
2020 年度以前入学生対象 

授業科目 
英語Ⅳ（総合） 

担当教員 松尾 文子 
English Ⅳ 

対象学科・ 
年次・学期 栄養学科・4 年次・後期 選択・必修 選択 

授業形態 演習 単位数 1 単位 

授業目的 1. 英語の４技能を含む総合的な語学能力の向上を目指す。 
2. 英語のプレゼンテーションを通じて、英語の運用能力の向上を目指す。 

到達目標 
1. 英文の内容を正確に把握できる。 
2. 専門領域の文献を読むことができる。 
3. 自分の考えをまとめて英語で口頭発表できるようにする。 

テキスト Stay Healthy  Paul Stapleron（センゲージラーニング 2016） 
参考書 授業中に指示する。 

評価方法・ 
基準 

評価方法 評価割合（％） 評価基準 
試験 70% 

学んだことの理解度を測る定期試験 70%、Unit ごとの Pre-reading activity
の提出物 20%、授業の取り組み姿勢の 10%で評価する。 
定期試験を未受験の場合は、評価の対象としない。 

レポート  
小テスト  
提出物 20% 
その他 10% 

履修上の 
留意事項 

分からない語句はあらかじめ辞書で調べておく。また，テキスト（授業中に配布する資料）で取り上げる 
トピックに関して、自らの視点で考える。 

実務経験を 
活かした教育内容  

学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

1 

学習の主題 ガイダンス / Chapter 1:  Healthy Japan 

授業内容 本科目の学習内容と方法、評価方法と基準、履修上の留意点等を説明する。
/ 本テキストが編まれた背景を考える。 

事前・事後学習 事前：テキストの予習を行う。 
事後：学んだ内容を確認する。 

2 

学習の主題 Chapter 1: Healthy Japan 
授業内容 本テキストが編まれた背景を考える。 

事前・事後学習 事前：テキストの予習を行う。 
事後：学んだ内容を確認する。 

3 

学習の主題 Chapter 2: Health and Evolutionary Psychology 
授業内容 我々の体が環境と相互作用しながら発達してきたことを考える。 

事前・事後学習 事前：テキストの予習を行う。 
事後：学んだ内容を確認する。 

4 

学習の主題 Chapter 2: Health and Evolutionary Psychology 
授業内容 我々の体が環境と相互作用しながら発達してきたことを考える。 

事前・事後学習 事前：テキストの予習を行う。 
事後：学んだ内容を確認する。 

5 

学習の主題 Chapter 4: Race and Health 

授業内容 我々の体が環境と相互作用しながら発達してきたことを理解することが、
病気の治療や予防に役立つことを考える。 

事前・事後学習 事前：テキストの予習を行う。 
事後：学んだ内容を確認する。 

6 

学習の主題 Chapter 4: Race and Health 
授業内容 我々の体が環境と相互作用しながら発達してきたことを考える。 

事前・事後学習 事前：テキストの予習を行う。 
事後：学んだ内容を確認する。 
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2020 年度以前入学生対象 

授業科目 
英語Ⅳ（総合） 

担当教員 松尾 文子 
English Ⅳ 

対象学科・ 
年次・学期 栄養学科・4 年次・後期 選択・必修 選択 

授業形態 演習 単位数 1 単位 

授業目的 1. 英語の４技能を含む総合的な語学能力の向上を目指す。 
2. 英語のプレゼンテーションを通じて、英語の運用能力の向上を目指す。 

到達目標 
1. 英文の内容を正確に把握できる。 
2. 専門領域の文献を読むことができる。 
3. 自分の考えをまとめて英語で口頭発表できるようにする。 

テキスト Stay Healthy  Paul Stapleron（センゲージラーニング 2016） 
参考書 授業中に指示する。 

評価方法・ 
基準 

評価方法 評価割合（％） 評価基準 
試験 70% 

学んだことの理解度を測る定期試験 70%、Unit ごとの Pre-reading activity
の提出物 20%、授業の取り組み姿勢の 10%で評価する。 
定期試験を未受験の場合は、評価の対象としない。 

レポート  
小テスト  
提出物 20% 
その他 10% 

履修上の 
留意事項 

分からない語句はあらかじめ辞書で調べておく。また，テキスト（授業中に配布する資料）で取り上げる 
トピックに関して、自らの視点で考える。 

実務経験を 
活かした教育内容  

学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

1 

学習の主題 ガイダンス / Chapter 1:  Healthy Japan 

授業内容 本科目の学習内容と方法、評価方法と基準、履修上の留意点等を説明する。
/ 本テキストが編まれた背景を考える。 

事前・事後学習 事前：テキストの予習を行う。 
事後：学んだ内容を確認する。 

2 

学習の主題 Chapter 1: Healthy Japan 
授業内容 本テキストが編まれた背景を考える。 

事前・事後学習 事前：テキストの予習を行う。 
事後：学んだ内容を確認する。 

3 

学習の主題 Chapter 2: Health and Evolutionary Psychology 
授業内容 我々の体が環境と相互作用しながら発達してきたことを考える。 

事前・事後学習 事前：テキストの予習を行う。 
事後：学んだ内容を確認する。 

4 

学習の主題 Chapter 2: Health and Evolutionary Psychology 
授業内容 我々の体が環境と相互作用しながら発達してきたことを考える。 

事前・事後学習 事前：テキストの予習を行う。 
事後：学んだ内容を確認する。 

5 

学習の主題 Chapter 4: Race and Health 

授業内容 我々の体が環境と相互作用しながら発達してきたことを理解することが、
病気の治療や予防に役立つことを考える。 

事前・事後学習 事前：テキストの予習を行う。 
事後：学んだ内容を確認する。 

6 

学習の主題 Chapter 4: Race and Health 
授業内容 我々の体が環境と相互作用しながら発達してきたことを考える。 

事前・事後学習 事前：テキストの予習を行う。 
事後：学んだ内容を確認する。 

  

学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

7 

学習の主題 Chapter 7: The World’s Most Common Disease 
授業内容 健康や医療分野の最新の知見の一端に触れる。 

事前・事後学習 事前：テキストの予習を行う。 
事後：学んだ内容を確認する。 

8 

学習の主題 Chapter 7: The World’s Most Common Disease 
授業内容 健康や医療分野の最新の知見の一端に触れる。 

事前・事後学習 事前：テキストの予習を行う。 
事後：学んだ内容を確認する。 

9 

学習の主題 Chapter 8: Instant Noodles 
授業内容 即席麺が健康に及ぼす影響を学ぶ。 

事前・事後学習 事前：テキストの予習を行う。 
事後：学んだ内容を確認する。 

10 

学習の主題 Chapter 8: Instant Noodles 
授業内容 即席麺が健康に及ぼす影響を学ぶ。 

事前・事後学習 事前：テキストの予習を行う。 
事後：学んだ内容を確認する。 

11 

学習の主題 Chapter 9: Supplements 
授業内容 サプリメントが健康に及ぼす影響を学ぶ。 

事前・事後学習 事前：テキストの予習を行う。 
事後：学んだ内容を確認する。 

12 

学習の主題 Chapter 9: Supplements 
授業内容 サプリメントが健康に及ぼす影響を学ぶ。 

事前・事後学習 事前：テキストの予習を行う。 
事後：学んだ内容を確認する。 

13 

学習の主題 Chapter 15: The New Nutrition 
授業内容 栄養に関する新たな発見が長寿につながる可能性があることを学ぶ。 

事前・事後学習 事前：テキストの予習を行う。 
事後：学んだ内容を確認する。 

14 

学習の主題 Chapter 15: The New Nutrition 
授業内容 栄養に関する新たな発見が長寿につながる可能性があることを学ぶ。 

事前・事後学習 事前：テキストの予習を行う。 
事後：学んだ内容を確認する。 

15 

学習の主題 これまでの授業の振り返り 
授業内容 これまで学んだ内容の確認 

事前・事後学習 事前：これまでの授業内容を復習する。 
事後：期末試験の勉強をする。 
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2020年度以前入学生対象 

授業科目 
国際社会論 

担当教員 翁 康健    
International Sociology 

対象学科・ 
年次・学期 栄養学科・4年次・後期 選択・必修 選択 

授業形態 講義 単位数 1単位 

授業目的 

世界の地理や文化を理解するとともに、急変していく世界の情勢や社会、経済の中での国際的視野の拡大を図
ることを目的とする。具体的には主権国家の意味について考え、異文化間、民族間、文明間の社会問題を理解
し、国家間のマネジメント・コミュニケーションと交渉力の重要性について考える。また、グローバリゼーシ
ョンの進展のなかで、人々の生活に与える影響や保健医療の問題などについて国際的な視点で考え、国際活動
と共存のあり方について学習する。 

到達目標 国際的な時事問題を理解できる社会人を目指す。 
テキスト 適宜指示をする。また、時事問題に関しては、視聴覚教材を利用する予定。 
参考書 なし 

評価方法・ 
基準 

評価方法 評価割合（％） 評価基準 
試験  

目標の到達状況をレポート（50％）、提出物（30％）、その他（20％）で評
価する。 
その他には、授業内での発表が含まれる。 

レポート 50％ 
小テスト  
提出物 30％ 
その他 20％ 

履修上の 
留意事項 

・講義中に他の受講者の妨げとなる行為があった場合、学生証の提示や講義室からの退出を命じる可能性があ
る。 
・講義の進捗状況によって講義計画を変更する場合がある。 

実務経験を 
活かした教育内容  

学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

1 
学習の主題 世界の地理を知る ① 
授業内容 いくつかの方法で世界を分類する 
事前・事後学習 アジアの国々を調べる 

2 
学習の主題 世界の地理を知る ② 
授業内容 日本は世界の中でどのような立場にあるのかを理解する 
事前・事後学習 多くの種類の世界地図を調べる 

3 
学習の主題 世界の宗教を知る 
授業内容 世界の三大宗教について理解する 
事前・事後学習 宗教について新聞記事を調べる 

4 
学習の主題 人の流れをめぐる問い：移民問題を考える ① 
授業内容 自由化か 規制か：移民問題を考える 
事前・事後学習 移民について新聞記事を調べる 

5 
学習の主題 人の流れをめぐる問い：移民問題を考える ② 
授業内容 格差をめぐる問い：競争か 格差か 
事前・事後学習 格差について新聞記事を調べる 

6 
学習の主題 統治をめぐる問い ① 
授業内容 多文化か ナショナルか 
事前・事後学習 統治について新聞記事を調べる 

7 
学習の主題 統治をめぐる問い ② 
授業内容 グローバリゼーションの功罪を考える 
事前・事後学習 グローバリゼーションについて新聞記事を調べる 

8 
学習の主題 まとめ 
授業内容 国際人とは何か？ について自分の考えを持つ 
事前・事後学習 これまでの授業の復習 
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2020年度以前入学生対象 

授業科目 
国際社会論 

担当教員 翁 康健    
International Sociology 

対象学科・ 
年次・学期 栄養学科・4年次・後期 選択・必修 選択 

授業形態 講義 単位数 1単位 

授業目的 

世界の地理や文化を理解するとともに、急変していく世界の情勢や社会、経済の中での国際的視野の拡大を図
ることを目的とする。具体的には主権国家の意味について考え、異文化間、民族間、文明間の社会問題を理解
し、国家間のマネジメント・コミュニケーションと交渉力の重要性について考える。また、グローバリゼーシ
ョンの進展のなかで、人々の生活に与える影響や保健医療の問題などについて国際的な視点で考え、国際活動
と共存のあり方について学習する。 

到達目標 国際的な時事問題を理解できる社会人を目指す。 
テキスト 適宜指示をする。また、時事問題に関しては、視聴覚教材を利用する予定。 
参考書 なし 

評価方法・ 
基準 

評価方法 評価割合（％） 評価基準 
試験  

目標の到達状況をレポート（50％）、提出物（30％）、その他（20％）で評
価する。 
その他には、授業内での発表が含まれる。 

レポート 50％ 
小テスト  
提出物 30％ 
その他 20％ 

履修上の 
留意事項 

・講義中に他の受講者の妨げとなる行為があった場合、学生証の提示や講義室からの退出を命じる可能性があ
る。 
・講義の進捗状況によって講義計画を変更する場合がある。 

実務経験を 
活かした教育内容  

学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

1 
学習の主題 世界の地理を知る ① 
授業内容 いくつかの方法で世界を分類する 
事前・事後学習 アジアの国々を調べる 

2 
学習の主題 世界の地理を知る ② 
授業内容 日本は世界の中でどのような立場にあるのかを理解する 
事前・事後学習 多くの種類の世界地図を調べる 

3 
学習の主題 世界の宗教を知る 
授業内容 世界の三大宗教について理解する 
事前・事後学習 宗教について新聞記事を調べる 

4 
学習の主題 人の流れをめぐる問い：移民問題を考える ① 
授業内容 自由化か 規制か：移民問題を考える 
事前・事後学習 移民について新聞記事を調べる 

5 
学習の主題 人の流れをめぐる問い：移民問題を考える ② 
授業内容 格差をめぐる問い：競争か 格差か 
事前・事後学習 格差について新聞記事を調べる 

6 
学習の主題 統治をめぐる問い ① 
授業内容 多文化か ナショナルか 
事前・事後学習 統治について新聞記事を調べる 

7 
学習の主題 統治をめぐる問い ② 
授業内容 グローバリゼーションの功罪を考える 
事前・事後学習 グローバリゼーションについて新聞記事を調べる 

8 
学習の主題 まとめ 
授業内容 国際人とは何か？ について自分の考えを持つ 
事前・事後学習 これまでの授業の復習 

 

