で薬が効果を現す仕組みを理解する。生体も薬も 

化学物質であるととらえると薬の効果を現す仕組みには 

一定のルールがある。そのルールを理解する。 

3 薬の体内挙動 

薬物の吸収と分布および

代謝と排泄 

医薬品がどのように生体にとりこまれ、全身に運ばれて、

薬効を発現するまでを理解する。医薬品と毒の違いがどの

ようなものかも理解してほしい。また薬が生体外に排泄さ

れる仕組みを理解する。 

4  

5 薬物相互作用 
薬物の効果に影響を 

与える要因 

薬物相互作用 

医薬品を使うにあたって、どのような点に注意しなくては

ならないか？生体側の因子を理解する。 

薬物と薬物の相互作用、薬物と食事の関係など、医療人と

して、医薬品を使う際に配慮すべき点について理解する。 

6  

7 中枢神経系に働く薬物 中枢神経薬理 

全身麻酔薬、睡眠薬 

向精神薬 

麻酔薬、睡眠薬、鎮痛薬、抗精神病薬、抗うつ薬など中

枢神経系に働く医薬品の仕組みを理解する。薬物が脳で

働くためにはどのような要件が必要か理解する。 
8  

9 
循環器系に作用する

薬物と抗アレルギー薬

抗炎症薬 

降圧薬、心血管系薬、抗

アレルギー薬、抗炎症

薬、消化性潰瘍治療薬 

自律神経の仕組みを理解し、血圧降下薬や心血管系薬

物、喘息治療薬、消化性潰瘍治療薬など自律神経に働く

代表的な薬物を理解する。 

また、抗炎症薬の作用と副作用の関係を理解する。 

10 

11 抗腫瘍薬と抗菌薬 

抗腫瘍薬と抗菌薬の基礎 

抗腫瘍薬は他の医薬品と異なる性質をもっている。 

それを理解する。また抗菌薬、抗真菌薬、抗ウイルス薬の働く

仕組みを理解し代表的な抗菌薬について説明できる。 
12  

13 
代謝系に働く薬物 

薬理学まとめ 

糖尿病治療薬 

脂質異常症治療薬 

通風治療薬 

薬理学まとめ 

生活習慣と関連の深い糖尿病治療薬や脂質異常症治療薬・

通風治療薬など、生体成分が過剰になって疾患をひきおこし

ている場合の治療法を理解する。 

薬理学全体の復習とまとめ 
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科目名 微 生 物 学 実 習  担当者  実務経験のある教員科目 ○ 

履修時期 1 年後期 授業単位 1 単位 授業時間 45 時間 

教育目標 
微生物検査の基礎となる微生物について学び、感染症の成因を系統的に把握、理解する。感染症の診

断、治療につなげる検査法を理解し、実践出来る能力を養う。 

教育内容 
微生物とはどのようなものか、また微生物を取扱う上で必要な器具の使用方法、無菌操作、一般染色、 

培地の作成方法などについて習得する。 

教科書・教材 
最新 臨床検査学講座 臨床微生物学 （医歯薬出版） 

病気が見える vol.6 免疫・膠原病・感染症（メディックメディア） 

評価法 
定期試験、実技試験、レポートおよび授業態度を総合的に評価する。 

80 点以上を優、70 点以上 80 点未満を良、60 点以上 70 点未満を可で表し、60 点未満は不可とする。 

 

 授業内容 

回数 大項目 中・小項目 学習目標 

1-2 
微生物検査の 

基礎 

滅菌・消毒 

器具の扱い 

無菌操作 

培地の作成 

微生物の 

観察 

微生物を取り扱う際に必須となる滅菌・消毒について学習す

る。また、微生物検査に必要な器具およびその取り扱い方法

等について実習を行う。 

また、手洗いの効果による常在菌の数の変化を観察する。 

3-4  

5-6  

7-8 
微生物検査の 

方法 

微生物の取扱い 

グラム染色 

一般的な細菌の取り扱いを学ぶ。また、グラム染色の原理を

説明するとともに手技について実習する。 

9-10  

分離培養 
「分離培地」の種類・用途・作成方法を説明し、分離培養の

意味を確認するとともに手技を実習する。 
11-12  

13-14  

確認培養 

 

「確認培地」の種類・用途・作成方法を説明し、確認培養の

意味を確認するとともに手技を実習する。 

 
15-16  

17-18  

薬剤感受性試験 

薬剤感受性試験および薬剤耐性菌の判定を行うことで手技

を実習するとともに、近年問題となっている耐性菌に対する

理解を深める。 19-20  

21-22 総括  これまでの実習内容の総括を行う。 

23-24 実技試験 実技試験 微生物検査の基本的な流れについて実技試験を行う。 
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科目名 公 衆 衛 生 学  担当者  実務経験のある教員科目  

履修時期 1 年前期 授業単位 1 単位 授業時間 25 時間 

教育目標 
自然・社会環境要因と健康との関連を考察し、国民の健康を守るために必要な保健・医療・福祉の制度を

理解する。予防医学と疫学的分析法の理論と技術を学習し、医療チームの一員としての自覚を養う。 

教育内容 

公衆衛生学の概念，方法論の基礎を学ぶ。一次予防，二次予防および三次予防の理論に基づき， 

環境諸要因が健康あるいは社会生活に及ぼす影響について理解を深め，疾病予防や健康増進への 

アプローチの方法等，保健予防・医療に関する知識を習得する。 

教科書・教材 公衆衛生がみえる 2020-2021（メディックメディア） 

評価法 
試験による評価 

80 点以上を優、70 点以上 80 点未満を良、60 点以上 70 点未満を可で表し、60 点未満は不可とする。 

 

授業内容 

回数 大項目 中・小項目 学習目標 

1 公衆衛生の意義 健康・疾病・予防 
健康・予防・疾病・障害の概念を学び，その社会的意義に 

ついて説明ができる。 

2 保健統計 
人口静態・動態統計 

疾病・障害統計 

人口静態・動態指標について説明ができる。 

国民生活基礎調査、患者調査について説明ができる。 

3 疫学 疫学の考え方 疫学の概念が説明できる。 

4  疫学調査法 記述疫学、分析疫学、リスク評価について説明できる。 

5  スクリーニング 
スクリーニングの目的・原理・実際を学び感度・特異度などの

指標の概念と算出方法について説明できる。 

6-7 環境と健康 
地球環境・生活環境 

生物環境・感染症対策 

各種環境による健康への影響について説明できる。 

8-9  
物理環境 

化学環境・環境リスクの評価 

10 健康の保持増進 
栄養保健・食品安全 

母子保健・学校保健 各種保健制度や対策を理解し、現状と問題点について説明 

できる。 

11-12  
成人保健・老人保健 

精神保健・産業保健 

13 衛生行政 地域保健と保健行政 
地域保健の概念について、理解し、保健所を中心とした 

地域保健活動について理解する 

14 
国際保健 

関係法規 

国際機関・世界の保健状況 

関係法規 

国際機関の役割、世界保健状況について説明できる。 

臨床検査に関連する法規について説明できる。 
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科目名 保 健 医 療 福 祉 総 論  担当者  実務経験のある教員科目 ○ 

履修時期 1 年後期 授業単位 1 単位 授業時間 25 時間 

教育目標 

医学の発達の歴史を通して必要とされてきた医療・技術を理解する。 

さらに取り巻く自然・社会環境要因と健康との関連を考察し、国民の健康の権利を守るために必要な保健・

医療・福祉の制度を理解する。予防医学と検査の関連、並びに疫学的分析法の理論と技術を学習し 

医療チームの一員としての自覚を養う。 

教育内容 

心身ともに健康な生活を送るためには、からだ・こころ・そして周囲の環境が適切なバランスを保持している

必要がある。人は社会的な存在であり、単に一個の生物としてのみ理解する事は不可能である。医療の 

歴史を鑑みることにより、現在の医療や人を取り巻く環境を理解し、医倫理的問題についての視点を学ぶ。 

教科書・教材 臨床検査学講座 保健医療福祉概論（医歯薬出版） 

評価法 
筆記試験による 

80 点以上を優、70 点以上 80 点未満を良、60 点以上 70 点未満を可で表し、60 点未満は不可とする。 

 

授業内容 

回数 大項目 中・小項目 学習目標 

1 医療史 

医学の歴史 医学史について学ぶ。 

2  

3 医療体系 

現在の医療の仕組み 

医療の体系、制度等を学ぶ。 

4  病院組織等について学ぶ。 

5 保健福祉制度 

医療・衛生・保健福祉 現代社会の国民の衛生・保健・福祉を学ぶ。 

6  

7  

8  

9 福祉観 

生活と福祉 健康に関する環境とその影響について考察 

10  

11 心理的理解 

患者の心理とその背景 人間の心理、患者・障害者の心理について学ぶ。 12  

13  

14 まとめ まとめ 全講義の振り返り 
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科目名 医 学 概 論  担当者 
 

 
実務経験のある教員科目 ○ 

履修時期 1 年前期 授業単位 1 単位 授業時間 25 時間 

教育目標 医学の歴史を通して医療従事者の一員として必要とされる医の倫理、医療体制を理解する。 

教育内容 医の倫理、医療体制を理解し、チーム医療における臨床検査技師の役割を学ぶ。 

教科書・教材 配布プリント 

評価法 
定期試験、小試験、レポートによる評価 

80 点以上を優、70 点以上 80 点未満を良、60 点以上 70 点未満を可で表し、60 点未満は不可とする。 

 

授業内容 

回数 大項目 中・小項目 学習目標 

1 医学の定義と歴史 医学とは何か 医学と医療，医学の歴史について説明する。 

2 医の倫理 医の倫理に関する規定 ヒポクラテスの誓いから始まる医の倫理を説明する。 

3  東洋医学と西洋医学 東洋医学と西洋医学の特徴と違いを説明する。 

4  患者の人権 リスボン宣言について説明する。 

5  
医学研究と倫理 

世界の医学偉人 

ヘルシンキ宣言について説明する。 

代表的な医学偉人について説明する。 

6  
インフォームドコンセント 

生活の質（QOL） 

インフォームドコンセント、セカンドオピニオン、QOL について 

説明する。 

7  個人情報保護 個人情報の範囲と守秘義務について説明する。 

8 診断と診療 根拠に基づく医療 診断にいたる手順と診療の進め方を説明する。 

9 医療体制 予防医学・保健所 予防、感染や保健所について説明する。 

10  救急医療・災害医療 
救急・災害時における医療について説明する。 

一次・二次救命処置について説明する。 

11-12  医療従事者の現状 

医療従事者の種類と従事者数について説明する。 

チーム医療における臨床検査技師の役割について説明す

る。 

13-14  
NGO と NPO の違い 

臨床検査技師の現状 

臨床検査技師が海外で活躍する方法等を説明する。 

病院における臨床検査技師の役割を説明する。 
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科目名 医 用 工 学  担当者  実務経験のある教員科目 ○ 

履修時期 1 年前期 授業単位 1 単位 授業時間 25 時間 

教育目標 

検査に必要な検査機器に関する原理・構造を十分に理解し、検査結果の解析・評価の知識を習得する。

また、臨床検査に利用される機器を正しく安全に使用するための実践出来る能力を養い、医療機器への

対応に役立つ基礎知識を習得する。 

教育内容 
電気工学の基礎、医用電子回路の作動、生体電気信号検出法､ME 機器の電気安全、ME 機器への 

応用について理解できるようにする。 

教科書・教材 最新 臨床検査学講座 医用工学概論（医歯薬出版）、配布プリント 

評価法 
定期試験、ミニテストによる評価 

80 点以上を優、70 点以上 80 点未満を良、60 点以上 70 点未満を可で表し、60 点未満は不可とする。 

 

授業内容 

回数 大項目 中・小項目 学習目標 

1 医用工学の概要 医用工学概要 
臨床検査における医用理工学の役割および臨床検査にお

ける計測技術の背景・概要を理解する。 

2 生体の物性 生体の物理的性質 生体の構造について電気的・機械的性質について学ぶ。 

3  生体物性の基礎 
生体の超音波・熱・光に対する性質や、磁気・電磁波など

の性質について学ぶ。 

4 電気工学の基礎 電気回路の基礎 
電磁気学の基礎として、抵抗、コンデンサ、コイルの働き、

直列・並列の合成値計算法を理解する。 

5  直流回路 
直流回路の性質と用途とジュールの法則、電気エネルギー

や電力の概念を理解する。 

6  交流回路 
交流回路の性質と用途、電気単位やオームの法則、キルヒ

ホッﾌの法則、過渡現象、半導体の性質などを理解する。 

7  電子部品 
半導体（ダイオード、トランジスタ、FET）の作動、 

原理特徴、応用について理解する。 

8 医用電子回路 アナログ回路 
HPF（微分回路）、LPF（積分回路）の特徴、時定数、 

遮断周波数の計算法 ME 機器への応用を理解する。 

9  デジタル回路 
論理和回路、論理積回路の真理値表とシンボルマークに

ついて理解する。 

10  通信の基礎 変調と復調の概念や変調方式の分類などを理解する。 

11 生体情報の収集 記録器・表示器 
各種記録器および表示器の性能とセンサ･トランデューサ

の原理を理解する。 

12  トランスジューサ 1 
不分極電極、温度および振動検出法の原理、ME 機器へ

の応用について理解する。 

13  トランスジューサ 2 各種とライスデューサの基礎と応用を理解する。 
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13 生体情報の収集 医用機器 記録器。表示器の原理と特性を解する。 

14 電気安的全対策 電気安全 
電撃の生体反応、漏れ電流の種類、測定法、ME 機器の 

分類、EPR システム、病院電気設備について理解する 
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科目名 医 用 工 学 実 習 担当者  実務経験のある教員科目 ○ 

履修時期 1 年後期 授業単位 1 単位 授業時間 45 時間 

教育目標 

検査に必要な検査機器に関する原理・構造を十分に理解し、検査結果の解析・評価の知識を習得する。

また、臨床検査に利用される機器を正しく安全に使用する能力を養い、医療機器への対応に役立つ基礎

知識ならびに今後の学校生活や社会で活用していくために必要な、見やすい文書や表の作成、正確で迅

速な情報の入力(処理)についておもに Microsoft Office より、Word、Excel、PowerPoint を使用し、最低

限必要な知識とプレゼンテーション方法について理解を深める。 

教育内容 
測定器（テスタ、オッシロスコープ､発信器等）の操作法を学び各測定項目について特性、特徴を考察し理

解する。また、パソコンによるソフトウェアの使用法について理解する。 

教科書・教材 最新 臨床検査学講座 医用工学概論、情報科学（医歯薬出版）、配布プリント 

評価法 
定期試験、レポート内容等による評価 

80 点以上を優、70 点以上 80 点未満を良、60 点以上 70 点未満を可で表し、60 点未満は不可とする。 

 

授業内容 

回数 大項目 中・小項目 学習目標 

1-2 ME 実習の基礎 測定器の使用法 

実習目的の確認及び工具、テスター、オシロスコープ､

発信器、電源装置などの原理、使用法、注意事項を理

解する。 

3-4  各種工具の種類と特徴 
各工具の持つ特徴と使用方法を理解す、テスターを用

いて各種電圧などの測定を行い理解する。 

5-6 電子工学の基礎（１） 直・交流信号の測定 

オシロスコープ FE、差動増幅器、フィルタ回路、漏れ電

流の各測定目的、測定回路、測定法について理解す

る。 

7-8  交流特性 CR 回路の特性 
受動素子、交流信号、抵抗とコンデンサ回路の周波数

特性を測定して考察し理解する。 

9-10 電子工学の基礎（２） オペアンプの基本特性 
オペアンプの特性を理解し、その用途について考察し理

解する。 

11-12 医用電子回路 
生体信号の計測、各種変換

器の特性 

心電計、脳波計などの計測を行い、時定数、周波数特

性、入力インピーダンスの計測と変換器の特性を理解す

る。 

13-14 電気安全対策 漏れ電流の測定 
ME 機器の外装漏れ電流、接地漏れ電流の測定および

電気安全について考察、理解する。 

15-16 情報科学の基礎 ガイダンス 

コンピュータの基本操作、ソフトの起動について Word、

Exel、Pawer Pointo によるプレゼンテーション能力を養

う。 

17-18 Office ソフト演習 Word の基礎 
文書の入力、訂正、体裁、罫線、図の作成と挿入、保存

について理解する。 

19-20  Excel の基礎 
ソフトの起動、終了、保存、 表の作成、関数、グラフの作

成と編集について理解する。 
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21-22 Office ソフト演習 PowerPoint の基礎 
スライドの追加・削除、文字入力、図の挿入、配置、

アニメーション挿入について理解する。 

23-24 実技試験 PowerPoint による発表 
プレゼンテーション用の原稿を作成し発表し考察す

る。 
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科目名 情 報 処 理 科 学  担当者  実務経験のある教員科目 ○ 

履修時期 1 年前期 授業単位 1 単位 授業時間 25 時間 

教育目標 

検査に必要な検査機器に関する原理・構造を十分に理解し、検査結果の解析・評価の知識を習得する。

また、臨床検査に利用される機器を正しく安全に使用するために実践出来る能力を養い、医療機器への

対応に役立つ基礎知識と情報に対するリテラシーを習得する。 

教育内容 情報科学の基礎知識やコンピュータシステム情報リテラシーを学習する。 

教科書・教材 最新 臨床検査学講座 情報科学（医歯薬出版）、配付プリント 

評価法 
定期試験 

80 点以上を優、70 点以上 80 点未満を良、60 点以上 70 点未満を可で表し、60 点未満は不可とする。 

 

授業内容 

回数 大項目 中・小項目 学習目標 

1 情報理論の基礎 情報理論 情報量の定義、計算方法を理解する。 

2  情報源の性質 
情報源（無機億情報源・マルコフ情報源）を理解し、さまざまな

自然現象の情報論的解釈を学習する。 

3 情報の表現 数の表現法 進数表示の考え方を理解し、進数変換法を理解する。 

4  2 進数の演算 
2 進数の四則演算を理解すし補数および小数点表示法を理解

する。 

5 論理演算 論理演算論理回路 
論理関数の基本的な性質を理解する。MIL 記号を用いた論理

回路を理解する。 

6  
論理素子論理回路の 

応用 

論理回路を実現する素子を理解する。組み合わせ回路および

順序回路を理解する。 

7 ハードウェア ハードの発達 コンピュータの歴史と発展を理解する。 

8  基本構造 コンピュータの基本構造と動作原理を理解する。 

9 ソフトウェア ソフトウェアⅠ ソフトウェアの概念およびプログラム言語を理解する。 

10  ソフトウェアⅡ アプリケーションや OS の構成と役割を理解する。 

11 ネットワーク ネットワークとセキュリティ 
コンピュータネットワークの仕組みと情報セキュリティについて

理解する。 

12 情報の表現法 情報の書式と符号化 
さまざまなコード化の概念とデータの圧縮・符号化を理解する。

情報リテラシーを学習する。 

13 システム システム導入 システム導入及び処理形態などを理解する 

14 医療情報 病院情報共有 病院情報システムと共有についての管理を理解する 
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科目名 臨 床 医 学 総 論  担当者  実務経験のある教員科目 ○ 

履修時期 1 年通年 授業単位 2 単位 授業時間 50 時間 

教育目標 

疾患の成り立ちや病態を体系的に学ぶ。臨床検査は科学的根拠に基づいた医療（EBM:evidence based 

medicine）を実践するうえで不可欠な診療手段であることを認識し、検査と疾患との関連性を科学的に解析

する方法を習得する。 

教育内容 

臨床検査と疾患との関連性を習熟するために、本授業では臨床検査技師が理解しておくべき疾患、 

特に高頻度に見られる重要疾患について、成因と病態生理、症状、身体所見、臨床検査所見、診断、 

治療、経過、予後などを理解する。 

教科書・教材 
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） 

プリント配布 

評価法 
試験による評価 

80 点以上を優、70 点以上 80 点未満を良、60 点以上 70 点未満を可で表し、60 点未満は不可とする。 

 

授業内容 

回数 大項目 中・小項目 学習目標 

1  総 論－１ 臨床医学とは 
「臨床医学」とはどのような学問なのかを述べる。                                          

また、予防医学を目指すことの重要性を説明する。      

2  総 論－２ 病気の原因 

病気の発症には通常いろいろな因子が重なって作用する

ことを説明する。 

主因と副因（誘因）、内因と外因について説明する。    

3  総 論－３ 病気の種類・分類 

病気には種々な種類・分類法があり、一般的な病名の 

付け方、病気の原因･分類に重要な遺伝、循環障害、 

炎症、腫瘍についての概念を説明する。 

4  総 論－４ 病気の診断・症状 

臨床診断は医療面接（問診）、身体観察（症候）、臨床検査

を総合して決定される。これらの診断へのプロセスを 

解説し、特に臨床検査の必要性を説明する。 

5  総 論－５ 疾病の経過と転帰 

病気の種類、患者の状態によって異なるが、病気に罹患 

した後、自然、もしくは治療後にたどる状態の移り変わりに

ついて説明する。 

6 循環器疾患－１ 
先天性心疾患 

心不全・不整脈 

先天性心疾患、心不全、不整脈の病態（成因、症状、 

身体的所見、診断、治療、経過、予後など）を説明する。 

7 循環器疾患－２ 
虚血性心疾患 

心弁膜症 
狭心症と心筋梗塞、心弁膜症の病態を説明する。 

8 循環器疾患－３ 血圧異常、脈管疾患 高血圧症、動脈疾患、静脈疾患などの病態を説明する。 

9 呼吸器疾患－１ 
肺炎 

慢性閉塞性肺疾患 

種々な原因による肺炎の本態、病態を説明する。 

慢性閉塞性肺疾患（COPD)とはどのような疾患かを 

説明する。 

10 呼吸器疾患－２ 拘束性肺疾患、肺癌 間質性肺炎、肺線維症と肺癌の本態、病態を説明する。 
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11 消化器疾患－１ 食道と胃の疾患 
食道炎、食道癌、胃炎、胃潰瘍、胃癌についての病態を 

