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○基礎科目

区分 授業科目の名称 担当教員

健康科学特論 野村　隆英 ････････････････････ 1

心理行動科学特論 安田　道子 ････････････････････ 2

○専門科目

区分 授業科目の名称 担当教員

健康管理学特論Ⅱ（疫学） 藤原　奈佳子 ････････････････････ 3

公衆衛生学特論 藤原　奈佳子 ････････････････････ 4

運動生理学特論 山根　基 ････････････････････ 5

臨床薬理学 野村　隆英 ････････････････････ 6

臨床生化学 稲垣　健治 ････････････････････ 7

健康栄養学特論 土田　満 ････････････････････ 8

生活習慣病論特論 佐藤　祐造 ････････････････････ 9

健康スポーツ医学特論 佐藤　祐造 ････････････････････ 10

養護実践学演習 後藤　多知子 ････････････････････ 11

臨床心理学特論 川上　範夫 ････････････････････ 12

臨床心理査定演習 川上　範夫 ････････････････････ 13

臨床心理学事例演習 廣井　いづみ ････････････････････ 14

カウンセリング演習 肥田　幸子 ････････････････････ 15

発達心理学特論 安田　道子 ････････････････････ 16

発達臨床心理学特論 中林　恭子 ････････････････････ 17

認知心理学特論 安念　保昌 ････････････････････ 18

比較心理学特論 安念　保昌 ････････････････････ 19

精神保健特論 外ノ池　隆史 ････････････････････ 20

学校臨床心理学 安田　道子 ････････････････････ 21

研究指導

佐藤　祐造
土田　満
安念　保昌
野村　隆英

････････････････････ 22

健康管理学特論Ⅰ（病理・病態学） 瀬木　和子 （今年度開講せず）･････ 23

健康管理学特論Ⅲ（自己管理・統制論） 佐藤　祐造 （今年度開講せず）･････ 24

心理行動研究法特論 高濱　祥子 （今年度開講せず）･････ 25



形 態 学 期 必修／選択必修等 担当教員名

講義 前期 必修 野村　隆英

内容

方法

評価方法 割合（％）

自主学習力/授業態度/
口頭発表/レポート

３５/２５/２５/１５

テキスト

参考文献

第１回

第２回

第３回

第４回

第５回

第６回

第７回

第８回

第９回

第１０回

第１１回

第１２回

第１３回

第１４回

第１５回

到達目標

第３回授業内容について考察し、問題点をウエブや参考書などで調査する。
疑問点やその他意見を第４回の授業で発表する。

第４回授業内容について考察し、問題点をウエブや参考書などで調査する。
疑問点やその他意見を第５回の授業で発表する。
  

第４回授業の担当学生がstoryの訳と内容を発表する。発表された内容
について受講者は意見交換を行う。併せて、疑問点や課題についての
検討も行う。

学修内容

講師から、授業の進行方法についてオリエンテーションを行う。受講生
は、話し合いによって、"Great Discoveries in Medicine"で取りあげられ
ている70の発見のstories（Discovering the body; 10 stories, 
Understanding health & disease; 11 stories, Battling the scourges 3 
stories, Medical triumphs; 8 storiesなどを含む)の中から、自分が担当
するstoryと、そのstoryの内容についての発表予定日を決める。各回の
授業では１名の院生が発表し、１回の授業で１つのstoryについて学ん
で行く予定である。

健康とは、健康の定義、研究活動における倫理と不正防止
「健康」についての定義、健康の指標、統計からみた健康等について、
種々の観点から解説する。さらに、研究活動の不正防止について講義
をし、研究者としてのあり方を述べる。なお、受講大学院生の自己紹介
も行う。

第３回授業の担当学生がstoryの訳と内容を発表する。発表された内容
について受講者は意見交換を行う。併せて、疑問点や課題についての
検討も行う。

履修条件等

授業の概要

単位
（授業時間+自習時間）

科目名

健康科学特論 2（30+60）

なし

健康科学・医学・医療の著しい発展と食・住環境、労働環境など生活環境の改善は、平均余命の著しい伸長をもたらし、女性の社会進出・
参画の拡大と相俟って、少子・超高齢社会の急激な進展を招いた。この間、急性・慢性感染症は激減し、生活習慣の偏りによる健康障害
が急増し疾病構造は著しく 変容した。その結果、健康は疾病の対極として捉えるのでなく、健康と疾病は連続したものであり、生活の質
(QOL)を左右する基盤・条件であると考えられるようになった。本科目は、健康長寿社会を担う研究者、専門家、職業人の育成を目指す。

第1回授業では本講義のオリエンテーションを行う。15回の全授業の進行には院生の相互交流を求めるので、自由闊達な授業内容にして
いただきたい。第２回授業では、健康についての定義、健康の指標および研究活動における倫理と不正防止について講義を行い、研究
者としてのあり方をともに考える。第3回目以降からは"Great Discoveries in Medicine"に収載される、健康科学・医学の歴史上重要な７０
の発見についての英文を読む。健康科学・医学に関する発見のストーリーを理解し、発見の重要性やその後の進歩、そして今後の発展、
あるいは問題点を討論していく。討論の進行は学生にゆだねるので、楽しい有意義な時間にしてもらいたい。 
  

1

健康科学の進展について関連事項をウエブで検索し、情報を交換し、理解を深める力が身につく。また、健
康科学について関心を高め、意見交換ができるようになる。修士論文の英文アブストラクトを書ける能力が身
につく。

第６回授業内容について考察し、問題点をウエブや参考書などで調査する。
疑問点やその他意見を第７回の授業で発表する。 
  

第７回授業内容について考察し、問題点をウエブや参考書などで調査する。
疑問点やその他意見を第８回の授業で発表する。

第５回授業の担当学生がstoryの訳と内容を発表する。発表された内容
について受講者は意見交換を行う。併せて、疑問点や課題についての
検討も行う。

第６回授業の担当学生がstoryの訳と内容を発表する。発表された内容
について受講者は意見交換を行う。併せて、疑問点や課題についての
検討も行う。

第７回授業の担当学生がstoryの訳と内容を発表する。発表された内容
について受講者は意見交換を行う。併せて、疑問点や課題についての
検討も行う。

教科書はありません。Great Discoveries in Medicine, by William Bynum, Helen Bynum, Thames & Hudsonからプリントを作成し配布します。

参考文献等は適宜指示する。

第５回授業内容について考察し、問題点をウエブや参考書などで調査する。
疑問点やその他意見を第６回の授業で発表する。

授業回

学修計画

自学自習課題・内容

受講者は、第３回の授業で取りあげられるstoryを読んで、日本語訳を作成して
おく。また、storyの内容についてウエブや文献で調べておき、第3回授業での
質疑応答に備える。

健康についての自己の考え方をまとめておく。
研究活動における倫理や不正防止について調べ、研究者としてのあり方を考
えておく。
健康の定義について講義の内容の復習を行う。

第８回授業内容について考察し、問題点をウエブや参考書などで調査する。
疑問点やその他意見を第９回の授業で発表する。

第９回授業内容について考察し、問題点をウエブや参考書などで調査する。
疑問点やその他意見を第１０回の授業で発表する。

第1０回授業内容について考察し、問題点をウエブや参考書などで調査する。
疑問点やその他意見を第１１回の授業で発表する。

第８回授業の担当学生がstoryの訳と内容を発表する。発表された内容
について受講者は意見交換を行う。併せて、疑問点や課題についての
検討も行う。

第９回授業の担当学生がstoryの訳と内容を発表する。発表された内容
について受講者は意見交換を行う。併せて、疑問点や課題についての
検討も行う。

第１０回授業の担当学生がstoryの訳と内容を発表する。発表された内
容について受講者は意見交換を行う。併せて、疑問点や課題について
の検討も行う。

課題に対する
フィードバック

第１1回授業の担当学生がstoryの訳と内容を発表する。発表された内
容について受講者は意見交換を行う。併せて、疑問点や課題について
の検討も行う。

第１2回授業の担当学生がstoryの訳と内容を発表する。発表された内
容について受講者は意見交換を行う。併せて、疑問点や課題について
の検討も行う。

第１3回授業の担当学生がstoryの訳と内容を発表する。発表された内
容について受講者は意見交換を行う。併せて、疑問点や課題について
の検討も行う。

第１4回授業の担当学生がstoryの訳と内容を発表する。発表された内
容について受講者は意見交換を行う。併せて、疑問点や課題について
の検討も行う。

総まとめ

授業における発表内容について講師やクラスメートからの意見を聞き、それについて自分の意見を述べる力を評価される。質疑応答時間
では講師も一員となり参加し意見を述べる。提出されたレポートは返却する。

第14回授業内容について考察し、問題点をウエブや参考書などで調査する。
疑問点やその他意見を第１４回の授業で発表する。
  
  研究活動における大切な点について意見交換をする。

  

第1１回授業内容について考察し、問題点をウエブや参考書などで調査する。
疑問点やその他意見を第１２回の授業で発表する。

第1２回授業内容について考察し、問題点をウエブや参考書などで調査する。
疑問点やその他意見を第１３回の授業で発表する。 
  

第1３回授業内容について考察し、問題点をウエブや参考書などで調査する。
疑問点やその他意見を第１４回の授業で発表する。
  
  



形態 学期 必修・選択必修等 担当教員名

講義 後期 必修 安田　道子

内容

方法

評価方法 割合（％）

レポート 50

レポート 50

テキスト

参考文献

第１回

第２回

第３回

第４回

第５回

第６回

第７回

第８回

第９回

第１０回

第１１回

第１２回

第１３回

第１４回

第１５回

2

「健康に影響を及ぼす心理的要因」について整理する。

「学習と学習支援」について復習する。

「知覚」について復習する。

「記憶」について復習する。

「思考」について復習する。

学習と学習支援

科目名

心理行動科学特論

到達目標

単位
（授業時間+自習時間）

2（30+60）

授業の概要

各回の学修内容について、概要を述べることができる。

学んだことを踏まえて、意見や感想を述べることができる。

課題に対する
フィードバック

履修条件等

授業回

自分自身のコミュニケーションスキルについて振り返ってみる。

現代女性のライフサイクルとライフコースの現状について、感想、意見を述べ
る。

エリクソンの自我アイデンティティについて調べる。

ヒューマンファクターについてまとめる。

アタッチメントの形成と養育環境の関連について述べる。

自学自習課題・内容

現代心理学の特徴についてまとめる。

青年期の心理的特徴についての現代的な考え方について、意見を述べる。

集団に起こりやすい様々な状況についてまとめる。

使用しない

現代社会の現実的な問題を視野に入れながら、人間関係や社会心理、人間の発達に関する様々な問題、基礎分野の新しい知見につい
て学びながら、行動科学的なものの見方とアプローチについて学ぶ。

パワーポイント、プリントを用いて講義を行う。講義の内容についてディスカッションを行い、または小レポートを課し、理解を深める。

なし

小レポートについては、次回コメントを付して返却する。

米谷淳・米沢好史・尾入正哲・進藤貴昭（2012)「現代心理学へのアプローチ　行動科学への招待　改訂版」福村出版

きずなの発達

現代女性のライフサイクルとライフコース

自己の形成と発達

疲労・メンタルヘルスと現代の職場

健康に影響を及ぼす心理的要因

青年期の心理と性格

対人コミュニケーション

集団

異文化と自己

労働の心理学

学修内容

知覚

記憶

思考

文化による自己のありようの違いについて、感想を述べる。

行動科学としての心理学

自身のストレスについて振り返り、対処方法を考える。



形態 学期 必修／選択必修等 担当教員名

講義
集中
講義

選択必修 藤原奈佳子

内容

方法

評価方法 割合（％）

50

50

テキスト

参考文献

第１回

第２回

第３回

第４回

第５回

第６回

第７回

第８回

第９回

第１０回

第１１回

第１２回

第１３回

第１４回

第１５回

課題に対する
フィードバック

提出するレポートのついては、事前に提供されるルーブリックにより評価し。フィードバックを行う

3

結果の解釈と評価：有意性の解釈の方法について 有意性について教科書を読んで講義内容を整理する

疫学演習：年齢調整死亡率の算出、スクリーニングの評価など 年齢調整死亡率について教科書を読んで講義内容を整理する

まとめ 疫学に関する論文を実際に読んで、レポートをまとめる

疫学的方法：分析疫学と介入研究の概要について 分析疫学と介入研究について教科書を読んで講義内容を整理する

結果の解釈と評価：因果関係と交絡因子について 因果関係と交絡因子について教科書を読んで講義内容を整理する

結果の解釈と評価：バイヤスの種類とその補正方法について バイヤスの種類について教科書を読んで講義内容を整理する

指標化の方法：罹患率・有病率の概要とその相違点について 罹患率・有病率について教科書を読んで講義内容を整理する

指標化の方法：死亡率と年齢調整死亡率の概要とその相違点について 死亡率について教科書を読んで講義内容を整理する

疫学的方法：記述疫学とは何かについて 記述疫学について教科書を読んで講義内容を整理する

疾病異常の測定方法：分母の選び方 疾病異常の測定方法：分母の選び方について教科書を読んで講義内
容を整理する

疾患のスクリーニング方法：スクリーニングの定義とその概要について 疾患のスクリーニング方法について教科書を読んで講義内容を整理
する

疾患のスクリーニング方法：スクリーニングの評価方法について スクリーニングの評価方法について教科書を読んで講義内容を整理
する

身近な問題の疫学調査：新型コロナウイルス感染症患者に対する積極的
疫学調査（感染症などの色々な病気について、発生した集団感染の全体
像や病気の特徴などを調べることで、今後の感染拡大防止対策に用いるこ
とを目的として行われる調査）

国立感染症研究所から発信されている情報に目を通しておく
https://www.niid.go.jp/niid/ja/diseases/ka/corona-virus/2019-
ncov/2484-idsc/9357-2019-ncov-02.html

疫学とは何か 疫学の概念について教科書を読んで講義内容を整理する

疾病異常の測定方法：分子の選び方 疾病異常の測定方法：分子の選び方について教科書を読んで講義内
容を整理する

「はじめて学ぶやさしい疫学―疫学への招待―」　南江堂

特に定めず。講義の際に提示を行う

授業回
学修計画

学修内容 自学自習課題内容

授業の概要

　疫学とは特定の人間集団や地域集団における感染症、非感染症慢性疾患、精神・行動障害、など疾病・健康異常の発生頻度を計
測し、そのリスク要因と予防要因を追及して、予防対策を立案するとともに、介入実践して効果を評価する学問である。この授業科目
を通して疫学の理論と方法および実際について、専門的知識を修得するとともに、QOL、長寿、健康増進など健康のポジティブな側
面についても取り上げて教授する