2020年度以前入学生対象 

授業科目 
文学と人間 

担当教員 畠山 瑞樹 
Literature and Humanity 

対象学科・ 
年次・学期 栄養学科・4年次・後期 選択・必修 選択 

授業形態 講義 単位数 1単位 

授業目的 

文学に触れたとき、その展開や登場人物に様々な感情を抱くのは、異なる世界を知り得るからです。作品を作
り出した作者の価値観、登場人物に投影された多様な生き方・考え方に触れることは、他を受容し自己の感性
を高め、豊かな人間性を育むことに繋がります。 
この講義では、日本の伝統的な文学や文化を通して、現代にも通じる人間・社会・時代の様々な構成要素につ
いて考察します。古典文学は「古文」ではなく「作品」です。多くの魅力的な文学作品の読解を通じ、体系的
に基礎的な知識や教養を身に付けるとともに、自ら考え表現する力の基礎を培うことを目的とします。 

到達目標 1．日本の文学や伝統文化についての、基礎的な知識・教養を身に付けることができる。 
2．文学・文化と人間との関わりについて、自ら考え表現することができる。 

テキスト なし（プリント配布） 
参考書 講義時適宜紹介する。 

評価方法・ 
基準 

評価方法 評価割合（％） 評価基準 
試験  最終レポート 50％＋各回提出小レポート 50％。最終レポート未提出の場合

は評価対象としない。各回提出小レポートは、①講義内容の整理と確認②自
らの考察の表現化③出席確認のため、随時実施する。 
評価の観点は到達目標に示した 2 点。講義内容を理解し、日本の文学や伝
統文化に関する知識をどれだけ身に付けることができているか、それらを
基に自らの考察を深め意見を表現できているかを評価する。 

レポート 50％ 
小テスト  
提出物 50％ 
その他  

履修上の 
留意事項 

１．古典文学作品を多く読むことになるため留意すること。 
２．進度により、講義で扱う作品および扱う回を入れ替える場合がある。 

実務経験を 
活かした教育内容  

学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

1 
学習の主題 ガイダンス 
授業内容 講義概要・評価方法についての説明 古典文学読解の基本 
事前・事後学習 小レポートで講義内容を整理し理解を深める。 

2 
学習の主題 古典文学読解① 上代の文学作品を読む 
授業内容 生と死・結婚と離婚・穢れについて考える（『古事記』） 
事前・事後学習 小レポートで講義内容を整理し理解を深める。 

3 
学習の主題 古典文学読解② 中古の文学作品を読むⅠ 
授業内容 小さ子・いじめについて考える（『竹取物語』『落窪物語』） 
事前・事後学習 小レポートで講義内容を整理し理解を深める。 

4 
学習の主題 古典文学読解③ 中古・中世の文学作品を読む 
授業内容 疫病・災害について考える（『大鏡』『方丈記』）  
事前・事後学習 小レポートで講義内容を整理し理解を深める。 

5 
学習の主題 古典文学読解④ 中古の文学作品を読むⅡ 
授業内容 男と女・個性について考える（『堤中納言物語』『とりかへばや』） 
事前・事後学習 小レポートで講義内容を整理し理解を深める。 

6 
学習の主題 日本人と昔話Ⅰ 
授業内容 享受について考える（「浦島太郎」「桃太郎」ほか） 
事前・事後学習 小レポートで講義内容を整理し理解を深める。 
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学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

7 
学習の主題 古典文学読解⑤ 中世・近世の文学作品を読む 
授業内容 宗教・娯楽について考える（説話・御伽草子・黄表紙） 
事前・事後学習 小レポートで講義内容を整理し理解を深める。 

8 
学習の主題 日本人と昔話Ⅱ  
授業内容 日本について考える（牽牛織女伝説・義経伝説） 
事前・事後学習 小レポートで講義内容を整理し理解を深める。 
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学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

7 
学習の主題 古典文学読解⑤ 中世・近世の文学作品を読む 
授業内容 宗教・娯楽について考える（説話・御伽草子・黄表紙） 
事前・事後学習 小レポートで講義内容を整理し理解を深める。 

8 
学習の主題 日本人と昔話Ⅱ  
授業内容 日本について考える（牽牛織女伝説・義経伝説） 
事前・事後学習 小レポートで講義内容を整理し理解を深める。 

 

授業科目 
保健医療福祉行政論Ⅱ 

担当教員 近藤 明代、安藤 陽子、小川 克子 
Health ＆ Welfare Administration Ⅱ 

対象学科・ 
年次・学期 栄養学科・4 年次・前期 選択・必修 選択 

授業形態 講義 単位数 2 単位 

授業目的 

1. 保健医療福祉行政の仕組みと行政施策における財政について学ぶ。 
2. 主要な地域保健活動の実際と地域保健活動の進め方について学ぶ。 
3. 保健医療福祉計画の考え方と策定の基本について学ぶ。 
4. 保健医療福祉行政における保健師の役割、栄養士の役割を学ぶ。 
5. 地域保健医療福祉計画策定について学ぶとともに、地域の健康問題解決に必要な社会資源の開発や保健・
医療・福祉サービスの仕組みの理解の必要性について学ぶ。 

到達目標 
1. 地域保健活動の基盤である行政・関係法規・財政の仕組みと機能について理解する。 
2. 主要な地域保健活動の実際を知ることによって、地域保健活動の具体的な進め方を理解する。 
3. 保健医療福祉行政と地域保健医療福祉計画の策定における保健師や栄養士の役割について理解する。 

テキスト 
1. 藤内修二「標準保健師講座 別巻１ 保健医療福祉行政論」（医学書院） 
2. 厚生労働統計協会「国民衛生の動向 2020/2021」（厚生労働統計協会） 
3. 医療情報科学研究所「公衆衛生がみえる 2020-2021」（メディックメディア） 

参考書 
1. 「衛生行政大要」（日本公衆衛生協会） 
2. 編集・野村陽子「最新 保健学講座７ 保健医療福祉行政論」（メヂカルフレンド社） 
※その他、必要に応じプリント配付 

評価方法・ 
基準 

評価方法 評価割合（％） 評価基準 
試験 100% 

保健医療福祉行政の仕組み、財政、主要な地域保健活動とそれらの計画策定
の基本に関する内容の定期試験（筆記試験）を実施し、目標の達成度を評価
する。 

レポート  
小テスト  
提出物  
その他  

履修上の 
留意事項 

保健医療福祉行政の仕組みや関係法規等の概要については 3 年次に履修済であるが、本授業では更に深く学習
するので、事前学習として「保健医療福祉行政論Ⅰ」の復習に努めて授業に臨むこと。 

実務経験を 
活かした教育内容 実務経験者の立場から、実際の活動例を紹介しながら、理解しやすいように授業を行います。 

学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

1 
（近藤） 

学習の主題 保健医療福祉行政の概要 

授業内容 1. 厚生行政と保健医療福祉行政 2. 保健医療福祉行政の仕組み 
3. 地方自治と地方分権     4. 個人情報と個人情報保護 

事前・事後学習 事前学習：1 と 2 については「保健医療福祉行政論Ⅰ」の復習に努め、さら
に 3 と 4 については該当箇所を読み疑問点を明らかにする。 

2 
（近藤） 

学習の主題 保健医療福祉行政の財政 

授業内容 
1. 国と地方公共団体の財政の仕組み 
・財政の意義と機能 ・国家財政 ・地方財政  
2. 予算の機能と原則 
・財政民主主義 ・国の予算の手続き ・地方公共団体の予算の手続き 

事前・事後学習 事前学習：財政は行政施策にとって関係法規を同じく基盤となる要素だが、
難しい部分も多いので、事前に該当箇所を読み、疑問点を明らかにする。 

3 
（近藤） 

学習の主題 健康の概念と公衆衛生の概念 

授業内容 

1. 健康の概念 
・健康の概念の変遷 ・現在の健康観 
2. ＷＨＯ（世界保健機関）の健康に対する考え方 
・ＷＨＯの健康に対する考え方 ・ＷＨＯ憲章と日本国憲法 
3. 公衆衛生の概念 

事前・事後学習 事前学習：教科書を読み疑問点を明らかにする。 

4 
（近藤） 

学習の主題 世界と日本の公衆衛生活動の歴史 
授業内容 1. 世界の公衆衛生活動の歴史   2. 日本の公衆衛生活動の歴史 

事前・事後学習 事後学習：公衆衛生活動の歴史的発展における欧米諸国と日本の相違点を
整理し理解する。 
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学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

５ 
（小川） 

学習の主題 地域における主要な保健活動① 

授業内容 

1.地方分権と地域保健法 
・地域保健法の制定 ・地域保健法の体系 
・地域保健対策の推進に関する基本的な指針 
2.国民健康づくり対策 
・第一・第二・第三次（健康日本 21）・第四次対策（健康日本 21(第２次)） 

事前・事後学習 事前学習：「保健医療福祉行政論Ⅰ」で学んだ内容を復習する。 

6 
（近藤） 

学習の主題 地域における主要な保健活動② 
授業内容 3. 母子保健対策 

事前・事後学習 事後学習：母子保健対策の変遷と保健所・市町村における事業内容を関係法
規と共に整理する。 

7 
（小川） 

学習の主題 地域における主要な保健活動③ 
授業内容 4. 成人・高齢者保健対策 

事前・事後学習 事後学習：成人・高齢者保健対策の変遷とともに、保健対策の関係法規につ
いても整理する。 

8 
（安藤） 

学習の主題 地域における主要な保健活動④ 
授業内容 5．障害者（児）保健対策 

事前・事後学習 事後学習：精神保健対策、難病対策の変遷と、実際の活動を関係法規と関連
づけて復習する。 

9 
（安藤） 

学習の主題 地域における保健活動⑤ 
授業内容 6. 感染症対策 

事前・事後学習 事前学習：「保健医療福祉行政論Ⅰ」で学習した「感染症対策のポイント」
を復習する。 

10 
（安藤） 

学習の主題 地域における主要な保健活動⑥ 
授業内容 7. 結核対策 

事前・事後学習 事前学習：結核対策の歴史的変遷と結核の現状と対策の実際について整理
しておく。予防接種についても「保健医療福祉行政論Ⅰ」の復習をする。 

11 
（近藤） 

学習の主題 地域における保健活動① 
授業内容 市町村における主要な保健活動 

事前・事後学習 事後学習：地域における保健活動の授業内容を各自のノートに整理し、疑問
点を明らかにする。 

12 
（近藤） 

学習の主題 地域における保健活動② 
授業内容 保健所における主要な保健活動 

事前・事後学習 事後学習：地域における保健活動の授業内容を各自のノートに整理し、疑問
点を明らかにする。 

13 
（小川） 

学習の主題 地域保健医療福祉計画① 

授業内容 
1. 地方自治体の保健医療福祉計画① 
・地方自治体と計画行政  
・地方自治体の保健医療福祉に関する分野別計画 

事前・事後学習 事後学習：地方自治体の行政計画と保健医療福祉計画との関係や課題の理
解に努める。 

14 
（小川） 

学習の主題 地域保健医療福祉計画② 
授業内容 2. 地方自治体の計画策定 

事前・事後学習 
事後学習：地域保健医療福祉計画の策定、推進・管理・評価の進め方につい
て復習して理解するとともに、厚生労働省健康局長通知「地域における保健
師の保健活動について」( 平成 25 年 4 月 25 日健発 0419 第 1 号 ) を
読み、計画策 定と実施等における保健師の役割について整理し理解する。 

15 
（近藤） 

学習の主題 地域保健活動の展開 
授業内容 1. 地域保健活動の進め方 

事前・事後学習 事後学習：地域保健活動の基本と保健師・栄養士の役割について各自のノー
トに整理する。 
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学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

５ 
（小川） 

学習の主題 地域における主要な保健活動① 

授業内容 

1.地方分権と地域保健法 
・地域保健法の制定 ・地域保健法の体系 
・地域保健対策の推進に関する基本的な指針 
2.国民健康づくり対策 
・第一・第二・第三次（健康日本 21）・第四次対策（健康日本 21(第２次)） 