説明する。 

12 消化器疾患－２ 腸の疾患 
急性・慢性腸炎、クローン病と潰瘍性大腸炎、大腸癌に 

ついての病態を説明する。 

13 肝・胆・膵疾患 肝・胆・膵炎、腫瘍 肝・胆・膵の炎症、癌、肝硬変症、胆石の病態を説明する。 

14 補講・まとめ  
ここまでの教育内容の不足を「補足講義・まとめ」として 

述べる。 

15 感染症－１ 細菌・ウイルス感染症 
感染症の一般的な特徴を述べ、代表的な病原体による 

感染症について説明する。 

16 感染症－２ その他の感染症 
リケッチア、クラミジア、真菌、原虫などによる感染症、 

輸入感染症などについて説明する。 

17 腎・尿路疾患－１ 腎炎、腎不全 

ネフローゼ症候群、腎不全はどのような疾患で発症するか

を述べる。            

糸球体腎炎の病態を説明する。 

18 腎・尿路疾患－２ 尿路感染症、腫瘍 腎盂腎炎、膀胱炎、腎腫瘍、膀胱腫瘍の病態を説明する。 

19 生殖器の疾患 
前立腺、精巣、子宮、 

卵巣の疾患 

前立腺肥大と前立腺癌、精巣腫瘍、子宮内膜炎と子宮 

内膜症、子宮筋腫と子宮癌、卵巣腫瘍について説明する。 

20 代謝・栄養障害-１ 
生活習慣病 

脂質代謝異常 

生活習慣病とメタボリックシンドロームについて学ぶ。                                

肥満、脂質異常症について説明する。 

21 代謝・栄養障害-２ 
糖代謝異常 

蛋白・核酸代謝異常 

糖尿病、糖原病の病態を説明する。 

尿毒症、アミロイドーシス、痛風の病態を説明する。 

22 代謝・栄養障害-３ 
無機物代謝異常 

先天性代謝異常 

ヘモクロマトーシス、ウイルソン病の病態を説明する。                       

先天性代謝異常症にはどのような疾患があるか、 

またその病態を説明する。 

23 内分泌疾患 
下垂体、甲状腺、 

副甲状腺、副腎の疾患 

ホルモンのフィードバック機構を理解し機能亢進症、 

機能低下症についての病態を説明する。 

24 脳・神経疾患－１ 脳血管障害、感染症 

脳の構造と機能を理解させ、脳出血、脳梗塞についての 

病態をを説明する。        

髄膜炎、脳炎の病態を説明する。 

25 脳・神経疾患－２ 変性･脱髄疾患、腫瘍 
パーキンソン病、アルツハイマー、多発性硬化症、脳腫瘍

の病態を説明する。 

26 血液疾患 赤血球、白血球の疾患 血液の働きを理解し、貧血、白血病の病態を説明する。 

27 アレルギー性疾患  アレルギー性疾患 

アレルギーのメカニズムからのⅠ～Ⅴ型アレルギーを説明

する。 

アトピー性皮膚炎、蕁麻疹、膠原病の病態を説明する。 

28 補講・まとめ  「補足講義・まとめ」により授業の到達目標を遂行する。 
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科目名 病 理 学 担当者  実務経験のある教員科目  

履修時期 1 年後期 授業単位 1 単位 授業時間 25 時間 

教育目標 

細胞・組織・臓器の正常な形態および働きを理解したうえで、疾病（病気）の病因や種類ならびに発生機序

を理解する。総論においては、細胞障害、循環障害、炎症、免疫およびアレルギー、感染症、代謝障害、

先天異常、腫瘍などの基本的なことを学び、各論においては各臓器における疾病（病気）について理解す

る。 

教育内容 

人体は約 37 兆個の細胞によって成り立っており、それらの細胞が正常に働き、恒常性を維持しているが、

何らかの原因でその恒常性が維持できなくなった状態を疾病（病気）という。その病気の原因、発生の仕組

み、経過、転帰などを学び、１つ１つの病気について理解する。 

教科書・教材 カラーで学べる病理学 第４版（ヌーヴェルヒロカワ） 

評価法 
定期試験による評価 

80 点以上を優、70 点以上 80 点未満を良、60 点以上 70 点未満を可で表し、60 点未満は不可とする。 

 

授業内容 

回数 大項目 中・小項目 学習目標 

1 解剖学総論 正常の細胞・組織・臓器 正常の細胞・組織・臓器を理解し、説明する。 

2 病理学総論 
組織・細胞障害と 

その修復機構 

組織・細胞障害の原因および、その結果、さらに再生と 

修復機構について説明する。 

3  循環障害 
充血とうっ血、旁側循環、血液凝固と血栓症、塞栓症、虚血と

梗塞、高血圧などについて説明する。 

4  炎症 
炎症の基本病変、急性炎症のメカニズム、急性炎症の種類、

慢性炎症について説明する。 

5  免疫とアレルギー 
免疫系の仕組みと働き、アレルギー、自己免疫疾患、 

免疫不全症、移植免疫について説明する。 

6  感染症 
病原微生物の種類と特徴、感染経路、感染防御、AIDS と 

日和見感染等について説明する。 

7  代謝障害 
脂質代謝異常、糖質代謝異常、蛋白質代謝異常、 

核酸代謝異常などについて説明する。 

8  先天異常 先天異常の原因、主な先天異常について説明する。 

9  腫瘍 
腫瘍の分類と名称、腫瘍の形態、腫瘍の発育、腫瘍の発生、

腫瘍の疫学などについて説明する。 

10 病理学各論 循環器系 
循環器の形態と機能、主な疾患（心臓疾患、血管疾患）に 

ついて説明する。 

11  呼吸器系 呼吸器系の形態と機能、主な疾患について説明する。 

12  消化器系 消化器系の形態と機能、主な疾患について説明する。 

13  
腎・尿路系 

生殖器系 

腎、尿路系および男性・女性生殖器系の形態と機能、 

主な疾患について説明する。 

14 病理学各論 
内分泌系 

神経系 

内分泌系および神経系の形態と機能、主な疾患について 

説明する。 
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科目名 寄 生 虫 検 査 学  担当者  実務経験のある教員科目 ○ 

履修時期 1 年前期 授業単位 1 単位 授業時間 25 時間 

教育目標 

我が国においては、近代化による生活環境の改良や、衛生教育の普及によって多くの寄生虫症が激減 

した。しかしながら近年、輸入寄生虫症を含めた新興・再興の寄生虫症も増加の傾向を見せている。 

医療従事者にとって、多様化し再び増加傾向にある寄生虫症に的確に対応するための知識が不可欠と 

考えられる。微生物と並んで、寄生虫検査の基礎となる生物について学び、感染症の成因を系統的に把

握、理解するとともに、寄生虫症の診断、治療につなげる検査法を理解し実践できる能力を養う。 

教育内容 

「寄生虫学」は「医動物学」とも称され、人体に病害を与える多種多様の動物と疾病との関係を理解する。

寄生虫学の場合、微生物より比較的大きいものが対象となるため、その形態を確認し、生活史を学ぶことに

よって人への感染を理解する。交通手段の発達にともない持ち込まれる新しい寄生虫症（新興寄生虫症）

あるいは、一旦影を潜めた寄生虫症の繰り返し（再興寄生虫症）、さらにはこれらの原因ともなる日和見感

染による寄生虫症などを理解する。 

教科書・教材 医動物学  改訂７版（南山堂） 

評価法 
本試験および出席による評価 

80 点以上を優、70 点以上 80 点未満を良、60 点以上 70 点未満を可で表し、60 点未満は不可とする。 

 

授業内容 

回数 大項目 中・小項目 学習目標 

1 寄生虫学 

総論 

 寄生虫の一般的形態 

 生活史・感染経路 

 疫学・病害 

寄生虫および衛生動物として扱われる動物群の多岐にわたることを 

理解し、寄生虫の分類、一般的形態、寄生虫の種類（原虫、吸虫、 

条虫、線虫、節足動物など）を説明できるようになる。 

2   

原虫類（１） 

 原虫類総論 

 アメーバ類 

原虫の種類とそれぞれの増殖方法を理解し、説明できるようにする。 

赤痢アメーバをはじめとするアメーバ類の形態、感染法、寄生部位、 

症状、検査法を説明できるようになる。 

3   

原虫類（２） 

 アメーバ以外の腸管

および泌尿・生殖器寄

生原虫（ランブル鞭毛

虫・クリプトスポリジウム・

戦争イソスポーラ・ 

サイクロスポーラ・ 

膣トリコモナス等） 

それぞれの原虫の形態的特徴、感染方法、寄生部位、症状、検査法

を説明できるようになる。 

4   

原虫類（３） 

 臓器・組織・ 

血液寄生原虫 

 （マラリア原虫・ 

トキソプラズマ・トリパノソ

ーマ・リーシュマニア等） 

それぞれの原虫の形態的特徴、感染方法、寄生部位、症状、検査法

を説明できるようになる。 
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5 寄生虫学 

線虫類（１） 

 線虫類総論 

 回虫類 

線虫類の形態的特徴と分類、生活史のパターン（感染方式）などを 

十分に理解し、説明できるようになる。 

回虫の仲間の形態的特徴、感染方法、寄生部位、症状、検査法を 

説明できるようになる。さらに、幼虫移行症を起こすものについては 

その機構と症状について説明できるようになる。 

6   

線虫類（２） 

 回虫類以外の腸管 

寄生線虫（蟯虫・ 

糞線虫・鉤虫・ 

東洋毛様線虫・鞭虫等） 

それぞれの線虫の形態的特徴、感染方法、寄生部位、症状、 

検査法を説明できるようになる。 

7   

線虫類（３） 

 臓器・組織寄生線虫

（旋毛虫・糸状虫類・ 

顎口虫・広東住血線虫・

旋尾線虫） 

それぞれの原虫の形態的特徴、感染方法、寄生部位、症状、 

検査法を説明できるようになる。特に幼虫移行症についてはその 

機構と症状について説明できるようになる。 

8   

吸虫類（１） 

 吸虫類総論 

 住血吸虫類 

吸虫類の特徴と分類、生活史のパターン（各段階の幼虫の名前や 

感染方式）などを理解し、説明できるようになる。 

各住血吸虫の特徴、分布、寄生部位、生活史、検査法などを説明 

できるようになる。 

9   

吸虫類（２） 

 住血吸虫以外の吸虫

類（横川吸虫・肝吸虫・

肝蛭・肺吸虫類等） 

腸管や臓器に寄生する吸虫について、その形態的特徴、寄生部位、

生活史、検査法などを理解し、説明できるようになる。 

10   

条虫類（１） 

 条虫類総論 

 擬葉目条虫（日本海

裂頭条虫・大複殖門条

虫・マンソン裂頭条虫） 

条虫類全般に関する特徴、分類、生活史のパターン（各段階の幼虫の

名前や感染方式）などを理解し、説明できるようになる。 

裂頭条虫の仲間について、形態的特徴、生活史、検査方法などを 

理解し説明できるようになる。 

幼虫移行症として感染するものについては、感染源、検査法などを 

十分理解し、説明できるようになる。 

11   

条虫類（２） 

 円葉目条虫（無鉤条

虫・有鉤条虫・包条虫

類・小型条虫・縮小条虫

等） 

円葉目条虫それぞれについて、発育史の違いをよく理解し、形態的 

特徴、検査方法などを説明できるようになる。 

幼虫の段階が寄生するものについても、生活史をよく理解したうえで、

感染源・感染方法、寄生部位、検査方法などを説明できるようになる。 

12  

衛生動物（１） 

 衛生動物総論 

 ダニ類（ツツガムシ・ 

ヒゼンダニ等） 

衛生動物の概要、成り立ちなどについて理解を深め、説明できるように

なる。 

それぞれについて、その形態的特徴、分類、病害、媒介病原体などを

理解して説明できるようになる。 
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13 寄生虫学 

衛生動物（２） 

 ダニ類以外の衛生動

物（蚊類・ハエ類・ 

ノミ類・シラミ類他） 

昆虫など、ダニ類以外の医学的に重要な節足動物について、その 

形態的特徴、分類、害、病気を媒介する場合にはその病原体などを 

理解して説明できるようになる。 

毒蛇、ネズミなど節足動物以外の衛生動物について、その形態的 

特徴、分類、害、病気を媒介する場合にはその病原体などを理解して

説明できるようになる。 

14 寄生虫検査法 
糞便検査・血液検査・ 

免疫学的検査法等 

糞便内の虫卵・幼虫・原虫などの検出法、血液内の原虫・糸状虫幼虫

の検出法を理解して説明できるようになる。 

免疫学的検査が有用なものを理解し、その方法を説明できるように 

なる。 
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科目名 一 般 検 査 学 担当者  実務経験のある教員科目 ○ 

履修時期 1 年前期 授業単位 1 単位 授業時間 25 時間 

教育目標 

生命現象の化学を物質代謝の面から理解する。各種生体試料に含まれる化学成分について、遺伝子 

解析等を含む生物化学的分析の理論と実際を習得し、結果の解析と評価について学習する。また、 

医学検査の意義を理解し、総合的精度管理法を習得する。 

教育内容 
医療従事者として臨床検査技師の役割及び心構えとは何かをまず理解しなければならない。その上で 

主に尿、便、髄液などの検体を用いた「一般検査」を学ぶ。 

教科書・教材 
最新 臨床検査学講座 一般検査学（医歯薬出版） 

最新 臨床検査学講座 医療安全管理学（医歯薬出版） 

評価法 
試験（小テスト含）、ノート、出席による評価 

80 点以上を優、70 点以上 80 点未満を良、60 点以上 70 点未満を可で表し、60 点未満は不可とする。 

 

授業内容 

回数 大項目 中・小項目 学習目標 

1 総論 
臨床検査技師の役割と 

使命 

臨床検査技師の役割と使命、検査に関する心構えと一般的 

注意を理解する。 

2 採血法 
採血行為の範囲、種類、

注意 

採血行為に対する法的な知識、採血の種類、採血後の管理

について理解する。 

3 尿検査 基礎知識と一般的性状 
尿の基礎知識（生成と成分）、一般的性状について身に 

つける。 

4  腎機能検査 腎機能検査の臨床的意義と現状について理解する。 

5  蛋白 尿蛋白の特徴、臨床的意義、測定法について理解する。 

6  特殊蛋白 特殊蛋白について理解する。 

7  糖 尿糖の特徴、臨床的意義、測定法について理解する。 

8  ケトン体 ケトン体の特徴、臨床的意義、測定法について理解する。 

9  
ビリルビン 

ウロビリン体 

ビリルビン、ウロビリン体の特徴、臨床的意義、測定法に 

ついて理解する。 
10  

11  

血尿、ヘモグロビン尿 

ミオグロビン尿 

ポルフィリン体 

血尿、ヘモグロビン尿、ミオグロビン尿、ポルフィリン体の特徴、

臨床的意義、測定法について理解する。 
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12 尿検査 
アミノ酸代謝異常 

妊娠反応 

ｱﾐﾉ酸代謝異常、妊娠反応等の特徴、臨床的意義、測定法に

ついて理解する。 

13  

尿沈渣 尿沈渣成分の種類と臨床的意義について理解する。 

14  

15 脳脊髄液検査 基礎知識と一般的性状 
髄液、穿刺液及びその他の体液の検査と臨床的意義に 

ついて理解する。 

16 便検査 便潜血反応 便潜血反応の原理と臨床的意義について理解する。 
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科目名 一 般 検 査 学 実 習 担当者 
 

 
実務経験のある教員科目 ○ 

履修時期 1 年通年 授業単位 1 単位 授業時間 45 時間 

教育目標 

実際に自分の検体（尿）を用いることでその臨床的意義、検体の大切さを学び知識と技術を習得する。 

また検査技術を身につけるだけではなく結果解析についての評価を学習する。 

寄生虫検査学（講義）で扱った事項の内容を実際の手技を行うことによって、また、実物標本を観察する 

ことによって、それらを確証して形態学的検査についての知識と技術を習得し、結果解析と評価について

学習する。 

教育内容 

尿の生成過程及び尿中成分の意義を学び実際に尿検体を用いて様々な検査を体験する。講義内容に 

準じて行うが検査手技、標本の観察を通し確実に身につける。 

講義に準じて行うが、出来る限り多くの材料による検査の手技および標本の観察を実際に体験することに

よって、自分自身で確実に身につける。 

教科書・教材 
最新 臨床検査学講座 一般検査学（医歯薬出版） 

医動物学 改訂７版（南山堂） 

評価法 

試験（小テスト含）、ノート、出席による評価 

なお、総評は一般検査学実習（1-14 回）を 70％、寄生虫検査学実習（19-32 回）を 30％として採点する。 

ただし、それぞれで 6 割以上の点数を獲得する事を要件とする。 

80 点以上を優、70 点以上 80 点未満を良、60 点以上 70 点未満を可で表し、60 点未満は不可とする。 

 

授業内容 

回数 大項目 中・小項目 学習目標 

1-2 尿検査 尿の一般的性状 腎機能、尿の一般的性状を理解し、各種測定法を習得する。 

3-4  尿蛋白の測定 
尿蛋白の臨床的意義、測定原理や問題点を理解し、 

各種測定法を習得する。 

5-6  尿糖・ケトン体の測定 
尿糖、ケトン体の臨床的意義、測定原理や問題点を理解し、

各種測定法を習得する。 

7-8  尿ビリルビンの測定 
尿ビリルビンの臨床的意義、測定原理や問題点を理解し、 

各種測定法を習得する。 

9-10  尿沈渣の観察 
各種尿沈渣標本の鏡検により尿沈渣成分の形態学的特徴が

理解できるようになる。 

11-12  尿沈渣の作製・観察 尿沈渣標本の作製法・染色法を習得する。 

13-14 便検査 便潜血反応 
便の一般的性状、潜血反応の測定原理や問題点を理解し、

各種測定法を習得する。 
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15-18 寄生虫検査法 糞便 

直接塗抹法、セロファン厚層塗抹法、飽和食塩水浮遊法、 

ホルマリン・エーテル法（ＭＧＬ法）などを実際に体験し、 

その手技を確実に習得する。 

１０数種類の寄生虫卵の液浸の状態で観察し、それぞれの 

形態を説明できるようになる。 

19-22 寄生虫検査法 血液 

血液の薄層および厚層塗抹標本作製の手技を体験し、マラリ

ア原虫、トリパノソーマなどの原虫および糸状虫のミクロフィラリ

アの検出の方法を確実に習得する。 

血液・組織寄生および腸管寄生の約１０種類の原虫のプレパ

ラート標本、ミクロフィラリアの塗抹標本および自ら作製した 

ネズミマラリアの血液塗抹標本などを観察し、それぞれの形態

を説明できるようになる。 

23-26 

  

寄生虫の採取と 

標本作製 

スケトウダラ、サバを解剖して寄生虫を採集し、実際の生きた

寄生虫（線虫や条虫）の形態をよく把握して説明できるように 

なる。 

採集された寄生虫を観察するとともに標本の作製法を習得し、

的確な標本を作製できるようになる。 

27-28 

  

衛生動物の採取と検査 

家庭のほこり（掃除機のゴミ）を持参し、その中から昆虫やダニ

を採集して観察し、家庭に潜む衛生動物の形態を理解して 

説明できるようになる。 

29-32 寄生虫学 寄生虫館の見学 

世界でただ一つの寄生虫専門の博物館である「目黒寄生虫

館」を訪れ、実際に寄生虫の実物を見、標本とともに説明され

た寄生虫症のパネルを見て学習することによって、よりリアルに

寄生虫を理解して、寄生虫の形態や生活史を説明できるよう

になる。 
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科目名 検 査 機 器 学  担当者  実務経験のある教員科目 ○ 

履修時期 1 年前期 授業単位 1 単位 授業時間 25 時間 

教育目標 臨床検査で使用される検査機器の基本的原理、適応および性能について理解する。 

教育内容 
臨床検査機器の種類と構造およびその原理、使用方法、保守管理等を習得する。 

臨床検査科で使用頻度の高い検査機器については実践で応用できるところまで理解する。 

教科書・教材 最新 臨床検査学講座 検査機器総論(医歯薬出版) 

評価法 
定期試験、小テスト、出欠及び授業態度を加味し総合的に評価する。 

80 点以上を優、70 点以上 80 点未満を良、60 点以上 70 点未満を可で表し、60 点未満は不可とする。 

 