　「疫学の基礎的概念、および疫学的手法の理解と習得」に加え、エビデンスの提供を目的とした調査研究計画の作成とその実践能
力の習得を目標とする

到達目標

疫学に関する理解を深め、自身の研究に応用できる
受講姿勢、レポート等
から総合的に評価する

疫学に関する論文を読んで、示されているデータの読みとりができる

科目名
単位

（授業時間+自習時間）

健康管理学特論Ⅱ　(疫学) 2（30+60）

履修条件等

 特になし



形態 学期 必修／選択必修等 担当教員名

講義
集中
講義

選択必修 藤原　奈佳子

内容

方法

評価方法 割合（％）

50

50

テキスト

参考文献

第１回

第２回

第３回

第４回

第５回

第６回

第７回

第８回

第９回

第１０回

第１１回

第１２回

第１３回

第１４回

第１５回

科目名
単位

（授業時間+自習時間）

公衆衛生学特論 2（30+60）

履修条件等  特になし

授業の概要

　公衆衛生学は、ヒトの集団（公衆）の健康を扱う医学の領域であり、疾病の予防と健康の増進をはかることを目的としている。公衆衛生
学で扱われる分野は極めて広いが、ここでは、公衆衛生学とわが国の公衆衛生の現状を踏まえて、衛生統計、人口統計、衛生行政の
基礎と現状、疾病と受療状況、保健医療対策などの諸問題について取り上げて教授を行う。

　集団における健康の保持増進や疾病予防の方法の理解とその実践方法の習得を目標とする。
特にライスステージに合わせた様々な分野における健康管理の方法に関する知識と実践への応用方法の習得

到達目標

公衆衛生学の予防に関する理解を深め、自分の生活習慣に応用できる
受講姿勢、レポート等か

ら総合的に評価する
身近で起こっている事象に対して、予防の概念がどの程度応用されているか理解できる

イラスト公衆衛生学、東京教学社

特に定めず、講義の中で適宜紹介する。

授業回
学修計画

学修内容 自学自習課題内容

公衆衛生学を知る：公衆衛生学とは何か、健康とは何か 公衆衛生学の概念について教科書を読んで講義内容を整理する

公衆衛生学を知る：病気の成り立ちとその予防方法 病気の成り立ちとその予防方法について教科書を読んで講義内容を整
理する。
身近で起きている事象との関係を調べる

公衆衛生学を知る：公衆衛生の実践に必要な資料及び指標について 公衆衛生の実践に必要な資料及び指標について教科書を読んで講義
内容を整理する。
身近で起きている事象との関係を調べる

高齢社会を迎えて：高齢者とは何か、その実態と対策（介護保険を含む）に
ついて

高齢者とは何か、その実態と対策について教科書を読んで講義内容を
整理する。
身近で起きている事象との関係を調べる

感染症を知る：感染とは、その原因と予防方法について 感染とは、その原因と予防方法について教科書を読んで講義内容を整
理する。
身近で起きている事象との関係を調べる

感染症を知る：結核、エイズ、インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症な
どについて

結核、エイズ、インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症に関する情報
を教科書および信頼のおける情報から収集して講義内容を整理する。
身近で起きている事象との関係を調べる

食中毒とは：種類と原因及び予防法について 種類と原因及び予防法について教科書を読んで講義内容を整理する。
身近で起きている事象との関係を調べる

生活習慣病を知る：生活習慣病とは何か、その種類と原因 生活習慣病とは何か、その種類と原因について教科書を読んで講義内
容を整理する。
身近で起きている事象との関係を調べる

生活習慣病とは何か：具体的な予防方法について、健康日本21の基本的
概念について

健康日本21の基本的概念について教科書を読んで講義内容を整理す
る。
身近で起きている事象との関係を調べる

母親と子どもの健康をまもる 母親と子どもの健康について教科書を読んで講義内容を整理する。
身近で起きている事象との関係を調べる

快適な職場を作るためには：労働安全衛生法の概要、健康障害の実態に
ついて

労働安全衛生法の概要、健康障害の実態について教科書を読んで講
義内容を整理する。
身近で起きている事象との関係を調べる

こころの健康をまもるためには：現在の実態とライフステージにおける精神
状態の特徴

こころの健康について教科書を読んで講義内容を整理する。
身近で起きている事象との関係を調べる

課題に対する
フィードバック

提出するレポートのついては、事前に提供されるルーブリックにより評価し、フィードバックを行う

4

こころの健康をまもるためには：うつの特徴とその予防方法について うつの特徴とその予防方法について教科書を読んで講義内容を整理す
る。
身近で起きている事象との関係を調べる

地域における公衆衛生活動の実際―保健所活動を知る－ 保健所活動について教科書を読んで講義内容を整理する。
身近で起きている事象との関係を調べる

医療保険のしくみと衛生法規を知る 医療保険のしくみと衛生法規について教科書を読んで講義内容を整理
する。身近で起きている事象との関係を調べる



形態 学期 必修／選択必修等 担当教員名

講義 前・後期 選択必修 山根　基

内容

方法

評価方法 割合（％）

レポート 50

レポート 50

テキスト

参考文献

第１回

第２回

第３回

第４回

第５回

第６回

第７回

第８回

第９回

第１０回

第１１回

第１２回

第１３回

第１４回

第１５回

第１６回

身体活動量の測定課題(行動記録法)を事前に行い、提出する。

5

身体活動量の測定課題(歩数計法)を事前に行い、提出する。

課題に対する
フィードバック

身体活動量の測定課題(心拍数法)を事前に行い、提出する。

身体活動量の測定方法の特徴についてまとめて、レポート作成に活用す
る。

身体活動量の評価に関するレポートを作成し、提出する。

身体活動量の評価②（歩数計法）

身体活動量の評価③（心拍数法）

まとめ

レポート提出

身体活動量の評価①（行動記録法、思い出し法）

提出されたレポートの内容を評価し、フィードバックを行う。

研究計画（測定方法の定度と真度）について教科書を読んでまとめて発
表する。また自らの研究計画についても検討し、計画書をレポートとして
提出する。

筋電図について事前に調べて発表する。

筋活動に伴うエネルギー供給について教科書を読んでまとめて発表す
る。

身体活動と栄養（たんぱく質、糖質、脂質）について教科書を読んでまと
めて発表する。

筋活動量（筋電図）の観察

筋活動に伴うエネルギー供給について

身体活動と栄養（たんぱく質、糖質、脂質）について

酸素摂取量とエネルギー代謝について

研究計画（テーマの設定）について

研究計画（対象者の定義とサンプリング）について

研究計画（測定方法の定度と真度）について

運動と呼吸・循環機能について教科書を読んでまとめて発表する。

酸素摂取量とエネルギー代謝について教科書を読んでまとめて発表す
る。

研究計画（テーマの設定）について教科書を読んでまとめて発表する。

研究計画（対象者の定義とサンプリング）について教科書を読んでまとめ
て発表する。

運動と呼吸・循環機能について

①運動時の人体の生理機能について学修し、健康や体力を維持・増進するための対策について検討できるよ
うになる。

②測定やその処理、結果の解釈といった過程を学び、科学的かつ理論的な考え方や物事の進め方等を身に
つけることができる。

自学自習課題内容

特定の教科書は指定しない。

学修内容

学修計画
授業回

・朝山正巳・彼末一之・三木健寿編著　『イラスト運動生理学』　東京教学社
・木原雅子・木原正博　『医学的研究のデザイン-研究の質を高める疫学的アプローチ- 第3版』　
メディカルサイエンスインターナショナル

科目名

運動生理学特論

　健康維持や体力増進のために運動の果たす役割は大きく、その生理を理解することは重要である。ここでは、運動に関係する身体の
構造、機能や能力など、身体運動に関わる人体生理について学び、それらについての測定法や研究手法について検討するとともに、健
康や体力を具体的にどうとらえるかを模索する。

　配布プリントと板書およびパワーポイントを使い授業を行う。また受講生が事前課題をまとめた内容を発表（パワーポイント等）し、討論を
行う。

到達目標

単位
（授業時間+自習時間）

2（30+60）

履修条件等

授業の概要

なし

骨格筋の働きについて

オリエンテーション 自分の研究テーマ、内容を簡単にまとめて発表する。

健康と体力の捉え方について自分の考えをまとめて発表する。

骨格筋の働きについて教科書を読んでまとめて発表する。

健康と体力の関わりについて



形態 学期 必修／選択必修等 担当教員名

　　講義 後期 選択必修 野村　隆英

内容

方法

評価方法 割合（％）

授業での態度、自主学習
態度および口頭発表 25

授業での態度、自主学習
態度および口頭発表 25

授業での態度、自主学習
態度および口頭発表 25

授業での態度、自主学習
態度および口頭発表 25

テキスト

参考文献

第１回

第２回

第３回

第４回

第５回

第６回

第７回

第８回

第９回

第１０回

第１１回

第１２回

第１３回

第１４回

第１５回

履修条件等

授業の概要

単位
（授業時間+自習時間）

科目名

臨床薬理学 2（30+60）

なし

まず、人における健康状態と病的状態の違いを理解してもらいます。そして薬がどのようにして病的状態の改善に役立つのかを学びます。
また、しばしば薬が有害作用を有すること、そして、その有害作用があるにもかかわらず薬を用いなければならない時とはどういう時なのか
を考えましょう。この講義で学ぶことによって、薬や薬を取り巻く社会のいろいろな問題について積極的に考え、意見を持てるようになって
もらいたいと考えます。

講義では概要プリントを配布します。講師はまず基本事項を講義しますが、必要に応じて意見の交換やディスカッションを行いましょう。ま
た、薬への興味を持ってもらえるように、人と薬との出会いの歴史についても触れる予定です。授業内容に基づき、自ら調べ学んだことをレ
ポートにして提出してもらいます。

到達目標

第３回授業内容について考察し、問題点をウエブや参考書などで調査する。
疑問点やその他意見を第４回の授業で発表する。

第４回授業内容について考察し、問題点をウエブや参考書などで調査する。
疑問点やその他意見を第５回の授業で発表する。
  

I-3.　薬についての総論的考察
薬効に影響する因子、個別化医療、新薬の開発。 
  

II-1. 末梢神経作用薬
 1. 末梢神経系に作用する薬を理解するための基礎　2. 副交感神経様
作用を出す薬　3. 副交感神経作用を遮断する薬　4. 筋弛緩薬。 
  

学修内容

I-1.　薬についての総論的考察
オリエンテーション。薬は病気を治すのか？。薬の歴史、薬に関する法
律、薬の作用機序。 

I-2.　薬についての総論的考察
薬の吸収・分布・代謝・排泄、薬の有害作用、薬物相互作用。 
  

授業回
学修計画

自学自習課題・内容

第1回授業内容について考察し、問題点をウエブや参考書などで調査する。
疑問点やその他意見を第２回の授業で発表する。

第２回授業内容について考察し、問題点をウエブや参考書などで調査する。
疑問点やその他意見を第３回の授業で発表する。

代表的な薬の有害作用や薬物相互作用を説明できる。

第８回授業内容について考察し、問題点をウエブや参考書などで調査する。
疑問点やその他意見を第９回の授業で発表する。

第９回授業内容について考察し、問題点をウエブや参考書などで調査する。
疑問点やその他意見を第１０回の授業で発表する。

第1０回授業内容について考察し、問題点をウエブや参考書などで調査する。
疑問点やその他意見を第１１回の授業で発表する。

III-3.　中枢神経作用薬　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　6. 認知症治療薬　7. パーキンソン病治療薬　8. 全身麻酔薬 
  

IV-1. 心血管系機能の障害と治療薬
1. 心不全治療薬　2. 狭心症治療薬　3. 不整脈治療薬　
  
  IV-2. 心血管系機能の障害と治療薬

4. 利尿薬　5．降圧薬　
  
  

第５回授業内容について考察し、問題点をウエブや参考書などで調査する。
疑問点やその他意見を第６回の授業で発表する。

第６回授業内容について考察し、問題点をウエブや参考書などで調査する。
疑問点やその他意見を第７回の授業で発表する。 
  

第７回授業内容について考察し、問題点をウエブや参考書などで調査する。
疑問点やその他意見を第８回の授業で発表する。

100%安全な薬は無いことを説明できる。

薬の効果の出方は人によって異なることを説明できる。

授業で取り上げた主要疾患の病態と治療薬を説明できる

II-2.　末梢神経作用薬
 5. 交感神経様作用を出す薬　6. 交感神経作用を遮断する薬　7. 局所
麻酔薬 

III-1. 中枢神経作用薬
１．中枢神経系に作用する薬を理解するための基礎　2. 睡眠薬・抗不
安薬　3. 抗うつ薬

III-2.　中枢神経作用薬　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　4. 統合失調症治療薬　5. モルヒネ　

無し（プリントを配布する）

百年千年の薬たち（野村隆英　著、風媒社）、シンプル薬理学（改訂第５版、野村隆英・石川直久　編、南江堂）

6

課題に対する
フィードバック

IV-3. 心血管系機能の障害と治療薬
6．高脂血症治療薬　7．抗血栓薬 
  

V. 内分泌・代謝作用薬
1. 糖尿病の病因と治療薬　2. 骨粗鬆症治療薬　3. 痛風の治療薬　

VI. 抗炎症薬
非ステロイド性抗炎症薬・グルココルチコイド・抗アレルギー薬

VII. 抗感染症薬
1. 選択毒性について　2. 耐性菌の出現　3. 抗菌薬　4. 抗ウイルス薬 
  

VIII. 抗悪性腫瘍薬・総まとめ
1. 抗悪性腫瘍薬の作用機序の基本　2. 抗悪性腫瘍薬の副作用　　3. 
抗悪性腫瘍薬の作用機序による分類 　４．臨床薬理学の総まとめ 

質疑応答時間では講師も一員となり参加し意見を述べる。

第14回授業内容について考察し、問題点をウエブや参考書などで調査する。
疑問点やその他意見を第１４回の授業で発表する。
  
  第15回授業内容について考察し、問題点をウエブや参考書などで調査する。

疑問点やその他意見を第１４回の授業で発表する。
  
  

第1１回授業内容について考察し、問題点をウエブや参考書などで調査する。
疑問点やその他意見を第１２回の授業で発表する。

第1２回授業内容について考察し、問題点をウエブや参考書などで調査する。
疑問点やその他意見を第１３回の授業で発表する。 
  

第1３回授業内容について考察し、問題点をウエブや参考書などで調査する。
疑問点やその他意見を第１４回の授業で発表する。
  
  