事前・事後学習 事前学習：「保健医療福祉行政論Ⅰ」で学んだ内容を復習する。 

6 
（近藤） 

学習の主題 地域における主要な保健活動② 
授業内容 3. 母子保健対策 

事前・事後学習 事後学習：母子保健対策の変遷と保健所・市町村における事業内容を関係法
規と共に整理する。 

7 
（小川） 

学習の主題 地域における主要な保健活動③ 
授業内容 4. 成人・高齢者保健対策 

事前・事後学習 事後学習：成人・高齢者保健対策の変遷とともに、保健対策の関係法規につ
いても整理する。 

8 
（安藤） 

学習の主題 地域における主要な保健活動④ 
授業内容 5．障害者（児）保健対策 

事前・事後学習 事後学習：精神保健対策、難病対策の変遷と、実際の活動を関係法規と関連
づけて復習する。 

9 
（安藤） 

学習の主題 地域における保健活動⑤ 
授業内容 6. 感染症対策 

事前・事後学習 事前学習：「保健医療福祉行政論Ⅰ」で学習した「感染症対策のポイント」
を復習する。 

10 
（安藤） 

学習の主題 地域における主要な保健活動⑥ 
授業内容 7. 結核対策 

事前・事後学習 事前学習：結核対策の歴史的変遷と結核の現状と対策の実際について整理
しておく。予防接種についても「保健医療福祉行政論Ⅰ」の復習をする。 

11 
（近藤） 

学習の主題 地域における保健活動① 
授業内容 市町村における主要な保健活動 

事前・事後学習 事後学習：地域における保健活動の授業内容を各自のノートに整理し、疑問
点を明らかにする。 

12 
（近藤） 

学習の主題 地域における保健活動② 
授業内容 保健所における主要な保健活動 

事前・事後学習 事後学習：地域における保健活動の授業内容を各自のノートに整理し、疑問
点を明らかにする。 

13 
（小川） 

学習の主題 地域保健医療福祉計画① 

授業内容 
1. 地方自治体の保健医療福祉計画① 
・地方自治体と計画行政  
・地方自治体の保健医療福祉に関する分野別計画 

事前・事後学習 事後学習：地方自治体の行政計画と保健医療福祉計画との関係や課題の理
解に努める。 

14 
（小川） 

学習の主題 地域保健医療福祉計画② 
授業内容 2. 地方自治体の計画策定 

事前・事後学習 
事後学習：地域保健医療福祉計画の策定、推進・管理・評価の進め方につい
て復習して理解するとともに、厚生労働省健康局長通知「地域における保健
師の保健活動について」( 平成 25 年 4 月 25 日健発 0419 第 1 号 ) を
読み、計画策 定と実施等における保健師の役割について整理し理解する。 

15 
（近藤） 

学習の主題 地域保健活動の展開 
授業内容 1. 地域保健活動の進め方 

事前・事後学習 事後学習：地域保健活動の基本と保健師・栄養士の役割について各自のノー
トに整理する。 

 

2020年度以前入学生対象 

授業科目 
食品機能学 

担当教員 松川 典子 
Food Functional Science 

対象学科・ 
年次・学期 栄養学科・4年次・前期 選択・必修 選択 

授業形態 講義 単位数 2単位 

授業目的 
近年、食品は 3つの機能性から評価され、とくに生理機能については、健康維持・増進、疾病の予防・症状の
改善を目的とした食品成分の活用、あるいは食品開発などの側面から注目されている。本講義では、生理機能
に関与する食品成分について、その効果、作用機序を教授し、管理栄養士に求められる食品の生理機能に関す
る知識の修得、その種の情報を適切に判断するための能力を最新エビデンスに基づき身につける。 

到達目標 
1. 機能性食品に対する行政上の位置づけ、法的規制、表示等を説明できる。 
2. 生理機能を発揮する食品成分の種類、作用のメカニズムを説明できる。 
3. 新たな開発が進む様々な機能性食品を科学的に説明できる。 

テキスト 青柳康夫「食品機能学」（建帛社） 
※その他、配布プリント 

参考書  

評価方法・ 
基準 

評価方法 評価割合（％） 評価基準 
試験 80％ 

目標の到達状況を宿題型のレポートと、講義最終回に実施するまとめの試
験によって評価する。 

レポート 20％ 
小テスト  
提出物  
その他  

履修上の 
留意事項 関連科目の内容を復習した上で授業に臨むこと 

実務経験を 
活かした教育内容 

実務経験者の立場から、食品機能学の基礎知識に加え、これまでの研究成果などを織り交ぜ、機能性食品やそ
のメカニズムについて理解しやすいように授業を行います。 

学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

1 

学習の主題 食品機能学 
授業内容 食品機能学の講義概論、ガイダンス 

事前・事後学習 食べ物の成り立ち・食品科学を復習しておくこと。シラバスを読んでおくこ
と。 

2 
学習の主題 機能性食品 
授業内容 保健機能食品の制度、対象食品について 
事前・事後学習 テキストを読んでおくこと。スライドを活用し、まとめておくこと。 

3 
学習の主題 栄養表示基準 
授業内容 食品表示法について 
事前・事後学習 テキストを読んでおくこと。スライドを活用し、まとめておくこと。 

4 
学習の主題 栄養機能食品 
授業内容 栄養機能食品の制度、対象食品について 
事前・事後学習 テキストを読んでおくこと。スライドを活用し、まとめておくこと。 

5 
学習の主題 特定保健用食品 
授業内容 特定保健用食品の制度、対象食品について 
事前・事後学習 テキストを読んでおくこと。スライドを活用し、まとめておくこと。 

6 
学習の主題 抗酸化性機能成分 
授業内容 活性酸素、抗酸化メカニズム、抗酸化を有する食品について 
事前・事後学習 テキストを読んでおくこと。スライドを活用し、まとめておくこと。 

7 
学習の主題 難消化性・微生物活性機能 1 
授業内容 食物繊維の働きについて 
事前・事後学習 テキストを読んでおくこと。スライドを活用し、まとめておくこと。 
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学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

8 
学習の主題 難消化性・微生物活性機能 2 
授業内容 難消化性炭水化物の働きについて 
事前・事後学習 テキストを読んでおくこと。スライドを活用し、まとめておくこと。 

9 
学習の主題 脂質代謝関連機能 
授業内容 中鎖脂肪酸・植物ステロールの機能について 
事前・事後学習 テキストを読んでおくこと。スライドを活用し、まとめておくこと。 

10 
学習の主題 食品中の味成分 
授業内容 味覚、味物質について 
事前・事後学習 配布プリントを読んでおくこと。スライドを活用し、まとめておくこと。 

11 
学習の主題 食品中の香り成分 
授業内容 嗅覚、香り成分について 
事前・事後学習 配布プリントを読んでおくこと。スライドを活用し、まとめておくこと。 

12 
学習の主題 食品中の色素成分 
授業内容 色素成分とそれらを含む食品について 
事前・事後学習 配布プリントを読んでおくこと。スライドを活用し、まとめておくこと。 

13 
学習の主題 血糖値上昇阻害機能 
授業内容 血糖値上昇抑制成分の種類と作用機構について 
事前・事後学習 配布プリントを読んでおくこと。スライドを活用し、まとめておくこと。 

14 
学習の主題 血圧上昇阻害機能 
授業内容 血圧上昇抑制成分の種類と作用機構について 
事前・事後学習 配布プリントを読んでおくこと。スライドを活用し、まとめておくこと。 

15 
学習の主題 アレルギー起因食品・試験 
授業内容 アレルギー起因食材、表示制度について、全体のまとめ 
事前・事後学習 配布プリントを読んでおくこと。14回目までの内容を復習しておくこと。 

 

栄
養
学
科

四

年

次

226



学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

8 
学習の主題 難消化性・微生物活性機能 2 
授業内容 難消化性炭水化物の働きについて 
事前・事後学習 テキストを読んでおくこと。スライドを活用し、まとめておくこと。 

9 
学習の主題 脂質代謝関連機能 
授業内容 中鎖脂肪酸・植物ステロールの機能について 
事前・事後学習 テキストを読んでおくこと。スライドを活用し、まとめておくこと。 

10 
学習の主題 食品中の味成分 
授業内容 味覚、味物質について 
事前・事後学習 配布プリントを読んでおくこと。スライドを活用し、まとめておくこと。 

11 
学習の主題 食品中の香り成分 
授業内容 嗅覚、香り成分について 
事前・事後学習 配布プリントを読んでおくこと。スライドを活用し、まとめておくこと。 

12 
学習の主題 食品中の色素成分 
授業内容 色素成分とそれらを含む食品について 
事前・事後学習 配布プリントを読んでおくこと。スライドを活用し、まとめておくこと。 

13 
学習の主題 血糖値上昇阻害機能 
授業内容 血糖値上昇抑制成分の種類と作用機構について 
事前・事後学習 配布プリントを読んでおくこと。スライドを活用し、まとめておくこと。 

14 
学習の主題 血圧上昇阻害機能 
授業内容 血圧上昇抑制成分の種類と作用機構について 
事前・事後学習 配布プリントを読んでおくこと。スライドを活用し、まとめておくこと。 

15 
学習の主題 アレルギー起因食品・試験 
授業内容 アレルギー起因食材、表示制度について、全体のまとめ 
事前・事後学習 配布プリントを読んでおくこと。14回目までの内容を復習しておくこと。 

 

2020年度以前入学生対象 

授業科目 

管理栄養士総合演習 

担当教員 

坂本 恵、荒川 義人、岡本 智子、 
久保 ちづる、千葉 仁志、千葉 昌樹、 
濱岡 直裕、百々瀬 いづみ、山部 秀子、 
金髙 有里、松川 典子、津久井 隆行、 
槌本 浩司、渡辺 いつみ 

Practical Seminar of Registered Dietetics 

対象学科・ 
年次・学期 栄養学科・4年次・通年 選択・必修 必修 

授業形態 演習 単位数 1単位 

授業目的 
専門教育科目の学修を通し、４年間で修得してきた管理栄養士に必要な基礎教育科目と専門教育科目の関連性
を理解したうえで、食と健康に関する問題点や疑問点を明確にし、修得した各科目を横断的かつ総合的に判断
し、問題解決する能力を身につける。また、４年間の成果の総仕上げと位置づけ、修得した知識と技術を統合
し、管理栄養士として社会で活躍できる実践力を再確認し、補足する。 

到達目標 
1. 専門基礎科目・専門科目における学修目標を習得している。 
2. 各科目を横断して、問題解決できる総合的な能力を身につけている。 
3. 卒業後の置かれた立場で、管理栄養士として、職務を実践できる基礎的な知識と技術を身につけている。 
4. 管理栄養士国家試験合格のための総合力を修得する。 

テキスト 資料を配布する。 
参考書  

評価方法・ 
基準 

評価方法 評価割合（％） 評価基準 
試験  

到達状況を小テストおよび取り組み姿勢により総合的に評価する。 
模擬試験、補講等を実施するので必ず出席すること。  
その他：取り組み姿勢 

レポート  
小テスト 70% 
提出物  
その他 30% 

履修上の 
留意事項 

管理栄養士の国家試験の対策として重要な科目である。必ず出席し努力を継続して実力アップをはかること。
模擬試験などの成績は変動するが、点数より努力を継続することが国家試験合格の道となる。補講等は必ず受
講する事が基本事項である。臨地実習や就活などで欠席する場合は必ずその旨を教員に連絡すること。進捗状
況等により補講内容等の順序が変更になることがある。 

実務経験を 
活かした教育内容  

学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

1 
（坂本） 

学習の主題 ガイダンス 
授業内容 管理栄養士総合演習について 
事前・事後学習 国家試験について事前学修、事後は自分の勉強法について計画を立てる 

2 
（松川） 

学習の主題 管理栄養士に必要な基礎的な知識について 

授業内容 管理栄養士の仕事と国家試験のための知識の関連について 
専門科目の知識の確認と補講（基礎栄養学） 

事前・事後学習 事前・事後学修に各１時間ほど要する 

3 
（濱岡） 

学習の主題 専門基礎科目の知識の確認 
授業内容 専門基礎科目の補講（社会環境と健康） 
事前・事後学習 事前・事後学修に各１時間ほど要する 

4 
(千葉仁) 

学習の主題 専門基礎科目の知識の確認 
授業内容 専門基礎科目の補講（人体の構造と機能及び疾病の成り立ち） 
事前・事後学習 事前・事後学修に各１時間ほど要する 

5 
（金髙） 

学習の主題 専門基礎科目の知識の確認 
授業内容 専門基礎科目の補講（人体の構造と機能及び疾病の成り立ち） 
事前・事後学習 事前・事後学修に各１時間ほど要する 

6 
(津久井) 

学習の主題 専門基礎科目の知識の確認 
授業内容 専門基礎科目の補講（人体の構造と機能及び疾病の成り立ち） 
事前・事後学習 事前・事後学修に各１時間ほど要する 
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学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

7 
(荒川) 

学習の主題 専門基礎科目の知識の確認 
授業内容 専門基礎科目の補講（食べ物と健康） 
事前・事後学習 事前・事後学修に各１時間ほど要する 

8 
（千葉昌）
（百々瀬） 

学習の主題 専門科目の知識の確認 
授業内容 専門科目の補講（応用栄養学、栄養教育論） 
事前・事後学習 事前・事後学修に各１時間ほど要する 

9 
（岡本） 
（久保） 

学習の主題 専門科目の知識の確認 
授業内容 専門科目の補講（臨床栄養学） 
事前・事後学習 事前・事後学修に各１時間ほど要する 

10 
(槌本) 

