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放射線治療

技術学
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ション

Medical imaging 

informatics

(MII)
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(NTS)
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(FRL)
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subject

(SPS)
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technology & 
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専門
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診療画像技

術学・

臨床画像学

核医学検査

技術学

Radiation therapy 

technology

(RTT)

Clinical training

(CTR)
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(CPR)

Nuclear medicine  

technology
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総合放射線

学

人体の構

造・機能・疾

病
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function and 

disease of the 

human body

(SFD)

保健医療に
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Science and 

enngineering 
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health care and 
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(SER)
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理学
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(MSM)
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imaging
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実践臨床画

像学

医療画像情

報学

人体解剖学Ⅰ HR_INS_SFD_3_02 人体解剖学Ⅱ HR_INS_SFD_3_03

生理学 HR_INS_SFD_3_05生化学 HR_INS_SFD_3_04

衛生学・公衆衛生学 HR_INS_SFD_3_12

医学概論 HR_INS_SFD_3_01

免疫学 HR_INS_SFD_3_06

病理・病態学総論 HR_INS_SFD_3_08 臨床病態学Ⅰ HR_INS_SFD_3_09 臨床病態学Ⅱ HR_INS_SFD_3_10

救急医学概論 HR_SPS_MSM_4_02

看護学概論 HR_INS_SFD_3_11

積分変換 HR_INS_SER_3_02医用統計学 HR_INS_SER_3_01

医用電気工学 HR_INS_SER_3_03 医用電子工学 HR_INS_SER_3_04 医用電気・電子工学実験 HR_INS_SER_3_05

医用放射線物理学Ⅰ HR_INS_SER_3_07 医用放射線物理学演習 HR_INS_SER_3_10

放射化学Ⅰ HR_INS_SER_3_11 放射化学Ⅱ HR_INS_SER_3_12 放射化学実験 HR_INS_SER_3_13

放射線生物学Ⅰ HR_INS_SER_3_15 放射線生物学Ⅱ HR_INS_SER_3_16

放射線計測学Ⅰ HR_INS_SER_3_18 放射線計測学Ⅱ HR_INS_SER_3_19

放射線計測学演習 HR_INS_SER_3_21

放射線計測学実習 HR_INS_SER_3_20

Ｘ線撮影技術学Ⅰ HR_SPS_MIC_4_01 Ｘ線撮影技術学Ⅱ HR_SPS_MIC_4_02 画像診断学Ⅰ HR_SPS_MIX_4_03 画像診断学Ⅱ HR_SPS_MIC_4_04

Ｘ線機器工学 HR_SPS_MIC_4_05

医用機器工学Ⅰ HR_SPS_MIC_4_06

Ｘ線機器工学実験 HR_SPS_MIC_4_08

医用機器工学実験 HR_SPS_MIC_4_09

磁気共鳴論 HR_SPS_MIC_4_10 磁気共鳴技術学 HR_SPS_MIC_4_11

超音波検査学Ⅱ HR_SPS_MIC_4_13

断層技術学Ⅰ HR_SPS_MIC_4_14 断層技術学Ⅱ HR_SPS_MIC_4_15

核医学機器工学 HR_SPS_NMT_4_01 核医学技術学 HR_SPS_NMT_4_02 核医学検査学Ⅰ HR_SPS_NMT_4_03 核医学検査学Ⅱ HR_SPS_NMT_4_04

核医学検査学基礎実習 HR_SPS_NMT_4_05放射性医薬品学 HR_SPS_NMT_4_06

放射線腫瘍学 HR_SPS_RTT_4_04放射線治療学Ⅰ HR_SPS_RTT_4_02 放射線治療学Ⅱ HR_SPS_RTT_4_03放射線治療機器工学 HR_SPS_RTT_4_01 放射線治療学演習 HR_SPS_RTT_4_05