形態 学期 必修／選択必修等 担当教員名

講義 前期 選択必修 稲垣　健治

内容

方法

評価方法 割合（％）

レポートの内容 50

講義・討論中の発言
および質疑応答

50

テキスト

参考文献

第１回

第２回

第３回

第４回

第５回

第６回

第７回

第８回

第９回

第１０回

第１１回

第１２回

第１３回

第１４回

第１５回

経口糖尿病治療薬 糖尿病治療薬の概略と治療薬の処方動向
HOMA-R,HOMA-β、インスリン分泌指数

BG薬（メトホルミン）：AMPKの活性化を介した作用
インスリン分泌機構とインスリン分泌促進薬
（SU薬と速効性インスリン分泌促進薬）

「解糖系⇒クエン酸回路⇒電子伝達系⇒ATP産生」の主代謝経路
　　「〇〇キナーゼ」の作用、「クエン酸回路における水素引抜き反応と酸
素」

糖尿病合併症
細小血管障害（神経障害、網膜症、腎症）

活性酸素の生成と消去
糖毒性について

高血糖と酸化ストレス
非酵素的糖化反応（AGEｓ）産生と活性酸素

高血糖による代謝異常(解糖系以外への副経路について)
血管内皮細胞における一酸化窒素(NO)の作用

高血糖、脂質異常症、高血圧は動脈硬化の成因になる
高血糖(糖尿病)に伴う脂質異常症発症について

空腹時における｢糖・脂質・タンパク質の代謝経路｣
ケトン体について

プロテインキナーゼによるリン酸化／脱リン酸化は生化学反応のON/OFF
スイッチ(例：グリコーゲン合成分解反応調整、解糖系／糖新生系の反応調
整)

インスリンシグナル伝達系の概略
膵臓ランゲルハンス島でのホルモンの傍分泌作用

グルコーストランスポーターによるグルコースの細胞内取り込み調節
満腹時と空腹時のホルモン分泌と血糖値によるインスリン/グルカゴン分泌

ポリオール経路、ヘキソサミン経路、PKC経路、AGE形成経路などの
概略を説明できる

インクレチン（GLP-1およびDPP-4阻害薬）
食べる順序（サラダや魚肉料理を米飯の前に食べよう）

アディポサイトカインの作用とチアゾリジン薬（アクトス）

経口糖尿病治療薬の作用点と作用機序（その3）

経口糖尿病治療薬の作用点と作用機序（その２）

経口糖尿病治療薬の作用点と作用機序（その１）

αーグルコシダーゼ阻害薬（ベイスン、グルコバイとセイブル）
SGLT-2阻害薬(血糖降下作用だけでなく心血管イベント抑制作用や
腎保護作用が近年注目されている）
脂肪細胞から分泌されるアディポネクチンやTNF-αの働き。
インスリン抵抗性の改善と増大などの概略をまとめる
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課題に対する
フィードバック

提出された「まとめ（レポート」の「良い点」「悪い点」、「内容の要約」などを振り返り、より一層の内容理解を深める

活性酸素（スーパーオキシドアニオン）とSOD
糖毒性には酸化ストレス、脂肪毒性、小胞体ストレスが関与する

科目名

（１）代謝性疾患の代表例として糖尿病を中心にすえ、生体内反応の論理的理解を深めるとともに、経口糖尿病治療薬の作用機序
を学習し、これらの内容を統合することを目指す。
（２）代謝性疾患の治療において、食事療法は1つの大きな柱となる。これらの生体内反応理解のため、空腹時おぼび満腹時の三大
栄養素の代謝経路についての概略（詳細な反応過程ではなく）を学習する。

配布プリントと同じものをプロジェクターで投影し、概略説明を行った後、それらの内容について議論する。
高血糖状態の持続は「何が問題なのか？」を論理的に理解し、その概略が説明できるようになることを目指す。
例えば、高血糖状態の持続により血管がダメージを受けるが、その間にはどのような機序が考えられているのか？
などを講義と話し合いの中で考えてみたい。

到達目標

学修した内容を整理、要約する技能を身につけ、第3者に説明できる基礎を確立する。

臨床生化学

特にありません履修条件等

授業の概要

自学自習課題内容
授業回

単位
（授業時間+自習時間）

2（30+60）

動脈硬化の成因の１つである酸化LDLやsdLDLの増加と血管内皮下
への蓄積などが説明できる

高血糖によるポリオール経路の活性化や酸化ストレス亢進などにより
細小血管がダメージを受ける
腎症と局所のレニン・アンジオテンシン・アルドステロン系

代謝経路の詳細ではなく要約された概略をまとめる。
　　　　消費カロリー(kcal)≒摂取酸素消費量を説明する

Glucose transporterとglucokinase、hexokinaseによる調節をまとめる。
ホルモンや神経系および血糖値によるインスリン/グルカゴン分泌の
調節

インスリンの様々な作用(同化反応の促進および血糖降下作用)はイン
スリンシグナル伝達系により説明できるようにする。

プロテインキナーゼ(チロシンキナーゼやセリン･スレオニンキナーゼ)
／ホスファターゼが生化学反応をコントロールしていることを例示でき
る

なし(プリントを配布する）

学修内容

学修計画

高血糖による酸化ストレスの増大
活性酸素によるNOの低下と炎症反応

空腹時には血糖値維持のため｢グルコースの節約と糖新生]が重要と
なる。アドレナリン、副腎皮質ホルモン、グルカゴン分泌を介した作用
をまとめる。



形態 学期 必修／選択必修等 担当教員名

講義 前・後期 選択必修 土田　満

内容

方法

評価方法 割合（％）

レポート 50

質問 10

質問 30

質問 10

テキスト

参考文献

第１回

第２回

第３回

第４回

第５回

第６回

第７回

第８回

第９回

第１０回

第１１回

第１２回

第１３回

第１４回

第１５回

第１６回

・妊娠～思春期における健康栄養問題　
　　
　　

・栄養疫学の発展　
　　
　　

・健康栄養学とは-人類の歴史からみる健康と食との関わり

・統計解析-IBM SPSSを使った解析の実践

・統計解析-IBM SPSSを使った解析の実践

・統計解析-IBM SPSSを使った解析の実践

・統計解析-IBM SPSSを使った解析の実践

・統計解析-IBM SPSSを使った解析の実践

・統計解析-IBM SPSSを使った解析の実践　
　　
　　
・統計解析-IBM SPSSを使った解析の実践　
　　
　　

・世界の長寿研究　
　　
　　

・アンチエイジングについて　
　　
　　

科目名

健康栄養学特論

現代における健康と栄養の問題を歴史とライフステージを踏まえて学び、健康と栄養の関係について探求する。また、研究デザイン、
アンケート調査法、論文作成までの一連のプロセスを理解するとともに、統計解析方法についても実践を交えながら学ぶ。

現代における健康と栄養の問題、そして健康と栄養の関係を深く理解できるようになることが目標である。また、修士論文を作成する際
に必要とされる、研究方法に関する知識、データ収集と基礎的な統計解析技術、論文を書く技法などについても習得を目指す。

到達目標

特になし履修条件等

授業の概要

授業回

①健康と栄養の関係を深く理解する。

②研究方法を理解する。

③データ処理と基礎的な統計解析方法を身につける。

④論文の構成を理解する。

自学自習課題内容

なし

講義毎に随時紹介する。

学修計画

学修内容

SPSSを使ってデータ解析を復習する。統計方法を整理する。

SPSSを使ってデータ解析を復習する。統計方法を整理する。              
論文に目を通しておく。

SPSSを使ってデータ解析を復習する。統計方法を整理する。
論文に目を通しておく。

単位
（授業時間+自習時

2（30+60）

SPSSを使ってデータ解析を復習する。統計方法を整理する。

SPSSを使ってデータ解析を復習する。統計方法を整理する。

SPSSを使ってデータ解析する。研究方法-データの種類についての配
布資料を予習し、講義内容を整理する。

SPSSを使ってデータ解析を復習する。統計方法を整理する。

・病気予防から見える食の可能性　
　　
　　

・生活習慣と健康栄養問題　
　　
　　

健康栄養学とは-人類の歴史からみる健康と食との関わりに関する配布
資料を読み返し、知識を整理する。

栄養疫学について歴史、現代における重要性、研究方法-量的、質的
研究に関する配布資料を予習し、講義内容を整理する。

妊娠～思春期における健康栄養問題、研究方法-研究デザインについ
ての配布資料を予習し、講義内容を整理する。

生活習慣と健康栄養問題、研究方法-アンケート調査法についての配
布資料を予習し、講義内容を整理する。

病気予防から見える食の可能性、研究方法-アンケート調査法について
の配布資料を予習し、講義内容を整理する。

8

アンチエイジングについて、研究方法-論文講読についての配布資料
を予習し、講義内容を整理する。論文に目を通しておく。

世界の長寿研究、研究方法-論文講読についての配布資料を予習し、
講義内容を整理する。論文に目を通しておく

世界の人口問題と食料環境栄養事情そして豆への期待、ベジタリアンと
は、研究方法-論文講読についての配布資料を予習し、講義内容を整
理する。
レポートの提出準備をする。

課題に対する
フィードバック

・統括・ディスカッション

授業毎の課題や内容に関して、質疑応答によりフィードバックを行う。

・世界の食料環境健康事情への対処：豆への期待、ベジタリアン研究　
　　
　　



形態 学期 必修／選択必修等 担当教員名

講義 前期 選択必修 佐藤　祐造

内容

方法

評価方法 割合（％）

定期試験/レポート 10/15

定期試験/レポート 10/15

定期試験/レポート 10/15

定期試験/レポート 10/15

テキスト

参考文献

第１回

第２回

第３回

第４回

第５回

第６回

第７回

第８回

第９回

第１０回

第１１回

第１２回

第１３回

第１4回

第１5回

第１６回

①生活習慣病の概念を理解し、学部学生に講義できる。

➁糖尿病、メタボリックシンドローム/肥満、脂質異常症(高脂血症)について理解し、学部学生に講義でき
る。

➂高血圧、虚血性心疾患、脳卒中、骨粗鬆症について理解し、学部学生に講義できる。

➃健康日本21、健康日本21(第二次)について理解し、学部学生に講義できる。

自学自習課題内容

・佐藤祐造 (編著) : 生活習慣病の予防と運動(南江堂)
・佐藤祐造 (編著) : 特定健診・保健指導に役立つ　健康運動指導マニュアル(文光堂)
・矢崎義雄総編集:内科学　第11版(朝倉書店)

講義実施前の週に資料(パワーポイントスライド)をメールで送付しますので、予習・復習に役立てて下さい。

学修内容

学修計画
授業回

科目名

生活習慣病論特論

21世紀の現在、糖尿病、高血圧、がんなど生活習慣病が増加している。生活習慣病は国民の死因の約2/3、医療費(28兆円:平成24年度)
の約3割を占めている。
生活習慣病を理解し、生活習慣、ことに身体運動と栄養の生活習慣病の予防、改善に果たす役割について学び、「健康日本21」(第二
次)、身体活動指針2013(アクティブガイド)など、わが国における健康づくりの取り組みについて論じたい。

大学等の教員、また、研究者を志望する方に必須のカレントな研究情報、また、理学療法士、栄養士・管理栄養士、看護師など医療関係
の専門職が健康長寿社会の“要”となる人材として必要なエビデンス、さらに、保健体育・保健教員および養護教諭が専修免許を取得し、
より「レベルアップ」された教員として必要な最新の研究成績を講義する。具体的には糖尿病、メタボリックシンドローム、高血圧、虚血性心
疾患、脳卒中等の生活習慣病全般の診断、予防、治療に関してup to dateな話題を提供する。講義はパワーポイントスライドを用いて行
い、前の週に受講生にメールで送付する。講義中には、適宜質問を行い、受講生間での討論も行う。受講生のニーズに応じて臨床的研
究やフィールドワークの指導も実施する。

到達目標

医学全般、ことに健康科学に関して学部卒業レベルへの基礎知識を得ていることが望ましい。

単位
（授業時間+自習時間）

2（30+60）

履修条件等

授業の概要

老化防止と運動

総論(2)　少子高齢社会、身体活動と栄養

講義のねらい　総論(1)　生活習慣病と成人病・健康日本21(第二次)

①メタボリックシンドロームと心血管障害について講義内容をまとめて、前
回の宿題とともに提出。　
②糖尿病の病型、診断、合併症について調べて、次回提出。

①肥満と肥満症、糖尿病の治療方法について講義内容をまとめて、前回
の宿題とともに提出。
②高血圧の定義、病型について調べて、次回提出。

予習・宿題:①生活習慣病の概念について調べて、書いて来て下さい。
②健康日本21(第二次)の講義内容をまとめて下さい。①②を授業終了後
に提出すれば「出席」となります。　
　　
　　
①少子高齢社会について講義内容をまとめて、前回の宿題とともに提出。
②高齢者の運動の意義について調べて、次回提出。

①高齢者の運動処方について講義内容をまとめて、前回の宿題とともに提
出。
②メタボリックシンドロームの概念について調べて、次回提出。

①高血圧の生活習慣修正について講義内容をまとめて、前回の宿題ととも
に提出。　
②脂質異常症と生活習慣について調べて、次回提出。

生活習慣病概論(3)　高血圧

生活習慣病概論(2)　糖尿病、肥満症

生活習慣病概論(1)　メタボリックシンドローム、私が出演したTV番組「たけし
の家庭の医学」のDVDも供覧する

①高尿酸血症、痛風の成因、予防方法について講義内容をまとめて、前
回の宿題とともに提出。
②慢性腎臓病(CKD)について調べて、次回提出。

生活習慣病概論(5)　虚血性心疾患

生活習慣病概論(4)　脂質異常症(高脂血症) ①脂質異常症を2つに分け、その対策について講義内容をまとめて、前回
の宿題とともに提出。　
②虚血性心疾患の危険因子について調べて、次回提出。

①心筋梗塞、狭心症の見分け方について講義内容をまとめて、前回の宿
題とともに提出。　
②脳卒中の危険因子について調べて、次回提出。

①NAFLD、CKDについて講義内容をまとめて、前回の宿題とともに提出。
②身体運動とインスリン抵抗性について調べて、次回提出。

①糖尿病の運動療法について講義内容をまとめて、前回の宿題とともに提
出。
②エクササイズガイド2006について調べて、次回提出。

生活習慣病概論(8)  肝疾患、腎疾患、ことに慢性腎臓病(CKD)

生活習慣病概論(7)  高尿酸血症・痛風、骨粗鬆症

生活習慣病概論(6)　脳卒中 ①脳卒中の分類、予防方法について講義内容をまとめて、前回の宿題とと
もに提出
②骨粗鬆症と生活習慣について調べて、次回提出。

運動療法の効果と運動処方

9

①アクティブガイドについて講義内容をまとめて、前回の宿題とともに提
出。
②特定健診・保健指導について調べて、次回提出。

①漢方の「四診」と「証」について講義内容をまとめて、前回の宿題とともに
提出。

全体的理解度を口頭試験でテストする。

課題に対する
フィードバック

総合討論

漢方医学入門

健康づくりのための運動指針(身体活動指針2013)