授業内容 

回数 大項目 中・小項目 学習目標 

1 検査機器学総説 

用手法と検査機器 

医療機器と基本技術 

検査機器の取り扱い時の

注意と心得 

用手法の特徴と自動化機器の特徴について基本的な事柄に 

ついて学ぶ。 

検査機器を使用する際の注意点および安全性を保つために 

検査機器を使用する時の心構えを習得する。 

2 共通器具の原理と構造 

化学容量器 

秤量装置 

遠心分離装置 

化学容量器および秤量装置の種類、特徴、使用法および使 

用する際の注意点、検定公差について習得する。 

遠心分離装置の原理および各機種の特徴などを学ぶ。 

3  
分離分析装置 

攪拌装置 

電気泳動装置、クロマトグラフィの原理および各機種の特徴や 

構造などについて学ぶ。 

4  

恒温装置 

孵卵器 

乾燥器 

滅菌装置 

恒温装置、孵卵器、乾燥器および滅菌装置などの原理､ 

各機種の使用する際の特徴や使用上の注意点について 

学ぶ。 

5  測光装置 

分光光度計、炎光高度計、原子吸光光度計の原理および 

各機種の特徴や使用する時の機器の注意点などについて 

学ぶ。 

6  

顕微鏡装置 

生物顕微鏡、実体顕微鏡の使用目的、各機種の原理、 

構造、特徴および取り扱う場合の注意点などを学ぶ。 

7  

位相差顕微鏡、偏光顕微鏡、電子顕微鏡の原理、使用 

目的、各機種の特徴や構造および使用する際の注意点に 

ついて学ぶ。 

8  電気化学装置 
pH メーター、電極、血液ガス分析装置の原理､各機種の 

特徴、使用する際の注意点などを学ぶ。 

9  純水製造装置 
原理、構造、機種による特徴および使用上の注意点などに 

ついて学ぶ。 
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10 
各専門機器 

(血液・化学) 

自動血球計数装置 

自動白血球分類装置 

自動凝固・線溶検査装置 

生化学自動分析装置 

血液部門および生化学部門で使用する機器の測定目的、 

各機種の原理、構造、特徴および取り扱う時の注意点に 

ついて学ぶ。 

11 
各専門機器 

(化学・病理) 

放射性同位元素 (RI) 

遺伝子検査装置 

自動固定包埋装置 

生化学部門および病理部門で使用されている機器の測定 

目的、各機種の原理、構造、機器の特徴および取り扱う時の

注意点について学ぶ。 

12 

各専門機器 

(病理・微生物 

・免疫血清) 

自動染色装置 

自動細菌検査装置・マイ

クロタイター法 

病理、微生物、免疫血清部門で用いる機器の測定目的、 

各機種の原理、構造、機器の特徴、取り扱う場合の注意点に

ついて学ぶ。 

13 
各専門機器 

(生理) 

心電計 

心音形・脈波計 

脳波・筋電図検査 

聴力検査 

生理部門で用いる心電計などの機器の測定目的、各機種の

原理、構造、機器の特徴、取り扱う場合の注意点について 

学ぶ。 

14 
各専門機器 

(生理・公衆衛生) 

眼底写真撮影装置 

サーモグラフィ 

空気乾燥測定用器具 

騒音測定器具 

生理部門、公衆衛生部門で用いる機器の測定目的、各機種

の原理、構造、機器の特徴、取り扱う場合の注意点について

学ぶ。 

15 
各専門機器 

(生理・公衆衛生) 
POCT 

災害時などの現場でポータブルの分析装置を用いてリアルタ

イムに行う機器について学ぶ。 
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科目名 医 療 統 計 学  担当者  実務経験のある教員科目  

履修時期 1 年後期 授業単位 1 単位 授業時間 25 時間 

教育目標 
医療分野における統計学の基礎的な理論と概念を学習し、実際の実験や実習データに対する統計処理

ができるようになること。 

教育内容 
統計学の中でも医療分野における統計解析について、医療統計とはどういうものか、統計的手法を用いる

ことの有効性および意義とは何かを、演習問題等を解くことによって理解を深める。 

教科書・教材 わかりやすい薬学系の統計学入門（講談社） 

評価法 
定期試験 

80 点以上を優、70 点以上 80 点未満を良、60 点以上 70 点未満を可で表し、60 点未満は不可とする。 

 

授業内容 

回数 大項目 中・小項目 学習目標 

1 医療統計 医療統計の概要 医療統計の意義と概念や役割について理解する。 

2  基礎統計量① 平均、最頻値、中央値などの基礎概念と基本用語を学ぶ。 

3  基礎統計量② ばらつきの大きさの尺度である、分散、標準偏差を学ぶ。 

4  基礎統計量③ 度数分布表やヒストグラムの形状の特徴を学ぶ。 

5  基礎統計量④ 演習 

６  区間推定① 信頼区間の解釈について学ぶ。 

７  区間推定② 母平均、母比率の区間推定について学ぶ。 

８  区間推定③ 演習 

９  平均の検定① 対応ありのサンプルに対するｔ検定の計算方法を学ぶ。 

10  平均の検定② 対応なしのサンプルに対するｔ検定の計算方法を学ぶ。 

11  χ2検定① 適合度の検定の計算方法を学ぶ。 

12  χ2検定② 独立性の検定の計算方法を学ぶ。 

13  相関と回帰分析① 相関係数について学ぶ。 

14  相関と回帰分析② 回帰直線について学ぶ。 

 



45 

 

科目名 医 療 管 理 総 論 担当者  実務経験のある教員科目 ○ 

履修時期 1 年後期 授業単位 1 単位 授業時間 25 時間 

教育目標 

生命現象の化学を物質代謝の面から理解する。各種生体試料に含まれる化学成分について、遺伝子 

解析等を含む生物化学的分析の理論と実際を習得し、結果の解析と評価について学習する。また、 

医学検査の意義を理解し、総合的精度管理法を習得する。加えて、現在、わが国の医療機関に求められ

ている「医療の質の向上と効率化の同時達成」において、重要な位置をしめる医学検査につき、チーム 

医療の一員として、各種医療関連法規や法令遵守を学習し、医療経営に参画できるノウハウを習得する。 

教育内容 

医療現場で、医師、看護師、薬剤師等の他職種と互角に活躍出来る臨床検査技師に成るためには、 

医療のマクロからミクロまでの理解が必要です。医療界の様々な法律や規定とその仕組みからはじまり、 

各種医療機関が個々に抱える問題点等についても解説し、臨床検査技師がどこに就職しても活躍出来る

様にノウハウを伝授します。また臨床検査技師として採血から実際の流れについて理解し、社会に出てか

ら役立つ事例を交えて指導を行う。 

教科書・教材 
医療経営士テキスト「病院の仕組み／各種団体、学会の成り立ち」 （日本医療企画） 

病院職員ハンドブック（日本病院会出版） 

評価法 
定期試験と小試験、授業態度、出席率を加味して総合評価を行う。 

80 点以上を優、70 点以上 80 点未満を良、60 点以上 70 点未満を可で表し、60 点未満は不可とする。 

 

授業内容 

回数 大項目 中・小項目 学習目標 

1 病院倫理綱領 

1．日本病院会 倫理綱領 

２．病院憲章 

3．病院の機能 

４．包括医療とチーム医療 

５．インフォームド・コンセント 

我が国を代表する一般社団法人日本病院協会は病院憲

章を定め、倫理綱領、病院の職員、また地域の社会の人々

に対して、病院のあるべき姿を示す事等を学習する。 

近代病院の機能・包括医療とチーム医療・情報開示と自己

決定について学習し併せて医療事故とリスクマネージメント

について学習する。 

 

2 病院の基礎知識 

１． 病院の定義 

２． 医療従事者の種類 

   と資格 

３． 病院の収支構造 

４． 診療報酬の算定  

５． 医療と法律 

我が国の医療機関における診療は主に病院と診療所で行

われている。これら病院や診療所の定義とそこで働く医療

従事者の種類・資格、施設の収支構造と診療報酬、医療機

関の運営に必要な医療関連の法律などを学習する 

3 病院の機能 

１． 医療体制と機能分化 

２． 診察と治療の流れ 

３． 病院のさまざまな機能 

都道府県別に医療圏があり、一次(外来対応)、2次（入院対

応）、３次（超高度医療対応）など状態に応じた医療機関を

展開し機能分化を図っている。これらの現場での診療の流

れや様々な機能などを学習する。 
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4 病院の組織 

１． 病院組織の特徴 

２． 診療部門（診療科・ 

  医局） 

３． 看護部門（看護部） 

４． コ・メディカル部門 

  （コ・メディカル各部） 

５． コ・メディカル部門 

  （その他） 

６． 管理部門 

外部的には、少子・高齢化、所得格差社会となり、地域の

病診連携や病病連携等が、より一層重要と成って来まし

た。また、内部的には、「医療の質の向上と効率化の同時

達成」を目標に、多くの資格職が連携し、組織横断的なチ

ーム医療が必要と成り、従来の縦割り運営から脱皮が求め

られております。 

これらの現状を学習し、臨床検査技師の活躍の事例など紹

介する。 

5 病院内の委員会 

１． 委員会の意義と 

     役割 

２． さまざまな委員会 

  （その 1） 

３． さまざまな委員会 

  （その 2） 

医療と経営のバランスがとれ、健全な医療機関の運営を継

続するため、病院には様々な委員会が作られています。法

の規定による委員会から、運営上必要となり作られた委員

会迄、臨床検査技師との関連も学習する。 

6 病院関連施設 
１． 介護施設・事業所 

２． 保険薬局 

病院や診療所を取り巻く、医療や介護の関連施設につき学

習する。 

7 医療関連官公庁 

１． 病院と官公庁とのかか

わり 

２． 国の組織 

３． 地方公共団体の組織 

医療機関は、国、都道府県から市町村まで、さまざまな行

政機関とかかわりを持っている。それは、各種税の支払い

先という一般的なものから、医療機関ゆえの法定事項や、

各種の許認可や届出先などであったりする。近年とくに「法

令遵守」が叫ばれており、これらとの関連も学習する。 

8 医療閑連団体 

１． 医療関連団体について 

２． さまざまな医療関連 

  団体 

（個人加盟団体） 

３． さまざまな医療関連 

  団体 

（法人加盟団体） 

医療業界を支える団体には、全国組織から地域のサークル

まで、様々なものがある。医学向上をめざす学術的なもの、

医療従事者の待遇向上をめざすもの、患者サービスの向

上を図るもの、病院の経営改善に役立つものなど、目的や

内容はそれぞれ異なるが、それらが個々の病院をつなげる

役割を果たし、全体として医療業界を底上げしており、これ

らにつき学習する。 

9 学会組織 
１． 学会について 

２． さまざまな学会 

医療に関連する様々な学会と臨床検査技師の関連する学

会など学習する。 

10 医療関連ビジネス 

１． 医療関連ビジネス 

  （製品提供） 

２． 医療関連ビジネス 

  （経営サポートなど） 

３． 医療関連ビジネス 

  （業務代行） 

病院は非営利で医療を提供する機関であるが、その周辺

には医療に関連する膨大な数の営利企業が取り巻いてい

る。大別すると①医療関係の製品を提供する会社②病院の

経営をサポートする会社③病院に技術・人材を提供する会

社④病院内業務を代行する会社。以上詳細につき学習す

る。 

11 資格の取得について 

１．資格と責務   

２．資格取得と生涯のライフ

プランについて 

格差社会を生きるには自己努力と信念の必要性を学習す

る。 
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12 検査の意義 

１．臨床検査とは 

２．健康診断の重要性 

３．基準範囲（基準値） 

臨床検査は、患者から採取した血液や尿、便、細胞などを

調べる「検体検査」と、心電図や脳波など患者を直接調べ

る「生理機能検査」の 2 つに大きく分けられ、様々な検査に

ついて学習する。また健康診断等、予防医学についても学

習する。 

13 
採血から受付・ 

前処理・検体保存 

１．採血に影響する因子 

２．検体の取り違い防止 

３．前処置と遠心後の処置 

４．保存における注意 

検査を行う際の一般的な知識を手順を追って理解し検査

室で働いている人々自身にも、それ以外の人々に対して

も、安全に気を配り検体・試薬の廃棄や注射針・検体容器

の処理については一定の安全基準に従って処理する必要

を学習する。 

14 
病院機能評価と 

精度管理 

１．自己評価調査票 

２．病院の理念と基本方針 

３．地域における役割と連携 

４．病理診断機能と臨床検

査機能 

５．内部精度管理と外部精

度管理 

財団法人日本医療機能評価は国民の医療に対する信頼

を揺るぎないものとし、その質の一層の向上を図る事を目

的とし、学術的観点から中立的な立場で評価し問題点の改

善を支援する第三者機関の内容について学習する。 

外部精度管理・内部精度管理の重要性を学習するとともに

実際に精度管理調査を行っている地区サーベイ報告を紹

介する。 
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科目名 病 態 解 析 演 習 担当者  実務経験のある教員科目 ○ 

履修時期 2 年後期 授業単位 1 単位 授業時間 25 時間 

教育目標 

疾患の病態を検査値から学ぶ。臨床検査は科学的根拠に基づいた医療（EBM：evidence based medicine）

を実践する上で必要不可欠な手段であることを認識し、検査と疾患、症状経過などの関連性を科学的に解

析し、習得する。 

教育内容 

問診から診断確定までの過程を理解する。各検査項目の意味を理解し､疾病や症状との関連を学ぶ。 

代表的疾患の特徴を理解し､その疾患に対する検査項目を理解する。 

代表的な検査の疾病毎の関連、基準値､関連検査項目などについて理解する。 

個々の疾病と多臓器に渡る検査値の変化を理解する。 

教科書・教材 一目でわかる臨床検査（メディカル・サイエンス・インターナショナル）、配布プリント 

評価法 
定期試験および小テストによる評価とする。 

80 点以上を優、70 点以上 80 点未満を良、60 点以上 70 点未満を可で表し、60 点未満は不可とする。 

 

授業内容 

回数 大項目 中・小項目 学習目標 

1 循環器系疾患 画像検査、生理検査、 

血液検査を確定診断へ

利用する過程を知る。 

心筋梗塞、心不全、不整脈などの診断に必要な検査の知識を

習得する。 

2 中枢神経系疾患 
脳卒中、変性疾患などの診断に必要な検査の知識を習得す

る。 

3 腎・泌尿器系疾患 
尿検査の重要性、画像診

断と血液検査の関連を理

解し、確定診断へ導く過

程を知る。 

慢性腎臓病、腎不全などの診断に必要な検査の知識を習得

する。 

4 消化器疾患 
肝臓・胆嚢・膵臓疾患、胃腸疾患等の診断に必要な検査の知

識を習得する。 

5 血液・造血器疾患 

赤血球・白血球･血小板 

及び PT・APTT の異常値

と薬剤による検査値の変

化を知る。 

血球の成り立ち､凝固のメカニズム､疾患と薬剤、検査値の関

連、異常値の判定から白血病、貧血などの診断に必要な検査

の知識を習得する。 

6 内分泌・代謝疾患 

代謝系疾患の異常と関

連を各種検査値の変化

から理解する。 

甲状腺疾患、糖尿病、脂質代謝異常などの診断に必要な検

査の知識を習得する。 

7 呼吸器系疾患 
呼吸器検査及び自己免

疫、抗体検査などの数値

の理解と疾患特異性の高

い検査について学ぶ。 

肺炎、気管支喘息などの診断に必要な検査の知識を習得す

る。 

8 
アレルギー・ 

自己免疫疾患 

アレルギー疾患、クローン病、膠原病などの診断に必要な検

査の知識を習得する。 

9 悪性疾患 

腫瘍マーカーと悪性疾患

の確定診断の過程につ

いて学ぶ。 

肺炎、気管支喘息などの診断に必要な検査の知識を習得す

る。 
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10 運動器系疾患 

運動器疾患診断に必要

な検査を判断する力を養

う。 

骨粗鬆症、慢性関節リウマチなどの診断に必要な検査の知識

を習得する。 

11 
生活習慣病と 

動脈硬化 

動脈硬化にいたる生活習

慣病を各々の疾患の 

関連性を確認しながら 

検査値を理解する。 

高血圧、糖尿病などの生活習慣病の診断に必要な検査及び

動脈硬化の発症早期の異常検査値などの知識を習得する。 

12 老年病 

若年者と高齢者の検査

値の解釈の違いについ

て学ぶ。 

高齢者特有の疾患の診断に必要な検査の知識を習得する。 

13 演習問題① 

これまでの学んできた検

査値に関連ある演習問題

を解いて理解を深める。 

国家試験に準ずる演習問題を解答し、現状での知識の整理、

今後の知識習得の指標とする。 

14 演習問題解答とまとめ 

演習問題の解答とこれま

での知識の再確認を行

う。 

演習問題の解答を確認しながら、これまで学んだ知識を整理

して次年度の実習などでの応用に繋げられるようにする。 
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科目名 病 理 組 織 細 胞 学 担当者 
 

 
実務経験のある教員科目 ○ 

履修時期 2 年前期 授業単位 1 単位 授業時間 25 時間 

教育目標 

人体の臓器・組織・細胞についての働きおよび形態的・組織学的特徴を学ぶ。また、疾患の成因及び疾患

時の臓器・組織・細胞などの特徴を学び、その検査方法である病理組織検査・細胞診検査についての 

知識と技術を習得し、その結果についての評価･解析方法について習得する。 

教育内容 
まず病理検査業務を知ってもらい、その業務を行うために必要な知識の習得を目指す。 

特に組織診断と細胞診断の特徴を理解し、各種疾患との関連などを理解できるようにする。 

教科書・教材 カラーで学べる病理学（ヌーヴェルヒロカワ）、配付プリント 

評価法 
試験による評価 

80 点以上を優、70 点以上 80 点未満を良、60 点以上 70 点未満を可で表し、60 点未満は不可とする。 

 

授業内容 

回数 大項目 中・小項目 学習目標 

1 病理検査について 組織検査とその実態 
組織検査とはどのような検査なのか病院業務を 

紹介しながら、これから学習する分野への興味を持たせる。 

2 病理検査について 細胞診検査とその実態 
細胞検査とはどのような検査なのか病院業務を 

紹介しながら、これから学習する分野への興味を持たせる。 

3 病理学 
細胞・組織とその障害 

再生と修復 

細胞と組織の基本的構造を理解する。 

細胞が障害を受けたあとの変化や生理的な変化を学ぶ。 

4  炎症について 
炎症の原因や種類を学ぶ。 

急性炎症と慢性炎症の違いや修復過程を学ぶ。 

5  腫瘍について 
腫瘍の定義や分類について学ぶ。 

がんの主な原因と特徴などについて学ぶ。 

6  
免疫とアレルギー 

感染症について 

免疫の仕組みとアレルギーの基本的な機序を学ぶ。 

病原微生物の種類と感染経路について学ぶ。 

7 細胞診 検体の取り扱い方について 
細胞診の検査材料の種類、検体の取り扱い方などについて 

学ぶ。 

8  婦人科の細胞診 婦人科臓器の解剖、正常、良性病変について 

9  呼吸器の細胞診 呼吸器臓器の解剖、正常、良性病変について 

10  呼吸器の細胞診 呼吸器臓器の悪性病変について 

11  
泌尿器、穿刺吸引細胞診 

などについて 
泌尿器、乳腺、甲状腺などの解剖、正常、各種疾患について 
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12 細胞診 体腔液の細胞診 胸腔、腹腔の解剖、正常、各種疾患について 

13  染色や診断について 
細胞診検査に必要な染色について、診断方法などに 

ついて 

14  細胞診のポイントまとめ 細胞診のポイントや要点のまとめ 
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科目名 病 理 組 織 細 胞 学 実 習  担当者 

 

 

 

実務経験のある教員科目 ○ 

履修時期 2 年通年 授業単位 2 単位 授業時間 90 時間 

教育目標 

人体の臓器・組織・細胞についての働きおよび形態的・組織学的特徴を学ぶ。また、疾患の成因及び 

疾患時の臓器・組織・細胞などの特徴を学び、その検査方法である病理組織検査・細胞診検査について

の知識と技術を習得し、その結果についての評価･解析方法について習得する。 

教育内容 

病理検査学実習に興味を持つために、人体の正常臓器、疾患臓器を用い、固定法から各種染色法などの

顕微鏡標本作製法について取得する。また、作製した標本からスケッチを通して組織学的、細胞学的知識

を習得する。 

１．塗抹・固定・染色の注意点を理解し、診断に適した良好な標本を作製する。 

２．婦人科、呼吸器、体腔液、泌尿器の正常細胞と主な疾患の細胞学的特徴を、鏡検実習 

  を通し理解する。 

教科書・教材 
最新 臨床検査学講座 病理学／病理検査学（医歯薬出版）、配布プリント 

ひとの組織学カラーアトラス（メディカルサイエンス社） 

評価法 

中間試験、本試験、スライド試験、および出席、授業態度、レポート提出による総合評価とする。 

総評は組織学実習（1-50 回）を 80％、細胞診実習（51-62 回）を 20％として採点する。ただし、組織学実

習、および細胞診実習のそれぞれで 6 割以上の点数を獲得することを要件とする。 

80 点以上を優、70 点以上 80 点未満を良、60 点以上 70 点未満を可で表し、60 点未満は不可とする。 

 

