
令和４（２０２２）年度　実務経験のある教員による授業科目一覧

食物栄養学科（栄養士養成課程）

授業科目名 ﾅﾝﾊﾞﾘﾝｸﾞ 単位数 授業担当者 実務経験の内容

日本語表現 114 2単位 廣川　加代子 小学校教諭

心理学 102 2単位 小笠原　忍 公認心理師

法学（日本国憲法） 104 2単位 河合　敏嗣 弁護士

スポーツ実技 115 1単位 藤田　倫子 中学校高等学校保健体育教諭

スポーツ科学 116 1単位 藤田　倫子 中学校高等学校保健体育教諭

ビジネスマナー 112 1単位 井﨑　美鶴子 企業採用・教育担当、秘書実務経験

キャリアデザイン 113 1単位 井﨑　美鶴子 企業採用・教育担当、秘書実務経験

公衆衛生学 301 2単位 山内　貴史 労働者健康安全機構研究員

体の構造・機能学 201 2単位 豊島　裕子 医師

体の構造・機能学実習 202 1単位 豊島　裕子 医師

運動生理学          304 1単位 豊島　裕子 医師

健康管理概論       305 1単位 豊島　裕子 医師

食品学     204 2単位 荒木　葉子 日本食品分析センター勤務第５訂食品成分表データ作成

食品学実験          205 1単位 荒木　葉子 日本食品分析センター勤務第６訂食品成分表データ作成

食品加工・鑑別論      208 1単位 荒木　葉子 日本食品分析センター勤務第７訂食品成分表データ作成

食品化学実験 306 1単位 荒木　葉子 日本食品分析センター勤務第８訂食品成分表データ作成

食品衛生学        207 2単位 伊藤　僚子 保健所（インドネシア）、大学病院管理栄養士

臨床栄養学 213 2単位 三好由美　木口圭子 病院管理栄養士

臨床栄養学実習 308 1単位 三好由美　木口圭子 病院管理栄養士

栄養教育論Ⅰ        214 2単位 中島　美雪 受託会社 管理栄養士

栄養教育論Ⅱ        215 2単位 三好　由美 病院管理栄養士

栄養教育実習Ⅰ 216 1単位 中島　美雪 受託会社 管理栄養士

栄養教育実習Ⅱ 309 1単位 中島　美雪 受託会社 管理栄養士

公衆栄養学概論                    310 2単位 和田　アツ子 公衆栄養活動、行政栄養士業務

調理学実習Ⅰ            218 1単位
堀　知佐子
堀　理佐

料亭、レストラン（経営）
健診センター、民間企業保健指導、栄養・調理アドバイ
ザー

調理学実習Ⅱ            219 1単位 石井　麻美 高齢者福祉施設　栄養士

調理学実習Ⅲ            311 1単位 石井麻美 高齢者福祉施設　栄養士

食事計画論 220 1単位 山内　好江 学校給食 管理栄養士、栄養教諭

給食計画・実務論 221 1単位 山内　好江 学校給食 管理栄養士、栄養教諭

給食管理実習Ⅰ(通年）      312 2単位 山内　好江 児童福祉施設、高齢者施設、病院給食　管理栄養士

給食管理実習Ⅱ(通年）      313 2単位 中島　美雪 受託会社 管理栄養士

製菓・製パン実習 224 1単位
石井　麻美
外部講師（オムニバス）

パティシエ、パン職人、和菓子職人

ﾌﾟﾛに学ぶ専門料理実習 315 1単位
堀　理佐
外部講師（オムニバス）

調理業務従事（料理長、レストランシェフ等）

栄養士フィールドトレーニング 314 1単位 中島美雪、堀理佐、石井麻美 受託会社 管理栄養士他

調理学実習Ⅳ 321 1単位
堀　知佐子
堀　理佐

料亭、レストラン（経営）
健診センター、民間企業保健指導、栄養・調理アドバイザー

フルーツカッティング演習 319 1単位 平野泰三・平野明日香 フルーツパーラー（経営）

エシカルフード概論 222 2単位 山本　謙治 倫理的商品の商品開発・販売コンサルティング

保育概論 223 2単位 小山　玲子 公立保育園園長、保育環境アドバイザー

フードプロデュース実習 317 1単位 冨澤　剛 農業、加工品生産販売

食育演習 316 1単位 中島美雪、石井麻美 受託会社 栄養士・管理栄養士

合計 55単位



臨床検査学科（臨床検査技師養成課程）

授業科目名 ﾅﾝﾊﾞﾘﾝｸﾞ 単位数 授業担当者 実務経験の内容

心理学 1010 2単位 高橋　耕一 病院臨床心理士

日本語 1040 1単位 廣川　加代子 小学校教諭

法学 1050 1単位 小林　健一 弁護士

社会福祉論 1060 1単位 岩崎　雅美 社会福祉士、介護支援専門員

体育 1100 1単位 藤田　倫子 中学校高等学校保健体育教諭

統計学 1110 2単位 三好　善彦 ＩＴ企業情報処理部門勤務

基礎化学 1120 2単位 川上　保子 大学病院臨床検査技師

化学 1130 1単位 小林　隆志 臨床検査技師

生物学 1140 2単位 蜂谷  敦子 病院臨床検査技師

生理学Ⅰ 2030 1単位 廣多　康光 病院臨床検査技師