提出されたレポートについてはコメントを書き込み返却する。質疑応答時間では講師も一員となり参加し意見を述べる。

特定健診・特定保健指導 ①特定健診・保健指導の現状について講義内容をまとめて、前回の宿題と
ともに提出。
②漢方医学と西洋医学の相違について調べて、次回提出。



形態 学期 必修／選択必修等 担当教員名

講義 後期 選択必修 佐藤　祐造

内容

方法

評価方法 割合（％）

講義の際の質問/　
レポート

10/15

講義の際の質問/
レポート

10/15

講義の際の質問/
レポート

10/15

講義の際の質問/　
レポート

10/15

テキスト

参考文献

第１回

第２回

第３回

第４回

第５回

第６回

第７回

第８回

第９回

第１０回

第１１回

第１２回

第１３回

第１４回

第１５回

第１６回

子どもとスポーツ、女性とスポーツ、妊産婦とスポーツ、スポーツと食事

2)ライフスタイルとスポーツ　生活習慣病予防とスポーツ

生活習慣病と運動(2)(全体のまとめ(2))(スライドを用いて行う)

生活習慣病と運動(1)(全体のまとめ(1))(スライドを用いて行う)

スポーツの内科的障害:熱中症、スポーツ貧血、突然死

4)スポーツの功罪:スポーツによる骨関節障害

高齢者とスポーツ:高齢者の生理機能・代謝機能

授業回

1)スポーツの生理学的基礎　体力の考え方、呼吸・循環器への影響:最大
酸素摂取量、乳酸性閾値(LT)

自学自習課題内容

運動と骨格筋・心筋:I型(SO繊維)、IIA型(FOG)繊維、IIB(FG)繊維、心電
図

①身体運動とインスリン抵抗性についてまとめて、前回の宿題とともに提出。
②運動の呼吸器系、循環器系のトレーニング効果について調べて、次回提
出。

スポーツと代謝系:運動の急性代謝効果、インスリン抵抗性と身体トレーニ
ング

スポーツと疲労、スポーツとフリーラジカル、抗酸化食品

トレーニング効果(2)内分泌代謝系、骨代謝系、その他

・佐藤祐造(編著) : 運動療法と運動処方　第2版(文光堂)
・佐藤祐造(編著) : 高齢者運動処方ガイドライン(南江堂)
・佐藤祐造(編著) : 糖尿病運動療法指導マニュアル(南江堂)

講義実施の前の週に資料(パワーポイントスライド)をメールで送付しますので、予習・復習に役立てて下さい。

学修内容

学修計画

予習・宿題:①最大酸素摂取量(VO2max)、乳酸性閾値(LT)について調べ
て、書いて来て下さい。
②運動の生理学的効果をまとめて下さい。　①②を授業終了後に提出すれ
ば「出席」となります。　
　　
　　
①骨格筋繊維を2種類に分けまとめて、前回の宿題とともに提出。
②フリーラジカルと抗酸化食品について調べて、次回提出。

①スポーツと疲労についてまとめて、前回の宿題とともに提出。
②運動の急性代謝効果について調べて、次回提出。

①二重積(double product)についてまとめて、前回の宿題とともに提出。
②身体運動と骨代謝について調べて、次回提出。

①身体運動による2型糖尿病発症予防効果についてまとめて、前回の宿題と
ともに提出。
②運動不足と生活習慣病発症について調べて、次回提出。

トレーニング効果(1)呼吸循環器系

①運動の生理学的効果について理解を深め、学部学生に講義できる。

②運動の生化学的(内分泌代謝学的)効果について理解を深め、学部学生に講義できる。

③糖尿病、高血圧、メタボリックシンドロームなどの運動療法について理解、知識を深め、学部学生に実施方法
の指導ができる。

④運動障害(外科的障害、内科的障害)とその予防について理解、知識を深め、学部学生に実施方法の指導が
できる。

科目名

健康スポーツ医学特論
(運動療法、運動処方を含む)

スポーツ医学には1.基礎的領域と2.実地的領域がある。前者には、(1)スポーツの解析、(2)スポーツ活動による生体の急性、慢性の変化の
解明、(3)(2)の変化に対する性、年齢、健康状態、体力水準、栄養、薬物、環境条件等の影響についての解明。後者には、(1)体力、競技
力の向上、(2)健康の維持、増進、(3)疾病、障害の予防、治療、リハビリテーション、(4)生活の質(QOL)の向上。
健康スポーツ医学特論では、健康づくり、老化防止のための運動や糖尿病、高血圧などの生活習慣病予防、治療のための運動の行い方
について、臨床医(内科認定医、糖尿病専門医、老年病専門医、漢方医学専門医)の立場から解説する。
名古屋大学、愛知学院大学での40年以上にわたる研究・臨床研究成績(エビデンス)を踏まえた講義を行う。具体的な運動の行い方につい
てはDVDにより供覧する。

大学等の教員、また、研究者を志望する方に必須のカレントな研究情報、また、理学療法士、栄養士・管理栄養士、看護師など医療関係
の専門職が健康長寿社会の“要”となる人材として必要なエビデンス、さらに、保健体育・保健教員および養護教諭が専修免許を取得し、
より「レベルアップ」された教員として必要な最新の研究成績を講義する。具体的には、糖尿病、高血圧など生活習慣病予防、治療のため
の運動療法、運動処方、健康づくり、老化防止のための運動の行い方について、理論と具体的な運動処方を紹介する。講義はパワーポイ
ントスライドを用いて行い、前の週に受講生にメールで送付する。講義中には適宜質問を行い、受講生間の討論も行う。受講生のニーズに
応じて臨床的研究やフィールドワークの指導も実施する。

到達目標

単位
（授業時間+自習時間）

2（30+60）

医学全般、運動生理学、生化学について学部卒業レベルの基礎知識を得ていることが望ましい。履修条件等

授業の概要
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①生活習慣ことに身体運動と脳卒中、心血管障害発症についてまとめて、
前回の宿題とともに提出。
②子どもとスポーツについて(スポーツ障害との関係から)調べて、次回提出。

①妊産婦の運動療法についてまとめて、前回の宿題とともに提出。
②高齢者の糖代謝について調べて、次回提出。

①高齢者の運動療法の効果についてまとめて、前回の宿題とともに提出。
②高齢者の運動処方について調べて、次回提出。

①高齢者運動療法指導時の注意点についてまとめて、前回の宿題とともに
提出。
②糖尿病の病型と運動の効果について調べて、次回提出。

①糖尿病の運動療法についてまとめて、前回の宿題とともに提出。
②スポーツによる上肢の障害について調べて、次回提出。

①スポーツによる下肢・膝の障害についてまとめて、前回の宿題とともに提
出。
②熱中症について調べて、次回提出。

①スポーツ中の突然死についてまとめて、前回の宿題とともに提出。
②身体運動のトレーニング効果について調べて、次回提出。

①身体運動と生活習慣病予防:疫学的効果についてまとめて、前回の宿題と
ともに提出。
②運動療法実施中の注意点について調べて、次回提出。

①運動の種類、運動強度、運動時間とインスリン抵抗性、血糖コントロール
の改善についてまとめて、前回の宿題とともに提出。

全体的理解度を口頭試験でテストする。

3)慢性疾病とスポーツ　糖尿病、高血圧、脂質異常症、肥満症の運動療法

高齢者運動処方ガイドライン

提出されたレポートについてはコメントを書き込み返却する。質疑応答時間では講師も一員となり参加し意見を述べる。
課題に対する
フィードバック

総合討論



形態 学期 必修／選択必修等 担当教員名

演習 後期 選択必修 後藤多知子

内容

方法

評価方法 割合（％）

　　レポート・発表
意見交換

80

　　レポート・発表
意見交換

20

テキスト

参考文献

第１回

第２回

第３回

第４回

第５回

第６回

第７回

第８回

第９回

第１０回

第１１回

第１２回

第１３回

第１４回

第１５回

第１６回
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発表やレポートに対し、教員の意見や補足を加えて理解を深める。他の人の発表について意見を出し合い、様々な価値観や立場を理解
するきっかけとする。

課題に対する
フィードバック

レポート発表がスムーズに出来るように準備しておく

養護実践に関するまとめをレポートにして提出する

研究テーマに関する文献抄読と討議②

まとめ

まとめ

保健教育に関してレポートにまとめる

健康相談に関してレポートにまとめる

保健室に関連する文献抄読と討議②

研究テーマに関する文献抄読と討議①

保健室に関連する文献抄読と討議①

随時資料を提示する。

藤田和也著：「養護教諭が担う教育とは何か」農文協2008

養護教諭に求められる役割について自分なりの考察をする。

保健管理に関してレポートにまとめる

養護教諭の職務に関してレポートにまとめる。

保健室経営に関してレポートにまとめる

養護教諭職に関連する文献抄読と討議）①

養護教諭職に関連する文献抄読と討議）②

養護教諭に求められる役割・子どもの健康課題に関して予習し、レポートにま
とめる。

実践研究とは？について予習しておく

子どもの健康課題について、自分なりの考察をする

「保健室」の歴史・機能・関連法規①

「保健室」の歴史・機能・関連法規②

子どもの健康課題に関する文献抄読と討議①

子どもの健康課題に関する文献抄読と討議②

到達目標

養護教諭の実践の構造について予習し、レポートにまとめる

養護教諭の実践の領域について予習し、レポートをまとめる。

「養護」の捉え方①

「養護」の捉え方②「養護実践」の現状と課題

学修内容

オリエンテーション（授業の目標及び概要、授業計画等）
養護教諭の職制・職務について①

養護教諭の職制・職務について②

授業回
学修計画

自学自習課題・内容

配付資料により復習する。

養護教諭の実践の本質について予習しレポートにまとめる。

積極的に論文抄読に取り組むことができる（レジュメの作成・発表説明、意見交換）。

研究視点で論文抄読を行い、自身の研究活動計画につなげることができる。

履修条件等

授業の概要

単位
（授業時間+自習時間）

科目名

養護実践学演習 2（30+60）

　養護教諭に関する研究（養護教諭・学校保健・子どもの健康）に関心があること。

 養護教諭に関する論文抄読を行い、研究力・実践力向上に繋がる知識を得る。養護実践を振り返り、養護教諭観の醸成を図る。

論文抄読を行い、養護教諭に関する課題を討議し追求する。



形態 学期 必修／選択必修等 担当教員名

講義
集中
講義

選択必修 川上　範夫

内容

方法

評価方法 割合（％）

授業中の討論に
参加すること

50

レポート 50

テキスト

参考文献

第１回

第２回

第３回

第４回

第５回

第６回

第７回

第８回

第９回

第１０回

第１１回

第１２回

第１３回

第１４回

第１５回

課題に対する
フィードバック

同、その２　過呼吸発作、ネット依存についての理解と対応について考える

リストカット、摂食障がい、の実際例について説明して、対応策を講じる。
（その１）

同、その３　社会臨床的に議論する

同、その２　実際例の背景を理解する

授業中に随時ディスカッションを行い、その中で参加者の認識を点検してフィードバックする。

家族、親子、夫婦のトラブルの実際を調べてレポートする。

現代の職場のトラブルの実際を調べてレポートする。

参加者全員で総括的に議論する

周辺に見られる生活上の破綻事象について具体的に当てはまるもの
を自分の周囲から探してどのような関与の課題があるか考えてレポー
トする。

周辺に見られる生活上の破綻事象について具体的に当てはまるもの
を自分の周囲から探してどのような関与の課題があるか考えてレポー
トする。

社会的によく取り上げられている「発達障がい」について公報とか研究
論文を参照してどのようなサポートが肝要か考えてレポートする。

社会的によく取り上げられている「発達障がい」について公報とか研究
論文を参照してどのようなサポートが肝要か考えてレポートする。

社会的によく取り上げられている「発達障がい」について授業で取り上
げた実際例について復習的にサポート方法を考えてレポートする。

家族、親子、夫婦のトラブルの実際を調べてレポートする。

学校関連の問題事象についてメタサイコロジカルな観点からの理解を
試みることを復習的に学習してレポートする。

不登校問題、いじめ事象、引きこもりの実際事例を素材にしてメタサイコロ
ジカルな観点から問題の背景を探る。その１

12

履修条件等

授業の概要

授業中に適宜、資料を配布する。また参考書を紹介する。

川上範夫著「ウィニコットがひらく豊かな心理臨床」明石書店刊、２０１２年３月、

学修内容

学修計画

総括

職業場面において問題とされる「新型うつ」とか「自殺問題」について深く理
解する。

同、その２　現代家族関係の具体的トラブルについて考える

現代の人間関係問題の中核である家族問題、親子関係問題、夫婦問題
について理解する。その１

同、その３　発達障がいへのかかわりの要点を考える

同、その２　発達障がいの出現背景を考える

第９回：「発達障がい」をめぐる諸問題について理解と対応の要点を学ぶ。
その１、発達障がいの種類

同、その３　多重人格反応ならびに人格障害について理解と対応を考える

学校関連の問題について力動的理解と関与の方法を復習的に学習
してレポートする。

自分の周辺に見られる生活上の破綻事象について具体的に当ては
まるものを自分の周囲から探してどのような関与の課題があるか考え
てレポートする。

心理的不適応について力動論的立場からの理解を復習してレポート
する。

心理的不適応について力動論的立場からの理解を復習してレポート
する。

学校問題についてメタサイコロジカルな観点からの理解を試みること
を復習的に学習してレポートする。

同、その２　実際例を理解する

「対象関係論による不安論からみる精神、心理不適応のさまざま」によって
精神医学と臨床心理学の重なり合うさまざまな心理的不適応の診断、見立
てについて学ぶ。その１

授業回

科目名

・臨床心理学のうち、心理臨床実践の立場についてさまざまな心理的不適応の見立てについて学ぶ。
・現代の学校を取り巻く心理行動問題、すなわち不登校、いじめ、長期引きこもりの事象について臨床心理学の知見 
  から理解と関与の要点について学ぶ
・今日的な心理的不適応行動、すなわち、リストカット、摂食障がい、過呼吸発作、ネット依存、多重人格反応につ
  いて理解する。
・現代的な病理現象ともいえる「発達障がい」をめぐる諸問題について理解と対応の要点を学ぶ。
・現代の人間関係に関わる問題事象、すなわち家族問題、親子関係問題、夫婦問題について理解を深める。
・現代の職業場面において問題とされる諸問題について理解を深める。特に「新型うつ」とか「自殺問題」について
  深く理解する。