授業内容 

回数 大項目 中・小項目 学習目標 

1-4 

病理組織学的標本の

作製 

（切り出し、固定、包埋 

薄切、一般染色） 

組織ブロック作製 

ホルマリン固定された人体の解剖材料を呈示し、臓器の 

観察、標本作製の為の切り出し、脱水操作、ホルマリン包埋、

薄切操作について講義と実習で習得する。 

5-8  一般染色 

配布した材料から脱水操作、パラフィン包埋、薄切、病理の 

一般的な顕微鏡標本（ヘマトキシリン・エオジン染色）の作製

技術を習得する。また、作製した標本を観察し、組織学的所見

について各種臓器の特徴を習得する。 

9-10 

病理組織学的標本の

作製 

（各種染色法） 

結合組織の染色 

結合組織染色（マッソン・トリクローム染色、エラスチカ・ワンギ

ーソン染色、鍍銀染色）の作製技術および本染色の原理、 

病理診断における意義について習得する。 

11-14 糖質 構造と機能 
分類（単糖類、二糖類、少糖類，多糖類）と構造および機能に

ついて説明する。 

15-18 脂質 構造と機能 
分類（遊離脂肪酸、中性脂肪、コレステロール、リン脂質）と構

造および機能について説明する。 
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19-22 

病理組織学的標本の

作製 

（各種染色法） 

凍結切片作製法、 

脂肪染色 

凍結切片作製技法について、作成技術（凍結方法， 

薄切方法，染色）について実技、ビデオを用いて講義する。 

凍結切片作製法の目的として代表的な脂肪染色（ズダンⅢ染

色）を施し、スケッチを通して本染色の原理、病理診断におけ

る意義について習得する。 

23-26  多糖類の染色 

多糖類に代表される粘液染色（ＰＡＳ染色、アルシアン青染

色）について染色原理、染色結果、病理診断における意義に

ついて習得する。また本染色は癌組織の鑑別診断に用いる 

ため、悪性新生物の病理についても講義し、理解を深める。 

27-30  腎臓の染色 

腎臓の糸球体腎炎の診断に必要な HE 染色、ＰＡＳ染色、 

ＰＡＭ染色、Masson 染色について、染色原理、染色方法、 

またスケッチを通して解剖学的所見，病理組織学的所見に 

ついて習得する。 

31-34  組織内病原体の染色 

組織内における様々な病原体について習得する。HBs 抗原を

検出するオルセイン染色、真菌やカリニ原虫を検出するグロコ

ット染色について染色原理、染色方法について習得する。 

35-38  アミロイド、鉄染色 

生体内色素や沈着物について正常から病的な変化について

習得する。代表的なアミロイドを確認するためにコンゴー赤染

色、生体内の鉄を検出するためのベルリン青染色について、

染色原理、染色方法について習得する。 

39-42  神経組織の染色 

正常人の大脳の組織解剖学的所見、および病的な組織像に

ついて習得する。髄鞘とニッスル顆粒を染めるクリューバー・バ

レラ染色について、染色原理、染色方法について習得する。 

43-46  内分泌細胞の染色 

正常人の内分泌組織、細胞について習得する。代表的な 

膵臓のランゲルハンス島 A 細胞を検出するグリメリウス染色に

ついて染色原理、染色方法を習得する。 

47-50  酵素抗体法 

組織切片上の抗原を検出する免疫染色について講義する。

酵素を標識物質とする酵素抗体法、蛍光色素を標識物質と 

する蛍光抗体法の原理、組織の固定、包埋、染色方法につい

て習得する。また様々な抗原を認識するマーカーについて 

病理診断的意義を習得する。実習はランゲルハンス島 A 細胞

を検出する抗グルカゴン抗体を用いた酵素抗体法を施行 

する。 
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51-52 細胞学的検査法 

概要 

検体採取法 

検体塗抹法 

固定法 

染色法 

細胞診の目的、特徴（長所・短所）、悪性細胞の特徴を説明 

する。 

検体採取法、検体種による塗抹法の違い、染色による固定法

の違い・注意点を具体的に説明する。 

異なる検体種の塗抹・固定を行う。 

パパニコロウ染色を実施する。 

53-54  スクリーニングの実際 

染色したパパニコロウ染色標本を用い、正常細胞の確認、 

検体種別による出現細胞の違いを説明する。 

スケッチを実施し、その細胞学的特徴を確認する。 

55-56 
解剖学・病理学各論 

細胞学的検査法 

生殖器系・女性生殖器の

一般構造 

スクリーニングの実際 

（婦人科） 

子宮の解剖学的基本構造と正常細胞、細胞診が対象となる 

代表的良性疾患、悪性疾患について説明する。 

子宮の正常細胞と細胞診が対象となる代表的良性疾患、悪性

疾患の細胞像のスケッチを実施し、その細胞学的特徴を確認

する。 

57-58 細胞学的検査法 
スクリーニングの実際 

（婦人科） 

子宮の正常細胞と細胞診が対象となる代表的良性疾患、悪性

疾患の細胞像のスケッチを実施し、その細胞学的特徴を確認

する。 

59-60 
解剖学・病理学各論 

細胞学的検査法 

呼吸器、腎・尿路系 

呼吸器・胸膜、腎・尿路

系の一般構造 

スクリーニングの実際 

（呼吸器・体腔液・尿） 

肺・体腔・下部尿路の解剖学的基本構造と正常細胞、細胞診

が対象となる代表的悪性疾患について説明する。 

肺・体腔・下部尿路の正常細胞と細胞診が対象となる代表的

悪性疾患の細胞像のスケッチを実施し、その細胞学的特徴を

確認する。 

61-62 細胞学的検査法 
スクリーニングの実際 

（呼吸器・体腔液・尿） 

肺・体腔・下部尿路の正常細胞と細胞診が対象となる代表的

悪性疾患の細胞像のスケッチを実施し、その細胞学的特徴を

確認する。 
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科目名 臨 床 血 液 学  担当者  実務経験のある教員科目 ○ 

履修時期 2 年通年 授業単位 2 単位 授業時間 50 時間 

一般目標 

血液の細胞成分である赤血球・白血球・血小板の役割、血液疾患と血球形態の関係を理解し、血球数の

増減や形態異常から診断に結びつける形態検査を習得する。さらに、血小板・凝固・線溶からなる止血機

構および止血異常を理解し、止血凝固検査を習得する。 

教育内容 

各種血球の形態、構造、およびその生理学的機能について学び、血液疾患との関連について学習する。 

止血機構に関与する血管、血小板、凝固•線溶の機序について学び、血小板, 凝固, 線溶異常と疾患との

関連について学習する。 

教科書・教材 最新 臨床検査学講座 血液検査学（医歯薬出版） 

評価法 
試験による評価 

80 点以上を優、70 点以上 80 点未満を良、60 点以上 70 点未満を可で表し、60 点未満は不可とする。 

 

授業内容（シラバス） 

回数 大項目 中・小項目 学習目標 

1-2 血液の基礎 総論 血液の成分、機能、産生と崩壊について理解する。 

3-4  赤血球（1） 赤血球の形態と機能、鉄代謝について理解する。 

5-6  赤血球（2） 赤血球の崩壊および生化学について理解する。 

7-8  白血球・血小板 白血球・血小板の形態と機能について理解する。 

9-10 赤血球系疾患 貧血（1） 定義と分類について理解する。 

11-12  貧血（2） 各種貧血の病態と所見について理解する。 

13-14  貧血（3） 各種貧血の病態と所見について理解する。 

15-16 白血球系疾患 白血球数・形態異常 白血球数、形態異常が見られる病態について理解する。 

17-18 造血器腫瘍 白血病 FAB、WHO 分類について理解する。 

19-20  その他の疾患 骨髄増殖生腫瘍等の病態と所見について理解する。 
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21-22 止血機構 血小板 止血機構と血管・血小板の機能について理解する。 

23-24  血小板系疾患 血小板減少症、機能異常等の病態と所見について理解する。 

25-26 凝固線溶系 凝固 凝固機序と各種因子について理解する。 

27-28  凝固系疾患 先天性・後天性凝固障害の病態と所見について理解する。 

29-30  線溶 線溶機序と線溶因子および線溶異常について理解する。 
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科目名 臨 床 血 液 学 実 習 担当者 
 

 
実務経験のある教員科目 ○ 

履修時期 2 年通年 授業単位 2 単位 授業時間 90 時間 

教育目標 

血液の細胞成分である赤血球・白血球・血小板の役割、血液疾患と血球形態の関係を理解し、血球数の

増減や形態異常から診断に結びつける形態検査を習得する。さらに血小板・凝固・線溶からなる止血機構

および止血異常を理解し、止血凝固検査を習得する。 

教育内容 
血液や止血機構の基礎，検査法の原理や技術，血球の形態的特徴，臨床的意義などを学び、実際に 

検体を用いて測定，観察を行う。 

教科書・教材 最新 臨床検査学講座 血液検査学（医歯薬出版）、実習テキスト 

評価法 
試験，レポートによる評価 

80 点以上を優、70 点以上 80 点未満を良、60 点以上 70 点未満を可で表し、60 点未満は不可とする。 

 

授業内容 

回数 大項目 中・小項目 学習目標 

1-4 血球に関する検査 
赤血球数算定 

赤血球恒数算出 

赤血球数、Hb 濃度、Ht 値を測定し、赤血球恒数から貧血を 

分類する。 

5-10  
白血球，血小板数算定 

自動血球計数装置 

白血球数，血小板数算定の原理を説明し、算定する。 

自動血球計数装置の原理を説明し、誤差要因を検討する。 

11-12  赤血球沈降速度 赤血球沈降速度の原理を説明し、測定する。 

13-16 形態に関する検査 普通染色 
血液塗抹標本の作成、普通染色を熟練する。 

血球の形態的特徴を説明し、白血球を分類する。 

17-20  特殊染色 特殊染色の目的を説明し、血球を分類する。 

21-22  網赤血球数算定 網赤血球の臨床的意義を説明し、算定する。 

23-24  骨髄像の観察 各血球の成熟過程、形態的特徴を説明し、血球を分類する。 

25-26 疾患に関する検査 血液疾患像の観察１ 貧血で見られる標本を観察し特徴を説明する。 

27-28  溶血の検査 溶血の検査の目的を説明し、結果を解析する。 

29-32  血液疾患像の観察２ 造血器腫瘍系等の標本を観察し特徴を説明する。 
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33-34 染色体検査 核型分析 核型分析を行い、染色体異常と疾患の関係を説明する。 

35-36 血小板の検査 出血時間 一次止血を説明し、出血時間を測定する。 

37-38  
血小板粘着能 

血小板凝集能 

血小板粘着能、凝集能および臨床的意義を説明し、測定 

結果を解析する。 

39-40  血餅収縮能 血餅収縮能と意義を説明し、結果を解析する。 

41-42 凝固の検査 全血凝固試験 内因系凝固反応の測定について説明する。 

43-44  Ca 再加試験／APTT 内因系凝固反応の問題点を説明し、各種検査を測定する。 

45-46  PT／制御物質の検査 
外因系凝固反応を説明し、各種検査を測定する。 

凝固制御物質について説明する。 

47-48  クロスミキシング試験 循環抗凝血素について説明し、測定する。 

49-50 線溶の検査・総括 ユーグロブリン溶解時間 線溶機構について説明する。 
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科目名 臨 床 化 学  担当者  実務経験のある教員科目  

履修時期 2 年通年 授業単位 2 単位 授業時間 50 時間 

教育目標 
 臨床検査技師に必要な分析化学，機器分析学，病態生化学などの知識および各測定項目の体内代謝

と臨床診断的意義，測定原理，測定に影響を及ぼす因子について理解する。 

教育内容 

 臨床化学は疾患の診断，治療方針の決定または予後の判定など臨床目的に応じた生体情報を提供す

る学問および技術であり、分析化学，機器分析学，病態生化学，臨床医学を背景に進歩した学問である。

糖質，蛋白質，酵素，脂質などを歴史的背景，体内代謝と臨床診断的意義，測定原理について、分析機

器の取り扱い、精度管理を加味して理解する。 

教科書・教材 最新 臨床検査学講座 臨床化学検査学（医歯薬出版）、配布プリント 

評価法 
項目終了ごとに行う小試験および定期試験の総合成績で評価する。 

80 点以上を優、70 点以上 80 点未満を良、60 点以上 70 点未満を可で表し、60 点未満は不可とする。 

 

授業内容 

回数 大項目 中・小項目 学習目標 

1 総論 臨床化学とは 臨床化学的分析法について説明する。 

2  検体の取扱い 生理的変動要因、基準範囲と病態識別値について説明する。 

3 血糖 血糖とは 血糖（グルコース）の意義と疾患との関連について説明する。 

4  血糖測定法 主に酵素法について説明する。 

5  糖尿病関連物質 HbA1c，グリコアルブミン，1,5-AG について説明する。 

6 蛋白質 総蛋白、アルブミン 測定法および疾患との関連について説明する。 

7  A/G 比、蛋白分画 電気泳動法、分画と疾患との関連について説明する。 

8  膠質反応 ZTT・TTT について説明する。 

9 臨床酵素・総論 酵素とは 臨床酵素（血清酵素）と疾患について説明する。 

10  
酵素的測定法 

酵素活性測定法 

基質濃度の定量と酵素濃度の定量の測定条件について 

説明する。 
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11 臨床酵素・各論 ALP，ACP 

測定法および疾患との関連について説明する。 12  LD 

13  AST，ALT，CK 

14 臨床酵素・各論 
ChE，アミラーゼ，LAP 

γ-GT，その他の酵素 
測定法および疾患との関連について説明する。 

15 含窒素成分 尿素とアンモニア 

測定法および疾患との関連について説明する。 

16  クレアチンとクレアチニン 

17 含窒素成分 尿酸 

測定法および疾患との関連について説明する。 

18  ビリルビン 

19 脂質 リポ蛋白とアポ蛋白 

測定法および疾患との関連について説明する。 

20  中性脂肪 

21  コレステロール 

22  リン脂質 

23  遊離脂肪酸 

24  脂質関連物質 過酸化脂質，胆汁酸，ケトン体について説明する。 

25 無機質 Na・K・Cl・重炭酸 

測定法および疾患との関連について説明する。 

26  
カルシウム・マグネシウム 

無機リン・鉄・銅 
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27 ホルモン 化学構造と作用機序 
分類と作用機序（細胞膜受容体と細胞内受容体）について説

明する。 

28  主なホルモン 化学構造，分泌臓器と生理作用について説明する。 

29 機能検査 
機能検査とは 

肝機能検査 
機能検査の意義、肝機能検査（ICG 試験）について説明する。 

30  
腎機能検査 

膵機能検査 

腎機能検査（クレアチニンクリアランス，PSP 試験）、 

膵機能検査（75gOGTT，PS 試験）について説明する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

科目名 臨 床 化 学 実 習  担当者 

 

 

 

実務経験のある教員科目  

履修時期 2 年通年 授業単位 2 単位 授業時間 90 時間 

教育目標 

生命現象の化学を物質代謝の面から理解する。各種生体試料に含まれる化学成分について、遺伝子 

解析等を含む生物化学的分析の理論と実際を習得し、結果の解析と評価について学習する。また、 

医学検査の意義を理解し、総合的精度管理法を習得する。 

教育内容 

患者の病因や病態を明らかにする手段の一つとして臨床化学的測定法がある。診断を正確かつ効率的に

行うためには微量検体で正確で再現性のある結果を迅速に診療側に提供する必要がある。各測定項目の

体内代謝と臨床診断的意義、測定原理への干渉、生理的変動、精密度と正確度について検討しながら 

実習を行い習得する。 

遺伝子検査技術を習得するために、電気泳動による遺伝子解析を修得する。 

教科書・教材 配布プリント 

評価法 
レポート，小試験および定期試験の成績を総合して評価する。 

80 点以上を優、70 点以上 80 点未満を良、60 点以上 70 点未満を可で表し、60 点未満は不可とする。 

 

授業内容 

回数 大項目 中・小項目 学習目標 

1-4 総論  
・臨床化学分析とは 

・酵素的測定法 

4-8 糖質 血糖の測定 

・GOD-POD 法   

・検体の取り扱い（解糖阻止剤）   

・相対分析（検量線作成） について習得する。 

9-12 蛋白質（１） 総蛋白・アルブミン 

・ＴＰ（ビウレット法）  

・ＡＬＢ（ＢＣＧ法）   

・A/G 比の計算 について習得する。 

13-16 蛋白質（２） 蛋白分画 
・セ・ア膜電気泳動法  

・原理と標準 操作法 について習得する。 

17-20 臨床酵素（１） ＡＬＰ 

・酵素活性測定法（酵素濃度の定量）  

・測定条件と初速度測定法       

・モル吸光係数から酵素濃度(U/L)を算出について習得する。 

21-24 臨床酵素（２） ＬＤ 
・Ｐ→Ｌ反応とＬ→Ｐ反応          

・アイソザイム分画（ＬＤ1～ＬＤ5） について習得する。 

25-26 臨床酵素（３） AST ・AST 活性の測定 

27-30 電解質・自動分析装置 Ｎａ／Ｋ／Ｃｌ／Ｃａ 

・Ｎａ/Ｋ/Ｃｌ（イオン選択電極法）      

・Ｃａ（ｏ-CPC 法）              

・精度管理（再現性，SD と CV） について習得する。 
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31-34 含窒素成分（１） ＢＵＮ／ＣＲＮ／ＣＲＥ 
・BUN（ウレアーゼ・インドフェノール法）   

・CRN・CRE（アルカリ性ピクリン酸法） について習得する。 

35-36 ドライケミストリー 理論と実際 ・イオン選択電極法／反射測光 について説明できる。 

37-40 含窒素成分（２） ビリルビン ・マロイ・エベリン法／２波長測光 について習得する。 

41-44 脂質 ＴＣ・ＴＧ 
・TC（ｺﾚｽﾃﾛｰﾙｵｷｼﾀﾞｰｾﾞ・DAOS 法）   

・TG（LPL-GK-G3POD-POD 法） について習得する。 

45-50 遺伝子検査 遺伝子解析法 
DNA の抽出、PCR 増幅を行い、電気泳動による遺伝子解析

法を習得する。 
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科目名 遺伝子・染色体検査学  担当者  実務経験のある教員科目 ○ 

履修時期 2 年前期 授業単位 1 単位 授業時間 25 時間 

教育目標 
臨床検査としての遺伝子･染色体検査が診断や治療に直接結びつく重要性を理解する。このために、遺伝

子・染色体検査の原理や意義、検査法及び遺伝子･染色体異常と疾患の関係について学ぶ。 

教育内容 

遺伝子検査：遺伝子検査とはどのような検査か学ぶ。①遺伝子の構造と機能について理解する。 

②変異の種類について学ぶ。③遺伝子疾患について学ぶ。④遺伝子の検出法や遺伝子診断技術に 

ついて学ぶ。 

染色体検査：染色体検査とはどのような検査か学ぶ。①細胞周期と染色体出現について学ぶ。②染色体

異常の種類と原因について学ぶ。③染色体検査技術について学ぶ。④造血器の染色体異常を学び、遺

伝子変化について理解する。 

教科書・教材 最新 臨床検査学講座 遺伝子・染色体検査学（医歯薬出版）、配布プリント 

評価法 
定期試験、小テスト 

80 点以上を優、70 点以上 80 点未満を良、60 点以上 70 点未満を可で表し、60 点未満は不可とする。 

 

授業内容    

回数 大項目 中・小項目 学習目標 

1 遺伝子・染色体 
染色体の基礎（構造と機能） 

染色体と染色体異常 

がんゲノム医療に関する世の中の同行を理解する。 

染色体検査の基本構造と、細胞分裂の特徴について理解

する。 

染色体の数的異常、構造異常を理解する。 
2  

3 

 
染色体の検査法 

（培養法、分染法、FISH 法） 

染色体検査の実際の検査方法である培養法と分染法を理

解する。 

分染法と FISH 法の違いと、種類を理解する。 4 

5 

 
染色体異常と疾患 

（先天性疾患、後天性疾患） 
先天性の疾患の特徴と後天性疾患の特徴を理解する。 

6 

7 

 
染色体検査の実際 

染色体検査のまとめ 

染色体検査（分染法）の実際を体験して理解する。 

染色体検査についてまとめる。 
8 

9 

 

遺伝子の基礎 

（構造と機能、遺伝） 

ファーマコゲノミクス検査 

遺伝子の基本構造や、DNA の複製機構、セントラルドグマ

について理解する。 

メンデルの法則から遺伝形式について理解する。 

ファーマコゲノミクス検査やコンパニオン診断検査について

理解する。 

10 
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11 遺伝子・染色体 
遺伝子検査の前処理および 

保存法、核酸抽出方法 

遺伝子検査 

（核酸増幅法と検出技術） 

遺伝子の核酸抽出方法と遺伝子の保存方法について理解

する。 

核酸増幅検査の基本となる PCR 法について理解する。核

酸増幅検査の種類と違いについて理解する。 
12  

13  

遺伝子検査技術の応用 

（感染症、血液疾患、固形腫

瘍、遺伝性疾患） 

遺伝子検査のまとめ 

遺伝子検査が必要となる各種疾患や、遺伝性疾患の特徴

を理解する。 

遺伝子検査に関してまとめる。 
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科目名 臨 床 微 生 物 学 担当者 

 

実務経験のある教員科目  

履修時期 2 年通年 授業単位 2 単位 授業時間 50 時間 

教育目標 
臨床微生物検査の基礎となる微生物学を総合的に学び、感染症の成因を系統的に把握、理解する。その

中で、感染症の診断と治療につなげる検査法を理解し、実践出来る能力を養う。 

教育内容 
感染症の原因となる細菌・真菌・ウイルスについて、各論的に解説する。各微生物の分類的位置、形態・染

色性、生化学的性状、病原因子、主要疾患、薬剤感受性、新感染症法との関連などについて学習する。 

教科書・教材 最新 臨床検査学講座 臨床微生物学（医歯薬出版） 

評価法 
前期・後期の定期試験により評価する。 

80 点以上を優、70 点以上 80 点未満を良、60 点以上 70 点未満を可で表し、60 点未満は不可とする。 

 

授業内容  

回数 大項目 中・小項目 学習目標 

1-2 総論 

微生物検査の基礎 

検査の流れ 

微生物学の復習（微生物の命名法、主な細菌の属

名・菌種名の由来、細菌検査の理解に必要な生化学

的反応など） 

細菌検査の基本的な知識と検査の操作に関する注

意事項を理解し、実施できるようになる。 

3-4 細菌 

グラム陽性球菌１ 

a. Staphylococcus spp. 

b. Micrococcus spp. 