学習の主題 専門科目の知識の確認 
授業内容 専門科目の補講 (公衆栄養学 ) 
事前・事後学習 事前・事後学修に各１時間ほど要する 

11 
(山部) 
(渡辺) 

学習の主題 専門科目の知識の確認 
授業内容 専門科目の補講 (給食経営管理論 )  
事前・事後学習 事前・事後学修に各１時間ほど要する 

12 
（久保） 
（岡本） 

学習の主題 専門科目の知識の確認 
授業内容 専門科目の補講（臨床栄養学） 
事前・事後学習 事前・事後学修に各１時間ほど要する 

13 
（久保） 
（岡本） 

学習の主題 専門科目の知識の確認 
授業内容 専門科目の補講（臨床栄養学） 
事前・事後学習 事前・事後学修に各１時間ほど要する 

14 
（槌本） 

学習の主題 専門科目の知識の確認 
授業内容 専門科目の補講（公衆栄養学） 
事前・事後学習 事前・事後学修に各１時間ほど要する 

15 
（山部） 
（渡辺） 

学習の主題 専門科目の知識の確認 
授業内容 専門科目の補講（給食経営管理論） 
事前・事後学習 事前・事後学修に各 1 時間ほど要する 
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学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

7 
(荒川) 

学習の主題 専門基礎科目の知識の確認 
授業内容 専門基礎科目の補講（食べ物と健康） 
事前・事後学習 事前・事後学修に各１時間ほど要する 

8 
（千葉昌）
（百々瀬） 

学習の主題 専門科目の知識の確認 
授業内容 専門科目の補講（応用栄養学、栄養教育論） 
事前・事後学習 事前・事後学修に各１時間ほど要する 

9 
（岡本） 
（久保） 

学習の主題 専門科目の知識の確認 
授業内容 専門科目の補講（臨床栄養学） 
事前・事後学習 事前・事後学修に各１時間ほど要する 

10 
(槌本) 

学習の主題 専門科目の知識の確認 
授業内容 専門科目の補講 (公衆栄養学 ) 
事前・事後学習 事前・事後学修に各１時間ほど要する 

11 
(山部) 
(渡辺) 

学習の主題 専門科目の知識の確認 
授業内容 専門科目の補講 (給食経営管理論 )  
事前・事後学習 事前・事後学修に各１時間ほど要する 

12 
（久保） 
（岡本） 

学習の主題 専門科目の知識の確認 
授業内容 専門科目の補講（臨床栄養学） 
事前・事後学習 事前・事後学修に各１時間ほど要する 

13 
（久保） 
（岡本） 

学習の主題 専門科目の知識の確認 
授業内容 専門科目の補講（臨床栄養学） 
事前・事後学習 事前・事後学修に各１時間ほど要する 

14 
（槌本） 

学習の主題 専門科目の知識の確認 
授業内容 専門科目の補講（公衆栄養学） 
事前・事後学習 事前・事後学修に各１時間ほど要する 

15 
（山部） 
（渡辺） 

学習の主題 専門科目の知識の確認 
授業内容 専門科目の補講（給食経営管理論） 
事前・事後学習 事前・事後学修に各 1 時間ほど要する 

 

2020 年度以前入学生対象 

授業科目 
臨床栄養学Ⅳ 

担当教員 岡本 智子 
Clinical Nutrition Ⅳ 

対象学科・ 
年次・学期 栄養学科・4 年次・前期 選択・必修 必修 

授業形態 講義 単位数 2 単位 

授業目的 

内分泌疾患、電解質異常、がん、手術、周術期患者の管理、クリティカルケア、摂食機能の障害、身体・知的
障害、乳幼児・小児疾患、妊産婦・授乳婦の疾患、老年症候群等の疾患等について病態別栄養ケア・マネジメ
ント（栄養スクリーニング、栄養アセスメント、栄養ケア計画、実施、評価、フィードバック）の方法を修得
する。栄養管理計画作成に必要な情報収集と理由、情報にもとづく栄養評価、栄養診断、栄養ケア計画の作成
とその根拠、モニタリング、評価・計画の作成について学修する。さらに、チーム医療における管理栄養士の
役割（実践症例の栄養評価及び栄養計画の作成・マネジメント）、他専門職との連携等について具体的に理解
を深める。 

到達目標 

1．臨床栄養学Ⅱ、Ⅲにあげた到達目標を達成したうえで、さらに今回学修した疾患について知識を積み上げ
て修得している。 

2．がんの化学療法と栄養管理の問題点、解決法等を考えることができる。 
3．高齢者の栄養管理における問題点と解決法等を考えることができる 
4．妊娠期・周産期の栄養管理と問題点、解決等を考えることができる。 
5．クリティカルケアにおける栄養管理について説明できる。 
6．食物アレルギーについて理解でき具体的な食事の管理を中心とした栄養管理ができる 

テキスト 開講時に提示する 
参考書  

評価方法・ 
基準 

評価方法 評価割合（％） 評価基準 
試験  

課題レポート 50％ 
その他：小テスト、授業態度で評価する 

レポート 50% 
小テスト 30% 
提出物  
その他 20% 

履修上の 
留意事項 各授業の前後に１～２時間の予習・復習を要する。興味を持って、積極的に授業に参加してほしい。 

実務経験を 
活かした教育内容 

高度な栄養管理が必要な疾患を臨床の現場をイメージさせながら、症例をもとに講義を進め、また具体的な栄
養ケアが実践できるように課題を出しながら、技術やスキルを身につけていくように授業を進めていく 

学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

1 

学習の主題 疾患・病態別栄養管理（1） 

授業内容 臨床栄養学Ⅲの振り返り、この授業の目的、授業の流れ、次回までの課題の
実践方法、レポート提出について 

事前・事後学習 シラバス、教科書を確認して授業の準備をする。授業内容を確認し復習し、
予習する。 

2 
学習の主題 疾患・病態別栄養管理（2） 
授業内容 内分泌疾患（甲状腺・副甲状腺・副腎） 
事前・事後学習 配布資料を確認し、授業内容を復習する。教科書を確認し予習する。 

3 
学習の主題 疾患・病態別栄養管理（3） 
授業内容 Ⅰ型糖尿病、小児糖尿病 
事前・事後学習 配布資料を確認し、授業内容を復習する。教科書を確認し予習する。 

4 
学習の主題 疾患・病態別栄養管理（4） 
授業内容 小児の疾患における栄養管理 先天性代謝異常  
事前・事後学習 配布資料を確認し、授業内容を復習する。教科書を確認し予習する。 

5 
学習の主題 疾患・病態別栄養管理（5） 
授業内容 妊産婦の疾患：妊娠高血圧、妊娠糖尿病 
事前・事後学習 配布資料を確認し、授業内容を復習する。教科書を確認し予習する。 
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学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

6 
学習の主題 疾患・病態別栄養管理（6） 
授業内容 症候・症状の原因、鑑別法と栄養障害の評価（フィジカルアセスメント） 
事前・事後学習 配布資料を確認し、授業内容を復習する。教科書を確認し予習する。 

7 
学習の主題 疾患・病態別栄養管理（７） 
授業内容  肝臓・膵臓疾患 代償期・非代償期の栄養管理 
事前・事後学習 配布資料を確認し、授業内容を復習する。教科書を確認し予習する。 

8 
学習の主題 疾患・病態別栄養管理（8） 
授業内容 がんの栄養管理 ：化学療法、放射線療法、悪液質 
事前・事後学習 配布資料を確認し、授業内容を復習する。教科書を確認し予習する。 

9 
学習の主題 疾患・病態別栄養管理（9） 
授業内容 がんの栄養管理とチーム医療（緩和ケアチーム） 
事前・事後学習 配布資料を確認し、授業内容を復習する。教科書を確認し予習する。 

10 

学習の主題 疾患・病態別栄養管理（10） 

授業内容 高齢者の栄養管理 1：ロコモティブシンドローム、サルコペニア、フレイル
ティ、認知症、骨粗しょう症 

事前・事後学習 配布資料を確認し、授業内容を復習する。教科書を確認し予習する。 

11 
学習の主題 疾患・病態別栄養管理（11） 
授業内容 高齢者の栄養管理とチーム医療 
事前・事後学習 配布資料を確認し、授業内容を復習する。教科書を確認し予習する。 

12 
学習の主題 疾患・病態別栄養管理（12） 
授業内容 周術期における栄養管理 電解質異常、アシドーシス・アルカローシス 
事前・事後学習 配布資料を確認し、授業内容を復習する。教科書を確認し予習する。 

13 
学習の主題 疾患・病態別栄養管理（13） 
授業内容 クリティカルケア：ICU・CCU における栄養管理とチーム医療 
事前・事後学習 配布資料を確認し、授業内容を復習する。教科書を確認し予習する。 

14 
学習の主題 疾患・病態別栄養管理（14） 
授業内容 摂食機能障害、身体・知的障害 口蓋裂・顎裂 
事前・事後学習 配布資料を確認し、授業内容を復習する。教科書を確認し予習する。 

15 
学習の主題 疾患・病態別栄養管理（15） 
授業内容 食物アレルギー  
事前・事後学習 配布資料を確認し、授業内容を復習する。教科書を確認し予習する。 
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学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

6 
学習の主題 疾患・病態別栄養管理（6） 
授業内容 症候・症状の原因、鑑別法と栄養障害の評価（フィジカルアセスメント） 
事前・事後学習 配布資料を確認し、授業内容を復習する。教科書を確認し予習する。 

7 
学習の主題 疾患・病態別栄養管理（７） 
授業内容  肝臓・膵臓疾患 代償期・非代償期の栄養管理 
事前・事後学習 配布資料を確認し、授業内容を復習する。教科書を確認し予習する。 

8 
学習の主題 疾患・病態別栄養管理（8） 
授業内容 がんの栄養管理 ：化学療法、放射線療法、悪液質 
事前・事後学習 配布資料を確認し、授業内容を復習する。教科書を確認し予習する。 

9 
学習の主題 疾患・病態別栄養管理（9） 
授業内容 がんの栄養管理とチーム医療（緩和ケアチーム） 
事前・事後学習 配布資料を確認し、授業内容を復習する。教科書を確認し予習する。 

10 

学習の主題 疾患・病態別栄養管理（10） 

授業内容 高齢者の栄養管理 1：ロコモティブシンドローム、サルコペニア、フレイル
ティ、認知症、骨粗しょう症 

事前・事後学習 配布資料を確認し、授業内容を復習する。教科書を確認し予習する。 

11 
学習の主題 疾患・病態別栄養管理（11） 
授業内容 高齢者の栄養管理とチーム医療 
事前・事後学習 配布資料を確認し、授業内容を復習する。教科書を確認し予習する。 

12 
学習の主題 疾患・病態別栄養管理（12） 
授業内容 周術期における栄養管理 電解質異常、アシドーシス・アルカローシス 
事前・事後学習 配布資料を確認し、授業内容を復習する。教科書を確認し予習する。 

13 
学習の主題 疾患・病態別栄養管理（13） 
授業内容 クリティカルケア：ICU・CCU における栄養管理とチーム医療 
事前・事後学習 配布資料を確認し、授業内容を復習する。教科書を確認し予習する。 

14 
学習の主題 疾患・病態別栄養管理（14） 
授業内容 摂食機能障害、身体・知的障害 口蓋裂・顎裂 
事前・事後学習 配布資料を確認し、授業内容を復習する。教科書を確認し予習する。 

15 
学習の主題 疾患・病態別栄養管理（15） 
授業内容 食物アレルギー  
事前・事後学習 配布資料を確認し、授業内容を復習する。教科書を確認し予習する。 

 

2020 年度以前入学生対象 

授業科目 
臨床栄養学実習Ⅲ 

担当教員 岡本 智子 
Clinical Nutrition Practicum Ⅲ 

対象学科・ 
年次・学期 栄養学科・4 年次・前期 選択・必修 必修 

授業形態 実習 単位数 1 単位 

授業目的 

提示された合併症を伴う複雑な困難症例について、栄養ケア計画の作成に必要な情報を整理し、栄養アセスメ
ントを行う。栄養アセスメントの総合評価として、徴候・症状等の基礎データを整理しプロブレムリストを作
成する。それらをふまえて栄養ケア計画を作成するとともに、モニタリング、評価・計画の作成、チーム医療
における栄養管理の展開と手順について実習を通して理解する。提示された症例についての栄養ケア計画から
評価、チーム医療における展開について、プレゼンテーションを行う。発表後はグループディスカッションに
よって、臨床現場における実践力、応用力を養う。 

到達目標 

1. 栄養ケアプロセスが理解できる基本的な疾患症例について栄養アセスメント、栄養ケア計画の作成する
ことができる。 
2. 基本的な疾患症例や合併症を伴う疾患、また病態の変化にあわせた栄養障害疾患症例を対象にについて栄
養アセスメント・栄養診断、栄養ケア計画作成し、モニタリング・評価が実施できる。 
3. 対象者の QOL を考慮し、栄養ケア計画作成と栄養・食事療法を実践すべき献立の評価を行なうことが出
来る。 
4. 提示症例の栄養評価、ケア計画をチーム医療の場で根拠に基づいて説明することができる。 
5. 提示症例について、口頭及びポスターなどで症例報告のプレゼンテーションができる。 