現代人の遭遇している心理的諸問題について、臨床心理学の観点から理解し、取り組むことのできる見識を身につけることを目標に
する。

到達目標

授業中にそれぞれの主題について具体的に議論し合う。

授業中の議論に基づいて自分の見解をまとめること。

自学自習課題内容

臨床心理学特論

単位
（授業時間+自習時間）

2（30+60）

特になし



形態 学期 必修／選択必修等 担当教員名

演習
集中
講義

選択必修 川上　範夫

内容

方法

評価方法 割合（％）

レポート 50

授業中の参加度 50

テキスト

参考文献

第１回

第２回

第３回

第４回

第５回

第６回

第７回

第８回

第９回

第１０回

第１１回

第１２回

第１３回

第１４回

第１５回

心理検査、心理テストというものがどのような目的、目標で作られ開発されてきたのか理解して、次いでそれ
ぞれのテスト、検査の実際の方法について理解して、それぞれが専門的に実施できるようになることを目標
とする。

投影法性格検査、ＴＡＴ（絵画統覚検査法）を実施して方法の意義を理解
する。

投影法性格検査、文章完成法を実施して方法と意味を理解する。

投影法性格検査、バウムテストを実施して方法と意味を理解する。

作業指揮精神検査、内田クレペリン検査を実施して理解を試みる。

知能検査、集団法から京大ＮＸ法を実施して検査法を理解するとともに知
能についての理解を深める。

授業時間中に随時、資料を配布する

花沢成一ほか著『心理検査の理論と実際』駿河台出版社、１９７０年

学修内容

学修計画
授業回

自学自習課題内容

知能検査の実施法を理解するとともに知能指数の考え方について理
解する。

科目名

臨床心理査定演習

各種の心理検査がどのように形成されてきたのか、理論的、歴史的背景を学ぶとともに、検査の意義、目的をふまえて検査を施行で
きるように習熟することを目指す。

心理検査の種類について理解して、それぞれの代表的なものを実施できるようになることを目指す。

到達目標

単位
（授業時間+自習時間）

2（30+60）

履修条件等

授業の概要

特になし

作業検査の意義を理解して実施法についても習熟することを目指す。

教科書の概論を読んで心理検査の基本を理解する。

ＹＧ検査の内容について自分の結果に基づいて因子構造を理解した
上で、自己点検を試みる。

エゴグラムの結果を類型によって点検して、質問紙法の効用と限界に
ついて考える。

自分の結果を検討して実施法を理解するとともに知能の心理学的構
造についての理解を深める。

知能検査、個人検査からウェクスラー法を実施して理解をする。

質問紙法性格検査、エゴグラムについて学ぶ。

質問紙法性格検査、ＹＧ検査について学ぶ。

心理検査の基本理論を学ぶ。
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人の心の内面を投影法によって測ることの意義を実際的に検討する。

ロールシャッハ検査の歴史や方法について資料に基づいて理解す
る。

スコアリングからプロトコルの整理、解釈へと進める方法について習熟
を図る。

総括的に検査による自己理解の結果を検討するとともに心理検査の意義
を正しく整理する。

職業興味検査、職業適性検査を実施して自己理解を図るとともにその意義
を検討する。

ロールシャッハ検査の実際例のさまざまを通して精神鑑定などの具体例に
ついて理解する。

投影法性格検査、ロールシャッハ法の実際を経験する。

投影法性格検査、ロールシャッハ検査の基本を理解する。

ＴＡＴの方法、意義についてさらに学ぶ。

課題に対する
フィードバック

実際例を検討して実施法を深く理解するとともに精神鑑定など、人を
理解することの意味についての理解を深める。

心理検査の第一番の被検査者は受講生その人として、倫理的な面も含めて互いに議論しながら検査方法に習熟を図る。

検査結果から自己理解するとともにこの検査でわかることの意味を検
討する。

心理検査で人の心を測ることの効用や限界を公平に理解することを試
みる。

バウムテストを通して自分の性格の内面を理解することの意義を理解
する。

文章完成法の意義と方法を理解するとともに、自己の歴史についての
点検を試みる。

絵画統覚検査の意味を自分の結果を精査することをとおして理解す
る。



形態 学期 必修／選択必修等 担当教員名

演習 未定 選択必修 廣井いずみ

内容

方法

評価方法 割合（％）

授業時のディカッション 30%

授業時のディカッション
レポート

30%

授業時のディカッション
レポート

20%

授業時のディスカッション 20%

教科書

参考書

第１回

第２回

第３回

第４回

第５回

第６回

第７回

第８回

第９回

第１０回

第１１回

第１２回

第１３回

第１４回

第１５回

課題に対する
フィードバック

授業時に適宜行う。
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アルコール依存症のグループ・アプローチ 共感できた点,理解のむずかしかった点を含めて、振り返りのショートレポートを
書く。

当事者の語りから学ぶ 共感できた点,理解のむずかしかった点を含めて、振り返りのショートレポートを
書く。

危機介入の事例 共感できた点,理解のむずかしかった点を含めて、振り返りのショートレポートを
書く。

思春期女性の心理療法 共感できた点,理解のむずかしかった点を含めて、振り返りのショートレポートを
書く。

傾聴することを体験する　サークルを体験する どのような体験であったか、振り返りのショートレポートを書く。

学生相談室での関わり 共感できた点,理解のむずかしかった点を含めて、振り返りのショートレポートを
書く。

家族療法　家族療法と個人療法の柔軟な組み合わせ 共感できた点,理解のむずかしかった点を含めて、振り返りのショートレポートを
書く。

家族療法　問題の外在化 共感できた点,理解のむずかしかった点を含めて、振り返りのショートレポートを
書く。

児童福祉施設での心理療法 共感できた点,理解のむずかしかった点を含めて、振り返りのショートレポートを
書く。

子どもの心理療法　思春期の入り口

どのような体験であったか、振り返りのショートレポートを書く。

共感できた点,理解のむずかしかった点を含めて、振り返りのショートレポートを
書く。

スクールカウンセラーの事例 共感できた点,理解のむずかしかった点を含めて、振り返りのショートレポートを
書く。

共感することを体験する　スクイグルを使って

自己紹介　事例研究をする意義　わかるということ 自分の実践活動に事例研究はどのように生かされるのか、文章化する。

子どもの心理療法　クライエントとの出会い 共感できた点,理解のむずかしかった点を含めて、振り返りのショートレポートを
書く。

子どもの心理療法　場面緘黙 共感できた点,理解のむずかしかった点を含めて、振り返りのショートレポートを
書く。

自身の理解や感じ方の傾向を理解する。

他者の考え方を傾聴し、新たな見方を発見する柔軟性を持つ。

山中康裕著　『少年期の心』　中公新書

授業時、適宜紹介する。

授業回
学修計画

学修内容 自学自習課題・内容

問題の背景を理解する理論についての関心、理解

科目名
単位

（授業時間+自習時間）

臨床心理学事例演習 2（30+60）

履修条件等 特になし

授業の概要

事例を通しての学びは、心理臨床実践活動を行う場合の理解の枠組を作るのに有効である。様々な領域の事例を素材とし、何に着眼し、
どのように理解し、関わるのか、想像をふくらませて、言語化することで、セラピストとしての疑似体験を行う。事例理解をとおして、背景理論
や各種心理療法への関心、自身の理解枠の傾向についての気づきを得る。

事例について、何を感じ、何を思ったのか、そこから何を連想したのか、体験から出発する事例理解を行う。
ディスカッションを行うことで、理解を深める。

到達目標

要点を押さえて、かつイメージをふくらませて事例の見立てを行うことができる。



形態 学期 必修／選択必修等 担当教員名

演習 後期 選択必修 肥田　幸子

内容

方法

評価方法 割合（％）

授業参加度 50

レポート 50

教科書

参考書

第１回

第２回

第３回

第４回

第５回

第６回

第７回

第８回

第９回

第１０回

第１１回

第１２回

第１３回

第１４回

第１５回

課題に対する
フィードバック

毎回課される小レポートは翌週フィードバックし、全体で共有する時間をもつ。
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地域行政とのネットワーク
12組目の模擬カウンセリングの発表と討議

第13回目の授業で得た成果を400字以下でまとめ提出する。
次回の模擬カウンセリングを実施し、内容を記録したプリントを提出する。

スーパーヴィジョン・ケースカンファレンス
13組目の模擬カウンセリングの発表と討議

第14回目の授業で得た成果を400字以下でまとめ提出する。
次回の模擬カウンセリングを実施し、内容を記録したプリントを提出する。

カウンセリングと倫理
14組目の模擬カウンセリングの発表と討議

第15回目の授業で得た成果を400字以下でまとめ提出する。
次回の模擬カウンセリングを実施し、内容を記録したプリントを提出する。

見立てと方針（１）緊急介入の必要性
9組目の模擬カウンセリングの発表と討議

第10回目の授業で得た成果を400字以下でまとめ提出する。
次回の模擬カウンセリングを実施し、内容を記録したプリントを提出する。

見立てと方針（2）症状の見立て・カウンセリング的見立て
10組目の模擬カウンセリングの発表と討議

第11回目の授業で得た成果を400字以下でまとめ提出する。
次回の模擬カウンセリングを実施し、内容を記録したプリントを提出する。

見立てと方針（3）方針の立て方、何をめざすのか
11組目の模擬カウンセリングの発表と討議

第12回目の授業で得た成果を400字以下でまとめ提出する。
次回の模擬カウンセリングを実施し、内容を記録したプリントを提出する。

カウンセリングの技法（3）支持　支持と保証の違い
6組目の模擬カウンセリングの発表と討議

第7回目の授業で得た成果を400字以下でまとめ提出する。
次回の模擬カウンセリングを実施し、内容を記録したプリントを提出する。

カウンセリングの始め方、終わり方
7組目の模擬カウンセリングの発表と討議

第8回目の授業で得た成果を400字以下でまとめ提出する。
次回の模擬カウンセリングを実施し、内容を記録したプリントを提出する。

主訴を聴く
8組目の模擬カウンセリングの発表と討議

第9回目の授業で得た成果を400字以下でまとめ提出する。
次回の模擬カウンセリングを実施し、内容を記録したプリントを提出する。

ラポールを作る（2）クライエントの気持ちを理解しようとする
3組目の模擬カウンセリングの発表と討議

第4回目の授業で得た成果を400字以下でまとめ提出する。
次回の模擬カウンセリングを実施し、内容を記録したプリントを提出する。

カウンセリングの技法（1）意味への応答、感情への応答、事柄への応答
4組目の模擬カウンセリングの発表と討議

第5回目の授業で得た成果を400字以下でまとめ提出する。
次回の模擬カウンセリングを実施し、内容を記録したプリントを提出する。

カウンセリングの技法（2）開かれた質問、閉じられた質問の使い方
5組目の模擬カウンセリングの発表と討議

第6回目の授業で得た成果を400字以下でまとめ提出する。
次回の模擬カウンセリングを実施し、内容を記録したプリントを提出する。

「授業内容と進め方」と「評価方法」についての説明。
模擬カウンセリングの担当を決定する。

次回の模擬カウンセリングを実施し、内容を記録したプリントを作成する。

カウンセリングの非言語的要素について
1組目の模擬カウンセリングの発表と討議　

第2回目の授業で得た成果を400字以下でまとめ提出する。
次回の模擬カウンセリングを実施し、内容を記録したプリントを提出する。

ラポールを作る（１）自分の価値観で応答せず相手の立場を理解しようと
する。
2組目の模擬カウンセリングの発表と討議

第3回目の授業で得た成果を400字以下でまとめ提出する。
次回の模擬カウンセリングを実施し、内容を記録したプリントを提出する。

特に指定しない

成田善弘著『セラピストのための面接技法』

授業回
学修計画

学修内容 自学自習課題・内容

討議の場において、必ず自分の意見を発表し、それをレポートすることが出来る。

科目名
単位

（授業時間+自習時間）

カウンセリング演習 2（30+60）

履修条件等 　特になし

授業の概要

　現代社会においては、心の問題への対応は私たちのあらゆる生活場面で必要とされる。本科目は心理専門職をめざす学生だけでなく、
広く対人関係が重要な職種をめざす学生の基本的なカウンセリング技術の習得を目的とする。演習では、全員が模擬カウンセリングを行
い、カウンセラー及びクライエントの心の動きを実体験する。

　当番の受講生は授業の前に模擬カウンセリングした物を録音し、それを授業内で検討する。加えて毎回、カウンセリング技術を段階的に
講義し、その回のケースに現れたトピックスを解説する。以上の内容を講義・演習形式で行う。

到達目標

全員が模擬カウンセリングを体験することによって、より実践的な“聴く力”を身につける。



形態 学期 必修／選択必修等 担当教員名

講義 前期 選択必修 安田　道子

内容

方法

評価方法 割合（％）

小レポート 20

総合レポート 80

テキスト

参考文献

第１回

第２回

第３回

第４回

第５回

第６回

第７回

第８回

第９回

第１０回

第１１回

第１２回

第１３回

第１４回

第１５回

発達領域ごとの、生涯発達の概要を述べることができる。

発達の各時期の固有の問題について理解し、自身の考えを述べることができる。

自学自習課題内容

「人間の発達とは」を学び、関心・疑問を持ったことをまとめる。

繁田進監修、向田久美子・石井正子編著「新乳幼児発達心理学　もっと子どもがわかる好きになる」福村出版、
萩野美佐子編著「発達心理学特論」NHK出版

使用しない

学修内容

学修計画
授業回

科目名

発達心理学特論

まず、各発達領域ごとに、生涯にわたる時間のなかでの発達的な変化を学び、次に発達の各時期の特徴と固有の問題を学び、トー
タルな存在としての人の変化を立体的に把握する。