左記菌種について、形態・染色性状・培養法・生化学

的性状・病原因子・疾患・有効薬剤・感染症法との関

連を理解し、説明できる。 

5-6  

グラム陽性球菌２ 

c. Streptococcus spp. 

d. Enterococcus spp. 

同上 

7-8  

腸内細菌科１ 

a. Escherichia spp. 

b. Shigella spp. 

c. Salmonella spp. 

d. Yersinia spp. 

同上 

9-10  

腸内細菌科２ 

e. Klebsiella spp. 

f. Citrobacter spp. 

g. Serratia spp. 

h. Proteus spp. 等 

同上 

11-12  
薬剤感受性試験および 

耐性菌検出法 

細菌感染症の治療薬の種類、作用機序や耐性につ

いて理解し、化学療法について説明できる。 

13-14  

ブドウ糖発酵グラム陰性桿菌１ 

a. Vibrio spp. 

b. Plesiomonas spp. 

c. Aeromonas spp. 

左記菌種について、形態・染色性状・培養法・生化学

的性状・病原因子・疾患・有効薬剤・感染症法との関

連を理解し、説明できる。 
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15-16  

ブドウ糖発酵グラム陰性桿菌２ 

d. Pasteurella spp. 

e. Haemophilus spp. 

グラム陰性球菌 

a. Neisseria spp. 

b. Moraxella spp. 

左記菌種について、形態・染色性状・培養法・生化学

的性状・病原因子・疾患・有効薬剤・感染症法との関

連を理解し、説明できる。 

17-18  

ブドウ糖非発酵グラム陰性桿菌 

a. Pseudomonas spp.         

b. Burkholderia spp.                              

c. Stenotrophomonas spp.                     

d. Acinetobacter spp.   

e. Legionella spp. 等 

同上 

19-20  

グラム陽性桿菌 

a. Bacillus spp.  

b. Listeria spp. 

c. Corynebacterium spp. 

微好気性菌 

a. Campylobacter spp. 

b. Helicobacter spp. 等 

同上 

21-22  

偏性嫌気性菌 

a.Clostridium spp. 

b. Propionibacterium spp. 

c. Bacteroides spp. 

d. Fusobacterium spp. 等 

同上 

23-24  

抗酸菌 

a. Mycobacterium spp.  

b. Nocardia spp. 

同上 

25-26  

その他 

a. Ricketsia/Orientia spp.                                   

b.Chlamidia/Chlamydophila spp.              

c. Mycoplasma spp. 

同上 

27-28 真菌 

深在性真菌 

表在性真菌 

その他 

同上 

29-30 ウイルス 

総論 

DNA ウイルス 

RNA ウイルス 等 

プリオン 

DNA，RNA ウイルスに関する分類、疫学、生物学的

性質（形態・生化学的性状）、病原性・感染症、抗ウイ

ルス薬療法、予防・診断・治療、検査法を総合的に理

解し、説明できる。 
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科目名 臨 床 微 生 物 学 実 習  担当者  実務経験のある教員科目  

履修時期 2 年通年 授業単位 2 単位 授業時間 90 時間 

教育目標 
微生物検査の基礎となる微生物について学び、感染症の成因を系統的に把握、理解する。感染症の 

診断、治療につなげる検査法を理解し実践出来る能力を養う。 

教育内容 
臨床材料から分離される頻度の高い菌種や重要な菌種について、その分離培養法および同定法を習得

する。さらに、細菌の薬剤感受性試験法を理解する。 

教科書・教材 最新 臨床検査学講座 臨床微生物学（医歯薬出版）、配布プリント 

評価法 
試験・小テスト・レポートによる評価 

80 点以上を優、70 点以上 80 点未満を良、60 点以上 70 点未満を可で表し、60 点未満は不可とする。 

 

授業内容 

回数 大項目 中・小項目 学習目標 

1-6 

微生物検査の基礎 検査の進め方 材料別検査法、検体採取法について習得する。 

好気性・通性嫌気性 

グラム陽性球菌 
Staphylococcus 属菌種 

Staphylococcus 属菌種の培養法、生化学的検査法、 

同定を習得する。 

7-12  
Streptococcus 属および 

Enterococcus 属菌種 

Streptococcus 属およびEnterococcus属菌種の培養法、生化

学的検査法、同定を習得する。 

13-18 
通性嫌気性 

グラム陰性桿菌 
腸内細菌科 

腸内細菌菌種の培養法、生化学的検査法、同定を 

習得する。 

19-22  
腸内細菌菌種の培養法、生化学的検査法、 

抗血清反応、同定を習得する。 

23-26 薬剤感受性試験 
薬剤感受性試験および 

耐性菌検出法 
薬剤感受性試験について説明する。 

27-32 
好気性・通性嫌気性 

グラム陰性球菌・桿菌 

Neisseria 属菌種 

Haemophilus 属菌種 

Neisseria 属、Haemophilus 属の培養法、生化学的検査法、 

同定を習得する。 

33-36 好気性グラム陰性桿菌 Pseudomonas 属菌種 
Pseudomonas 属等の培養法、生化学的検査法、 

同定を習得する。 

37-38 
微好気性菌 

嫌気性菌 

微好気性菌 

偏性嫌気性菌 

微好気性菌および嫌気性菌の培養法、生化学的検査法、 

同定を習得する。 

39-40 抗酸性菌 Mycobacterium 属菌種 
Mycobacterium 属菌種の培養法、生化学的検査法、 

同定を習得する。 

41-44 真菌 糸状菌・酵母様真菌 代表的な真菌の培養法、形態的特徴を説明する。 

45-48 検体別検査法 未知菌の同定 検査材料から４８時間で報告する。 

49-50 総括 総括 検体の取り扱い法、各菌の検査法について復習する。 
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科目名 臨 床 免 疫 学  担当者  実務経験のある教員科目  

履修時期 2 年通年 授業単位 2 単位 授業時間 50 時間 

教育目標 
病因・生体防御の仕組みを理解し、感染･免疫・遺伝子･輸血・移植に関する検査の理論と実際を習得し、

結果の意義及び評価について学習する。 

教育内容 

免疫システムの原理は「自己と非自己の選別」である。このことが病原体から身を守る「感染防御」や他人の

臓器を移植する際に問題になる「拒絶反応」につながる。さらにこのシステムが過剰に反応することで自ら

を攻撃してしまう危険もある。ここでは、免疫システムの基本を学び、その知識を基に疾患における免疫の

関わりとそれに関連する検査、さらに輸血や移植について理解することを目標とする。 

教科書・教材 新版 臨床免疫学 第 3 版（講談社サイエンティフィク）、臨床免疫学 Keynote（毎回配布する） 

評価法 
定期試験により評価する。 

80 点以上を優、70 点以上 80 点未満を良、60 点以上 70 点未満を可で表し、60 点未満は不可とする。 

 

授業内容 

回数 大項目 中・小項目 学習目標 

1 免疫のしくみ 

免疫学概説 
免疫システムの概略を示し、免疫と疾患との関係、さらにそれ

に関連する検査について考えていく。 
2  

3  
免疫系の構成-細胞、 

臓器 

免疫系を支える細胞や臓器について知り、それらの相互作用

を説明する。 

4  免疫系のとっての「私」 
HLA 分子の構造を知り、これの免疫応答における関わりに 

ついて説明する。 

5  

細菌もウイルスも同じ防

御でいいの？-感染症と

免疫 

防御ツールである免疫グロブリンについて学ぶとともに、病原

体に対する免疫応答の使い分けをあわせて学ぶ。 

6  
免疫系が音信不通に!?-

免疫不全 

免疫系が正常に作動できない状況の理解と、関連する疾患に

ついて学ぶ。 

7  

抗原と免疫グロブリン 
免疫系を刺激する抗原と、それに立ち向かう免疫グロブリンの

構造、機能を説明する。 
8  

9  サイトカイン 
サイトカインを利用した免疫系や全身状態の制御について 

説明する。 

10  
免疫細胞の機能 

－B 細胞 

免疫グロブリン産生の重要な鍵を握るＢ細胞について、 

抗体産生に至るまでの過程を説明する。 

11  
免疫細胞の機能 

－T 細胞、NK 細胞 

Ｔ細胞が抗原と出会った後に、どのような働きをするのかを 

説明する。 
12  
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13 免疫のしくみ 
自然免疫系の分子機構 

－最前線の防御システム 

自然免疫にかかわる細胞の機能や液性因子の基礎を説明 

する。 

14  補体-1 
補体の異物認識を中心に、どのように活性化するのかについ

て説明する。 

15  補体-2 
補体が活性化したことにより行うことができる体内作用につい

て説明する。 

16  生殖と免疫 
妊娠の際の免疫制御について、特に胎盤を中心に学ぶ。また

出生後まもない児の免疫機能についても学ぶ。 

17 
抗原抗体反応による 

分析法 

抗体の治療薬・診断薬と 

しての有用性 

免疫分野において抗体を測定する目的、およびその測定 

方法について知り、様々な検査法の基本的概念を説明する。 

18  
免疫学的測定法-1   

沈降、凝集、溶解反応 

古くから行われてきた方法を例に、抗原抗体反応をどのような

原理に基づき検出するかを説明する。 

19  
免疫学的測定法-2  

標識抗体法 

最近の主力である検査方法を例に、抗原抗体反応をどのよう

な原理に基づき検出するか説明する。 

20 免疫と疾患の係わり 
炎症性免疫反応と 

その検査 

炎症を免疫学的立場から理解し、炎症を評価する臨床検査に

ついて説明する。 

21  
感染免疫とその検査-1 

細菌、ウイルス 

国家試験にたびたび登場する細菌感染症および肝炎および

レトロウイルスを除くウイルス感染症について、これら病態 

および診断補助となる血清学的検査について説明する。 

22  
感染免疫とその検査-2 

肝炎ウイルス 

ウイルス性肝炎の機構を理解し、さらに A、 ＢおよびＣ型肝炎

について、その診断補助となる血清学的検査について説明 

する。 

23  
感染免疫とその検査-3 

レトロウイルス 

レトロウイルス感染症の病態および診断補助となる血清学的

検査について説明する。 

24  
アレルギー反応とその 

検査 

アレルギー反応について分類と機序について理解し、関連 

する検査について説明する。 

25  
自己免疫疾患とその検査

（総論・検査法） 

これまで明らかになっている自己免疫の仕組みを理解し、 

疾患の概念と診断補助としての臨床検査について説明する。 
26  

27  
自己免疫疾患とその検査

（各論） 

国家試験における出題の多い代表的な疾患について理解

し、あわせて診断補助としての臨床検査について説明する。 
28  

29  
免疫グロブリン異常症と

その検査 

免疫グロブリン異常増加の仕組みを理解し、疾患の概念と 

診断補助としての臨床検査について説明する。 

30  腫瘍と免疫 

腫瘍に対する免疫系のかかわりと免疫療法について知り、 

診断補助としての利用される腫瘍マーカーについて説明 

する。 
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31 輸血の基礎知識 
輸血療法の基本的な 

考え方 

輸血の必要性を知り、安全にかつ効果的に輸血が実施される

ために輸血検査がどのような役割をもつのか説明する。 

32  血液型-1 ABO 式 
臨床上もっとも重視されている ABO 血液型について、型物質

の種類とシステムについて説明する。 

33  血液型-2 Rh 式 
ABO 血液型についで重要な血液型である Rh 血液型に 

ついて、型物質の種類とシステムについて説明する。 

34  
血液型-3 その他の 

血液型、血小板型 

ABO、Rh 血液型以外で臨床的に重要な血液型について、 

型物質の種類とシステムについて、さらに血小板抗原に 

ついても説明する。 

35  不規則抗体の検出 
溶血性副作用の原因となる不規則抗体について、性質、 

検出方法について説明する。 

36 輸血の安全管理 血液製剤の種類と選択 
血液製剤の種類と適応、さらに自己血輸血について説明 

する。 

37  血液製剤補充の原則 
どういうときに、どの製剤を、どのくらいの量輸血するのかにつ

いて、各製剤のもつ効能から理解できるように説明する。 

38  輸血副作用（非感染性） 

非感染性のものについて種類および機序を理解することを 

目標とする。さらに副作用を回避するための対策についても 

説明する。 

39  適合血の選択 適合血の選択にあたり行われる検査の必要性を説明する。 

40  問題演習 
血液型検査異常反応、不規則抗体スクリーニングおよび同定

について、演習を通じて考え方を説明する。 

41 母児不適合妊娠 母児不適合妊娠 
胎児・新生児溶血性疾患を中心に、病態生理ならびに体内に

おける抗赤血球抗体の検出目的を説明する。 

42 移植の免疫学的検査 移植と免疫 
臓器移植、造血幹細胞移植と移植前検査について免疫学的

な視点から説明する。 
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科目名 臨 床 免 疫 学 実 習 担当者 
 

 
実務経験のある教員科目 ○ 

履修時期 2 年通年 授業単位 2 単位 授業時間 90 時間 

教育目標 
病因•生体防御の仕組みを理解し、感染•免疫•遺伝子•輸血•移植に関する検査原理、および検査手技を習

得する。さらに、得られた検査データの評価法について学習する。 

教育内容 

・ 検査に必要な器具・機器の操作法を習得する。 

・ 病態と免疫系との関係を理解し、その検査理論を習得する。 

・ 各免疫検査の原理を理解し、検査技術を習得する。 

・ 輸血検査を行う上で必要な各種検査を理解し、検査技術を習得する。 

教科書・教材 最新 臨床検査学講座 免疫検査学（医歯薬出版） 

評価法 

〈免疫〉定期試験とレポートから総合的に評価する。なお、レポートは、すべての項目についての提出が評

価要件となる。 

〈輸血〉定期試験、小試験、実技試験、レポート から総合的に評価する。 

総評は免疫学実習（1-48 回）を 70％、輸血学実習（49-72 回）を 30％として採点する。ただし、免疫学実

習、および輸血学実習のそれぞれで 6 割以上の点数を獲得することを要件とする。 

80 点以上を優、70 点以上 80 点未満を良、60 点以上 70 点未満を可で表し、60 点未満は不可とする。 

 

授業内容 

回数 大項目 中・小項目 学習目標 

1-4 
免疫検査の 

基礎知識と技術 

免疫器具・機器の 

取り扱い 

免疫学検査の検査原理が説明できる。 

検査で汎用される器具・機器を正確に使用できる。 

5-8  検査に用いる赤血球 
血球洗浄と血球濃度調整ができる。 

血清、試薬の希釈ができる。 

9-12 

抗原抗体反応による 

分析法 

免疫と疾患の関わり 

試験管内抗原抗体反応

の原理と臨床応用 

炎症と急性期反応物質 

急性期反応物質について説明でき、その測定ができる。 

免疫凝集反応について説明できる。 

13-16 

抗原抗体反応による 

分析法 

生体防御の仕組み 

試験管内抗原抗体反応

の原理と臨床応用 

補体 

免疫溶解反応について説明できる。 

補体および免疫溶解反応について説明できる。 

17-20 
免疫機能検査 

免疫と疾患の関わり 

液性免疫機能検査 

異常免疫グロブリン症 

免疫電気泳動法の原理について説明できる。 

免疫電気泳動法による異常免疫グロブリンの検出ができる。 

21-24 免疫機能検査 食細胞機能検査 
好中球の食作用およびオプソニンについて説明できる。 

好中球機能検査ができる。 

25-28 免疫と疾患の関わり 
感染症の免疫学的検査 

マイコプラズマ感染症 

マイコプラズマ感染症と寒冷凝集素について説明できる。 

PA 法、寒冷凝集反応によるプラズマ肺炎の検査ができる。 

29-32  
感染症の免疫学的検査 

梅毒トレポネーマ感染症 

梅毒とその検査法について説明できる。 

TPHA および RPR 法による梅毒の検査ができる。 

33-36  

感染症の免疫学的検査 

EB ウイルス感染症 

肝炎ウイルス感染症 

伝染性単核症とポールバンネル反応について説明でき、 

その測定ができる。 

急性 B 型肝炎と抗原/抗体マーカーについて説明でき、 

その測定ができる。 
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37-40 免疫と疾患の関わり 
感染症の免疫学的検査 

風疹ウイルス感染症 

風疹とその抗体測定法について説明できる。 

赤血球凝集抑制試験による風疹抗体の測定ができる。 

41-44  自己免疫 
自己免疫疾患について説明できる。 

甲状腺抗体、リウマトイド因子の測定ができる。 

45-48  腫瘍マーカー 
腫瘍マーカーについて説明できる。 

サンドウィッチ ELISA による CEA の測定ができる。 

49-52 輸血前検査 
ABO 血液型 

（オモテ検査、ウラ検査） 

基本手技を習得し、ABO 血液型検査について理解する。 

血液型の正しい判定方法を習得する。 

53-56 
 ABO 血液型 

Rh 血液型検査 

オモテ・ウラ検査の不一致について理解する。 

Rh 血液型検査について理解する。 

57-60 
 不規則抗体 

スクリーニング 

不規則抗体スクリーニングについて理解する。 

間接抗グロブリン法スクリーニングの手技を習得する。 

61-64 交差適合試験 
交差適合試験について理解する。 

交差適合試験の手技を習得する。 

65-68 溶血性疾患の検査 
直接抗グロブリン試験 

抗体解離と抗体の同定 

直接抗グロブリン試験，抗体解離試験について理解する。 

抗体同定の手順を習得する。 

69-72 その他の検査 
カラム凝集法 

実技の確認 

カラム凝集法の原理を理解する。 

血液型検査および交差適合試験が行えるようにする。 
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科目名 臨 床 生 理 学 １ 担当者 

 

実務経験のある教員科目 ○ 

履修時期 2 年通年 授業単位 2 単位 授業時間 50 時間 

教育目標 

 生理学的検査の中で心電図検査は心疾患の診断や早期発見のためのファーストチョイスの検査と

して、また呼吸機能検査は慢性閉塞性肺疾患、間質性肺炎、喘息などの早期診断、経過観察の検査

として、その有用性が認識され、両検査法とも広く普及している。すなわち両検査法はヒトの心肺

機能を知る上で重要な検査として位置づけられる。 

  本講義では心電図を始めとする循環器系検査法を理解し、検査結果を正しく判断することで循環

器系における心機能評価が適確にできることを目標とする。呼吸機能検査においては呼吸器の生理

解剖、換気機能、肺内ガス分布、さらには呼吸器官の結果である血液ガス検査を学び、換気障害を

呈する肺疾患を検査データから適確に評価できることを目標とする。 

教育内容 
臨床生理学１では循環器機能検査と呼吸機能検査について学習する。概要は循環・呼吸系の①解剖・生

理 ②臨床的意義 ③測定原理・検査法 ④正常・異常所見の評価法について学ぶ。 

教科書・教材 最新 臨床検査学講座 生理機能検査学（医歯薬出版）、心電図ドリル（ベクトルコア）、配布プリント 

評価法 

前期および後期の定期試験、其々60 点以上を合格とし、成績は小テスト・課題および授業中の学習態度、

遅刻・欠席なども加味する。総評（成績）は定期試験 90%、小テスト・課題、授業態度、遅刻・欠席を 10%とし

て評価する。 

80 点以上を優、70 点以上 80 点未満を良、60 点以上 70 点未満を可で表し、60 点未満は不可とする。 

 