テキスト 栄養管理プロセス 国際標準化のための栄養ケアプロセス用語マニュアル 日本栄養士会 
※授業時、あらためて提示する。 

参考書  

評価方法・ 
基準 

評価方法 評価割合（％） 評価基準 
試験  

課題レポート 50％ 
その他：発表 50％で評価する。 

レポート 50％ 
小テスト  
提出物  
その他 50％ 

履修上の 
留意事項 各授業の前後に１～２時間の予習・復習を要する。興味を持って、積極的に授業に参加してほしい。 

実務経験を 
活かした教育内容 

修得した栄養管理の知識や技術が、実際の臨床の現場で具体的にどのように活用され、活かされているのか、
その結果として栄養サポートを受けた患者の状態がどのように変化していくのか、疾患ごとに症例を踏まえ、
臨床現場をイメージさせながら授業を進める 

学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

1 
学習の主題 ガイダンス 授業の目的 
授業内容 職業倫理 守秘義務 栄養ケア・マネジメントについて  
事前・事後学習 シラバス、教科書を確認して授業の準備をする 

2 
学習の主題 栄養ケアプロセス（栄養アセスメント、栄養診断、評価、モニタリング）  
授業内容 病棟に行く準備 栄養評価 患者への説明など  
事前・事後学習 配布資料を確認し、授業内容を復習する。教科書を確認し予習する。 

3 
学習の主題 糖尿病と栄養管理（1） 
授業内容 長期コントロール不良糖尿病患者の栄養食事指導１ 
事前・事後学習 配布資料を確認し、授業内容を復習する。教科書を確認し予習する。 

4 
学習の主題 糖尿病と栄養管理（2） 
授業内容 長期コントロール不良糖尿病患者の栄養食事指導２プレゼンテーション 
事前・事後学習 配布資料を確認し、授業内容を復習する。教科書を確認し予習する。 

5 

学習の主題 糖尿病と栄養管理（3） 

授業内容 長期コントロール不良糖尿病患者の栄養食事指導３評価とディスカッショ
ン 

事前・事後学習 配布資料を確認し、授業内容を復習する。教科書を確認し予習する。 
 

  

栄
養
学
科

四

年

次

231



学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

6 
学習の主題 消化器術後栄養管理（1） 
授業内容 胃がん切除後おける栄養管理 ① 
事前・事後学習 配布資料を確認し、授業内容を復習する。教科書を確認し予習する。 

7 
学習の主題 消化器術後の栄養管理（2） 
授業内容 胃がん切除における栄養管理 ②プレゼンテーション ディスカッション 
事前・事後学習 配布資料を確認し、授業内容を復習する。教科書を確認し予習する。 

8 
学習の主題 低栄養と栄養管理（1） 
授業内容 低栄養（PEM）：褥瘡併発症例の栄養管理１ 
事前・事後学習 配布資料を確認し、授業内容を復習する。教科書を確認し予習する。 

9 
学習の主題 低栄養と栄養管理（2） 
授業内容 低栄養（PEM）：褥瘡併発症例の栄養管理２プレゼンテーション 
事前・事後学習 配布資料を確認し、授業内容を復習する。教科書を確認し予習する。 

10 
 

学習の主題 低栄養と栄養管理（3） 
授業内容 低栄養（PEM）：褥瘡併発症例の栄養管理３評価とディスカッション 
事前・事後学習 配布資料を確認し、授業内容を復習する。教科書を確認し予習する。 

11 
学習の主題 肝硬変症と栄養管理（1） 
授業内容 低栄養：肝硬変症例の栄養管理 ① 
事前・事後学習 配布資料を確認し、授業内容を復習する。教科書を確認し予習する。 

12 
学習の主題 肝硬変症と栄養管理（2） 
授業内容 低栄養：肝硬変症例の栄養管理 ②のまとめとプレゼンテーション 
事前・事後学習 配布資料を確認し、授業内容を復習する。教科書を確認し予習する。 

13 
学習の主題 肝硬変症と栄養管理（3） 
授業内容 低栄養：肝硬変症例の栄養管理 ③評価とディスカッション 
事前・事後学習 これまでの内容を確認し、試験の準備をする。 

14 

学習の主題 栄養投与方法 

授業内容 栄養投与方法の確認：濃厚流動 . 輸液の実際 ( シミュレーター、ポンプ、
輸液セット ) 

事前・事後学習 配布資料を確認し、授業内容を復習する。教科書を確認し予習する。 

15 

学習の主題 栄養投与方法 

授業内容 栄養投与方法の確認：濃厚流動 . 輸液の実際 ( シミュレーター、ポンプ、
輸液セット ) 

事前・事後学習 配布資料を確認し、授業内容を復習する。教科書を確認し予習する。 
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学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

6 
学習の主題 消化器術後栄養管理（1） 
授業内容 胃がん切除後おける栄養管理 ① 
事前・事後学習 配布資料を確認し、授業内容を復習する。教科書を確認し予習する。 

7 
学習の主題 消化器術後の栄養管理（2） 
授業内容 胃がん切除における栄養管理 ②プレゼンテーション ディスカッション 
事前・事後学習 配布資料を確認し、授業内容を復習する。教科書を確認し予習する。 

8 
学習の主題 低栄養と栄養管理（1） 
授業内容 低栄養（PEM）：褥瘡併発症例の栄養管理１ 
事前・事後学習 配布資料を確認し、授業内容を復習する。教科書を確認し予習する。 

9 
学習の主題 低栄養と栄養管理（2） 
授業内容 低栄養（PEM）：褥瘡併発症例の栄養管理２プレゼンテーション 
事前・事後学習 配布資料を確認し、授業内容を復習する。教科書を確認し予習する。 

10 
 

学習の主題 低栄養と栄養管理（3） 
授業内容 低栄養（PEM）：褥瘡併発症例の栄養管理３評価とディスカッション 
事前・事後学習 配布資料を確認し、授業内容を復習する。教科書を確認し予習する。 

11 
学習の主題 肝硬変症と栄養管理（1） 
授業内容 低栄養：肝硬変症例の栄養管理 ① 
事前・事後学習 配布資料を確認し、授業内容を復習する。教科書を確認し予習する。 

12 
学習の主題 肝硬変症と栄養管理（2） 
授業内容 低栄養：肝硬変症例の栄養管理 ②のまとめとプレゼンテーション 
事前・事後学習 配布資料を確認し、授業内容を復習する。教科書を確認し予習する。 

13 
学習の主題 肝硬変症と栄養管理（3） 
授業内容 低栄養：肝硬変症例の栄養管理 ③評価とディスカッション 
事前・事後学習 これまでの内容を確認し、試験の準備をする。 

14 

学習の主題 栄養投与方法 

授業内容 栄養投与方法の確認：濃厚流動 . 輸液の実際 ( シミュレーター、ポンプ、
輸液セット ) 

事前・事後学習 配布資料を確認し、授業内容を復習する。教科書を確認し予習する。 

15 

学習の主題 栄養投与方法 

授業内容 栄養投与方法の確認：濃厚流動 . 輸液の実際 ( シミュレーター、ポンプ、
輸液セット ) 

事前・事後学習 配布資料を確認し、授業内容を復習する。教科書を確認し予習する。 

 

2020年度以前入学生対象 

授業科目 
地域栄養活動演習 

担当教員 槌本 浩司 
Community Nutritional Program Practicum 

対象学科・ 
年次・学期 栄養学科・4年次・前期 選択・必修 選択 

授業形態 演習 単位数 1単位 

授業目的 

地域栄養活動の基本は、地域に住む全ての人々の健康・生活の質向上という目的をもって、地域の活動体を組
織し、健康の保持・増進に他職種と連携して取り組むことである。地域栄養活動における各種サービスやプロ
グラムの調整、社会資源の活用、栄養情報の管理、コミュニケーションの管理の仕組みについて、実際の事例
をもとに学修する。また、札幌市等の公表データをもとに、アセスメント、課題抽出、目標設定、媒体作成、
模擬活動等を通して実践力を身につける。 

到達目標 

1. 健康増進プログラムの対象・目的を理解している。 
2. 集団の食事評価についての方法を説明できる。 
3. 地域、職場等における食生活改善プログラムを作成できる。 
4. 統計的なデータをもとに、集団を評価することができる。 
5. プレゼンテーション力を身につけている。 

テキスト 1．加島浩子、森脇弘子編「ウエルネス公衆栄養学」（医歯薬出版） 
2．他にテーマごとにプリントを配布する。 

参考書 特定非営利活動法人 日本栄養改善学会 監修「食事調査マニュアル」（南山堂）  
※その他、開講時に掲示する。 

評価方法・ 
基準 

評価方法 評価割合（％） 評価基準 
試験  

目標の到達状況をレポート、提出物、その他で評価する。 
その他：課題、活動に取り組む姿勢 20％ 

活動報告発表（内容含む）20％ 

レポート 30% 
小テスト  
提出物 30% 
その他 40% 

履修上の 
留意事項 

実践的な学修であり学外の方々に接する機会等がある、社会人としての基本的姿勢、礼儀をもって対応するこ
とは勿論、十分に事前学修、知識の整理をしておくことが必要である。 活動報告等に要する授業時間の割り
振りは履修者数により変動することがある。 

実務経験を 
活かした教育内容 

実務経験者の立場から、地域における健康栄養マネジメント全般の内容を演習に織り交ぜながら、地域栄養活
動の実践について理解しやすいように授業を行います。 

学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

1 
学習の主題 ガイダンス 
授業内容 地域栄養活動とは 
事前・事後学習 事前にプリントや教科書を読んでおく 

2 
学習の主題 地域における健康・栄養活動① 
授業内容 活動の実践と展開の方法について 
事前・事後学習 事前配布資料や教科書による予習、事後は授業の復習をする 

3 
学習の主題 地域における健康・栄養活動② 
授業内容 活動の目的、地域の診断について、情報の収集について 
事前・事後学習 事前配布資料や教科書による予習、事後は授業の復習をする 

4 
学習の主題 参考資料等からデータを読む① 
授業内容 札幌市等の公表資料などから必要なデータを読みとる 
事前・事後学習 事前配布資料や教科書による予習、事後は授業の復習をする 

5 
学習の主題 参考資料等からデータを読む② 
授業内容 公表データを例に、データの読み方、扱い方について学ぶ 
事前・事後学習 事前に配布資料や教科書による予習、事後は授業の復習をする 

6 
学習の主題 地域栄養活動、事業計画案作成事前準備について 
授業内容 対象、課題、グループ等の決定について 
事前・事後学習 事前に配布資料や教科書による予習、事後は授業の復習をする 
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学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

7 
学習の主題 地域栄養活動、事業計画案作成 
授業内容 事業計画プログラム ( 調査、アセスメント、評価アンケート ) 等の作成 
事前・事後学習 事前に配布資料や教科書による予習、事後は授業の復習をする 

8 
学習の主題 地域栄養活動演習① 
授業内容 事業プログラムの実践 
事前・事後学習 事前に配布資料や教科書による予習、事後は授業の復習をする 

9 
学習の主題 地域栄養活動演習② 
授業内容 事業プログラムの実践、結果のまとめ 
事前・事後学習 事前に配布資料や教科書による予習、事後は授業の復習をする 

10 
学習の主題 発表資料、配布資料作成 
授業内容 地域における活動をまとめ、報告書作成、発表資料作成 
事前・事後学習 事前に配布資料や教科書による予習、事後は授業の復習をする 

11 
学習の主題 活動報告① 
授業内容 地域栄養活動についてのグループ発表 
事前・事後学習 事前に配布資料や教科書による予習、事後は授業の復習をする 

12 
学習の主題 活動報告② 
授業内容 地域栄養活動についてのグループ発表 
事前・事後学習 事前に配布資料や教科書による予習、事後は授業の復習をする 

13 
学習の主題 活動報告③ 
授業内容 地域栄養活動についてのグループ発表 
事前・事後学習 事前配布資料や教科書による予習、事後は授業の復習をする 

14 
学習の主題 活動報告④ 
授業内容 地域栄養活動についてのグループ発表 
事前・事後学習 事前に配布資料や教科書による予習、事後は授業の復習をする 

15 
学習の主題 まとめ 
授業内容 活動報告についての総評、地域活動の課題について 
事前・事後学習 事前に配布資料や教科書による予習、事後は授業の復習をする 
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学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

7 
学習の主題 地域栄養活動、事業計画案作成 
授業内容 事業計画プログラム ( 調査、アセスメント、評価アンケート ) 等の作成 
事前・事後学習 事前に配布資料や教科書による予習、事後は授業の復習をする 

