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ディプロマポリシー（学位授与方針）ＤＰ

保健医療学科では、人の健康と生命を守るための知識と技術を学び、安全・安心な社会の構築に寄与する態度や思考力を身につけた者
に学士（危機管理）の学位が授与されます。

知識 自然科学の基礎的な知識と応用力 保健 医療分野（臨床検査学・臨床工学・救急救命学）における専門知識 技能 保健医療
分野（臨床検査学・臨床工学・救急救命学）の専門知識に基づく医療技術 態度 医療人・社会人として必要なコミュニケーション能力を有し、
チーム医療に貢献する態度 思考力 問題に対して論理的・実践的な解決策を考案する能力

危機管理学部保健医療学科カリキュラムツリー

卒業研究／課題研究

学部共通基礎科目 危機管理学入門Ⅰ
危機管理学入門Ⅱ 危機管理学入門Ⅲ
危機管理学入門Ⅳ 危機管理と社会制度
国際協力論 救命救助法入門 消防と防
災 教養ゼミナール キャリアデザインⅠ
キャリアデザインⅡ 就業力育成特論 ボ
ランティア活動

臨床検査技師
受験資格

臨床工学技士
受験資格

救急救命士
受験資格

医学概論・公衆衛生学 解剖生理学Ⅰ 解剖生理学Ⅱ 解剖生理学Ⅲ 生化学Ⅰ 生化学Ⅱ 病理学Ⅰ 病理学
Ⅱ 免疫学 微生物学 看護学概論 医療職連携導入

解剖学実習 生理学実習 生化学実習 医用工学概論 医用工学実習 臨床病態学Ⅰ 臨床病態
学Ⅱ

シミュレーションⅠ

細胞検査士
養成プログラム

遺伝子分析科
学認定士

細胞診断学実習Ⅰ
細胞診断学実習Ⅱ
細胞診断学実習Ⅲ
細胞診断学特別実習Ⅰ
細胞診断学特別実習Ⅱ

応用数学 応用数学演習 基礎
統計学 電気・電子工学Ⅰ 電
気・電子工学Ⅱ 電気・電子工学
実験Ⅰ 計測工学 医用機器学
概論Ⅰ 医用生体計測装置学
理工学演習Ⅰ AIとの融合演習
Ⅰ

電気・電子工学実験Ⅱ 生体物性工
学 医用材料工学 医用機械工学
医用機器学概論Ⅱ 医用生体計測装
置学実習 生体機能代行装置学Ⅰ
生体機能代行装置学Ⅱ 生体機能代
行装置学Ⅲ 生体機能代行装置学実
習Ⅰ 生体機能代行装置学総合演習
医用治療機器学医用治療機器学実

習 医用機器安全管理学Ⅰ 医用機
器安全管理学Ⅱ 医用機器安全管理
学実習 理工学演習Ⅱ 医療機器学
演習 AIとの融合演習Ⅱ

生体機能代行装置学実習Ⅱ
生体機能代行装置学実習Ⅲ

臨床検査臨地実習／臨床工学臨床実習

病理検査学 病理検査学実習 臨床検査学総論Ⅰ 臨
床検査学総論Ⅱ 医動物学 微生物・医動物学実習 血
液検査学Ⅰ 血液検査学Ⅱ 免疫検査学Ⅰ 微生物検
査学 微生物検査学実習 生化学分析検査学Ⅰ 生化
学分析検査学Ⅱ 生化学分析検査学実習Ⅰ 放射化学
生理機能検査学Ⅰ 遺伝子検査学 遺伝子検査学実習
臨床細胞学総論Ⅰ 臨床細胞学実習

生理機能検査学Ⅲ
生体試料分析学Ⅱ
医用画像情報学Ⅰ
医用画像情報学Ⅱ

臨床検査学総論実習 検査機器総論 血液検査
学実習Ⅰ 血液検査学実習Ⅱ 免疫検査学Ⅱ 免
疫検査学実習Ⅰ 免疫検査学実習Ⅱ 生化学分
析検査学実習Ⅱ 生理機能検査学Ⅱ 生理機能
検査学実習Ⅰ 生理機能検査学実習Ⅱ 医療安
全管理学と実習 臨床細胞学総論Ⅱ 臨床細胞
学総論Ⅲ

臨床内科学Ⅰ 臨床
内科学Ⅱ 臨床内科
学Ⅲ 救急医学概論
Ⅰ 救急医学概論Ⅱ

救急処置総論 救
急処置各論 臨床外
科学Ⅰ シミュレー
ションⅡ シミュレー
ションⅢ 総合教養Ⅰ
総合教養Ⅱ 総合教
養Ⅲ 総合教養Ⅳ

臨床内科学Ⅳ 臨床内
科学Ⅴ 臨床内科学Ⅵ
臨床内科学Ⅶ 臨床内
科学Ⅷ 臨床内科学Ⅸ
医学検査 救急・災害医
療 臨床外科学Ⅱ 臨床
外科学Ⅲ 臨床外科学
Ⅳ 一般救急救命 小児
科学 産婦人科学 整形
外科学 脳外科学 精神
医学 放射線医学 シ
ミュレーションⅣ 総合演
習Ⅰ 総合演習Ⅱ

救急救命学総合演習Ⅰ
救急救命学総合演習Ⅱ

ダブルライセンス
（臨床検査技師・臨床工学技士）

臨床検査学総合演習Ⅰ 臨床検査学総合演習Ⅱ 臨床工学総合演習Ⅰ
臨床工学総合演習Ⅱ

救急車同乗実習 病
院内実習

関係法規 臨床病態学Ⅲ

生体試料分析学Ⅰ 微生物検査学特論

薬理学
基礎数学 理工学数学演習 物理学Ⅰ
化学Ⅰ 化学Ⅱ 生物学Ⅰ 生物学 情報
リテラシー

一般基礎科目 人間の心理 文学と人生
生活と文化 人間と芸術 生命倫理学 世
界から見た日本の文化 銚子学 日本の
歴史 外国の歴史 誠治の仕組 社会の
構造 経済の仕組 生活と法律 日本国憲
法 世界と日本 福祉学 健康の科学 ス
ポーツ実技 リスク危機管理論 キャリアデ
ザイン入門 キャリアデザイン実践 イン
ターンシップ プロジェクト学習 データサイ
エンス入門 英語Ⅰ 日本語Ⅰ日本語理

解Ⅰ 英語Ⅱ 日本語Ⅱ 日本語理解Ⅱ
実用英会話Ⅰ 英文購読Ⅰ 中国語Ⅰ
韓国語Ⅰ 日本語Ⅲ 日本語表現Ⅰ 実
用英会話Ⅱ 英文購読Ⅱ 中国語Ⅱ 韓
国語Ⅱ 日本語Ⅳ 日本語表現Ⅱ 日本
語基礎Ⅰ 日本語基礎Ⅱ デジタル日本
語 無人航空機概論 無人航空機操縦実
習

医療職連携発展

基礎医学演習 理工学数学演習