授業内容      

回数 大項目 中・小項目 学習目標 

1-2 循環器機能 

循環生理 

 ／体循環・肺循環 

 ／心臓の解剖生理  

心電図検査 

 ／心電図の臨床的意義 

 ／心電図発現機構 

 ／誘導法 

①循環系における心臓の役割を説明できる。 

②心臓の構造と機能を説明できる。 

③心筋の性質（刺激伝導系、固有心筋）を説明 

  できる。 

④心臓と自律神経との関わりを説明できる。 

⑤心電図の発現機序、波形名称を説明できる。 

⑥刺激伝導系と自動能について説明出来る。 

⑦心電図の誘導法を学習し意義を説明できる。 

3-4 

 

心電図の評価法 

 ／正常心電図 

 ／心電図波形計測 

心電計 

 ／心電計の構造と特性 

 ／アーチファクト 

電気的安全性 

 ／電撃 

 ／心電計の安全規格 

①波形のパターンを説明できる。 

②心電図波形計測法が説明でき波形計測ができる。 

③正常心電図（心拍数、電気軸、移行帯）および 

  基準値が判断できる。 

④心電図信号成分(周波数・振幅)の特徴を説明でき

る。 

⑤心電計の構造と特性を説明できる。 

⑥交流・筋電図・呼吸などのアーチファクト対策を 

  説明できる。 

⑦マクロショック・ミクロショックを説明できる。 

⑧患者漏れ電流・漏れ電流、１点アースなどに 

  ついて説明できる。 
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5-6 循環器機能 

心電図検査 

  ／心電図の評価 

  ／心臓のポンプ機能 

  ／心負荷・心不全 

  ／異常心電図 1  

1 正常洞調律の異常心電図 

①左軸偏位、右軸偏位を説明できる。 

②右胸心と左右電極の付け間違いを判断できる。 

③心臓の興奮伝播を説明できる。 

④心臓の前負荷・後負荷、心不全を説明できる。 

⑤心電図心房負荷を説明できる。 

⑥心室肥大・心拡大心電図を説明できる。 

7-8  

心電図 

  ／異常心電図 2 

心電図 

 ／運動負荷試験 

 ／ホルター心電図 

 ／加算平均心電図   

2 虚血性心疾患および急性冠症候群 

①急性冠症候群の発生機序が説明できる。 

②狭心症の成因と波形変化を説明できる。 

③心筋梗塞の心電図所見（波形の成り立ちと 

  経時変化）を説明できる。 

④心電図演習：心電図所見から梗塞部位を特定 

  できる。 

⑤負荷心電図の臨床的意義、検査法、判定基準が 

  説明でき、所見を判定できる。 

⑥ホルター心電図の臨床的意義、誘導法を説明 

  できる。 

⑦His 束心電図、加算平均心電図について 

  検査法、臨床的意義を説明できる。 

9-10  
心電図 

  ／異常心電図 3 

3 不整脈心電図 

①不整脈の種類を系統的にあげることができる。 

②洞不整脈と調律異常を説明できる。 

③徐脈性不整脈（房室ブロックほか）を説明できる。 

④頻脈性不整脈（上室期外収縮、心室期外収縮、 

  心房細動、心室頻拍、心室細動）異所性・補充 

  調律を説明でき、所見を判断できる。 

⑤心臓ペースメーカーの臨床的意義を説明し、 

  心電図を判断できる。 

11-12  心音図・脈波 

①心臓圧曲線・心音図・脈波・心電図を用いて 

  心周期を説明できる。 

②正常心音とその成因を説明できる。 

③房室弁・動脈弁狭窄症や閉鎖不全などの疾患で 

  特徴的な心雑音を説明できる。 

④心音・心機図（心電図、脈波、心音図）検査の 

  臨床的意義や検査法を説明できる。 

⑤代表的な異常心音図（心機図）を呈する疾患を 

  あげ、心音図・心機図所見が判断できる。 
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13-14 
循環機能総括演習

1 

標準 12 誘導心電図 

異常心電図波形 

心音心機図検査（心周期） 

 について演習する。 

①心電図の波形計測ができる。 

②異常心電図の判読ができる。 

③心周期と心音心機図の関係について説明できる。 

④疾患と心音心機図所見について説明できる。 

 

15-16 

呼吸機能 呼吸生理の解剖生理 

①内呼吸と外呼吸を説明できる。 

②呼吸器の解剖を説明できる。 

③呼吸調節の制御および呼吸運動について説明 

  できる。 

 

換気機能検査 

／肺気量分画 

／気体の性質・大気組成 

／呼吸計の構造 

①肺気量分画を図示し、かつ意義を説明できる。 

②気体の性質、大気の組成を説明できる。 

③呼吸計の測定原理を説明できる。 

17-18  

換気機能検査 

／スパイログラフィー 

／換気機能障害の分類 

／機能的残気量 

①スパイログラフィー検査法を説明できる。 

②スパイログラフィーで得られる検査項目をあげ、 

  その意味を説明できる。 

③換気機能障害をスパイログラムデーターから 

  閉塞性、拘束性、混合性と分類し、その違いを 

  説明できる。 

④フローボリュームパターンから換気機能障害を 

  判断できる。 

19-20  

呼吸精密検査 

 ／機能的残機量 

 ／肺拡散能力 

①機能的残機量測定法の種類と原理を説明 

  できる。 

②気管・肺胞の解剖生理（構造）を説明できる。 

③換気血流比（肺胞ガス交換と肺循環）を説明 

  できる。 

④肺拡散能の測定法と原理、臨床的意義を説明 

  できる。 

21-22 

 
肺胞換気機能検査 

／クロージングボリューム 

①肺胞気不均等のメカニズムおよび臨床的意義を 

  説明できる。 

②クロージングボリューム曲線の評価と測定法を 

  説明できる。 

 
肺・胸郭の弾性力検査 

 ／静肺コンプライアンス 

①肺コンプライアンスと臨床的意義を説明できる。 

②肺コンプライアンスデータから代表的疾患を判断 

  できる。 

③肺コンプライアンス測定法（静肺圧量曲線）を 

  説明できる。 
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23-24 呼吸機能 

血液ガス 

／動脈血ガス分析 

／呼吸不全の因子 

／パルスオキシメーター 

①血液ガス検査の目的（臨床的意義）を説明できる。 

②呼吸（ガス交換）に関与する要因について説明 

  できる。 

③血液ガス基準値を説明できる。 

④呼吸不全の定義について説明できる。 

⑤酸素解離曲線について説明できる。 

⑥肺胞気-動脈血分圧較差について説明できる。 

⑦パルスオキシメーターの測定原理と意義を説明 

  できる。 

⑧動脈血ガス分析の原理および測定法を説明 

  できる。 

⑨血液ガス分析における検体取り扱い上の注意点 

  を説明できる。 

25-26 

 

血液ガス分析 

／酸塩基平衡 

①酸塩基平衡とは何かを説明できる。 

②酸塩基調節障害（アシドーシス、アルカローシス） 

  を血液ガスデータから判断できる。 

睡眠時無呼吸 

／ポリソムノグラム 

／睡眠時無呼吸症候群 

①睡眠呼吸障害（睡眠時無呼吸症）を説明できる。 

②睡眠呼吸検査法（ポリソムノグラム）を説明できる。 

③検査データから睡眠時無呼吸症を判定できる。 

27-28 
臨床生理学 1 

総括演習 

循環機能系検査 

／基礎知識 

／検査結果評価、 

／病態解析 

／波形判読 

 

呼吸機能系検査 

／基礎知識 

／スパイロパターン判読 

／病態解析 

／検査結果評価、 

 

循環機能検査・呼吸機能検査に関する要点について

模擬問題を用いて演習を行う。 

1.心電図・心音心機図 

①心電図波形の基本計測（心拍数、電気軸）と正常値

を説明できる。 

②心電図判読：正常心電図と異常心電図の判読と 

アーチファクトの鑑別ができる。 

③心周期：心臓のポンプ機能について説明できる 

④疾患と心雑音：心疾患と心音心機図検査（心雑音） 

 の関係について説明できる。 

2.呼吸機能 

①スパイログラム・血液ガスの基準値を説明できる。 

②主要な呼吸器疾患のデータを評価・判定し、病態 

  を説明できる。 

③血液ガスデータ、呼吸機能データから酸塩基平衡 

  状態を評価できる。 

④検査時の注意点、検体取り扱いの注意点などを 

  説明できる。 

⑤ポリソムノグラム(PSG)検査法を説明できる。 

⑥PSG から睡眠時無呼吸症を判定できる。 
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科目名 臨 床 生 理 学 ２  担当者 

 

 

 

実務経験のある教員科目 ○ 

履修時期 2 年通年 授業単位 2 単位 授業時間 50 時間 

教育目標 

生理学的検査の本来的な意味は医療にあり、その対象は病める人である。何かの疾患で症状が発現してい

る患者さんに対して、なぜ、どこが、どのくらい悪くなっているか情報を得るために検査が行われるということ、

検査によって得られた情報はそのまま医療としての診断・治療につながることをしっかり認識しなければなら

ない。そのために解剖学や医用工学等の基礎を身につけ、さらに生理機能検査を単に丸暗記するのではな

く、なぜそうなるか原理や具体的な機序から学び、検査が適正に行われたか結果は正しいか診断に適当か

判断できる力を養うために学習する。 

教育内容 

生理機能検査学２では神経・筋機能検査、感覚器機能検査を学習する。 

概要は ①臓器の構造と機能 ②検査の基礎的要素 ③臨床的意義 

      ④正常所見 ⑤異常所見解析の要点等   である。 

教科書・教材 最新 臨床検査学講座 生理機能検査学（医歯薬出版）、配布プリント 

評価法 

本試験による評価 

小試験・授業中の学習態度・遅刻・欠席も考慮する。 

80 点以上を優、70 点以上 80 点未満を良、60 点以上 70 点未満を可で表し、60 点未満は不可とする。 

 

授業内容 

回数 大項目 中・小項目 学習目標 

1-2 神経・筋機能検査 
脳波検査 

 ／大脳の構造と機能 

神経系の解剖学を復習し、機能と性質を学習し説明する。 

神経細胞と興奮の伝導，大脳皮質の機能局在、脳幹の機能、

脳波の発生機序を学習し説明する。 

3-4  
脳波検査 

  ／脳波計と測定法 

脳波計の構造と総合周波数特性、増幅器を学習し説明する。 

電極配置法、脳波導出法、測定条件を学習し説明する。 

5-6  

脳波検査 

  ／脳波の基礎的要素 

    正常脳波 

脳波の基礎的要素（振幅・周期・位相・波形など）を学習し、説

明する。健常成人の正常脳波を学習し、更に年齢や睡眠によ

る脳波の変化について学習し説明する。 

7-8  

脳波検査 

  ／賦活法 

   アーチファクト 

賦活法における基礎波の変化を学習、またアーチファクト（生

体・機器・環境由来）の特徴と混入部位及び対処法について

学習し説明する。 

9-10  
脳波検査 

  ／異常脳波 

異常脳波の判読要点を各疾患別に学習し説明する。 

 （てんかん，脳症・意識障害，ナルコレプシーなど） 

11-12  

脳波検査 

  ／誘発電位 

／その他 

波形判読 

体性感覚誘発電位、聴性脳幹反応、視覚誘発電位、事象関

連電位 について学習し説明する。 

脳磁図、光トポグラフイについて学習する。 

正常脳波、睡眠脳波、異常脳波、賦活法、アーチファクトなど

の波形を判読し説明する。 
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13-14 神経・筋機能検査 総括授業 
前期授業をふり返る事で要点を復習させ知識の定着をはか

り、本試験への傾向と対策とする。 

15-16 
検査時の急変への 

対応 
救急措置 

臨床現場で見られる緊急時の対応として一次救命（心肺蘇生

法および AED の使用方法）について習得する。（実習） 

17-18 
平衡機能検査 

聴覚機能検査 

平衡機能検査 

 ／平衡機能の基礎 

 ／静的平衡機能検査 

 ／動的平衡機能検査 

① 平衡機能（直立姿勢維持のしくみ）とは何か、また平衡機

能の調節メカニズムを説明する。 

② 平衡障害「めまい」について説明する。 

③ 内耳平衡器（迷路）の解剖と機能を説明する。 

④ 静的平衡機能検査について説明する。 

（直立検査、重心動揺検査など） 

⑤ 動的平衡機能検査について説明する。 

 眼振検査 

 ／電気眼振図 

 ／頭位眼振検査 

 ／温度刺激検査 

① 眼振の発現機序と特徴について説明する。 

② 注視眼振、非注視眼振について説明する。 

③ 電気眼振図（ENG）の検査法について説明する。 

④ フレンツェル眼鏡と頭位眼振検査について説明する。 

⑤ 温度刺激検査（caloric test）について説明する。 

平衡機能検査で異常所見をきたす主要な疾患について説明

する。 

19-20 

 

 

 

聴覚検査 

  ／純音聴力検査 

  ／精密聴力検査 

① 耳の全体像と聴覚器の解剖と生理を説明する。 

② 聴覚機能について説明する。 

③ 純音聴力検査によるオージオグラム検査法について説明

する。 

④ 気導聴力閾値と骨導聴力閾値の評価と聴覚障害（難聴）

について説明する。 

21-22 神経・筋機能検査 

筋電図検査 

  ／基本的事項 

   普通針筋電図検査 

筋電図を学ぶための生理学的基礎事項を学習し説明する。 

普通針筋電図検査の臨床的意義や正常・異常所見の要点を

説明する。 

23-24  

筋電図検査 

  ／誘発筋電図検査 

    その他 

誘発筋電図検査の臨床的意義や正常・異常所見の要点を説

明する。 

末梢神経の病態が軸索変性なのか脱髄であるのかを学習し

説明をする。 

経頭蓋磁気刺激検査を学習し、説明する。 

25-26 感覚機能検査 味覚・嗅覚検査 
味覚・嗅覚検査に必要な舌および鼻の解剖、検査方法につい

て説明する。 
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科目名 臨 床 生 理 学 実 習 担当者 

 

 

 

 

実務経験のある教員科目 ○ 

履修時期 2 年通年 授業単位 2 単位 授業時間 90 時間 

教育目標 

生体から得られる生理機能情報について学び、それらがどのように診断、治療に繋がるかを理解する。 

生体情報収集法の理論と実際について学び、検査結果の評価法を習得する。さらに検査の際に不可欠な

コミュニケーション能力を養う。 

教育内容 

１．安全性と信頼性を確保するために機器の構造や使用法、保守管理を正しく理解する。 

２．検査手技を習得し、検査する目的や意義を理解する。 

３．結果を正しく解析し評価する。 

４．相互に検査し合うことで被検者（患者さん）の気持ちを理解し、コミュノケーションの大切さを学ぶ。 

教科書・教材 最新 臨床検査学講座 生理機能検査学（医歯薬出版）、実習テキスト 

評価法 
定期試験、実技試験（心電図）、レポートなどを総合的に評価する。 

80 点以上を優、70 点以上 80 点未満を良、60 点以上 70 点未満を可で表し、60 点未満は不可とする。 

 

授業内容 

回数 大項目 中・小項目 学習目標 

1-6 前期実習講義 総論 各検査の概要および機器の取扱いを理解する。 

7-10 循環器機能検査 心電図検査 

標準１２誘導について実習する。電極の装着法、記録法を習

得するにあたり心臓の機能と刺激伝導系の知識を確実のもの

とし、正常心電図の波形の成り立ちを理解し説明する。 

11-14  

血圧脈波検査（ABI） 

心音図 

心機図 

自動血圧脈波検査装置を使用し、脈波速度と動脈硬化度を

測定することで血管疾患の予防と臨床を評価できる原理を理

解し説明する。 

心音・心機図の意味を理解し説明する。 

15-16 聴覚検査 聴覚機能検査 

生体の特性やオージオグラムの構造を理解し、標準純音聴力

検査を実施する。またオージオグラムを判読し、病態を評価す

る。 

17-18  聴覚脳幹誘発電位 
生体の特性や誘発電位の測定装置の構造を理解し、聴性脳

幹反応波形を判読し脳幹や聴覚の機能を評価する。 
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19-22 神経・筋検査 脳波検査 

①10/20 電極配置法による装着手技と、記録上ひつような 

脳波の基礎的事項や医用工学の知識を体験しながら習得 

する。 

②脳波判読目標は正常の安静時所見を説明できることで 

ある。加えて賦活法や加齢変化、睡眠段階、臨床所見への 

知識を広げ説明する。 

③生体由来のｱｰﾁﾌｧｸﾄを実際に混入させて理解した上で 

対処法を説明する。 

23-26 超音波検査 上腹部超音波検査 

①上腹部（肝・胆嚢・膵・脾・腎など）の解剖学的位置関係を 

説明する。 

②上腹部の描出方法と正常超音波像を説明する。 

  体表領域の超音波検査 
①甲状腺、頸動脈の描出方法と正常超音波像を説明する。 

②腹部と体表超音波のプローブの違いを説明する。 

27 心電図検査 シミュレーション 被検者、検者としてシミュレーションを行い臨床能力を高める。 

28-31 前期実習総括  前期実習の知識を整理し、確実なものとする。 

32-35 後期実習講義 総論 各検査の概要および機器の取扱いを理解する。 

36-37 超音波検査 心臓超音波検査 

心臓超音波の実習では実際にプローブを持ち検査を行うが、

画像を出せるようにするのではなく心臓超音波の検査法を 

理解することを目的とする。 

①心臓と心臓周囲の解剖学を復習し説明する。 

②M モード、B モード、ドプラ法を学び、使用目的や特徴を 

述べる。 

③正常心臓超音波像の画像を説明する。 

38-39 呼吸機能検査 
スパイログラム 

フローボリューム曲線 

①肺気量分画・努力性呼出曲線・最大換気量・フローボリュー

ム曲線を実施し，計測から計算まで習熟する。 

②BTPS や予側値、％肺活量、1 秒率などのパラメータを理解

し説明する。 
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40-41 平衡機能検査 

重心動揺検査 
直立静止時の立ち直り、偏倚や転倒傾向を指標として平衡機

能や障害物の推定を理解し、説明する。 

電気眼振図検査 
注視眼振検査と視運動性眼振検査を実施し、眼振を理解し説

明する。 

42-43 神経・筋検査 筋電図検査 筋電図検査の原理を理解し、説明する。 

44-51 後期実習総括  後期実習の知識を整理し、確実なものとする。 
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科目名 画 像 検 査 学  担当者 

 

 

 

実務経験のある教員科目 ○ 

履修時期 2 年後期 授業単位 1 単位 授業時間 25 時間 

教育目標 

多様な医療画像から得られる情報について、その違いと利点を理解し、生体から得られる生理機能情報が

どのように診断、治療につながるかを理解する。生体情報収集法の理論と実際について学び、検査結果の

評価法を習得する。さらに、検査の際に不可欠なコミュニケーション能力を養う。 

教育内容 

超音波検査で描出される画像から得られる情報はそのまま医療としての診断・治療に繋がることをしっかり

認識しなければならない。 

そのために超音波の物理的な性質を知り、解剖学や走査法、機器操作等の基礎を身につけ、さらに 

アーチファクトとの判別を学ぶ。 

教科書・教材 最新 臨床検査学講座 生理機能検査学（医歯薬出版）、配布テキスト 

評価法 
試験による評価 

80 点以上を優、70 点以上 80 点未満を良、60 点以上 70 点未満を可で表し、60 点未満は不可とする。 

 

授業内容 

回数 大項目 中・小項目 学習目標 

1 超音波検査の基礎 超音波とは何か 超音波の基礎を学び、物理的な性質を説明する。 

2  超音波装置のしくみ 超音波装置のしくみを学び、探触子の種類を説明する。 

3  走査法 探触子、および超音波装置の操作方法を説明する。 

4  アーチファクト 超音波のアーチファクトを知り、説明する。 

5 心臓超音波 解剖学と生理 心臓と心臓周囲の解剖学と生理学を復習し説明する。 

6  

Ｂモード 

 

M モード 

心臓超音波の基本的画像であるＢモード法を 

学び、断層像を説明する。 

心臓超音波の M モード法を学び、エコーグラム 

を説明する。 

7 心臓超音波 ドプラ法 

ドプラ法について学び、原理と測定意義と違いを説明する。 

 ・カラードプラ法 

 ・パルスドプラ法 

 ・連続波ドプラ法 

8 心臓超音波 心機能評価 

①B モード・M モードﾞ・ドプラモードから左室収縮能 

 や拡張能、弁機能など心機能を評価できること 

 を学び説明する。 

②心臓超音波と心音図の有所見疾患について学び説明 

 する。 
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9 腹部超音波 肝疾患 
代表的な肝疾患の超音波像について説明する。 

 ・肝硬変 ・脂肪肝 ・原発性肝癌・血管腫など 

10 腹部超音波 胆嚢・膵臓・脾臓疾患 

代表的な胆嚢疾患（胆石 ・胆嚢ﾎﾟﾘｰﾌﾟ ・胆嚢炎・胆嚢腺筋

腫症，胆嚢癌など），膵疾患（急性膵炎・慢性膵炎・膵癌など） 

脾腫などの超音波像について説明する。 

11 腹部超音波 
腎臓・副腎・膀胱・前立腺

疾患 

代表的な腎疾患（腎嚢胞，腎結石，水腎症，腎癌など），副腎

腫瘍，膀胱癌，前立腺肥大などの超音波像について説明す

る。 

12 腹部・生殖器の超音波 
消化管・子宮・卵巣・胎

児・精巣疾患 

代表的な消化管疾患（胃癌，大腸癌），生殖器（子宮筋腫，卵

巣腫瘍，胎児，精巣疾患）の超音波像について説明する。 

13 体表の超音波 乳腺・甲状腺・唾液腺 

代表的な乳腺疾患（嚢胞，線維腺腫，乳癌など），甲状腺疾患

（び漫性疾患，結節性疾患），唾液腺疾患（唾石，腫瘍）の超

音波像について説明する。 

14 血管の超音波 
頸動脈・下肢静脈・その

他の血管 

代表的な病変（頸動脈の内中膜肥厚，プラーク，狭窄，深部

静脈血栓症，下肢静脈瘤など）の超音波像について説明す

る。 
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科目名 公 衆 衛 生 学 特 論 担当者  実務経験のある教員科目  

