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容

十三
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案

育

内
科 学的思 考の基 盤

容

十八

十二

十四

単位数

行

（傍線の部分は改正部分）

人 体の構造 と機能 及び疾 病の成り 立

人間 と生活
専門基 礎

ち

保 健医療 福祉にお ける理 工学的 基礎

分野

基礎 分野

教

別表第一 （第 二条関係 ）

現

診療放射線技師学校養成所指定規則（昭和二十六年文部省・厚生省令第四号）（抄）

改

内

科学的 思考 の基盤

育

別表第 一（ 第二条 関係）
教
基 礎分野
人体の 構造と機 能及び 疾病の 成り立

人 間と生 活
専門 基礎
ち
十八

並び に放射 線の科 学及び技 術

六

十七
核 医学検 査技 術学

六

診 療画像技 術学
六

放 射線治療 技術学

六

専門分 野

核医学 検査 技術学

六

医用 画像情 報学

十七

放射線 治療技術 学

六

診療画像 技術学

医 用画像 情報学

四

放 射線安全 管理学

一

単 位の計 算方法 は、大学 設置基 準（昭 和三十 一年文部 省

九 十三

放射線 安全管 理学

計

四

医療安 全管 理学

十
合
一

十

臨床実 習

九十五
備考

臨 床実習
計

並 びに放 射線の 科学及 び技術

保健医 療福祉に おける 理工学 的基礎

分野

合
一

令 第二十 八号） 第二十 一条第二 項の規 定の例 による。

学校教 育法に 基づく 大学若 しくは高 等専門 学校、 旧大学

令（大 正七 年勅令 第三百八 十八号） に基 づく大学 又は保 健

二

令 （大正 七年勅 令第三百 八十八 号）に 基づく 大学又は 保健

師助産 師看護師 法（昭 和二十 三年法 律第二百 三号） 第二十

学 校教育法 に基づ く大学 若しく は高等専 門学校 、旧大 学

令第二 十八号 ）第二 十一条 第二項の 規定の 例によ る。

単位の 計算方 法は、 大学設置 基準（ 昭和三 十一年文 部省

専門 分野

備考
二

師助 産師看 護師法（ 昭和二 十三年 法律第 二百三号 ）第二 十

1

校若し くは言 語聴覚 士養成 所におい て既に 履修し た科目に

号、 第三号 若しくは 第五号 の規定 により 指定され ている 学

法 （平成 九年法 律第百三 十二号 ）第三 十三条 第一号、 第二

ている 学校若し くは救 急救命 士養成 所若しく は言語 聴覚士

四条第 一号、 第二号 若しく は第四号 の規定 により 指定され

養成 所、救 急救命士 法（平 成三年 法律第 三十六号 ）第三 十

三 号の規 定によ り指定 されてい る学校 若しく は義肢装 具士

二年法 律第六十 一号） 第十四 条第一 号、第二 号若し くは第

校若し くは臨 床工学 技士養 成所、義 肢装具 士法（ 昭和六十

号、 第二号 若しく は第三号 の規定 により 指定され ている 学

床 工学技 士法（ 昭和六 十二年法 律第六 十号） 第十四条 第一

により 指定され ている 学校若 しくは 視能訓練 士養成 所、臨

年法律 第六十 四号） 第十四 条第一号 若しく は第二 号の規 定

若し くは作 業療法 士養成施 設、視 能訓練 士法（昭 和四十 六

条 第一号 若しく は第二 号の規定 により 指定さ れている 学校

いる学 校若しく は理学 療法士 養成施 設若しく は同法 第十二

）第十 一条第 一号若 しくは 第二号の 規定に より指 定され て

学療 法士及 び作業 療法士法 （昭和 四十年 法律第百 三十七 号

よ り指定 されて いる学 校若しく は臨床 検査技 師養成所 、理

（昭和 三十三 年法律第 七十六 号）第 十五条第 一号の 規定に

若しく は歯科 衛生士 養成所 、臨床検 査技師 等に関 する法 律