8 
学習の主題 地域栄養活動演習① 
授業内容 事業プログラムの実践 
事前・事後学習 事前に配布資料や教科書による予習、事後は授業の復習をする 

9 
学習の主題 地域栄養活動演習② 
授業内容 事業プログラムの実践、結果のまとめ 
事前・事後学習 事前に配布資料や教科書による予習、事後は授業の復習をする 

10 
学習の主題 発表資料、配布資料作成 
授業内容 地域における活動をまとめ、報告書作成、発表資料作成 
事前・事後学習 事前に配布資料や教科書による予習、事後は授業の復習をする 

11 
学習の主題 活動報告① 
授業内容 地域栄養活動についてのグループ発表 
事前・事後学習 事前に配布資料や教科書による予習、事後は授業の復習をする 

12 
学習の主題 活動報告② 
授業内容 地域栄養活動についてのグループ発表 
事前・事後学習 事前に配布資料や教科書による予習、事後は授業の復習をする 

13 
学習の主題 活動報告③ 
授業内容 地域栄養活動についてのグループ発表 
事前・事後学習 事前配布資料や教科書による予習、事後は授業の復習をする 

14 
学習の主題 活動報告④ 
授業内容 地域栄養活動についてのグループ発表 
事前・事後学習 事前に配布資料や教科書による予習、事後は授業の復習をする 

15 
学習の主題 まとめ 
授業内容 活動報告についての総評、地域活動の課題について 
事前・事後学習 事前に配布資料や教科書による予習、事後は授業の復習をする 

 

2020年度以前入学生対象 

授業科目 
国際栄養学 

担当教員 山部 秀子、岡部 哲子 
International Nutrition and Dietetics 

対象学科・ 
年次・学期 栄養学科・4年次・後期 選択・必修 選択 

授業形態 講義 単位数 1単位 

授業目的 
国際的な視点から健康、栄養、食生活、食糧問題について捉えることを目的とする。 各国の食事バランスガ
イド等について学修し、その国における栄養活動の状況を把握し、課題について学修する。また、我が国が行
っている海外での栄養対策への支援や現在の地球環境と健康・栄養問 題等の関連や解決すべき課題、諸問題
への国際的な取り組み等についても学修する。 

到達目標 1. 栄養課題に対する国際社会の動きを理解する。 
2. 我が国の諸外国に向けた栄養支援について理解する。 

テキスト 授業ごとに資料を配布 
参考書  

評価方法・ 
基準 

評価方法 評価割合（％） 評価基準 
試験  

目標の到達状況をレポート、その他で評価する。 
その他；授業での積極的発言や取り組み姿勢を評価する。 

レポート 80％ 
小テスト  
提出物  
その他 20％ 

履修上の 
留意事項 ディスカッションなど自分の考えを表現する機会では積極的な参加をしてください。 

実務経験を 
活かした教育内容  

学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

1 
（山部） 

学習の主題 国際社会の食について 
授業内容 地域や宗教による食の違いの理解 
事前・事後学習 公衆栄養学で学んだことを整理しておくこと。 

2 
（山部） 

学習の主題 各国における食物ベースの食生活指針 
授業内容 現在の各国の食事ガイドや食料自給率についての理解 
事前・事後学習 授業内容について復習し、疑問点をまとめる。 

3 
（山部） 

学習の主題 青年海外協力隊について➀ 
授業内容 青年海外協力隊での経験（特別講師） 
事前・事後学習 青年海外協力隊についてインターネット等で調べ、質問を用意する。 

4 
（山部） 

学習の主題 青年海外協力隊について➁ 
授業内容 青年海外協力隊での経験（特別講師） 
事前・事後学習 青年海外協力隊についてインターネット等で調べ、質問を用意する。 

5 
（岡部） 

学習の主題 各国の栄養改善対策の実際➀ 
授業内容 JICAにおける協力隊の活動紹介➀ 
事前・事後学習 授業内容について復習し、疑問点をまとめる。 

6 
（岡部） 

学習の主題 各国の栄養改善対策の実際➁ 
授業内容 JICAにおける協力隊の活動紹介➁ 
事前・事後学習 授業内容について復習し、疑問点をまとめる。 

7 
（山部） 

学習の主題 国際栄養分野における管理栄養士の役割 
授業内容 国際栄養分野における管理栄養士等の人材の役割について考える 
事前・事後学習 授業内容について復習し、疑問点をまとめる。 

8 
（山部） 

学習の主題 食・栄養に関する国際機関の役割 
授業内容 食・栄養に関する国際機関を理解する 
事前・事後学習 視野を広く持ち、世界に目を向けられるようにしましょう 
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2020 年度以前入学生対象 

授業科目 

総合演習Ⅱ 

担当教員 

百々瀬 いづみ、荒川 義人、岡本 智子、
久保 ちづる、坂本 恵、千葉 仁志、 
千葉 昌樹、濱岡 直裕、山部 秀子、 
金髙 有里、松川 典子、津久井 隆行、 
槌本 浩司、渡辺 いつみ 

Practical Seminar of Nutrition Ⅱ 

対象学科・ 
年次・学期 栄養学科・4 年次・前期 選択・必修 必修 

授業形態 演習 単位数 1 単位 

授業目的 

卒業にあたり、各専門分野を横断して、専門分野で修得した基礎知識や技術に加え、臨地実習を通して実践的
に修得した知識・技術、管理栄養士としての役割の理解をふまえて、グループワークで課題に取り組み、知識・
技術を統合し、応用・活用して課題解決を図るとともに、この過程を通してコミュニケーション能力、お互い
の知識・技術の交換や役割分担等、基礎的能力に加えてさらに各自が管理栄養士としての能力を高めることを
目的とする。複数の教員の指導により各専門分野の知識を統合して演習形式で学修を進める。 

到達目標 管理栄養士として活動できる基礎的な能力に加えて活用・応用できる能力が身についている。 
テキスト 資料を配布する。 
参考書  

評価方法・ 
基準 

評価方法 評価割合（％） 評価基準 
試験  

目標の達成状況を下記の視点から評価する。 
・提出物：分野ごとに課題に沿った資料作成を課す。 

（レポート・プレゼンテーション資料等） 
・その他：授業時の発表、取り組み姿勢を評価する。 

レポート  
小テスト  
提出物 50% 
その他 50% 

履修上の 
留意事項 

1. 各分野の苦手、理解不足などを解消するために事前に自習して、積極的にとりくむこと。 
2. 目標を共有し、メンバーが役割を分担しチームワークで成果を出すように考えることが必要です。 

実務経験を 
活かした教育内容  

学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

1 
 (百々瀬) 

(坂本) 
(松川) 

学習の主題 ガイダンス、フードサイエンスⅠ 
授業内容 総合演習の概要 
事前・事後学習 事前・事後学習に各 1 時間ほど要する 

2・３ 
(津久井) 
(金髙) 
(荒川) 

学習の主題 フードサイエンスⅡ 

授業内容 食品機能開発について  
健康増進・疾病予防と食品の機能 

事前・事後学習 事前・事後学習に各 1 時間ほど要する 
４・５ 
(槌本) 
(濱岡) 
(山部) 
(渡辺) 

学習の主題 栄養疫学 

授業内容 データの収集、管理、応用について 
EBM にもとづいた評価、治療について、具体的なデータの扱い方 

事前・事後学習 事前・事後学習に各 1 時間ほど要する 
6～8 

(百々瀬) 
(久保) 

(千葉(仁)) 
 (千葉(昌))  

学習の主題 栄養教育 

授業内容 ライフステージと栄養教育 
根拠にもとづいた栄養教育の実施、事例研究 

事前・事後学習 事前・事後学習に各 1 時間ほど要する 

9～12 
(久保) 
(岡本) 

(千葉(仁)) 
(山部) 
(渡辺) 

学習の主題 臨床栄養学 

授業内容 
疾患・病態別栄養ケア・マネジメント 
根拠にもとづいた栄養管理 
事例研究 
NST の実践、末期患者、高齢者、障害者等の栄養管理 

事前・事後学習 事前・事後学習に各 1 時間ほど要する 
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2020 年度以前入学生対象 

授業科目 

総合演習Ⅱ 

担当教員 

百々瀬 いづみ、荒川 義人、岡本 智子、
久保 ちづる、坂本 恵、千葉 仁志、 
千葉 昌樹、濱岡 直裕、山部 秀子、 
金髙 有里、松川 典子、津久井 隆行、 
槌本 浩司、渡辺 いつみ 

Practical Seminar of Nutrition Ⅱ 

対象学科・ 
年次・学期 栄養学科・4 年次・前期 選択・必修 必修 

授業形態 演習 単位数 1 単位 

授業目的 

卒業にあたり、各専門分野を横断して、専門分野で修得した基礎知識や技術に加え、臨地実習を通して実践的
に修得した知識・技術、管理栄養士としての役割の理解をふまえて、グループワークで課題に取り組み、知識・
技術を統合し、応用・活用して課題解決を図るとともに、この過程を通してコミュニケーション能力、お互い
の知識・技術の交換や役割分担等、基礎的能力に加えてさらに各自が管理栄養士としての能力を高めることを
目的とする。複数の教員の指導により各専門分野の知識を統合して演習形式で学修を進める。 

到達目標 管理栄養士として活動できる基礎的な能力に加えて活用・応用できる能力が身についている。 
テキスト 資料を配布する。 
参考書  

評価方法・ 
基準 

評価方法 評価割合（％） 評価基準 
試験  

目標の達成状況を下記の視点から評価する。 
・提出物：分野ごとに課題に沿った資料作成を課す。 

（レポート・プレゼンテーション資料等） 
・その他：授業時の発表、取り組み姿勢を評価する。 

レポート  
小テスト  
提出物 50% 
その他 50% 

履修上の 
留意事項 

1. 各分野の苦手、理解不足などを解消するために事前に自習して、積極的にとりくむこと。 
2. 目標を共有し、メンバーが役割を分担しチームワークで成果を出すように考えることが必要です。 

実務経験を 
活かした教育内容  

学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

1 
 (百々瀬) 

(坂本) 
(松川) 

学習の主題 ガイダンス、フードサイエンスⅠ 
授業内容 総合演習の概要 
事前・事後学習 事前・事後学習に各 1 時間ほど要する 

2・３ 
(津久井) 
(金髙) 
(荒川) 

学習の主題 フードサイエンスⅡ 

授業内容 食品機能開発について  
健康増進・疾病予防と食品の機能 

事前・事後学習 事前・事後学習に各 1 時間ほど要する 
４・５ 
(槌本) 
(濱岡) 
(山部) 
(渡辺) 

学習の主題 栄養疫学 

授業内容 データの収集、管理、応用について 
EBM にもとづいた評価、治療について、具体的なデータの扱い方 

事前・事後学習 事前・事後学習に各 1 時間ほど要する 
6～8 

(百々瀬) 
(久保) 

(千葉(仁)) 
 (千葉(昌))  

学習の主題 栄養教育 

授業内容 ライフステージと栄養教育 
根拠にもとづいた栄養教育の実施、事例研究 

事前・事後学習 事前・事後学習に各 1 時間ほど要する 

9～12 
(久保) 
(岡本) 

(千葉(仁)) 
(山部) 
(渡辺) 

学習の主題 臨床栄養学 

授業内容 
疾患・病態別栄養ケア・マネジメント 
根拠にもとづいた栄養管理 
事例研究 
NST の実践、末期患者、高齢者、障害者等の栄養管理 

事前・事後学習 事前・事後学習に各 1 時間ほど要する 
  

学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

13～15 
(千葉(昌)) 

(坂本) 
(百々瀬) 
(槌本) 

学習の主題 地域社会における栄養活動 

授業内容 地域社会における栄養活動 
根拠にもとづいた地域の評価、栄養活動 

事前・事後学習 事前・事後学習に各 1 時間ほど要する 

 

栄
養
学
科

四

年

次

237



2020年度以前入学生対象 

授業科目 

卒業研究 

担当教員 

坂本 恵、荒川 義人、岡本 智子、 
久保 ちづる、千葉 仁志、千葉 昌樹、 
百々瀬 いづみ、山部 秀子、金髙 有里、 
松川 典子、津久井 隆行、槌本 浩司、 
渡辺 いつみ 

Graduation Study 

対象学科・ 
年次・学期 栄養学科・4年次・通年 選択・必修 選択 

授業形態 演習 単位数 2単位 

授業目的 
管理栄養士としての専門分野において修得した知識等を総合的に活用し、研究課題を設定、研究計画作成、資
料の収集、実験や資料の分析、報告書の作成、デスカッションなどを繰り返しながら、最終的な成果を発表す
るとともに論文を作成する。社会で求められる専門職業人としての研究能力を修得する。 

到達目標 
1. 研究テーマについて専門的に追求し、研究成果を口頭で発表するとともに論文にまとめる。 
2. 卒業研究を通して、発想力、分析力、問題解決能力を身につける。 
3. 実験・調査・ゼミ活動、発表を通してコミュニケーション力、プレゼンテーション力を身につける。 
4. 事象について、多くの人に理解されるような客観的な見解をまとめ、記述ができる力を身につける。 