履修時期 3 年後期 授業単位 1 単位 授業時間 25 時間 

教育目標 

医学の発達の歴史を通して必要とされてきた医療・技術を理解する。 

さらに取り巻く自然・社会環境要因と健康との関連を考察し、国民の健康の権利を守るために 

必要な保健・医療・福祉の制度を理解する。予防医学と検査の関連、並びに疫学的分析法の 

理論と技術を学習し、医療チームの一員としての自覚を養う。 

教育内容 

予防医学と検査の関連、並びに疫学的分析法の理論と技術を学習する。 

実例を用い、各種環境要因と健康との関連を考察する。 

保健・医療・福祉の制度を理解する。 

教科書・教材 配布プリント 

評価法 
試験による評価 

80 点以上を優、70 点以上 80 点未満を良、60 点以上 70 点未満を可で表し、60 点未満は不可とする。 

 

授業内容 

回数 大項目 中・小項目 学習目標 

1 医学概論 公衆衛生の意義 予防の概念を理解し公衆衛生の意義を説明する。 

2 人口の統計と健康水準 人口静態・動態統計 
人口統計から我が国における公衆衛生の問題点を説明す

る。 

3 疫学 疫学の考え方 疫学の目的 EBM を説明する。 

4  疫学調査法 実例を用い疫学分析を説明する。 

5 環境と健康 地球・生活・生物環境 

各種環境による健康への影響を説明する。 6  物理環境 

7  化学環境 

8 健康の保持増進 栄養保健 食品衛生 食品による健康への影響を説明する。 

9  母子・学校・成人保健 

各種保健事業を説明する。 

10  老人・精神・産業保健 

11 衛生行政 医療制度 

我が国における医療制度と問題点を説明する。 

12  社会保健・福祉 

13 国際保健 国際機関 保健状況 国際機関と世界の保健状況について説明する。 

14 関係法規 
臨床検査技師等に 

関する法律 他 

臨床検査医技師の基盤となる法律及び 

関連法規を説明する。 
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科目名 医 用 工 学 特 論 担当者  実務経験のある教員科目 ○ 

履修時期 3 年後期 授業単位 1 単位 授業時間 25 時間 

教育目標 

検査に必要な検査機器に関する原理・構造を十分に理解し、検査結果の解析・評価の知識を習得する。

また、臨床検査に利用される機器を正しく安全に使用するための実践出来る能力を養い、医療機器への

対応に役立つ基礎知識を習得する。 

教育内容 ME 関連の国家試験問題を例に挙げ、ME 関連の知識を正しく理解する。 

教科書・教材 最新 臨床検査学講座 医用工学概論（医歯薬出版）、配布プリント 

評価法 
試験による評価 

80 点以上を優、70 点以上 80 点未満を良、60 点以上 70 点未満を可で表し、60 点未満は不可とする。 

 

授業内容 

回数 大項目 中・小項目 学習目標 

1 電磁気学の基礎 電気工学の基礎 
各種電気単位について再確認。各種法則について 

再確認する。 

2  直流回路 
直流回路の計算法（オームの法則、ブリッジ回路、電力）

について再確認する。 

3  交流回路 
交流回路の計算法（インピーダンスなど）について再確認

する。商用交流について再確認する。 

4 電子工学の基礎 フィルタ回路 
フィルタ回路解析。時定数と遮断周波数について再確認

と ME 機器への応用。 

5  回路素子 
ダイオードやトランジスタなどの回路素子について再確認

する。 

6  増幅器 
増幅器、差動増幅器回路の増幅度、弁別比の計算法。 

負帰還増幅器の増幅器の計算法。 

7  各種電子回路 発振回路、電源回路の仕組みと特徴を再確認する。 

8  デジタル回路 
論理回路、真理値表、パルス回路、AD 変換について 

再確認する。 

9 生体からの情報収集 トランスデューサ 
物理量の検出原理と医用機器への応用について再確認

する。 

10  生体信号の検出法 
医用機器における生体信号の検出の流れ（一次変換、二

次変換、三次変換）を再確認する。 

11 安全対策 電気安全対策 ME 機器の安全対策、病院設備の安全対策を理解する。 

12 医療情報システム 情報科学の基礎 情報量やコンピュータの仕組みについて再確認する。 

13  情報ネットワーク ネットワーク構成やセキュリティに関して再確認する。 

14  医療情報システム 
病院情報システム（検査情報システム・電子カルテなど）に

関して再確認する。 
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科目名 臨 床 検 査 医 学 総 論 担当者  実務経験のある教員科目 ○ 

履修時期 3 年前期 授業単位 2 単位 授業時間 50 時間 

教育目標 

疾患の成り立ちや病態を体系的に学ぶ。臨床検査は科学的根拠に基づいた医療（EBM：evidence based 

medicine）を実践するうえで不可欠な診療手段であることを認識し、検査と疾患との関連性を科学的に 

解析する方法を習得する。 

教育内容 
各種疾患の病態状況を統計的に学び、検査結果を正しく評価する能力を養うとともに、より高度な検査 

データの提供ができる能力を学ぶ。 

教科書・教材 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）／配布プリント 

評価法 

試験による評価（客観的臨床能力試験を含む） 

総評は定期試験６０％、客観的臨床能力試験を４０％として採点する。 

80 点以上を優、70 点以上 80 点未満を良、60 点以上 70 点未満を可で表し、60 点未満は不可とする。 

 

授業内容 

回数 大項目 中・小項目 学習目標 

1-2 総論 基準範囲とパニック値 基準値の設定とパニック値について理解する。 

3-4 生理機能検査 総論 各種生理機能検査を行う意義について理解する。 

5-6  心電図検査 基本操作を確認し、検査上の注意点を理解する。 

7-8  超音波検査 基本操作を確認し、検査上の注意点を理解する。 

9-10 肝・胆・膵疾患の検査 肝機能検査 酵素やビリルビンなど検査の意義について理解する。 

11-12 代謝・栄養異常の検査 糖代謝・脂質代謝 血糖や脂質など検査の意義について理解する。 

13-14 感染症の検査 微生物学的検査 感染症の成り立ちと検査の意義を理解する。 

15-16 血液・造血器疾患の検査 貧血・造血器疾患の検査 検査の意義と疾患との関連性を理解する。 

17-18 出血生素因検査 凝固検査 検査の意義と疾患との関連性を理解する。 

19-20 腎・尿路疾患の検査 尿検査 尿検査の意義と疾患との関連性を理解する。 

21-22 免疫系疾患の検査 

輸血検査 

検体の取扱いと基本操作を確認し、検査上の注意点を理

解する。 

23-24  検査の意義と疾患との関連性を理解する。 

25-26 病理学の検査 病理組織検査 病理組織標本の作製について理解する。 
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科目名 病 理 検 査 学 特 論 担当者 
 

 
実務経験のある教員科目 ○ 

履修時期 3 年後期 授業単位 1 単位 授業時間 25 時間 

教育目標 

人体の臓器・組織・細胞についての働きおよび形態的・組織学的特徴を学ぶ。また、疾患の成因及び 

疾患時の臓器・組織・細胞などの特徴を学び、その検査方法である病理組織検査・細胞診検査に 

ついての知識と技術を習得し、その結果についての評価･解析方法について習得する。 

教育内容 

人体の臓器・組織・細胞についての働きおよび形態的・組織学的特徴を学ぶ。 

疾患の成因及び疾患時の臓器・組織・細胞などの特徴を理解する。 

病理組織標本の作製法（パラフィン包埋材料、凍結の作製法）について演習問題を用い解説、講義する。

また各種染色についての写真の見方、性状と疾患の組織像について解説、演習問題を通して判定能力を 

習得する。 

教科書・教材 最新 臨床検査学講座 病理学／病理検査学（医歯薬出版）、配布プリント 

評価法 
試験による評価 

80 点以上を優、70 点以上 80 点未満を良、60 点以上 70 点未満を可で表し、60 点未満は不可とする。 

 

授業内容 

回数 大項目 中・小項目 学習目標 

1 病理学 循環障害 
虚血、充血、うっ血、出血、血栓、塞栓、浮腫、傍側<側副> 

循環、ショックを説明する。 

2  
組織細胞傷害と 

その修復機構 

変性、アポトーシス、ネクローシス、萎縮、肥大と過形成、 

化生、再生、創傷と治癒と肉芽組織を説明する。 

3  腫瘍・炎症 

腫瘍の定義、形態、分類、腫瘍の広がり方、発生原因と機序、 

炎症の定義、原因、形態的変化と経過、転記、炎症細胞、 

分類を説明する。 

4  物質代謝異常 

糖質代謝異常、脂質代謝異常、蛋白質・アミノ酸代謝異常、 

核酸・ヌクレオチド代謝異常、生体色素代謝異常、無機物 

代謝異常を説明する。 

5 病理組織細胞学 

病理組織標本作製法 
検体の種類、肉眼的組織観察法、切り出し、固定法、脱灰 

法、包埋法、薄切法、凍結切片標本作製法を説明する。 

6  
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7 病理組織細胞学 

病理組織染色法 

染色法概論、Hematoxylin-eosin 染色<H-E 染色>、膠原線維 

の染色法、弾性線維の染色法、細網線維の染色法、脂質の 

染色法、核酸の染色法、アミロイドの染色法、線維素の染色 

法、組織内無機物質の染色法、生体内色素の染色法、内分 

泌細胞の染色法、組織内病原体の染色法、神経組織の染色 

法、組織化学染色、顕微鏡の操作法を説明する。 

8  

9  

10  

11  電子顕微鏡標本作製法 
固定法、包埋法、超薄切切片作製法、染色法、観察法を説明 

する。 

12  
病理解剖<剖検> 

病理業務の管理 

病理解剖<剖検>の概要、介助、剖検室管理、検体の取扱い、 

試薬の管理、標本・報告書の保守管理を説明する。 

13 細胞診 

検体処理と染色法 
細胞診の各検体における処理方法と各種染色について 

それぞれの方法、染色目的、染色結果の解釈 を説明する。 

14  

15  
各臓器別の病変や 

細胞像 

婦人科、呼吸器、体腔液、泌尿器、甲状腺、リンパ節、乳腺等

の各種臓器に出現する正常細胞、炎症性病変、前癌病変、

悪性病変の細胞像について説明する。 
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科目名 血 液 検 査 学 特 論 担当者  実務経験のある教員科目  

履修時期 3 年後期 授業単位 1 単位 授業時間 25 時間 

教育目標 

血液の細胞成分である赤血球・白血球・血小板の役割、血液疾患と血球形態の関係を理解し、血球数の

増減や形態異常から診断に結びつける形態検査を習得する。さらに血小板・凝固・線溶からなる止血機構

および止血異常を理解し、止血凝固検査を習得する。 

教育内容 演習問題を用い血液学の基礎と血液検査と疾患との関連性を理解する。 

教科書・教材 最新 臨床検査学講座 血液検査学(医歯薬出版) 

評価法 
試験による評価 

80 点以上を優、70 点以上 80 点未満を良、60 点以上 70 点未満を可で表し、60 点未満は不可とする。 

 

授業内容 

回数 大項目 中・小項目 学習目標 

1-2 血液の基礎 
血液の成分・機能 

血球の産生と崩壊 

血液成分と血球の産生と崩壊を説明する。 

血球の特徴と機能を説明する。 

3-4 血球・形態検査 
血球数算定・ESR 

各種染色法と血球形態 
検査法の原理を説明する。 

5-6 赤血球系疾患の評価 貧血の分類と評価 血液疾患と検査の関連性を説明する。 

7-8 白血球系疾患の評価 白血球数・形態の異常 血液疾患と検査の関連性を説明する。 

9-10 造血器腫瘍系の評価 造血器腫瘍 血液疾患と検査の関連性を説明する。 

11-12 止血機構と検査 
血管・血小板の機能 

凝固・線溶の機序 
止血機構、検査法の原理を説明する。 

13-14 血栓止血検査の評価 血小板・凝固・線溶異常 血液疾患と検査の関連性を説明する。 
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科目名 分 析 検 査 学 担当者 

 

 

 

 

実務経験のある教員科目  

履修時期 3 年前期 授業単位 1 単位 授業時間 25 時間 

教育目標 生体試料に含まれる各種成分について、生物化学分析検査の理論と実際を習得する。 

教育内容 
分析化学，機器分析学，病態生化学などを基盤とした分析法を習得する。 

実際の生体成分の測定法と測定結果の解析と評価について説明する。 

教科書・教材 最新 臨床検査学講座 臨床化学検査学（医歯薬出版）、配布プリント 

評価法 
試験による評価 

80 点以上を優、70 点以上 80 点未満を良、60 点以上 70 点未満を可で表し、60 点未満は不可とする。 

 

授業内容 

回数 大項目 中・小項目 学習目標 

1 生物化学分析の基礎 単位 SI 単位、SI 接頭語を理解する。 

2  分析試薬 分析試薬の調整法を理解する。 

3 吸光光度計 波長と色の関係 光と色の関係について理解する。 

4  透過率と吸光度の関係 ランバートベールの法則とモル吸光係数について理解する。 

5  分光光度計の原理 分光光度計の構成と比色分析の原理を理解する。 

6 酵素的分析法 酵素の基礎 酵素と基質および酵素反応速度について理解する。 

7  酵素的測定法 初速度分析、終点分析について理解する。 

8   発色系 発色系の種類と問題点について理解する。 

9  酵素活性の測定 酵素活性の測定について理解する。 

10 クロマトグラフィ クロマトグラフィの原理 各種クロマトグラフィの原理と方法を理解する。 

11 マススペクトロメトリー 
臨床検査で用いられる 

クロマトグラフィ 

検査に用いられているクロマトグラフィ、ＧＣ／ＭＳの原理を理

解し、データの解析を行う。 
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12 RI 検査 
放射能・放射線の性質 

安全性と検査法 

放射能・放射線の性質、安全性および検査法について理解

する。 

13 
免疫学的反応を 

利用した分析法 
抗原と抗体の結合 

抗体を使って試料中の測定対象物をどのように検出していく

かを中心に説明する。その際に問題となるプロゾーン現象に

ついてもあわせて説明する。 

14  臨床検査への応用 

血中の微量物質や細胞表面の CD マーカーの検出といった

臨床検査へ応用されている免疫反応を利用した測定法につ

いて説明する。 

15 
蛍光・発光分析法 

電気泳動法 

蛍光・発光分析の原理 

電気泳動法の原理 

蛍光・発光分析の原理と実際について理解する。 

原理と影響因子を理解し、データの解析を行う。 

16 電気化学分析法 
選択電極、酵素電極 

ｐH メーター、血ガス 
各種電極を用いた分析の原理と実際を説明する。 
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科目名 精 度 管 理 学 担当者  実務経験のある教員科目 ○ 

履修時期 3 年前期 授業単位 1 単位 授業時間 25 時間 

教育目標 

精確で迅速な検査情報の提供を全うすることは臨床検査技師の責務である。そのためには精度管理をは

じめとする検査管理学的知識・実践力は欠かすことができない。また近年では医療法が改正され、臨床現

場における精度管理の重要性は更に高まっている。本講義では精度管理及び品質保証をはじめとする検

査管理学について学習し、臨床検査現場で必要となる総合的検査管理を実践できる知識と力を身に付け

ることを目標とする。 

教育内容 

実際に行われている精度管理法について演習を含めながら理解する。基本的内容は配布プリント、教科

書内容を網羅しつつ講義するが、現場の臨床検査レベルの内容も含める。講義中は聴くだけの受動的な

ものに留まらず、種々の管理法に関して作図するような演習を適宜含め、興味と理解を深める。国家試験

に出題されやすい、また臨床現場で扱われる内容を意識しつつ、試験に充分対応できるような知識を身に

付ける。適宜、計算を必要とするので計算機を持参することが望ましい。 

教科書・教材 最新 臨床検査学講座 検査総合管理学（医歯薬出版）、配布プリント 

評価法 
定期試験で評価する。 

80 点以上を優、70 点以上 80 点未満を良、60 点以上 70 点未満を可で表し、60 点未満は不可とする。 

 

授業内容 

回数 大項目 中・小項目 学習目標 

1 
はじめに 

検査管理の概要・概念 

検査管理の重要性 

臨床検査業務に必要な

管理 

臨床検査技師に 

求められること 

検査管理の概念・概要を理解し、現場の臨床検査技師に求

められることや精度管理の重要性について理解する。 

2 

精度管理用語と 

基本統計量 

内部精度管理法① 

基本統計量 

内部精度管理法 

ｘ-R 管理図 

精度管理に必要な基本統計量(精密度、正確度、平均値、分

散、標準偏差、変動係数)を理解する。また内部精度管理(x-R

管理図)法について演習を交えて習得する。 

3 内部精度管理法② 
その他の 

内部精度管理法 

管理試料を用いるマルチルール管理図法や累積和法等、ま

た管理試料を用いないナンバープラス法や正常者平均値法

等の各種内部精度管理法について習得する。 

4 
外部精度管理法 

標準化 

外部精度管理法 

標準化・調和化 

外部精度管理調査(コントロールサーベイ)や標準化・調和化

について実際の臨床現場での実用例を交えて理解する。 

5 基準範囲 
基準範囲の設定法 

分布型の検討 

パラメトリック・ノンパラメトリック法を用いた基準範囲の設定

法、基準範囲の有する統計学的特徴やその意味を習得す

る。また各検査項目の分布型について理解する。 

6 検定 

t 検定 

F 検定 

χ二乗検定 

統計学的に有意差を求める各種検定(t 検定、F 検定、χ二乗

検定)について、実際の使用法を交えて理解する。 
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7 誤差 

系統誤差 

偶然誤差 

許容誤差限界 

臨床検査で生じ得る誤差(系統誤差・偶然誤差)とその特徴に

ついて、また許容誤差限界について理解する。 

8 技術的評価法 
精密度 

正確度 

技術的評価法(再現性、及び相関係数、回帰分析や添加回

収試験等の正確さの評価法)について演習を交えて習得す

る。 

9 最小測定限界評価 

ブランク上限 

検出限界 

定量限界 

定量検査の信頼性に関する特性である最小測定限界評価に

ついて演習を交えて理解する。 

10 臨床的有用性の評価 

感度・特異度 

尤度比 

カットオフ値 

感度、特異度、尤度比、カットオフ値、ROC 曲線等の検査結

果を用いた臨床的有用性評価について理解する。 

11 検査部門の業務 

臨床検査技師の歴史と

変遷 

検査部門の種類 

ISO15189 

臨床検査技師のこれまでの変遷や検査室で実際に行われて

いる業務内容について、また臨床検査室に特化した国際規

格である ISO15189 について理解する。 

12 安全管理 

リスクマネジメント 

労働衛生管理 

感染物・危険物の 

安全管理 

安心・安全で質の高い医療を提供することは医療従事者の使

命である。医療現場で求められるリスクマネジメントやインシデ

ントレポート等の医療安全に関する知識及び労働衛生管理に

関する内容を確りと理解する。 

13 生涯教育 

臨床検査技師がとれる 

資格 

日本臨床衛生検査技師

会について 

国家資格の取得がゴールではなく、そこからが医療人としての

スタートである。卒後に取得可能な認定資格の紹介を含め、

生涯教育を通して専門性を高めていく必要性を理解する。 

14 演習問題 演習問題 

これまでの講義の内容を踏まえ、精度管理に用いられる方法

の実践問題や国家試験形式の演習問題を実施、解説し理解

を深める。 
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科目名 一 般 検 査 学 特 論 担当者 

 

 

 

実務経験のある教員科目 ○ 

履修時期 3 年後期 授業単位 1 単位 授業時間 25 時間 

教育目標 

生命現象の化学を物質代謝の面から理解する。各種生体試料に含まれる化学成分について、遺伝子 

解析等を含む生物化学的分析の理論と実際を習得し、結果の解析と評価について学習する。また、 

医学検査の意義を理解し、総合的精度管理法を習得する。 

教育内容 演習問題を用い検査管理の基礎、および一般・寄生虫検査と疾患との関連性を理解する。 

教科書・教材 
最新 臨床検査学講座 検査総合管理学（医歯薬出版） 

最新 臨床検査学講座 一般検査学(医歯薬出版) 

評価法 
試験による評価 

80 点以上を優、70 点以上 80 点未満を良、60 点以上 70 点未満を可で表し、60 点未満は不可とする。 

 