パワーポイント、プリントを用いて講義を行う。講義の内容についてディスカッションを行い、または小レポートを課し、理解を深める。

到達目標

なし

単位
（授業時間+自習時間）

2（30+60）

履修条件等

授業の概要

記憶と認知の生涯発達

環境の中での人の発達

人間の発達とは

「情動の生涯発達」について、概要を整理する。

「愛着の生涯発達」について、概要を整理する。

「環境の中での人の発達」を学び、関心・疑問を持ったことをまとめる。

「記憶と認知の生涯発達」について、概要を整理する。

「自己の生涯発達」について、概要を整理する。

愛着の生涯発達

情動の生涯発達

「幼児期の心」の発達を支援するにはどうしたらよいか考える。

「児童期の心」の発達を支援するにはどうしたらよいか考える。。

自己の生涯発達

対人関係の生涯発達

コミュニケーションの生涯発達

道徳性の生涯発達

16

「青年期の心」の発達を支援するにはどうしたらよいか考える。

「成人期の心」の発達を支援するにはどうしたらよいか考える。

「老年期の心」の発達を支援するにはどうしたらよいか考える。

「コミュニケーションの生涯発達」について、概要を整理する。

「対人関係の生涯発達」について、概要を整理する。

「道徳性の生涯発達」について、概要を整理する。

「乳児期の心」の発達を支援するにはどうしたらよいか考える。

課題に対する
フィードバック

老年期の心

成人期の心

小レポートは、次回コメントを付して返却する。

乳児期の心

幼児期の心

児童期の心

青年期の心



形態 学期 必修／選択必修等 担当教員名

講義 前期 選択必修 中林　恭子

内容

方法

評価方法 割合（％）

課題 15

課題 15

レポート 60

授業態度 10

テキスト

参考文献

第１回

第２回

第３回

第４回

第５回

第６回

第７回

第８回

第９回

第１０回

第１１回

第１２回

第１３回

第１４回

第１５回

教科書の事例についてまとめる。虐待について予習する。次回提出

興味のあるテーマを選択してレポートにまとめる。期限までに提出

教科書のレポート課題をまとめる。児童期の発達について予習する。
次回提出

役割取得能力について調べてまとめる。教科書の事例を読み、設問に
ついて考える。次回提出

教科書のレポート課題をまとめる。青年期の発達について予習する。
次回提出

ライフサイクルについて予習し、各発達段階についてまとめる。次回提
出

発達の要因についてまとめる。　発達の理論について予習する。次回
提出

興味のある発達理論を選択し、より詳しく調べてまとめる。愛着につい
て予習する。次回提出

授業の中で随時紹介する。

渡辺弥生・榎本淳子編「発達と臨床の心理学」ナカニシヤ出版

学修内容

学修計画

発達理論　　　　ピアジェ、ヴィゴツキー、コールバーク、エリクソンの発達理論を
学び、各発達段階について理解する。
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青年期の対人関係の発達について調べてまとめる。教科書の事例を
読み、設問について考える。次回提出

教科書のレポート課題をまとめる。成人期の発達について予習し、教
科書の事例を読み、設問について考える。次回提出

教科書のレポート課題をまとめる。発達障がいについて予習する。次回
提出

乳児期の母子関係についてまとめる。教科書の事例を読み、設問につ
いて考える。次回提出

教科書のレポート課題をまとめる。認知発達と心の理論について予習
する。次回提出

心の理論についてより詳しく調べてまとめる。教科書の事例を読み、設
問について考える。次回提出

青年期の発達　　対人関係の発達について理解する。

児童期の問題　　いじめについて学び、事例について考える。

児童期の発達　　規範意識、役割取得能力の発達について理解する。

幼児期の問題　　落ち着きのない子どものついて学び、事例について考える。

幼児期の発達　認知の発達、こころの理論について理解する。

課題に対する
フィードバック

乳児期の問題　　育児不安について学び、事例について考える。

提出するレポートについては、事前に提供されるルーブリックにより評価する。

授業回

発達臨床心理学を学修する上で必要な基本概念、および基礎知識を身につける。

発達段階別の心理的特徴やその背後にある身体的、社会的要因を文献、資料から必要な情報を読み取る力を
身につける。

学修した内容を整理し、まとめる技能を身につける。

情報を分析し、自らの意見をまとめて発表する技能を身につける。

自学実習課題内容

科目名

発達臨床心理学特論

心理的な問題の背景には発達段階に特有の問題が関わることがある。そのため、何らかの心理的問題を抱えた人たちを支援するうえで
は、発達心理学の知識が必要となる。各発達段階の発達と特有の問題について学び、今まで学んできた臨床心理学と発達心理学の知識
を有機的に結び付ける。また、事例を通して理解を深めるとともに、かかわり方についても検討する。

①各発達段階の課題を理解し、説明することができる。
②各発達段階に起こりやすい問題について理解し、説明することができる。
③各発達段階別の事例について自分なりの考えを持ち、かかわり方を考えることができる。

到達目標

発達心理学特論、臨床心理学特論を履修していることが望ましい。

単位
（授業時間+自習時間）

2（30+60）

履修条件等

授業の概要

教科書のレポート課題をまとめる。高齢期の問題について予習する。
次回提出

オリエンテーション　授業の進め方を説明する。発達臨床心理学とは何かを理解
する。

ライフサイクル　　発達とライフサイクル、発達の要因について理解する。

生涯発達に関わる問題②　虐待について学び、事例について考える。

生涯発達に関わる問題①　発達障碍について学び、事例について考える。

成人期の発達と問題　　自立課題と異性関係の発達を学び、事例について考え
る。

青年期の発達と問題　　不登校について学び、事例について考える。

乳児期の発達　　愛着とその形成過程について理解する。

高齢期の問題　　心身の機能の低下に伴う問題について学び、事例について」
考える。



形態 学期 必修／選択必修等 担当教員名

講義 前・後期 選択必修 安念　保昌

内容

方法

評価方法 割合（％）

毎回の出席における質疑応答
と、レポート

20

毎回の出席における質疑応答
と、レポート

20

毎回の出席における質疑応答
と、レポート

20

毎回の出席における質疑応答
と、レポート

40

テキスト

参考文献

第１回

第２回

第３回

第４回

第５回

第６回

第７回

第８回

第９回

第１０回

第１１回

第１２回

第１３回

第１４回

第１５回

課題に対する
フィードバック

注意と記憶の構造
問題解決の情報処理

シンボルの体系
脳を探る

認知心理学の方法論
計算可能性と心的過程

認知心理学誕生までの歴史
認知心理学の歴史

視覚の認知
認知言語学

授業内のディスカッションを通して、フィードバックしていく。

Des Cartes、中国語の部屋、フレーム問題について調べ、心理学の歴史につい
て、概観を学んでおくこと。自分の研究が、心理学の歴史の中で、どの位置づ
けにあるのか認識を深めること。

意識とは何かについて、深く考えておくこと。
今回の授業から、この分野と、自分の研究がどのように関われるのかをまとめ
る。

これまでの授業や、文献研究においてなされてきたことを振り返る。
自分の研究における、認知心理学的意義について深い理解をして、レポートに
まとめる。

注意に関する認知心理学的文献をまとめてくる。修論の構想に、認知科学的視
点を組み込めるように、レビューを構成してゆくこと。

自己創出組織に関する文献をまとめてくる。修論の構想に、認知科学的視点を
組み込めるように、レビューを構成してゆくこと。

これまでの講義に関わって、自分の修士論文と授業に交わる最新の文献のう
ち、認知心理学誕生までの歴史、認知心理学の歴史に関する文献をまとめてく
る。修論の構想に、認知科学的視点を組み込めるように、レビューを構成してゆ
くこと。

認知心理学における脳科学に関する文献をまとめてくる。修論の構想に、認知
科学的視点を組み込めるように、レビューを構成してゆくこと。

Deep Learningについて文献をまとめてくる。修論の構想に、認知科学的視点を
組み込めるように、レビューを構成してゆくこと。

認知心理学の成り立ち

履修条件等

授業の概要

『認知心理学』箱田 裕司 他著(有斐閣, 2010)；『ダーウィン的方法　運動からアフォーダンスへ』佐々木正人著（岩波書店, 2005年）；『意識とは何だろうか　
脳の来歴．知覚の錯誤』 下條信輔著（講談社, 1999)、ほかその都度、文献を提示してゆく。

Office365の授業クラウドより、資料や動画などが提供される。

学修内容

学修計画

③認知心理学の歴史を理解し、様々なとらえ方によって、自分の問題の構造が変わることを考えること。

④自分の研究における、認知心理学的意義について深い理解をして、研究に反映させること。

自学自習課題内容

各自の研究課題を手短にプレゼンできるようにしておくこと。
多様な認知科学の枠組みで、各自の研究の位置づけを考え、まとめること。

イライザについて、調べておくこと。また、自分の言語行動がどこまで機械的か
について考えてみること。

 方法論として、後半文献購読を中心に行うため、マインドマップを描くためのFreewareのFreePlaneを使えるようにしてもらう。 心は、進化の過
程を経て体に宿ったのであるが、この身体は、様々な環境、生態系の中で機能している。この身体を通しての心のあり方を捉え直すことに主
眼をおく。トップダウン的な表現主義的認知心理学も振り返りながら、生態系、身体、脳から、ボトムアップ的に複雑に構築される認知科学を
考えることで、複眼的な視点で捉える枠組みを学ぶ。認知科学はこの身体性を元に、大きなうねりを見せてきている。

到達目標

①自分の研究における問題の構造を認知科学的に理解し、研究に役立たせる。

②自分の研究における問題を身体性の問題にとらえなおして、生態心理学を理解し、研究に役立たせる。

授業回

導入
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トップダウン、ボトムアップ、スキーマ、Alan Turingとアルゴリズム、Deep Learning
について調べておくこと。自分の研究が、とりわけ認知心理学的方法論をとると
して、どのようなやり方が可能かについて、まとめること。

シンボルとは何かについて、調べておくこと。脳科学全般に関して、大まかな認
識を持っておくこと。授業を経て、自分の研究におけるシンボルの体系について
考えること。復習では、各自の研究が、脳科学的に行おうとした時、どのような方
法論があるかについて思考実験を行うこと。

記憶、問題解決について、基本的な事項を調べておく。
復習では、注意と記憶の構造、問題解決の心理学が自分の研究とどのように関
わるのかを考える。

見えるとはどういうことか、認知言語学について、深く考えておくこと。また、ア
フォーダンスについても調べておくこと。今回の授業から、この分野と、どのよう
に自分の研究が関われるのかをまとめる。

まとめ

文献購読（５）：自己創出組織に関する最新の文献を購読しながら、最新
の認知心理学との関わりを論じる。

文献購読（４）：注意に関する最新の文献を購読しながら、最新の認知心
理学との関わりを論じる。

文献購読（３）：認知心理学と脳科学の関連に関する最新の文献を購読し
ながら、最新の認知心理学との関わりを論じる。

文献購読（２）：計算可能性と心的過程に関する最新の文献を購読しなが
ら、最新の認知心理学との関わりを論じる。

文献購読（１）：認知心理学誕生までの歴史、認知心理学の歴史に関する
最新の文献を購読しながら、最新の認知心理学との関わりを論じる。

認知心理学と意識論

自己創出組織 オートポイエーシス自己創出組織とは何かを予習しておくこと。
今回の授業が、自分の研究とどのように関わるのかをまとめる。

単位
（授業時間+自習時間）

2（30+60）

科目名

認知心理学特論

　認知心理学的な物の考え方、すなわち、あらゆる現象に隠されている構造と、表面的な見栄の関係性と、認識主体者の認知スキーマの関
わり、あるいは、問題設定そのものの問題点について学んでゆき、受講生が研究しようとしている対象を、認知心理学のスキーマで捉え直
し、それぞれの研究に広がりを持たせる。

なし



形態 学期 必修／選択必修等 担当教員名

講義 前・後期 選択必修 安念　保昌

内容

方法

評価方法 割合（％）

毎回の出席における
質疑応答と、レポート

20

毎回の出席における
質疑応答と、レポート

20

毎回の出席における
質疑応答と、レポート

20

毎回の出席における
質疑応答と、レポート

40

テキスト

参考文献

第１回

第２回

第３回

第４回

第５回

第６回

第７回

第８回

第９回

第１０回

第１１回

第１２回

第１３回

第１４回

第１５回

これまでの講義に関わって、自分の修士論文と授業に交わる遺伝と環境に関
する最新の文献をまとめてくる。修論の構想に、進化的視点を組み込めるよう
に、レビューを構成してゆくこと。

文献購読（１）：これまでの授業で、調べてきてもらった、遺伝と環境に関す
る最新の文献を購読しながら、最新の比較心理学との関わりを論じてゆく

各自の研究において、比較心理学と同じ方法論を考えるにあたり、問題設定の
4つのモード（構造、発達、機能、進化）について考えてくる。具体的に、どのよう
な4つのモードの方法論があるのか、考える。各自の研究の、上記の方法論に

各自の研究の、こころの理論、学修に関わる論文を探して読んでくる。
その論文が、こころの理論や自分の研究とどのように関わるのかをまとめる。

性的淘汰、擬態について、基本的な事項を調べておく。
今回の授業が自分の研究とどのように関わるのかを考える。

進化心理学に関わる基礎的な事項について予習しておくこと。今回の授業か
ら、進化心理学や自分の研究とどのように関わるのかをまとめる。

ゲーム理論に関する基礎的なことを予習しておくこと。また、各自の研究の、
ゲーム理論に関わる論文を探して読んでくる。もしなければ、これまでの研究で
さらに他の論文を探す。可能なら、その論文が、ゲーム理論や自分の研究とど
のように関わるのかをまとめる。

各自の研究の、比較文化、比較認知科学に関わる論文を探して読んでくる。
今回の授業において、自分の研究を比較文化的に考察してみること。

比較心理学の方法論
氏か育ちか：遺伝と環境

行動遺伝学
脳の進化

社会の進化とこころの理論
学習と行動

比較認知科学

性的淘汰圧と行動の進化
擬態

社会生物学とゲーム理論
音声コミュニケーションと言語の進化

道具使用と文化

科目名

比較心理学特論

到達目標

単位
（授業時間+自習時間）

2（30+60）

授業の概要

なし

①自分の研究における生態学的な制約を理解し、研究に役立たせる。

②自分の研究における進化的な歴史を理解し、研究に役立たせる。

履修条件等

授業回

各自の研究の、行動遺伝学に関わる論文を探して読んでくる。
その論文が、行動遺伝学や脳科学、脳の進化や自分の研究とどのように関わる
のかをまとめる。

心は、進化の過程を経て体に宿ったのであり、今の心の有り様には、その進化の痕跡が残されているはずである。脳は、生態系における適応
してきた歴史を反映して、様々な機能分化を示してきた、まさに、アーミーナイフのようなものである。心の様々な機能を、それを反映していると
考えられる。そうした心の進化の歴史をいくつかの事例から辿り、霊長類との比較を行いながら、まだ気づいていない、進化的背景を探る。

方法論として、後半文献購読を中心に行うため、FreewareのFreePlaneを使えるようにしてもらう。内容としては、比較心理学的な物の考え方、
すなわち、今ここにある現象や行動には、何らかの適応的意義が存在してきたはずで、それを成り立たせている、生態学的な制約や、進化的
な歴史を、他の動物との比較から見出していこうとする考え方、さらに、問題設定の4つのモード（構造、発達、機能、進化）を考えることで、受
講生が研究しようとしている問題を、比較心理学的に捉え直し、それぞれの研究に広がりを持たせる。

Office365の授業クラウドより、資料や動画などが提供される。

その都度紹介するとともに、以下の文献も読んでおくこと：『オスとメス=性の不思議』 　長谷川 真理子 (著) (講談社現代新書)；『比較認知科学への招待―
「こころ」の進化学』　藤田 和生 (著) (ナカニシヤ出版)；『進化と人間行動 』長谷川 寿一 (著), 長谷川 真理子 (著) (東大出版会)；『進化と感情から解き明
かす 社会心理学』 北村 英哉 (著)、 大坪 庸介 (著)  (有斐閣アルマ)；社会性の比較発達心理学, 岡野恒也編, 2001.