テキスト 資料を配布する。各自のテーマが決定してから、ゼミ等を通して参考書等を検索する。 
参考書  

評価方法・ 
基準 

評価方法 評価割合（％） 評価基準 
試験  

目標の到達状況を下記の方法で評価する。 
提出物：研究テーマに関するレポートと調査計画書 10％ 
その他：研究に対する取組姿勢 40％、口頭発表 10％、 

研究論文内容 40％ 

レポート  
小テスト  
提出物 10% 
その他 90% 

履修上の 
留意事項 

卒業研究は各自がテーマを決定し、予備研究、本研究等を通して科学研究の方法を学びながら、研究論文完成
へつなげてゆく。ゼミ発表、実験、調査、研究発表、論文作成について各自が積極的にとりくむ必要性から、
研究内容によって個別対応になることがある。各自、授業外学習時間は必須である。進捗状況により内容が前
後することがある。 

実務経験を 
活かした教育内容  

学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

1 
学習の主題 オリエンテーション 
授業内容 卒業研究とは、研究テーマの検討について 
事前・事後学習 事前学習として研究テーマについて調べておくこと 

2 
学習の主題 研究方法について 
授業内容 研究方法の検討、文献検索について 
事前・事後学習 事前・事後学習として 1 ～ 2 時間を要する 

3 
学習の主題 研究計画について 
授業内容 文献資料収集、研究計画作成について 
事前・事後学習 事前・事後学習として 1 ～ 2 時間を要する 

4 
学習の主題 研究計画検討① 
授業内容 研究テーマに沿った研究計画を作成し、検討する 
事前・事後学習 事前・事後学習として 1 ～ 2 時間を要する 

5 
学習の主題 研究計画検討② 
授業内容 研究テーマに沿った研究計画を作成、検討する 
事前・事後学習 事前・事後学習として 1 ～ 2 時間を要する 

6 
学習の主題 研究計画書確定 
授業内容 研究テーマに沿った研究計画書を確定する 
事前・事後学習 事前・事後学習として 1 ～ 2 時間を要する 
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2020年度以前入学生対象 

授業科目 

卒業研究 

担当教員 

坂本 恵、荒川 義人、岡本 智子、 
久保 ちづる、千葉 仁志、千葉 昌樹、 
百々瀬 いづみ、山部 秀子、金髙 有里、 
松川 典子、津久井 隆行、槌本 浩司、 
渡辺 いつみ 

Graduation Study 

対象学科・ 
年次・学期 栄養学科・4年次・通年 選択・必修 選択 

授業形態 演習 単位数 2単位 

授業目的 
管理栄養士としての専門分野において修得した知識等を総合的に活用し、研究課題を設定、研究計画作成、資
料の収集、実験や資料の分析、報告書の作成、デスカッションなどを繰り返しながら、最終的な成果を発表す
るとともに論文を作成する。社会で求められる専門職業人としての研究能力を修得する。 

到達目標 
1. 研究テーマについて専門的に追求し、研究成果を口頭で発表するとともに論文にまとめる。 
2. 卒業研究を通して、発想力、分析力、問題解決能力を身につける。 
3. 実験・調査・ゼミ活動、発表を通してコミュニケーション力、プレゼンテーション力を身につける。 
4. 事象について、多くの人に理解されるような客観的な見解をまとめ、記述ができる力を身につける。 

テキスト 資料を配布する。各自のテーマが決定してから、ゼミ等を通して参考書等を検索する。 
参考書  

評価方法・ 
基準 

評価方法 評価割合（％） 評価基準 
試験  

目標の到達状況を下記の方法で評価する。 
提出物：研究テーマに関するレポートと調査計画書 10％ 
その他：研究に対する取組姿勢 40％、口頭発表 10％、 

研究論文内容 40％ 

レポート  
小テスト  
提出物 10% 
その他 90% 

履修上の 
留意事項 

卒業研究は各自がテーマを決定し、予備研究、本研究等を通して科学研究の方法を学びながら、研究論文完成
へつなげてゆく。ゼミ発表、実験、調査、研究発表、論文作成について各自が積極的にとりくむ必要性から、
研究内容によって個別対応になることがある。各自、授業外学習時間は必須である。進捗状況により内容が前
後することがある。 

実務経験を 
活かした教育内容  

学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

1 
学習の主題 オリエンテーション 
授業内容 卒業研究とは、研究テーマの検討について 
事前・事後学習 事前学習として研究テーマについて調べておくこと 

2 
学習の主題 研究方法について 
授業内容 研究方法の検討、文献検索について 
事前・事後学習 事前・事後学習として 1 ～ 2 時間を要する 

3 
学習の主題 研究計画について 
授業内容 文献資料収集、研究計画作成について 
事前・事後学習 事前・事後学習として 1 ～ 2 時間を要する 

4 
学習の主題 研究計画検討① 
授業内容 研究テーマに沿った研究計画を作成し、検討する 
事前・事後学習 事前・事後学習として 1 ～ 2 時間を要する 

5 
学習の主題 研究計画検討② 
授業内容 研究テーマに沿った研究計画を作成、検討する 
事前・事後学習 事前・事後学習として 1 ～ 2 時間を要する 

6 
学習の主題 研究計画書確定 
授業内容 研究テーマに沿った研究計画書を確定する 
事前・事後学習 事前・事後学習として 1 ～ 2 時間を要する 

  

学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

7 

学習の主題 研究活動① 

授業内容 研究計画に基づき、テーマに沿った予備調査・実験等の準備を含む研究活動
等 

事前・事後学習 事前・事後学習として 1 ～ 2 時間を要する 

8 
学習の主題 研究活動② 
授業内容 テーマに沿った予備調査・実験等の準備を含む研究活動等 
事前・事後学習 事前・事後学習として 1 ～ 2 時間を要する 

9 
学習の主題 研究活動③ 
授業内容 テーマに沿った研究活動（調査・実験、データ整理等） 
事前・事後学習 事前・事後学習として 1 ～ 2 時間を要する 

10 
学習の主題 研究活動④ 
授業内容 テーマに沿った研究活動（調査・実験、データ整理等） 
事前・事後学習 事前・事後学習として 1 ～ 2 時間を要する 

11 
学習の主題 研究活動⑤ 
授業内容 テーマに沿った研究活動（調査・実験、データ整理等） 
事前・事後学習 事前・事後学習として 1 ～ 2 時間を要する 

12 
学習の主題 研究活動⑥ 
授業内容 テーマに沿った研究活動（調査・実験、データ整理等） 
事前・事後学習 事前・事後学習として 1 ～ 2 時間を要する 

13 
学習の主題 研究活動⑦ 
授業内容 テーマに沿った研究活動（調査・実験、データ整理等） 
事前・事後学習 事前・事後学習として 1 ～ 2 時間を要する 

14 
学習の主題 研究活動⑧ 
授業内容 テーマに沿った研究活動（調査・実験、データ整理等） 
事前・事後学習 事前・事後学習として 1 ～ 2 時間を要する 

15 
学習の主題 研究活動⑨ 
授業内容 テーマに沿った研究活動（調査・実験、データ整理・分析等） 
事前・事後学習 事前・事後学習として 1 ～ 2 時間を要する 

16 

学習の主題 研究活動⑩ 

授業内容 テーマに沿った研究活動（調査・実験、データ整理・分析等）、ゼミ内の中
間報告準備 

事前・事後学習 事前・事後学習として 1 ～ 2 時間を要する 

17 
学習の主題 研究活動⑪ 
授業内容 ゼミ内、研究中間報告 
事前・事後学習 事前・事後学習として 1 ～ 2 時間を要する 

18 
学習の主題 研究活動⑫ 
授業内容 テーマに沿った研究活動（調査・実験、データ整理・分析等） 
事前・事後学習 事前・事後学習として 1 ～ 2 時間を要する 

19 
学習の主題 研究活動⑬ 
授業内容 テーマに沿った研究活動（調査・実験、データ整理・分析等） 
事前・事後学習 事前・事後学習として 1 ～ 2 時間を要する 

20 
学習の主題 研究活動⑭ 
授業内容 テーマに沿った研究活動（調査・実験、データ整理・分析等） 
事前・事後学習 事前・事後学習として 1 ～ 2 時間を要する 

21 
学習の主題 研究活動⑮ 
授業内容 テーマに沿った研究活動（調査・実験、データ整理・分析等） 
事前・事後学習 事前・事後学習として 1 ～ 2 時間を要する 
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学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

22 

学習の主題 研究活動⑯ 

授業内容 テーマに沿った研究活動（調査・実験、データ整理・分析等から結果・考察
作成） 

事前・事後学習 事前・事後学習として 1 ～ 2 時間を要する 

23 

学習の主題 研究活動⑰ 

授業内容 テーマに沿った研究活動（調査・実験、データ整理・分析等から結果・考察
作成） 

事前・事後学習 事前・事後学習として 1 ～ 2 時間を要する 

24 
学習の主題 研究報告会準備① 
授業内容 発表スライドの作成 
事前・事後学習 事前・事後学習に 1 ～ 2 時間程度要する 

25 
学習の主題 研究報告会準備② 
授業内容 発表スライドについて、ゼミ発表 
事前・事後学習 事前・事後学習に 1 ～ 2 時間程度要する 

26 
学習の主題 研究報告会 
授業内容 研究成果報告会 
事前・事後学習 事前・事後学習に 1 ～ 2 時間程度要する 

27 
学習の主題 卒業研究論文作成① 
授業内容 成果発表会等の結果をふまえ論文を作成する 
事前・事後学習 成果報告会における指摘事項の再確認をしておくこと 

28 
学習の主題 卒業研究論文作成② 
授業内容 卒業研究論文の作成 
事前・事後学習 作成した内容の確認、今後の予定の確認と以降の作成に 3 時間程度要する 

29 
学習の主題 卒業研究論文作成③ 
授業内容 卒業研究論文の作成 
事前・事後学習 引き続き内容確認、作成に 3 時間程度要する 

30 
学習の主題 卒業研究論文作成④ 
授業内容 卒業研究論文の完成 
事前・事後学習 作成した内容について読み込み、確認し提出するため 3時間程度要する 
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学習の主題・ 
授業内容 

回数 
（担当） 項目 内容 

22 

学習の主題 研究活動⑯ 

授業内容 テーマに沿った研究活動（調査・実験、データ整理・分析等から結果・考察
作成） 

事前・事後学習 事前・事後学習として 1 ～ 2 時間を要する 

23 

学習の主題 研究活動⑰ 

授業内容 テーマに沿った研究活動（調査・実験、データ整理・分析等から結果・考察
作成） 

事前・事後学習 事前・事後学習として 1 ～ 2 時間を要する 

24 
学習の主題 研究報告会準備① 
授業内容 発表スライドの作成 
事前・事後学習 事前・事後学習に 1 ～ 2 時間程度要する 

25 
学習の主題 研究報告会準備② 
授業内容 発表スライドについて、ゼミ発表 
事前・事後学習 事前・事後学習に 1 ～ 2 時間程度要する 

26 
学習の主題 研究報告会 
授業内容 研究成果報告会 
事前・事後学習 事前・事後学習に 1 ～ 2 時間程度要する 

27 
学習の主題 卒業研究論文作成① 
授業内容 成果発表会等の結果をふまえ論文を作成する 
事前・事後学習 成果報告会における指摘事項の再確認をしておくこと 

28 
学習の主題 卒業研究論文作成② 
授業内容 卒業研究論文の作成 
事前・事後学習 作成した内容の確認、今後の予定の確認と以降の作成に 3 時間程度要する 

29 
学習の主題 卒業研究論文作成③ 
授業内容 卒業研究論文の作成 
事前・事後学習 引き続き内容確認、作成に 3 時間程度要する 

30 
学習の主題 卒業研究論文作成④ 
授業内容 卒業研究論文の完成 
事前・事後学習 作成した内容について読み込み、確認し提出するため 3時間程度要する 

 

2020 年度以前入学生対象 

授業科目 
給食経営管理論実習Ⅲ 

担当教員 山部 秀子、渡辺 いつみ Field Practice in Nutrition and Food Service 
Management Ⅲ 

対象学科・ 
年次・学期 栄養学科・4 年次・通年 選択・必修 選択必修 

授業形態 実習 単位数 1 単位 

ねらい 

給食の運営や関連の資材（設備、食材、人材、情報、資金等）を総合的に判断して、栄養面、安全面、経済面
全般のマネジメント能力を実践の場において養い、マーケティングの原理、給食の組織や運営管理等が実践の
場でどのように活用されているのか等を実践的に学修し、学内で学んだ知識と技術の統合を図る。また施設利
用者の特徴を考慮したうえで喫食状況の把握、栄養・食事管理、食材管理、作業管理の分析、衛生管理、衛生
教育、経営分析等を通して課題を発見し、問題解決のための検討などについて実践の場で学修する。さらに他
部署・部門、多職種との連携をはかるための方法や管理栄養士の役割を学修する。 

実習目標 
1. 高齢者施設における栄養ケア・マネジメントの基礎的知識、技術について説明できる。 
2. 高齢者の栄養管理において重要な課題をあげ、その解決のため計画を立案できる。 
3. 多職種連携における管理栄養士の役割を説明できる。 
4. 高齢者の通所介護の概要について説明できる。 