授業内容 

回数 大項目 中・小項目 学習目標 

1 
臨床検査の意義 

検査部門の管理と運営 

検査の種類 

検査部門の組織と業務 

医療安全と安全管理 

検査の役割と組織について説明する。 

医療事故・備品や物品管理について説明する。 

2 検体の取り扱いと保存 採血法と検体の取り扱い 検体の取扱い法について説明する。 

3 精度管理 各種精度管理法 精度管理法について説明する。 

4 検査情報 基準範囲と異常値 基準範囲の設定と異常値について説明する。 

5 尿検査 一般的性状 

各種検査と疾患との関連を説明する。 

6  尿蛋白と尿糖検査 

7  その他化学成分の検査 

8  尿沈渣検査 

9 脳脊髄・便検査 一般的性状と検査 

10 その他の一般的検査 精液・穿刺液等の検査 

11-12 一般検査総括  演習問題を用い習熟度を確認する。 

13-14 寄生虫検査 線虫類 

各種寄生虫の特徴と検査との関連を説明する。 

15-16  吸虫類 

17-18  条虫類 

19-20  原虫類 
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科目名 臨 床 化 学 特 論  担当者  実務経験のある教員科目  

履修時期 3 年後期 授業単位 1 単位 授業時間 25 時間 

教育目標 

生命現象の化学を物質代謝の面から理解する。各種生体試料に含まれる化学成分について、遺伝子 

解析等を含む生物化学的分析の理論と実際を習得し、結果の解析と評価について学習する。また、 

医学検査の意義を理解し、総合的精度管理法を習得する。 

教育内容 演習問題を用い生体試料に含まれる化学成分の検査法及び疾患との関連性を理解する。 

教科書・教材 最新 臨床検査学講座 臨床化学（医歯薬出版）、配布プリント 

評価法 
試験による評価 

80 点以上を優、70 点以上 80 点未満を良、60 点以上 70 点未満を可で表し、60 点未満は不可とする。 

 
授業内容 

回数 大項目 中・小項目 学習目標 

1 生命のメカニズム 
生体構成成分 

細胞の構造と働き 

生体元素、生体構成成分を説明する。 

細胞内小器官の機能を説明する。 

2 無機質 無機質の調節と検査 無機質の調節機構と各種検査法を説明する。 

3 糖質 糖質の代謝と検査 血糖および糖質関連物質の意義と検査法を説明する。 

4 脂質 脂質の代謝と機能 各種脂質成分の特徴と機能を説明する。 

5  脂質の測定 各種脂質成分の測定および脂質異常症を説明する。 

6 蛋白質 蛋白質の代謝と機能と測定 
各種蛋白質の特徴と機能を説明する。 

各種蛋白の測定および蛋白分画の測定を説明する。 

7 非蛋白性窒素 非蛋白性窒素の代謝と検査 各種非蛋白性窒素の意義と検査法を説明する。 

8 生体色素 代謝と生体色素の検査 生体色素の代謝と検査法について説明する。 

9 酵素 酵素の基礎と活性測定 酵素の種類と酵素活性測定法について説明する。 

10  各種酵素の検査 各種酵素の意義と検査法を説明する。 

11 ホルモン ホルモンの種類と役割 各種ホルモンの構造と機能を説明する。 

12  内分泌疾患 ホルモンと各種疾患との関連を説明する。 

13 ビタミン ビタミンの種類と欠乏症 各種ビタミンの構造と機能及び疾患との関連を説明する。 

14 
疾患マーカー 

その他の検査 

肺疾患，感染症，心疾患，腎

疾患等の疾患マーカー 

各種疾患マーカーの意義を説明する。 

各種機能検査を説明する。 
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科目名 微 生 物 検 査 学 特 論  担当者  実務経験のある教員科目  

履修時期 3 年後期 授業単位 1 単位 授業時間 25 時間 

教育目標 
微生物検査の基礎となる微生物について学び、感染症の成因を系統的に把握、理解する。 

感染症の診断、治療につなげる検査法を理解し実践出来る能力を養う。 

教育内容 演習問題を用い、微生物学の基礎を確認し、微生物検査と感染症の関係を理解する。 

教科書・教材 最新 臨床検査学講座 臨床微生物学（医歯薬出版）、配布プリント 

評価法 
試験による評価 

80 点以上を優、70 点以上 80 点未満を良、60 点以上 70 点未満を可で表し、60 点未満は不可とする。 

 

授業内容 

回数 大項目 中・小項目 学習目標 

1 分類・形態・構造・性状 微生物の構造と性状 
真核微生物と原核微生物を分類する。 

微生物の構造と性状について説明する。染色法を列挙する。 

2 発育と培養 微生物の発育 
微生物の発育と培養法について説明する。 

微生物の同定検査について説明する。 

3 滅菌と消毒 滅菌法・消毒法 微生物の滅菌法、消毒法について説明する。 

4 化学療法 抗菌薬の基本・薬剤耐性 
抗菌薬の作用機序や抗菌スペクトルについて説明する。 

各種薬剤耐性について列挙する。 

5 感染と発症 
感染経路・現代の感染症

の特徴 

微生物の感染経路について列挙する。 

現代の感染症の特徴について説明する。 

6 感染と発症 感染の予防と対策 
感染症法について述べる。 

感染予防策としてワクチンについて説明する。 

7 細菌 グラム陽性・陰性球菌 

各種菌の性状と検査法を説明する。 

8  
通性嫌気性 

グラム陰性桿菌 

9  好気性グラム陰性桿菌 

10  
らせん・有芽胞・ 

抗酸性菌 

11  嫌気性・非定型細菌 

12 真菌 各種真菌 各種真菌の特徴を説明する。 

13 ウイルス・プリオン DNA・RNA ウイルス 各ウイルスと疾患との関連性を説明する。 

14 検査法 検体材料別検査法 検体別検査法を説明する。 
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科目名 免 疫 検 査 学 特 論 担当者  実務経験のある教員科目  

履修時期 3 年後期 授業単位 1 単位 授業時間 25 時間 

教育目標 
病因・生体防御の仕組みを理解し、感染･免疫・遺伝子･輸血・移植に関する検査の理論と実際を習得し、

結果の意義及び評価について学習する。 

教育内容 
医療に携わる臨床検査技師として必要な免疫学の知識と関連する検査の重要なポイントに特化し、 

国家試験合格にむけた実力を養う。 

教科書・教材 新版 臨床免疫学 第３版（講談社サイエンティフィク）、配布プリント 

評価法 
試験による評価 

80 点以上を優、70 点以上 80 点未満を良、60 点以上 70 点未満を可で表し、60 点未満は不可とする。 

 

授業内容 

回数 大項目 中・小項目 学習目標 

1 免疫のしくみ 

免疫の成立と調節 

自然免疫、獲得免疫にかかわる因子（細胞等）を整理する。 

2  HLA について構造、機能を説明する。 

3  補体 
補体の持つ生体内での役割を確認し、補体検査の意義を 

説明する。 

4  免疫グロブリン 
免疫グロブリン各クラスの特徴を確認し、様々な検査項目で 

なぜそのクラスが測定されるのか説明する。 

5 
感染症の免疫学的 

検査 
検査原理 

様々な検査に利用される測定法の原理と応用について 

説明する。 

6  肝炎・HIV 感染・梅毒 
検査原理に基づく検査方法の違いを確認し、結果解釈を 

説明する。 

7 
自己免疫疾患の 

免疫学的検査 
自己抗体 

国家試験頻出の FANA パターンおよび疾患標識抗体に 

ついて説明する。 

8  代表的疾患 国家試験頻出の代表的疾患について特徴を説明する。 

9 アレルギー反応 アレルギー分類 
アレルギー分類の機序の違いを説明し、それぞれに分類 

される疾患の機序を確認する。 

10 免疫機能検査 
免疫電気泳動法 

フローサイトメトリー 

代表的疾患での泳動像を説明する。また細胞分類に必須の

フローサイトメトリーについても合わせて説明する。 

11 輸血前検査 血液型検査 ABO, Rh の抗原構造、遺伝、検査方法を説明する。 

12  適合血の選択 副作用の原因となる不規則抗体の検出方法を説明する。 

13 輸血の安全管理 異常反応の考え方 
輸血検査時に起こりうる異常反応について、原因と対応方法

について説明する。 

14 移植の免疫学的検査 造血幹細胞移植 造血幹細胞移植の目的、種類、拒絶などについて説明する。 
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科目名 画 像 解 剖 学  担当者 
 

 
実務経験のある教員科目 ○ 

履修時期 3 年前期 授業単位 1 単位 授業時間 25 時間 

教育目標 

多様な医療画像から得られる情報について、その違いと利点を理解し、生体から得られる生理機能情報が

どのように診断、治療につながるかを理解する。生体情報収集法の理論と実際について学び、検査結果の

評価法を習得する。さらに、検査の際に不可欠なコミュニケーション能力を養う。 

教育内容 

医療画像情報を構成する単純 X 線、CT、MRI、RI の画像構成原理の基本を学習する。 

RI については基本的な原理と生体反応を学習する。近年では画像診断機器の多様化が進んでいるが、 

特に MRI についてその理論と断層画像の解剖学的意味を学習する。 

教科書・教材 

臨床検査学講座 生理機能検査学（医歯薬出版）、からだの構造と機能（西村書店）、 

臨床検査学講座 生理学（医歯薬出版）、臨床検査学講座 解剖学（医歯薬出版） 

１年 生理解剖学で使用したプリント 

評価法 
試験による評価 

80 点以上を優、70 点以上 80 点未満を良、60 点以上 70 点未満を可で表し、60 点未満は不可とする。 

 

授業内容 

回数 大項目 中・小項目 学習目標 

1 X 線画像検査 単純 X 線検査 X 線画像の基本と特性を説明する。 

2 断層画像検査 CT 画像検査 CT 画像の画像構成原理を説明する。 

3  MRI 画像検査 
核磁気共鳴の原理と MRI の画像構成原理を 

説明する。 

4  MRI 画像検査 

T１ 強調画像、T２強調画像における正常画像及び病的 

画像を説明する。 

MRI の禁忌事項について説明する。 

5 RI 検査 放射性同位元素 RI 検査の原理と核種について説明する。 

6  RI 画像検査 シンチグラフィと SPECT について説明する。 

7 画像解剖学 断層解剖・胸部 
胸部（心、血管、肺、縦隔）の断層解剖を 

説明する。 

8  断層解剖・腹部 腹部の断層解剖を説明する。 

9  断層解剖・骨盤部 骨盤部の断層解剖を説明する。 

10  断層解剖・頭頚部 頭頚部の断層解剖を説明する。 
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11 画像解剖学 画像解剖学まとめ１ 画像解剖学に必要な構造を説明する。 

12  画像解剖学まとめ２ CT や MRI 画像の解析方法を説明する。 

13  画像解剖学まとめ３  

14  画像解剖学まとめ４  
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科目名 臨 床 生 理 学 特 論 担当者 

 

 

 

実務経験のある教員科目 ○ 

履修時期 3 年後期 授業単位 1 単位 授業時間 25 時間 

教育目標 
臨床生理学は項目が多く、検査法も多種多彩である。本講義では項目を絞り、国家試験に頻出の循環器

検査等、心電図・心エコー・脳神経・筋神経を中心に波形や結果を判読できるまで学習する。 

教育内容 

生理学の基礎から整理し病態から疾患を理解できるように統合的にアプローチし実力を養う。結果の意義

や評価を読み解く学習は、国家試験合格に向けてのみならず、医療人として実践力をも身につける方法で

ある。 

教科書・教材 最新 臨床検査学講座 生理機能検査学（医歯薬出版） 

評価法 
定期試験、および学習態度や出席率も考慮する。 

80 点以上を優、70 点以上 80 点未満を良、60 点以上 70 点未満を可で表し、60 点未満は不可とする。 

 
授業内容 

回数 大項目 中・小項目 学習目標 

1 循環器機能検査 

心臓の構造・生理学 

心臓の内部構造 

心電計の構造 

心音・脈波 

国家試験頻出の心臓解剖学と生理学的知識をまとめ確認し

説明する。 

心電計（時定数・ウイルソン結合電極は不関電極 ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ

方式） 

心音の理解、雑音等は心エコーと一体的に理解する。 

2  心電図検査 

心泊数の計算と心拍出量・心周期（心音、収縮期・拡張期の

判別）・電気軸（6 軸法の理解・右軸変位 左軸偏位）        

心内圧・心臓に出入りする脈管（体循環・肺循環）と問題解説 

刺激伝導系の理解（自動能）・心臓の神経支配（交感神経と

副交感神経のバランス）・心電図波形（各部の名称や正常値） 

3  心電図検査 

興奮電動障害・心室内電動障害・早期興奮症候群・心肥大 

心臓の栄養血管（冠動脈の支配領域）・心筋梗塞の部位診断 

不整脈の理解（代表的な波形）、国家試験演習を行う。 

4  

運動負荷心電図 

その他の心電図 

  ／ホルター心電図 

  ／ヒス束・加算他 

アーチファクト/ＡＢＩ 

① 負荷心電図の目的や意義、方法と結果の評価について 

② ホルター心電図の目的や意義、方法を学習し説明する。 

③ ヒス束・加算心電図について要点をまとめ説明する。 

④ 心電図に混入するアーチファクトとその対策を説明する。 

⑤ ＡＢＩ検査を理解する。 

5  
医用超音波の基礎知識 

 ／超音波診断装置 

① 医用超音波の特徴と、音波の性質について説明する。 

② 超音波探触子の特性、形状について説明する。 

③ 音速・固有インピーダンス・超音波の伝犯速度等の理解 

③ 距離分解能・方位分解能・指向性・超音波の減衰 

④ ドプラ法について説明する 
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6 循環器機能検査 心エコー検査 

① 心臓超音波検査の基本断面について説明する。 

② 基本断面における M モード波形の所見等を説明する。 

③ B モードにおける特徴的所見について説明する。 

④ 心疾患におけるカラードプラー、パルスドプラーを用いた 

評価法について説明する。 

7  

 

① 弁膜症（狭窄・閉鎖不全）、心音と交えて理解する 

② 虚血性心疾患・心内血栓を説明する 

③ 心筋・心膜疾患（肥大型心筋症と高血圧心との鑑別） 

④ 拡張型心筋症について説明する 

⑤ 右心負荷所見の評価方法（肺高血圧症等） 

国家試験問題解説 

8  

① 心臓腫瘍 

② シャント疾患、先天性心疾患についての理解 

③ 循環器の構造等を動画視聴し理解を深める。 

9 神経・筋機能検査 
脳波の基礎 

正常脳波 

脳の構造と機能を理解し、電極配置と誘導法を習得する。 

また正常脳波を理解しその波形を判読できるようにする。 

10  
年齢による脳波の変化 

睡眠脳波 

各年齢層の正常脳波を知る。 

睡眠の深さによって変わる脳波を習得する。 

11  異常脳波判読 
国家試験において出題の多い代表的な疾患について理解

し、その波形を判読する。 

12  
波形判読 

誘発脳電位 

正常波形、睡眠脳波、異常脳波、賦活、アーチファクトなどの

波形を判読できるようにする。 

誘発脳電位の臨床的意義を理解し、説明する。 

13  
筋電図の基礎 

普通針筋電図検査 

筋電図検査を理解するための生理学的基礎事項を 

習得する。 

普通針筋電図検査の正常所見、異常所見及びその解釈につ

いて理解し、説明する。 

14  末梢神経伝導検査 
電気刺激により誘発される活動電位の発生機序や伝達の仕

組みを理解する。 

15-16 呼吸機能検査 
換気機能検査 

肺胞機能検査 

各種検査の結果の解釈、臨床的意義が説明できる。 

17-18  
動脈血ガス分析 

呼吸機能検査異常 

19-20 総括  演習問題を用い習熟度を確認する。 
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科目名 臨床検査総合演習  担当者  実務経験のある教員科目 ○ 

履修時期 3 年後期 授業単位 6 単位 授業時間 150 時間 

一般目標 

疾患の成り立ちや病態を体系的に学ぶ。臨床検査は科学的根拠に基づいた医療（EBM：evidence based 

medicine）を実践するうえで不可欠な診療手段であることを認識し、検査と疾患との関連性を科学的に解析

する方法を習得する。 

教育内容 演習問題を用い検査と疾患との関連性を多角的に解析し理解する。 

教科書・教材 配布プリント 

評価法 
試験および出席による評価 

80 点以上を優、70 点以上 80 点未満を良、60 点以上 70 点未満を可で表し、60 点未満は不可とする。 

 

授業内容 

回数 大項目 中・小項目 学習目標 

1 臨床検査総論 検査総合管理学 検査管理について説明する。 

2  一般検査学 検査と疾患の関連性を説明する。 

3  寄生虫検査学 検査と疾患の関連性を説明する。 

4 臨床検査医学総論 臨床病態学 検査と疾患の関連性を説明する。 

5 臨床生理学 生理学 人体能構造と機能を説明する。 

6  生理機能検査学 検査と疾患の関連性を説明する。 

7 臨床化学 生化学 人体能構造と機能を説明する。 

8  臨床化学 検査と疾患の関連性を説明する。 

9 病理組織細胞学 解剖学・病理学 
人体能構造と機能および疾患の成因を 

説明する。 

10  病理組織細胞学 検査と疾患の関連性を説明する。 

11 臨床血液学 血液検査学 検査と疾患の関連性を説明する。 

12 臨床微生物学 微生物学 疾患の成因を説明する。 

13  微生物検査学 検査と疾患の関連性を説明する。 

14 臨床免疫学 免疫検査学 検査と疾患の関連性を説明する。 

15  輸血検査学 検査と疾患の関連性を説明する。 

16 公衆衛生学 保健医療福祉 予防医学と検査の関連性を説明する。 

17 医用工学概論 医療工学と情報科学 医療工学の基礎と情報科学の理論を説明する。 

18  検査機器学 検査機器について説明する。 
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科目名 医 療 安 全 管 理 学 担当者  実務経験のある教員科目 ○ 

履修時期 3 年前期 授業単位 1 単位 授業時間 25 時間 

教育目標 

臨床検査技師の責任及び業務の範囲を理解し、感染管理及び医療安全に考慮して、適切に検体採取

ができる能力を身につける。 

検体採取に伴う危険因子を認識し、合併症の発生時に適切に対処できる能力を身につける。 

教育内容 

チーム医療を担う一員として臨床検査技師に求められる業務を理解する。 

ヒューマンエラーや医療事故防止の具体的なリスクマネージメントを学ぶ。 

標準予防策を身につけ、適切な検体採取法を理解する。 

教科書・教材 最新 臨床検査学講座 医療安全管理学（医歯薬出版）／配布プリント 

評価法 
試験による評価 

80 点以上を優、70 点以上 80 点未満を良、60 点以上 70 点未満を可で表し、60 点未満は不可とする。 

 

授業内容 

回数 大項目 中・小項目 学習目標 

1-2 リスクマネージメント 

臨床検査と医療事故 

インシデントとアクシデントについて理解する。 

組織的な医療事故防止対策について理解する。  

3-4  
医療事故の事例から臨床検査技師に求められるリスクマ

ネージメントを理解する。 

5-6 感染対策 標準予防策 
標準予防策を理解し、実践法を説明する。 

感染経路予防策、ワクチン等による予防法を説明する。 

7-8 検体採取 採血 採血法と採血時の安全管理について説明する。 

9-10  

各部位からの検体採取 

鼻腔からの検体採取および検査について説明する。 

11-12  
皮膚・口腔・肛門等からの検体採取および検査について

説明する。 

13-14 患者と技師とのかかわり 技師による検査説明 
技師による検査説明を実践し、チーム医療への技師のか

かわりを説明する。 

15-16  患者接遇 接遇とコミュニケーションスキルについて説明する。 
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科目名 臨 地 実 習 担当者 
 

 
実務経験のある教員科目 ○ 

履修時期 3 年前期 授業単位 10 単位 授業時間 450 時間 

一般目標 

臨床検査技師として必要な基本的かつ実践的知識および技術を習得する。 

病院における検査部門の運営法や患者さんへの対応法を学ぶ。 

医療チームの一員としての自覚を促し責任感を養う。 

教育内容 
学内で習得した知識や技術が、実際の臨床の場において、どのような形で実践されているかを学ぶなか

で、医療人としての心構え、医療サービスの精神を養う。 

教科書・教材 臨床検査臨地実習マニュアル 第３版（医歯薬出版） 

評価法 
ノート、試験、出席状況、平常点により評価する。 

80 点以上を優、70 点以上 80 点未満を良、60 点以上 70 点未満を可で表し、60 点未満は不可とする。 

 

授業内容（シラバス） 

回数 大項目 中・小項目 学習目標 

1 臨地実習 生理機能検査 
生理機能検査を理解し、その補助的な操作ができる。 

患者さんへの基本的な対応ができる。 

2  一般検査 実際の一般検査項目を実践する。 

3  生化学（臨床化学）検査 
生化学検査の実情を学び、検体の取扱い等の基礎的操作が

できる。 

4  血液検査 血液検査の基本的操作ができる。 

5  病理検査 病理検査の基礎技術を実践する。 

6  細菌（微生物）検査 細菌検査の基本操作が正確に行える。 

7  血清（免疫・輸血）検査 血清の取扱いについて基本的な操作ができる。 
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