学修計画

③各自の研究における問題設定の4つのモード（構造、発達、機能、進化）を考えること。

④自分の研究における、比較心理学的意義について深い理解をして、研究に反映させること。

自学自習課題内容

各自の研究課題を手短にプレゼンできるようにしておくこと。
比較心理学の枠組みで、各自の研究とどのような関わりがあるのか考える。

学修内容

導入
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自分の修士論文と授業に交わる行動遺伝学に関する最新の文献をまとめてく
る。修論の構想に、進化的視点を組み込めるように、レビューを構成してゆくこ
と。
脳の進化に関する最新の文献をまとめてくる。修論の構想に、進化的視点を組
み込めるように、レビューを構成してゆくこと。

こころの理論に関する最新の文献をまとめてくる。修論の構想に、進化的視点
を組み込めるように、レビューを構成してゆくこと。

文献購読（２）：行動遺伝学に関する最新の文献を購読しながら、最新の比
較心理学との関わりを論じてゆく

文献購読（３）：脳の進化に関する最新の文献を購読しながら、最新の比較
心理学との関わりを論じてゆく

文献購読（４）：こころの理論に関する最新の文献を購読しながら、最新の
比較心理学との関わりを論じてゆく

性的淘汰に関する最新の文献をまとめてくる。修論の構想に、進化的視点を組
み込めるように、レビューを構成してゆくこと。

進化心理学に関する最新の文献をまとめてくる。修論の構想に、進化的視点を
組み込めるように、レビューを構成してゆくこと。

これまでの授業や、文献研究においてなされてきたことを振り返る。
自分の研究における、比較心理学的意義について深い理解をして、レポートに
まとめる。

文献購読（５）：性的淘汰に関する最新の文献を購読しながら、最新の比較
心理学との関わりを論じてゆく

文献購読（６）：進化心理学に関する最新の文献を購読しながら、最新の比
較心理学との関わりを論じてゆく

課題に対する
フィードバック

まとめ

授業内のディスカッションを通して、フィードバックして行く。



形態 学期 必修／選択必修等 担当教員名

講義
集中
講義

選択必修 外ノ池　隆史

内容

方法

評価方法 割合（％）

25

25

25

25

テキスト

参考文献

第１回

第２回

第３回

第４回

第５回

第６回

第７回

第８回

第９回

第１０回

第１１回

第１２回

第１３回

第１４回

第１５回 講義を振り返り、良かった点、改善すべき点などについて話し合う。

【予習】自分に与えられて課題について調べ、その結果をまとめ、発表す
る用意ををする。（30分）　【復習】発表の中で、興味を持った内容につい
て、深く調べる。（30）

【予習】自分に与えられて課題について調べ、その結果をまとめ、発表す
る用意ををする。（30分）　【復習】発表の中で、興味を持った内容につい
て、深く調べる。（30）

自部の考え、意見をま
とめ発表し、討論する
内容によって評価する

メンタルヘルスについて理解し、説明できる。

無し（プリントを配布する）

特に定めず、講義の中とで適宜紹介する。

自学自習課題・内容

【予習】　メンタルヘルス、精神保健について本、インターネットなどで知っ
ておく(30)【復習】興味を持った内容について、深く調べる。（30）

【予習】　メンタルヘルス、精神保健について本、インターネットなどで知っ
ておく(30)【復習】興味を持った内容について、深く調べる。（30）

【予習】　メンタルヘルス、精神保健について本、インターネットなどで知っ
ておく(30)【復習】興味を持った内容について、深く調べる。（30）

【予習】　メンタルヘルス、精神保健について本、インターネットなどで知っ
ておく(30)【復習】興味を持った内容について、深く調べる。（30）

精神疾患について理解し、説明できる。

授業回
学修計画

【予習】　メンタルヘルス、精神保健について本、インターネットなどで知っ
ておく(30)【復習】興味を持った内容について、深く調べる。（30）

精神科医療、福祉について理解し、説明できる。
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統合失調症の診断、疫学ついて調べ、その結果をまとめパワーポイ
ントにして発表する。

統合失調症の治療について調べ、その結果をまとめパワーポイント
にして発表する。

うつ病について調べ、その結果をまとめパワーポイントにして発表す
る。

双極性障害について調べ、その結果まとめパワーポイントにして発
表する。

PTSDについて調べ、その結果をまとめパワーポイントにして発表す
る。

【予習】自分に与えられて課題について調べ、その結果をまとめ、発表す
る用意ををする。（30分）　【復習】発表の中で、興味を持った内容につい
て、深く調べる。（30）

【予習】自分に与えられて課題について調べ、その結果をまとめ、発表す
る用意ををする。（30分）　【復習】発表の中で、興味を持った内容につい
て、深く調べる。（30）

【予習】メンタルヘルスについて学んだことを振り返り、日本のメンタルヘル
スのああるべき姿について考える（６０分）　【復習】おつかれさまでした。

メールしてください。tonoike@dpc.agu.ac.jp。学籍番号、氏名を明記すること。

依存症について調べ、その結果をまとめパワーポイントにして発表
する。

いじめ、自殺について調べ、その結果ををまとめパワーポイントにし
て発表する。

課題に対する
フィードバック

【予習】自分に与えられて課題について調べ、その結果をまとめ、発表す
る用意ををする。（30分）　【復習】発表の中で、興味を持った内容につい
て、深く調べる。（30）

適応障害について調べ、その結果をまとめパワーポイントにして発
表する。

認知症について調べ、その結果をまとめパワーポイントにして発表
する。

科目名

精神保健学特論

到達目標

単位
（授業時間+自習時間）

2（30+60）

授業の概要

精神保健、メンタルヘルスに関心を持っている者

集中講義として行う。メンタルヘルスについて知るとともに、精神科医療、福祉の現状について理解を深める。

集中講義として行う。初日は教員の授業。以降は学生に精神疾患についてPPを使い発表してもらい討論する。

履修条件等

日本の精神科医療のあるべき姿について考え、自分の意見を述べる、。

【予習】自分に与えられて課題について調べ、その結果をまとめ、発表す
る用意ををする。（30分）　【復習】発表の中で、興味を持った内容につい
て、深く調べる。（30）

【予習】自分に与えられて課題について調べ、その結果をまとめ、発表す
る用意ををする。（30分）　【復習】発表の中で、興味を持った内容につい
て、深く調べる。（30）

【予習】自分に与えられて課題について調べ、その結果をまとめ、発表す
る用意ををする。（30分）　【復習】発表の中で、興味を持った内容につい
て、深く調べる。（30）

【予習】自分に与えられて課題について調べ、その結果をまとめ、発表す
る用意ををする。（30分）　【復習】発表の中で、興味を持った内容につい
て、深く調べる。（30）

学修内容

メンタルヘルスの実際について理解する。

精神科医療の実際について理解する

精神保健福祉の実際について理解する。

精神障害者福祉に実際について理解する

精神科診断学の実際について理解する。



形態 学期 必修／選択必修等 担当教員名

講義 後期 選択必修 安田　道子

内容

方法

評価方法 割合（％）

小レポート 20

ディスカッション 20

総合レポート 60

テキスト

参考文献

第１回

第２回

第３回

第４回

第５回

第６回

第７回

第８回

第９回

第１０回

第１１回

第１２回

第１３回

第１４回 緊急支援

第１５回

課題に対する
フィードバック

心理教育

共感的理解についてはディスカッションの中で深める。小レポートについては次回コメントを付して返却する。

教職員へのコンサルテーション

中学校の事例 　(1)不登校

危機介入・コンサルテーション・コラボレーション 危機介入・コンサルテーション・コラボレーションについて復習する。

保護者との面接

学校全体をアセスメントする必要性について整理する。

この事例が不登校になった心理的要因を考える。

中学校の事例 　(2)いじめ・非行

小学校の事例　　(2)発達障害

小学校の事例　　(1)身体症状

スクールカウンセリングの特徴

21

教職員へのコンサルテーションで留意すべき点について整理しする。

心理教育の具体例について調べてみる。

事例の高校生の心境について考える。

事例の高校生の心境について考える。

事例の大学生の心境について考える。

事例の大学生の、大学生活における困難さや生き辛さについて考え
る。

保護者との面接で留意すべき点について整理する。

大学の事例　　(2)自閉スペクトラム症

大学の事例　　(1)不登校・ひきこもり

高校の事例　　(2)親の期待の先取り

高校の事例　　(1)自傷行為

緊急支援の具体例について感想を述べる。

学校臨床心理学の特徴と進め方を説明できる。

科目名

学校臨床心理学

教育現場におけるカウンセリングは、対応の仕方が、医療機関や心理相談機関おけるカウンセリングとは若干異なっている。本講義で
は教育現場でよくみられる心の問題について理解するとともに、全児童生徒や教職員、保護者、地域を視野に入れた臨床心理学的
対応のあり方を学ぶ。

パワーポイント、プリントを用いて講義を行う。随時意見を求めたり、グループディスカッションを行う。終了後、小レポートを課すこともあ
る。講義の要点を整理するよう求める。

到達目標

単位
（授業時間+自習時間）

2（30+60）

自学自習課題内容

なし

自閉スペクトラム症、ADHD、限局性学習症について調べる。

教育現場でよく見られる心の問題について、概要を説明することができる。

事例の気持ちを共感的に理解することができる

履修条件等

授業の概要

倉光修（編著）　　「学校臨床心理学・地域援助特論」　　　NHK出版

授業回

使用しない

学修計画

学修内容

日本におけるスクールカウンセラー制度の始まりと発展について整理
する。

スクールカウンセリングと医療機関や心理相談機関でのカウンセリング
の違いを整理する。

この事例が身体症状を発症した心理的要因を考える。

スクールカウンセラーの創設と実際の活動



形態 学期 必修／選択必修等 担当教員名

演習 通年 必修
佐藤祐造、土田　満、   
  安念保昌、野村隆英

内容

方法

評価方法 割合（％）

100

テキスト

参考文献

１年次

２年次

研究課題に関連する文献を収集し、教員とともに論文のクリテークを行う。

指導教員と話し合いを行い、各自の研究課題を決める。

7月末までに指導教員を決める。

研究を開始する。

5月: 学位論文題目届を提出する。

研究計画に基づいてデータの収集と分析を行う。

研究の進行状況にあわせて、指導教員が適宜個別指導を行う。

10月: 研究発表会（中間発表）を行う。

12月: 学位論文を提出する。

1月: 学位論文口述審査を受ける。

科目名

研究指導

研究課題の遂行、および修士論文をまとめるために個別指導を行う。一連のプロセスを通して研究能力を修得する。

必要に応じて、適宜個別指導を行う。

到達目標

自ら積極的に取り組み、計画的に研究を実施し、修士論文を作成する。履修条件等

授業の概要

授業回

研究課題の設定、研究計画の作成、データ収集と解析、研究成果をまとめた修士論文の提出、発表等ができ
る。

自学自習課題内容

指導教員の指示に従うこと。

適宜、参考文献を紹介する。

学修計画

学修内容

中間発表に備えて、準備する。

論文を記述し、学位論文としてまとめる。

学位論文口述審査に備えて、準部する。

単位
（授業時間+自習時

4(  180  )

データを収集するとともに、データの解析方法を学ぶ。

学位論文の題目を考える。

随時、指導教員と連絡をとりながら、研究を進行させる。

研究倫理委員会に申請し、研究実施の承認を得る。

研究方法の検討を行い、研究計画を作成する。

研究課題を明確にする。

文献を検索、収集し、文献を読み込む。

研究計画を考える。

研究倫理審査申請書を作成する。
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課題に対する
フィードバック

個人指導により、適宜フィードバックを行う。



形態 学期 必修・選択必修等 担当教員名

講義 前期 選択必修 瀬木　和子

内容

方法

評価方法 割合（％）

討論の質（内容、理解度、
参加態度）

30

討論の質（内容、理解度、
参加態度）リポート

20

討論の質（内容、理解度、
参加態度）リポート

25

討論の質（内容、理解度、
参加態度）リポート

25

テキスト

参考文献

第１回

第２回

第３回

第４回

第５回

第６回

第７回

第８回

第９回

第１０回

第１１回

第１２回

第１３回

第１４回

第１５回

発表されて、短時間でどんどん臨床応用されています。
実例について調べて来て下さい。

　　　人間の病気は「人類の進歩・進化」の結果である。
　　　発症に近づけてしまう生活習慣を少しは見直しましょう
　　　という主旨のシリーズです。参考になります。

長寿遺伝子とは

「腸と免疫」メッセージ物質　NHKスペシャル「人体」

配付プリントを予習してくること

配付プリントを予習してくること

さまざまなメッセージ物質の巨大なネットワークが健康や命を守る重要な役
割を果していることを示す。NHKのDVD（2018.3.25に発表されたもの）をみ
て考える。

配付プリントを予習してくること

例（メッセージ物質）
・骨から出るメッセージ物質
　1.オステオカルシン…記憶力UP（脳に働く）。免疫力UP、筋力UP、精力
UP
　2.オステオポンチン…体全体の免疫に関与（?）
　3.スクレロスティン…骨を作るのをやめるメッセージ物質
・骨芽細胞と破骨細胞→骨の代謝（入れかわり　2年半～3年半）
・骨・筋肉の代謝バランスには重力と運動が大切
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提出されたレポートにはコメントを記入して返却する。質疑応答時間を設定し、学生が主体となり講師も参加して対話的に学び討論する。
疾病や異常状態と日常生活や社会との関連性についても考え、健康管理の基礎知識や実践の重要さを理解する。

疾病の成り立ち　3.①腫瘍総論　②原因の推定される腫瘍に対する予防方
法と実施状況

疾病の成り立ち　2.炎症、生体防御機構、臓器移植と拒否反応

参考：2017年の日本人の平均寿命は男性81.09、女性87.26　男女ともホン
コンについで第2位です。
受講者の感想等を伺いたい。

　　配付プリント類は必ず、予習すること。できれば各病変が、異なる臓器
　　に現れる場合の名前（病名）の例を考えてくる。

がん 　　 人類の進化が生んだ病（DVD）NHK

疾病の成り立ち　1.細胞・組織障害、進行性病変、循環障害

配付プリントを予習してくること

課題に対する
フィードバック

健康管理学といえば若い人では事故、自殺（近年減少傾向）。伝染病の予
防など…広い範囲になってしまいますが、100才以上を目指す「健康寿命
時代」にどの様に生きれば生命曲線の理想型に近づくことが出来るか議論
したいと思います。