医用画像工学 HR_SPS_MII_4_01 医用画像工学実験 HR_SPS_MII_4_04画像情報工学Ⅰ HR_SPS_MII_4_02

放射線安全管理学 HR_SPS_RSM_4_01 放射線安全管理学実習 HR_SPS_RSM_4_02

放射線関係法令 HR_SPS_RSM_4_03 放射線衛生学 HR_SPS_RSM_4_04

臨床実習Ⅰ HR_SPS_CLT_4_03 臨床実習Ⅱ HR_SPS_CTR_4_04 臨床実習Ⅲ HR_SPS_CTR_4_05

放射線学特論 HR_SPS_CPR_4_01

社会福祉論 HR_GNS_HLS_2_02

医療サービス概論 HR_GNS_HLS_2_03

地域医療概論 HR_GNS_HLS_2_04

医療経済学 HR_GNS_HLS_2_05

総合放射線学演習Ⅰ HR_SPS_CPR_4_03

卒業研究 HR_SPS_GTH_5_01

・実線、破線は、重複部分を区分するためだけで、意味の区

分はない。

・ ：必修科目

・ ：選択科目

倫理学 HR_GNS_HSS_1_01 生命倫理学 HR_GNS_HSS_1_02

心理学 HR_GNS_HSS_1_03

医療心理学 HR_GNS_HLS_2_01

法学 HR_GNS_HSS_1_04

経済学 HR_GNS_HSS_1_05

社会慣習・マナー技法 HR_GNS_COM_1_01

コミュニケーション論HR_GNS_COM_1_02

アカデミック基礎セミナー HR_GNS_COM_1_05

情報処理 HR_GNS_NTS_2_02

数学Ⅰ HR_GNS_NTS_2_03

物理学Ⅰ HR_GNS_NTS_1_04

化学 HR_GNS_NTS_1_06

生物学 HR_GNS_NTS_1_07

基礎英語 HR_GNS_FRL_1_01 英語Ⅰ HR_GNS_FRL_1_02 英語Ⅱ HR_GNS_FRL_1_03 英語Ⅲ HR_GNS_FRL_2_04

英会話Ⅰ(初級) HR_GNS_FRL_1_05 英会話Ⅱ(中級) HR_GNS_FRL_1_06中国語 HR_GNS_FRL_1_07

韓国語 HR_GNS_FRL_1_08 ポルトガル語 HR_GNS_FRL_1_09

健康スポーツ科学 HR_GNS_HLS_1_06

臨床基礎実習Ⅰ HR_SPS_CTR_4_01

薬理学 HR_INS_SFD_3_07

手話技法 HR_GNS_COM_1_02

数学Ⅱ HR_GNS_NTS_2_03

物理学Ⅱ HR_GNS_NTS_1_05

医用放射線物理学Ⅱ HR_INS_SER_3_08 医用放射線物理学Ⅲ HR_INS_SER_3_09

放射化学演習 HR_INS_SER_3_14

放射線生物学演習 HR_INS_SER_3_17

医用電気・電子工学演習 HR_INS_SER_3_06

医用機器工学Ⅱ HR_SPS_MIC_4_07

超音波検査学Ⅰ HR_SPS_MIC_4_12

Ｘ線撮影技術学演習 HR_SPS_MIC_4_16

診療画像機器工学演習 HR_SPS_MIC_4_17

診療画像検査学演習 HR_SPS_MIC_4_18

画像情報工学Ⅱ HR_SPS_MII_4_03 医療画像情報学演習 HR_SPS_MII_4_05

医療安全管理学 HR_SPS_MSM_4_01

実践臨床画像学Ⅰ HR_SPS_PCI_4_01 実践臨床画像学Ⅱ HR_SPS_PCI_4_02 実践臨床画像学Ⅲ HR_SPS_PCI_4_03

チーム医療論 HR_SPS_PCI_4_04 チーム医療演習 HR_SPS_PCI_4_05

臨床基礎実習Ⅱ HR_SPS_CTR_4_02

英語文献購読 HR_SPS_CPR_4_02
総合放射線学演習Ⅱ HR_SPS_CPR_4_04