しく は第二 号の規 定により 指定さ れてい る歯科衛 生士学 校

生 士法（ 昭和二 十三年 法律第二 百四号 ）第十 二条第 一号若

下この 号にお いて同じ 。）若 しくは 看護師養 成所、 歯科衛

校（学 校教育 法に基 づく大 学及び高 等専門 学校を 除く。 以

一条 第二号 若しく は第三号 の規定 により 指定さ れている 学

校 若しく は言語 聴覚士 養成所に おいて 既に履 修した 科目に

号、第 三号若 しくは第 五号の 規定に より指定 されて いる学

法（平 成九 年法律 第百三十 二号）第 三十 三条第一 号、第 二

て いる学校 若しく は救急 救命士 養成所若 しくは 言語聴 覚士

四 条第一 号、第 二号若 しくは第 四号の 規定に より指 定され

養成所 、救急 救命士法 （平成 三年法 律第三十 六号） 第三十

三号の 規定 により 指定され ている学 校若 しくは義 肢装具 士

二 年法律 第六十一 号）第 十四条 第一号、 第二号 若しく は第

校 若しく は臨床 工学技 士養成所 、義肢 装具士 法（昭 和六十

号、第 二号若 しくは第 三号の 規定に より指定 されて いる学

床工 学技士 法（昭 和六十二 年法律第 六十 号）第 十四条第 一

に より指 定されて いる学 校若し くは視能 訓練士 養成所 、臨

年 法律第 六十四 号）第 十四条第 一号若 しくは 第二号 の規定

若しく は作業 療法士養 成施設 、視能 訓練士 法（昭和 四十六

条第 一号若 しくは 第二号の 規定によ り指 定され ている学 校

い る学校 若しくは 理学療 法士養 成施設若 しくは 同法第 十二

） 第十一 条第一 号若し くは第二 号の規 定によ り指定 されて

学療法 士及び 作業療法 士法（ 昭和四 十年法 律第百三 十七号

より 指定さ れてい る学校若 しくは臨 床検 査技師 養成所、 理

（ 昭和三 十三年法 律第七 十六号 ）第十五 条第一 号の規 定に

若しくは 歯科衛 生士養 成所、臨 床検査 技師等 に関す る法律

しくは 第二号 の規定に より指 定され ている 歯科衛生 士学校

生士 法（昭 和二十 三年法律 第二百四 号） 第十二 条第一号 若

下 この号 において 同じ。 ）若し くは看 護師養成 所、歯 科衛

校（学校 教育法 に基づ く大学及 び高等 専門学 校を除 く。以

一条第 二号若 しくは第 三号の 規定に より指 定されて いる学
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三

四

つい ては、 免除す ることが できる 。

ついて は、免 除するこ とがで きる。

められ る場合 において 、臨床 実習十 単位以上 及び臨 床実習

以外 の教育 内容八 十三単位 以上（う ち基 礎分野 十四単位 以

め られる 場合にお いて、 臨床実 習十単 位以上及 び臨床 実習

複 数の教 育内容を 併せて教 授す ること が教育上 適切と認

以 外の教 育内容 八十五 単位以上 （うち 基礎分 野十四 単位以

上、専 門基礎 分野三十 単位以 上及び 専門分 野三十九 単位以

三

上、 専門基 礎分野 三十一単 位以上 及び専 門分野四 十単位 以

上）であ るとき は、こ の表の教 育内容 ごとの 単位数 によら

複数の 教育内 容を併せ て教授 するこ とが教育 上適切 と認

上）で あると きは、 この表 の教育内 容ごと の単位 数によ ら

うこと 。

臨床実 習につ いては、 八単位 以上は 、病院 等におい て行

な いこと ができる 。
四

ないこ とがで きる。
臨床 実習に ついて は、八単 位以上 は、病 院等にお いて行
うこ と。
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教
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育