生理学Ⅱ 2040 1単位 鈴木　恒夫 病院臨床検査技師

薬理学 2060 1単位 木村直史、大沢幸嗣 医師、病院薬剤師

生化学実習 2070 1単位 髙濱　眞紀子他 病院臨床検査技師

病理学 2080 1単位 古谷津　純一 病院臨床検査技師

微生物学 2090 1単位 蜂谷　敦子 病院臨床検査技師

医学概論 2110 1単位 鈴木　英明 医師

血液学 2130 1単位 東　克巳 大学病院臨床検査技師

医用工学実習 2130 1単位 中野　哲他 病院臨床検査技師

検査機器学演習 2140 1単位 髙濱　眞紀子他 大学病院臨床検査技師

病態学Ⅰ 3010 2単位 党　　雅子 病院内科医、臨床検査部医師

血液検査学Ⅰ 3020 1単位 東　克巳 大学病院血液検査実務

血液検査学Ⅱ 3030 1単位 髙嶋　眞理 大学病院臨床検査技師

一般検査学 3040 1単位 田中　雅美 臨床検査技師

一般検査学実習 3050 1単位 髙嶋　眞理他 臨床検査技師

医動物学 3060 1単位 平井　徳幸 病院臨床検査技師

感染予防学 3070 1単位 大楠　清文 病院臨床検査技師

生理機能検査学実習Ⅰ 3080 1単位 廣多康光他 病院臨床検査技師

臨床検査専門演習Ⅰ 3100 2単位 古谷津　純一他 病院臨床検査技師

2022年度入学生



授業科目名 ﾅﾝﾊﾞﾘﾝｸﾞ 単位数 授業担当者 実務経験の内容

病理学Ⅱ 2110 1単位 廣井　禎之 医科大病院 臨床検査技師

免疫学 2140 1単位 平井　徳幸 病院臨床検査技師

公衆衛生学実習 2180 1単位 髙嶋眞理 病院臨床検査技師

保健医療福祉総論 2190 1単位 西澤　美穂子 大学病院看護部看護師、臨床検査技師（教務）

病態解析演習 3040 2単位 古谷津　純一他 医科大学付属病院、検査部 技師長

病態解析演習(心電図) 3040 2単位 河合　利子 病院臨床検査技師

病理検査学Ⅰ 3050 1単位 古谷津　純一 病院臨床検査技師

病理検査学Ⅱ 3060 1単位 廣井禎之、藤山淳三 医科大病院 臨床検査技師

病理検査学実習 3080 2単位 廣井　禎之 他 医科大病院 臨床検査技師

血液検査学実習 3110 2単位 髙嶋　眞理 他 大学病院臨床検査技師

臨床化学Ⅰ 3130 1単位 松下　誠 病院臨床検査技師

臨床化学Ⅱ 3140 小林照明、遠藤繁之 病院臨床検査技師

臨床化学Ⅱ(続：RI学） 3140 川野　克己 検査センターＲＩ検査

臨床化学実習 3160 2単位 髙濱　眞紀子他 病院臨床検査技師

遺伝子関連検査学実習 3210 1単位 髙嶋　眞理 他 大学病院臨床検査技師

微生物検査学Ⅰ 3220 1単位 大楠　清文 衛生研究所・保健所 公衆衛生検査、病院臨床検査技師

微生物検査学実習 3240 3単位 蜂谷敦子他 病院臨床検査技師

免疫検査学実習 3270 1単位 木村美智代 他 病院臨床検査技師

輸血・移植検査学 3280 1単位 府川　正儀 病院臨床検査技師

輸血・移植検査学実習 3290 1単位 木村美智代 他 病院臨床検査技師

生理機能検査学Ⅰ 3300 2単位 河合　利子 病院臨床検査技師

生理機能検査学Ⅱ 3310 2単位 鈴木　恒夫 病院臨床検査技師

生理機能検査学実習Ⅱ 3340 1単位 廣多康光 他 病院臨床検査技師

画像検査学Ⅰ 3350 1単位 河合　利子 病院臨床検査技師

画像検査学実習 3370 1単位 廣多康光 他 病院臨床検査技師

検査情報処理科学 3380 1単位 金村　茂 衛生検査所臨床検査技師 精度管理業務

臨床検査専門演習Ⅱ 3430 2単位 蜂谷　敦子他 大学病院臨床検査技師

医療安全管理学 3450 1単位 廣井　禎之 医科大・病院 臨床検査技師、病理解剖、部検、検査室管理

生化学Ⅲ 2070 1単位 久保野　勝男他 衛生検査所臨床検査業務

臨床検査医学総論Ⅱ 3030 1単位 宮地　勇人 病院臨床検査専門医、病院臨床検査部マネジメント

血液検査学Ⅱ 3120 1単位 東　克巳 病院臨床検査技師

臨床化学Ⅲ 3150 1単位 川上　保子 大学病院臨床検査技師

臨床検査総論 3040 2単位 小林　隆志 病院臨床検査技師

微生物検査学Ⅱ 3230 1単位 大楠　清文 衛生研究所・保健所 公衆衛生検査、病院臨床検査技師

免疫検査学Ⅱ 3260 1単位 和合　治久他 臨床検査現場におけるウイルス血清検査指導

生理機能検査学Ⅲ 3320 1単位 鈴木　恒夫 病院臨床検査技師

画像検査学Ⅱ 3360 1単位 河合　利子 病院臨床検査技師

検査管理運営総論 3360 1単位 宮地　勇人 病院臨床検査専門医、病院臨床検査部マネジメント

総合医療特論 3370 1単位 蜂谷　敦子 他 病院臨床検査技師

臨地実習 4010 7単位 実習先臨床検査技師 臨地実習研修先病院臨床検査技師

合計 91単位

2021年度入学生

2単位

2020年度入学生