メッセージ物質をDVDで見る
　例.骨から出るメッセージ物質、全身の「若さ」を司っているのは実は骨。
「筋力」「免疫力」なども（DVD）NHK

　　日本人の2人に1人は一生のうちに何らかのがんに罹患するといわれる。
　　死因別死亡でがんの占める位置は?、部位別がん死亡数で最も多いの
　　は?　調べて下さい。

iPS細胞について　→急速に臨床的に応用の発展

「健康維持」について考える。
「免疫」と「自律神経系・内分泌系」の関係

心臓病 　　 高性能ポンプの落とし穴（DVD）NHK

①病因論
②医原病
③治療による病態の変化
④老化と死

オリエンテーション
a.学生の自己紹介と「研究主題」についての説明
b.「健康と疾病」「健康管理」
　　〔付〕感染症、予防接種等　　毎年問題となる疾病が違いますが、総論
的に日本の予防接種などの現状を話します。

授業回

科目名

健康管理学特論Ⅰ　(病理・病態学)

疾病の基礎知識・病態を理解する基礎となる科目として、疾病の成り立ちを理解させた上、重要な疾患の病変、病態と引き起こされる結果
について学びます。その後いかにすれば予防が可能かを考えます。ポストゲノム時代の課題（ゲノム創薬、再生医療等）にも触れてみたい
と思います。種々の疾患の原因として「進化」という切口で考えたNHKのDVDを参考に見て、考え検討する。又、最近話題になってきた
「メッセージ物質」についてもふれてみたいと考えます。

　疾病の成り立ちを理解し、経過・治療が与える影響を知り、如何なる予防方法があるのかを、調べ、考え、実践、教育することができるよう
になるのが目標です。疾病の実例の示説を通して疾病の理解と考察能力を身につけ、健康管理や、福祉に携わる専門家等、健康社会に
貢献する人々の素養の一部となること、実践と教育能力－説得力の向上を期待します。

到達目標

単位
（授業時間+自習時間）

2（30+60）

プリントでゲノムとは?について予習してくる。ポストゲノム時代についての配
付プリントは「一家に一枚ゲノムマップ-文部省」です。
DVD（命を刻む時計の秘密）を研究室にだしておきますから、DNAの構造と
作用機序を画像で理解して、質問表に記入しておく。

遺伝と先天異常。
ゲノムとは。ポストゲノム時代の課題と応用（ゲノム創薬等）

履修条件等

授業の概要

授業中に紹介します。

なし。前回の講義の時、プリントを前もって配布します。（予習用）。文献はそのつど指示します。

学修内容

学修計画

疾病の成り立ち、各種疾病と特徴、疾病予防の方法

自学自習課題内容

特になし

各自の研究課題についてクラスで発表する準備と、授業内容について希望
があればまとめてくる。　　健康とはどんな状態ですか?　　疾病とどんな関係
になりますか?考えておいて下さい。　　この科目では、次週の内容に関する
参考プリントを前もって渡します。必ず予習をしてくること。

病気の原因には、微生物のみでなく、外界のすべての現象もかかわってく
ること。薬物でさえも時には。
「脳死」と「植物状態」の違いについて、調べてくる。

健康と疾病の連続性、環境改善や生活改善により健康を維持・増進させることができるとの理解

病因論、医原病、治療による病態の変化、老化と死についての理解

遺伝と先天異常、ポストゲノム時代の医療、研究、応用の範囲と夢



形態 学期 必修・選択必修等 担当教員名

講義
演習

後期 選択必修 佐藤　祐造

内容

方法

評価方法 割合（％）

定期試験/レポート 15/10

定期試験/レポート 15/10

定期試験/レポート 15/10

定期試験/レポート 15/10

テキスト

参考文献

第１回

第２回

第３回

第４回

第５回

第６回

第７回

第８回

第９回

第１０回

第１１回

第１２回

第１３回

第１４回

第１５回

講義のねらい
健康日本21
健康日本21(第二次)

単位
（授業時間+自習時間）

2（30+60）

授業回

科目名

健康管理学特論Ⅲ（自己管理・統制論）

現在わが国は男女とも世界トップクラスの長寿国となっている。
平成28(2016)年の成人の死因、死亡数・死亡率(人口10万対)は第1位悪性新生物で37万2801人、298.2、第2位は心疾患19万7807人、
158.2、第3位は肺炎11万9206人、95.3、第4位は脳血管疾患で、10万9233人、87.4となっている。すなわち、悪性新生物、心臓病、脳血管
疾患を合わせた生活習慣病が死因の6割を占めている。また、平成24(2012)年国民医療費は悪性新生物、高血圧、脳血管疾患、糖尿病、
虚血性心疾患を合計すると8兆9288億円に上り、医科診療医療費の31.5%を占めている。生活習慣病は「食習慣、運動習慣、休養、飲酒等
の生活習慣がその発症・進行に関与する疾患群」と定義され、遺伝要因、外部環境要因に加えて、上記生活習慣要因がtriggerとなり発
症。本講義では、疾病の発症・予防に関して、自己管理・統制の重要性について受講生とともに、これらの点に関して調査し、discussionを
行う。

健康管理をテーマに議論を深める中で身につけるべき能力は、科学的なものの見方、論理的な思考力、飽くなき探究心であり、健康は自
ら守るべきものであり、他者により守られるものでないこと自ら得心するとともに、第3者をも得心させる説得力が到達目標となる。

到達目標

➀がんと生活習慣について理解し、他者に説明できる。

➃健康長寿を目指す食事・運動療法について理解し、他者に説明できる。

自学自習課題内容

➀成人の死因と青少年の死因の違いについて講義内容をまとめて、前
回の宿題とともに提出、出席と認めます。
➁主ながんの自覚症状について調べ、次回提出。

➀肺がんの症状について講義内容をまとめて、前回の宿題とともに提
出、出席と認めます。
➁食生活とがんについて調べ、次回提出。

➀食生活と胃がんについて講義内容をまとめて、前回の宿題とともに提
出、出席と認めます。
➁喫煙とがんについて調べ、次回提出。

特になし

➁生活習慣病、ことに糖尿病、高血圧について理解し、他者に説明できる。

➂生活習慣病、ことに動脈硬化性心血管障害について理解し、他者に説明できる。

➀健康日本21(第二次)について講義内容をまとめて、提出して下さい。
出席と認めます。
➁成人の死因について調べ、次回提出。

履修条件等

授業の概要

・佐藤祐造編:生活習慣病の予防と運動(南江堂)
・矢崎義雄総編集:内科学第11版(朝倉書店)
・佐藤祐造著:四季の健康(風媒社)

講義実施の前の週に資料(パワーポイントスライド)をメールで送付しますので、予習・復習に役立てて下さい。

学修内容

学修計画

がんと生活習慣(1)
食生活とがん

がん(2) 肺がん、乳がん、子宮がん、白血病などの症状と治療法

成人の死因と青少年の死因
がん(1) 胃がん、肝がん、大腸がんの症状と治療法
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➀脳卒中について講義内容をまとめて、前回の宿題とともに提出、出席
と認めます。
➁特定健診について調べ、次回提出。

➀動機付け支援、積極的支援について講義内容をまとめて、前回の宿
題とともに提出、出席と認めます。
➁健康長寿について調べ、次回提出。

健康長寿を目指す(2)
運動療法

健康長寿を目指す(1)
食生活

特定健診・保健指導

生活習慣病(7)
動脈硬化性心血管障害

➀望ましい食生活について講義内容をまとめて、前回の宿題とともに提
出、出席と認めます。
➁有酸素運動と無酸素運動について調べ、次回提出。

➀Sick of sittingについて講義内容をまとめて、前回の宿題とともに提
出、出席と認めます。

課題に対する
フィードバック

生活習慣病(1)
成人病との相違

がんと生活習慣(2)
運動習慣、喫煙、飲酒とがん

提出されたレポートについてはコメントを書き込み返却する。質疑応答時間では講師も一員となり参加し意見を述べる。

➀糖尿病の運動療法について講義内容をまとめて、前回の宿題とともに
提出、出席と認めます。
➁高血圧について調べ、次回提出。

➀高血圧の生活習慣修正について講義内容をまとめて、前回の宿題と
ともに提出、出席と認めます。
➁「悪玉」コレステロールについて調べ、次回提出。

➀コレステロールと中性脂肪の違いについて講義内容をまとめて、前回
の宿題とともに提出、出席と認めます。
➁心筋梗塞について調べ、次回提出。

➀運動習慣とがんについて(健康関連体力)について講義内容をまとめ
て、前回の宿題とともに提出、出席と認めます。
➁生活習慣病の考え方について調べ、次回提出。

➀糖尿病の病型について講義内容をまとめて、前回の宿題とともに提
出、出席と認めます。
➁糖尿病食事療法について調べ、次回提出。

➀生活習慣病と成人病の違いについて講義内容をまとめて、前回の宿
題とともに提出、出席と認めます。
➁メタボリックシンドロームの概念について調べ、次回提出。

生活習慣病(6)
脂質異常症

生活習慣病(5)
高血圧

生活習慣病(4)
糖尿病(2)　治療方法　(i)食事療法、(ii)運動療法、(iii)薬物療法

生活習慣病(3)
糖尿病(1)　病型、診断基準、合併症

生活習慣病(2)
メタボリックシンドローム/肥満症

➀内臓脂肪と皮下脂肪の違いについて講義内容をまとめて、前回の宿
題とともに提出、出席と認めます。
➁糖尿病の合併症について調べ、次回提出。



形 態 学 期 必修／選択必修等 担当教員名

　  講義 後期 選択必修 高濱　祥子

内容

方法

評価方法 割合（％）

発表・レポート 20

発表・レポート 20

発表・レポート 20

発表・レポート 40

テキスト

参考文献

第１回

第２回

第３回

第４回

第５回

第６回

第７回

第８回

第９回

第１０回

第１１回

第１２回

第１３回

第１４回

第１５回

心理学・行動科学の研究方法と研究の流れを全般的に理解し、説明できる。

データ収集に伴い起きるであろう問題点を理解し、対策を説明できる。

研究倫理および研究遂行に伴うリスクを説明できる。

課題に対する
フィードバック

第１３章　面接法

第１４章　研究の実施、第１５章　結果の解釈

第１６章　統計的分析(1): 推測統計と統計的仮設検定、効果量、信頼区
間

第１６章　統計的分析(2): 多変量解析、統計モデル

第１７章　研究報告、まとめ

発表と提出レポートについて、質疑応答によるフィードバックを行う。

教科書（第１６章）の予習・復習をすること。授業中に提示したキーワードにつ
いて調べて提出すること。発表者はレジュメを準備すること。

教科書（第１７章）の予習・復習をすること。授業中に提示したキーワードにつ
いて調べて提出すること。発表者はレジュメを準備すること。

教科書（第１３章）の予習・復習をすること。授業中に提示したキーワードにつ
いて調べて提出すること。発表者はレジュメを準備すること。

教科書（第１４、１５章）の予習・復習をすること。授業中に提示したキーワード
について調べて提出すること。発表者はレジュメを準備すること。

教科書（第１６章）の予習・復習をすること。授業中に提示したキーワードにつ
いて調べて提出すること。発表者はレジュメを準備すること。

教科書（第１０章）の予習・復習をすること。授業中に提示したキーワードにつ
いて調べて提出すること。発表者はレジュメを準備すること。

教科書（第１１章）の予習・復習をすること。授業中に提示したキーワードにつ
いて調べて提出すること。発表者はレジュメを準備すること。

教科書（第１２章）の予習・復習をすること。授業中に提示したキーワードにつ
いて調べて提出すること。発表者はレジュメを準備すること。

第１０章　調査法

第１１章　観察法

第１２章　検査法

教科書（第７章）の予習・復習をすること。授業中に提示したキーワードについ
て調べて提出すること。発表者はレジュメを準備すること。

教科書（第８、９章）の予習・復習をすること。授業中に提示したキーワードにつ
いて調べて提出すること。発表者はレジュメを準備すること。

第６章　剰余変数の統制

第７章　さまざまな実験法

第８章　コンピュータ・シミュレーション、第９章　心理学に特有な問

教科書（第６章）の予習・復習をすること。授業中に提示したキーワードについ
て調べて提出すること。発表者はレジュメを準備すること。

オリエンテーション、第１章　科学と実証

第２章　実験と観察、第３章　実証の手続き

自らの研究に関連した研究方法を具体的に理解し、説明できる。自らおよび他者の研究方法について建設
的な議論ができる。

高野陽太郎・岡隆（編）『心理学研究法　補訂版』有斐閣アルマ

三浦麻子『なるほど！心理学研究法』北大路書房、南風原朝和『心理統計学の基礎―統合的理解のために』有斐閣アルマ、南風原朝和『続・心理統計
学の基礎--統合的理解を広げ深める』有斐閣アルマ

授業回
学修計画

自学自習課題・内容

教科書（第１章）の予習・復習をすること。

教科書（第２，３章）の予習・復習をすること。授業中に提示したキーワードにつ
いて調べて提出すること。発表者はレジュメを準備すること。
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履修条件等

授業の概要

単位
（授業時間+自習時間）

科目名

心理行動研究法特論 2（30+60）

心理学における基礎的な統計知識を有していることを前提に授業を行う。気になる受講者は、統計に関する書籍を読んで各自で復習する
ことを勧める。

医療・福祉・健康などの臨床領域では、「こころ」をできるだけ正確にとらえ適時的な対応をはかる必要がある。しかし、個人の「こころ」を直
接に目で見ることは難しく、その行動、表情、言葉などの「目にみえる」外面的反応からとらえる知識・技能を必要とする。本講では、「ここ
ろ」に関する課題を認識し、それらを解決するために必要となるさまざまな心理学研究法と研究の流れを解説する。さらに履修登録者が自
らの研究を行うための技法を取り上げ、特徴と留意点について具体的な議論を行う。

第１回はガイダンスとして、科学としての心理学における科学と実証を概観する。第２回以降は、受講者による発表と全員による質疑応答
を中心に授業を進めていく。担当教員も質疑を行うが、大学院生同士の活発な議論を期待する。自らの修士論文の研究法について概略
を配布資料として準備すること。

到達目標

教科書（第４章）の予習・復習をすること。授業中に提示したキーワードについ
て調べて提出すること。発表者はレジュメを準備すること。

教科書（第５章）の予習・復習をすること。授業中に提示したキーワードについ
て調べて提出すること。発表者はレジュメを準備すること。

第４章　独立変数の操作

第５章　従属変数の測定

学修内容
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