内

科学 的思考 の基 盤
人 間と生活

容

正

単位数

備

案

考

別表
教

現

育

内

容

七

十四

基礎
分野

人体の 構造と機 能

保健医 療福祉 と医 学検査

四

四

人間 と生活

十四

専門

五

科学的 思考の 基盤

臨床検査技師学校養成所指定規則（昭和四十五年文部省・厚生省令第三号）（抄）

別表
基礎
分野
八

医 学検査 の基礎 とその疾

医療工 学及び 情報科学

六

人体 の構造 と機能

基礎

四

臨 床病態 学

専門
五

保 健医療福 祉と 医学検 査
四

専門

九

医学検 査の基 礎とそ の疾

病 との関連

医療 工学及 び情報科 学
六

形態 検査学

基礎

分野

臨床病 態学

分野

病との関 連

専門
九

病因・ 生体防 御検査学

九

十

十一
十

生 理機能 検査学

七

生物化 学分析 検査 学

病因 ・生体 防御検査 学

九

検 査総合管 理学

十一

生理機 能検査 学

七

医 療安全管 理学

検査総 合管理学

一

（傍線の部分は改正部分）

行

二以上 は、病 院又

は 診療所に おいて

二 以上は 、病院 又

実習時間 の三分 の
は診療 所におい て

行うこ と。

九 十三

行 うこと 。
計

七

七

九十五

臨地 実習

計

臨地実 習

生 物化学分 析検 査学

形態検査 学

実習 時間の三 分の

合

分野

分野

合
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備考

一
二

単位の 計算方 法は、 大学設置 基準（ 昭和三 十一年 文部省
令第二 十八号 ）第二 十一条 第二項の 規定の 例によ る。

一

単 位の計 算方法 は、大学 設置基 準（昭 和三十 一年文部 省

第二号 若しく は第三 号の規 定により 指定さ れてい る学校若

学技 士法（ 昭和六十 二年法 律第六 十号） 第十四条 第一号 、

り 指定さ れてい る学校 若しくは 視能訓 練士養 成所、臨 床工

律第六 十四号） 第十四 条第一 号若し くは第二 号の規 定によ

くは作 業療法 士養成 施設、 視能訓練 士法（ 昭和四 十六年法

一号 若しく は第二 号の規定 により 指定さ れている 学校若 し

学 校若し くは理 学療法 士養成施 設若し くは同 法第十二 条第

十一条 第一号若 しくは 第二号 の規定 により指 定され ている

法士及 び作業 療法士 法（昭 和四十年 法律第 百三十 七号） 第

定さ れてい る学校 若しくは 診療放 射線技 師養成所 、理学 療

六 年法律 第二百 二十六 号）第二 十条第 一号の 規定によ り指

若しく は歯科衛 生士養 成所、 診療放 射線技師 法（昭 和二十

しくは 第二号 の規定 により 指定され ている 歯科衛 生士学 校

生士 法（昭 和二十 三年法律 第二百 四号） 第十二条 第一号 若

下 この号 におい て同じ 。）若し くは看 護師養 成所、歯 科衛

校（学 校教育 法に基づ く大学 及び高 等専門学 校を除 く。以

一条第 二号若 しくは 第三号 の規定に より指 定され ている 学

師助 産師看 護師法 （昭和二 十三年 法律第 二百三号 ）第二 十

令 （大正 七年勅 令第三 百八十八 号）に 基づく 大学又 は保健

し くは臨床 工学技 士養成 所、義 肢装具士 法（昭 和六十 二年

第 二号若 しくは 第三号 の規定に より指 定され ている 学校若

学技士 法（昭 和六十二 年法律 第六十 号）第十 四条第 一号、

り指定 され ている 学校若し くは視能 訓練 士養成所 、臨床 工

律 第六十 四号）第 十四条 第一号 若しくは 第二号 の規定 によ

く は作業 療法士 養成施 設、視能 訓練士 法（昭 和四十 六年法