実習内容 実習ノートを配布する。必要に応じて資料を配布する。 

評価方法・ 
基準 

評価方法 評価割合（％） 評価基準 
試験 

100％ 

目標の到達状況を下記の方法で評価する。 
提出物：20 点（実習の目的、自主課題、施設課題） 
その他：施設指導者の評価 30 点 
実習ノートの内容 30 点  
実習報告書実習の目的、課題の達成度について（発表含む）20 点 

レポート 
小テスト 
提出物 
その他 

履修上の 
留意事項 

臨地実習で身につけた知識や技術をさらに定着させ、より深く管理栄養士の業務を理解するために、積極的に
取り組むこと。高齢者施設の概要や食事などについて、今まで学修したことを復習、整理しておくこと。高齢
者の特徴や対応等についても十分事前学習して臨むこと。 

実務経験を 
活かした教育内容 

実務経験者の立場から、臨地実習において学修する内容や準備について具体的に指導する。また臨地実習では
実務を行っている施設職員や管理栄養士の実践的な指導により、管理栄養士としての職務や役割等について実
習を通して実践的に学ぶことが出来る。 

実習方法 

実習内容についてはオリエンテーションで説明する。 
 
1．オリエンテーション  
給食経営管理学Ⅲ臨地実習について  
事前準備  
実習施設指導者との事前打ち合わせ  
実習施設管内概要の把握 
課題（自主課題または実習施設からの提示課題）の準備 

 
2．実習 
実習施設（特別養護老人ホーム、介護福祉施設等）における実習 ( 45 時間 ) 

 
3．事後指導  
実習成果のまとめ  
実習報告会の準備  
実習報告会での発表 

実習施設 札幌市内の特別養護老人ホーム、介護老人福祉施設等の給食提供施設 
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2020 年度以前入学生対象 

授業科目 
公衆栄養学実習Ⅱ 

担当教員 槌本 浩司 
Public Health Nutrition Practicum Ⅱ 

対象学科・ 
年次・学期 栄養学科・4 年次・通年 選択・必修 選択必修 

授業形態 実習 単位数 1 単位 

ねらい 

保健所や保健センター等において、地域保健活動における各所の役割や機能、地域住民を対象とした栄養管理
に関わる管理栄養士の業務を実践的に学修する。国の健康増進施策等が地方公共団体でどのように計画、施策
化、実践されているのかを学修する。また、住民への栄養・食生活の改善に関する事業を実践の場で体験し、
様々な栄養関連サービスを必要とする人々に気づき、地域診断の結果から地域の優先的な健康・栄養課題を明
確にし、課題解決にむけたプログラムの作成・実施・評価などについて学修し、実践活動の場で今まで修得し
た知識および技術の統合を図る。 

実習目標 

1. 公衆衛生行政を理解している。 
2. 住民の健康増進事業を通して栄養改善業務および栄養行政の概要を把握し説明できる。 
3. 地域保健活動・健康づくり対策を理解している。 
4. 地域保健活動・健康づくり対策が多職種連携により行われていることを理解している。 
5. 地域栄養計画の立案、活動の進め方、評価、健康増進事業、地区組織の育成を体得している。 

実習内容 保健所または保健センターにおける実習 

評価方法・ 
基準 

評価方法 評価割合（％） 評価基準 
試験 

100% 
目標の到達状況を下記の方法で評価する。 
実習先の評価 40％、 
実習記録 20％、 
報告書（成果発表を含む）40％ 

レポート 
小テスト 
提出物 
その他 

履修上の 
留意事項 

1. 臨地実習はオリエンテーション、臨地実習、事後指導の３つの括りで実施する。 
2. 実習の準備・事後の整理は協力して行うこと。 
3. 実習保健所管内および保健センターの概要を把握しておくこと。 
4. 自身の実習課題を明確化し、到達目標を立て、効果的な実習となるよう臨むこと。 
5. 事前学習ノートの整理、報告書の作成は速やかに行い提出すること。 

実務経験を 
活かした教育内容 

実務経験者の立場から、地域における健康増進施策など、公衆栄養活動の実践に必要な知識について理解しや
すいように授業を行います。 

実習方法 

実習内容についてはオリエンテーションで説明します。 
 
1．オリエンテーション  
公衆栄養学臨地実習について  
事前準備 実習施設指導者との事前打ち合わせ  
実習施設管内概要の把握 
課題（自主課題または実習施設からの提示課題）の準備 

 
2．実習 
実習施設（保健所、保健センター）における実習（45 時間） 

 
3．事後指導  
実習成果のまとめ  
実習報告会の準備  
実習報告会での発表 

実習施設 北海道保健所、札幌保健所・保健センター 
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2020 年度以前入学生対象 

授業科目 
公衆栄養学実習Ⅱ 

担当教員 槌本 浩司 
Public Health Nutrition Practicum Ⅱ 

対象学科・ 
年次・学期 栄養学科・4 年次・通年 選択・必修 選択必修 

授業形態 実習 単位数 1 単位 

ねらい 

保健所や保健センター等において、地域保健活動における各所の役割や機能、地域住民を対象とした栄養管理
に関わる管理栄養士の業務を実践的に学修する。国の健康増進施策等が地方公共団体でどのように計画、施策
化、実践されているのかを学修する。また、住民への栄養・食生活の改善に関する事業を実践の場で体験し、
様々な栄養関連サービスを必要とする人々に気づき、地域診断の結果から地域の優先的な健康・栄養課題を明
確にし、課題解決にむけたプログラムの作成・実施・評価などについて学修し、実践活動の場で今まで修得し
た知識および技術の統合を図る。 

実習目標 

1. 公衆衛生行政を理解している。 
2. 住民の健康増進事業を通して栄養改善業務および栄養行政の概要を把握し説明できる。 
3. 地域保健活動・健康づくり対策を理解している。 
4. 地域保健活動・健康づくり対策が多職種連携により行われていることを理解している。 
5. 地域栄養計画の立案、活動の進め方、評価、健康増進事業、地区組織の育成を体得している。 

実習内容 保健所または保健センターにおける実習 

評価方法・ 
基準 

評価方法 評価割合（％） 評価基準 
試験 

100% 
目標の到達状況を下記の方法で評価する。 
実習先の評価 40％、 
実習記録 20％、 
報告書（成果発表を含む）40％ 

レポート 
小テスト 
提出物 
その他 

履修上の 
留意事項 

1. 臨地実習はオリエンテーション、臨地実習、事後指導の３つの括りで実施する。 
2. 実習の準備・事後の整理は協力して行うこと。 
3. 実習保健所管内および保健センターの概要を把握しておくこと。 
4. 自身の実習課題を明確化し、到達目標を立て、効果的な実習となるよう臨むこと。 
5. 事前学習ノートの整理、報告書の作成は速やかに行い提出すること。 

実務経験を 
活かした教育内容 

実務経験者の立場から、地域における健康増進施策など、公衆栄養活動の実践に必要な知識について理解しや
すいように授業を行います。 

実習方法 

実習内容についてはオリエンテーションで説明します。 
 
1．オリエンテーション  
公衆栄養学臨地実習について  
事前準備 実習施設指導者との事前打ち合わせ  
実習施設管内概要の把握 
課題（自主課題または実習施設からの提示課題）の準備 

 
2．実習 
実習施設（保健所、保健センター）における実習（45 時間） 

 
3．事後指導  
実習成果のまとめ  
実習報告会の準備  
実習報告会での発表 

実習施設 北海道保健所、札幌保健所・保健センター 

 

2020 年度以前入学生対象 

授業科目 
臨床栄養学実習Ⅳ 

担当教員 久保 ちづる、岡本 智子 
Field Practice in Clinical Nutrition Ⅳ 

対象学科・ 
年次・学期 栄養学科・4 年次・通年 選択・必修 必修 

授業形態 実習 単位数 2 単位 

ねらい 

傷病者の病態や栄養状態の特徴に基づいた栄養状態の評価・判定を行い適切な栄養管理について、実践の場で
学修する。施設組織内の栄養部門の概要や位置づけ、疾患やライフステージにより栄養管理が異なること、チ
ーム医療・多職種の連携を経験し、地域医療や在宅医療等についても学修する。学内で修得した知識や技術を
臨床の場で統合して、課題発見・気づき、どのような対応が必要なのかなどの課題解決を通して、臨床におけ
る管理栄養士としての様々な活動を学び、卒業後臨床の現場において実践・応用できる能力を身につける。 

実習目標 

1. 実践活動の場において、専門職業人としての職業倫理、社会的使命について説明できる。 
2. 実践活動の場において、課題発見・問題解決への取り組みを行うことができる。 
3. 栄養管理業務において、適切なマネジメントを行うための専門的な知識や技術について説明できる。 
4. チーム医療における管理栄養士の役割について説明できる。 
5. 地域医療や在宅医療の概要について説明できる。 

実習内容  

評価方法・ 
基準 

評価方法 評価割合（％） 評価基準 
試験 

100% 
目標の到達状況を下記の方法で評価する。 
提出物：実習ノート 20％  
その他：実習指導施設指導者の評価 40％、発表 40％ 

レポート 
小テスト 
提出物 
その他 

履修上の 
留意事項 

1．臨地実習はオリエンテーション、臨地実習、事後指導の３つの括りで実施する。 
2．オリエンテーションは重要である、施設等の特徴を学修しておくこと。 
3．実習課題については実習施設指導者に相談、検討すること。 
4．実習記録の記入・整理・報告は速やかに行い、提出すること。 

実務経験を 
活かした教育内容 

実務経験者の立場から臨床現場での実習生指導時の経験を織り交ぜながら、充実した臨地実習ができるように
必要とされる知識、技術、礼儀、コミュニケーション力について指導します。 

実習方法 

1．オリエンテーション  
臨床栄養学実習について 
事前準備 
臨床栄養学実習施設との事前打ち合わせの概要・その他 
実習における留意事項 

 
2．実習 
実習施設 ( 医療施設 ) における実習 (90 時間 ) 

 
3．事後指導  
実習成果のまとめ 
実習報告会の準備 
実習報告会の発表 

実習施設 札幌市内医療施設等 
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2020 年度以前入学生対象 

授業科目 
臨床栄養学実習Ⅴ 

担当教員 久保 ちづる、岡本 智子 
Field Practice in Clinical Nutrition Ⅴ 

対象学科・ 
年次・学期 栄養学科・4 年次・通年 選択・必修 選択 

授業形態 実習 単位数 2 単位 

ねらい 

傷病者の病態や栄養状態の特徴に基づいた栄養状態の評価・判定を行い適切な栄養管理について、実践の場で
学修する。施設組織内の栄養部門の概要や位置づけ、疾患やライフステージにより栄養管理が異なること、チ
ーム医療・多職種の連携を経験し、ＮＳＴで介入する合併症を伴う複雑な症例についても学修する。学内で修
得した知識や技術を臨床の場で統合して、課題発見・気づき、どのような対応が必要なのかなどの課題解決を
通して、臨床における管理栄養士としての様々な活動を学び、卒業後臨床の現場において実践・応用できる能
力を身につける。 

実習目標 

1. 実践活動の場において、専門職業人としての職業倫理、社会的使命について説明できる。 
2. 実践活動の場において、課題発見・問題解決への取り組みを行うことができる。 
3. 栄養管理業務において、適切なマネジメントを行うための専門的な知識や技術について説明できる。 
4. チーム医療における管理栄養士の役割について説明できる。 
5. 複雑な症例について栄養評価、栄養計画の作成ができる。 

実習内容  

評価方法・ 
基準 

評価方法 評価割合（％） 評価基準 
試験 

100% 
目標の到達状況を下記の方法で評価する。 
提出物：実習ノート 20％ 
その他：実習指導施設指導者の評価 40％、発表 40％ 

レポート 
小テスト 
提出物 
その他 

履修上の 
留意事項 

1. 臨地実習はオリエンテーション、臨地実習、事後指導の３つの括りで実施する。 
2. オリエンテーションは重要である、施設等の特徴を学修しておくこと。 
3. 実習課題については実習施設指導者に相談、検討すること。 
4. 実習記録の記入・整理・報告は速やかに行い、提出すること。 

実務経験を 
活かした教育内容 

実務経験者の立場から臨床現場での実習生指導時の経験を織り交ぜながら、充実した臨地実習ができるように
必要とされる知識、技術を課題症例のについて指導します。 

実習方法 

患者の栄養評価、栄養計画、栄養療法の実施及び経過観察などについて、実習施設指導者の指示に従い、臨床
現場での実際業務について体験し学ぶ。 
 
１．オリエンテーション 
臨床栄養学実習について 
事前準備 
臨床栄養学実習施設との事前打ち合わせの概要・その他 
実習における留意事項 

 
２．実習 
実習施設（医療施設）における実習（90 時間） 

 
３．事後指導 
実習成果のまとめ 
実習報告会の準備 
実習報告会の発表 

実習施設 札幌市内医療施設等 
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