一号若 しくは 第二号の 規定に より指 定されて いる学 校若し

学校 若しく は理学 療法士養 成施設若 しく は同法 第十二条 第

十 一条第 一号若し くは第 二号の 規定によ り指定 されて いる

法 士及び 作業療 法士法 （昭和四 十年法 律第百 三十七 号）第

定され ている 学校若し くは診 療放射 線技師 養成所、 理学療

六年 法律第 二百二 十六号） 第二十条 第一 号の規 定により 指

若 しくは 歯科衛生 士養成 所、診 療放射線 技師法 （昭和 二十

し くは第 二号の 規定に より指定 されて いる歯 科衛生 士学校

生士法 （昭和 二十三年 法律第 二百四 号）第 十二条第 一号若

下こ の号に おいて 同じ。） 若しくは 看護 師養成 所、歯科 衛

校 （学校 教育法に 基づく 大学及 び高等専 門学校 を除く 。以

一条第二 号若し くは第 三号の規 定によ り指定 されて いる学

師助産 師看護 師法（昭 和二十 三年法 律第二 百三号） 第二十

令（ 大正七 年勅令 第三百八 十八号） に基 づく大 学又は保 健

備考

令第二十 八号） 第二十 一条第二 項の規 定の例 による 。

しくは 臨床工学 技士養 成所、 義肢装 具士法（ 昭和六 十二年

法律第 六十 一号） 第十四条 第一号、 第二 号若しく は第三 号

学校 教育法に 基づく 大学若 しくは 高等専門 学校、 旧大学

法 律第六 十一号 ）第十四 条第一 号、第 二号若 しくは第 三号

の規定 により 指定され ている 学校若 しくは義 肢装具 士養成

二

の規 定によ り指定さ れてい る学校 若しく は義肢装 具士養 成

所 、救急 救命士 法（平 成三年法 律第三 十六号 ）第三 十四条

学 校教育 法に基づ く大学 若しく は高等専 門学校 、旧大 学

所、救 急救命 士法（ 平成三 年法律第 三十六 号）第 三十四条
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三

ては、 免除す ること ができ る。

しく は言語 聴覚士 養成所に おいて 既に履 修した科 目につ い

第 三号若 しくは 第五号 の規定に より指 定され ている 学校若

平成九 年法律 第百三十 二号） 第三十 三条第一 号、第 二号、

る学校 若しく は救急 救命士 養成所若 しくは 言語聴 覚士法 （

第一 号、第 二号若 しくは第 四号の 規定に より指 定されて い

ては、免 除する ことが できる。

しくは 言語聴 覚士養成 所にお いて既 に履修 した科目 につい

第三 号若し くは第 五号の規 定により 指定 されて いる学校 若

平 成九年 法律第百 三十二 号）第 三十三 条第一号 、第二 号、

る学校若 しくは 救急救 命士養成 所若し くは言 語聴覚 士法（

第一号 、第二 号若しく は第四 号の規 定によ り指定さ れてい

以外 の教育 内容八 十八単位 以上（ うち基 礎分野十 四単位 以

め られる 場合に おいて 、臨地実 習七単 位以上 及び臨地 実習

上 、専門 基礎分 野二十 単位以上 及び専 門分野 五十二 単位以

以外の 教育内 容八十六 単位以 上（う ち基礎 分野十四 単位以

めら れる場 合にお いて、臨 地実習七 単位 以上及 び臨地実 習

複数 の教育内 容を併 せて教 授するこ とが教 育上適 切と認

上、専 門基礎 分野二 十一単 位以上及 び専門 分野五 十三単 位

上 ）であ るときは 、この 表の教 育内容ご との単 位数に よら

三

以上） であると きは、 この表 の教育 内容ごと の単位 数によ

ない ことが できる 。

複 数の教 育内容を 併せて 教授す ることが 教育上 適切と 認

ら ないこ とがで きる。
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