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単位数 1

開講学期 1・2 対象学生 健康栄養科学

実施回

1

2

3

4

5

6

7

授業科目 研究倫理と研究法

担当教員 稲山貴代・石井陽子 必修・選択 必修

履修年次 1 授業形態 講義

授業の概要 授業目標（ねらい・到達目標）
健康・栄養・食分野で活躍する人材にとって必須となる倫理観、倫理
的に配慮された研究をすすめていくための知識と技能を身につけるこ
とを目的とする。研究倫理、科学的研究の基本原則、研究の進め方、
論文投稿手順などについて、解説する。

（オムニバス方式／全７回）

（４　石井　陽子／３回）
研究倫理では、事例をもとに、多様な倫理的問題を理解し、適切な対
応方法を学び、健康・栄養・食に関する分野における研究倫理を修得
する。

（１　稲山　貴代／４回）
研究法では、研究計画の考え方、倫理審査、論文の書き方、論文投
稿、査読報告の取り扱いについて学ぶ。

研究倫理について、その基本的な知識や事例から、多様な倫理問題があ
ることを説明できる。
研究倫理について、研究者として責任有る研究をすすめるための適切な
態度、使命感を身につけたことを説明できる。
研究法について、倫理的配慮のされた研究の計画・実践を理解し、適切
な倫理申請書を作成できる。
研究法について、研究論文の書き方、論文投稿のプロセスを理解し、研
究計画を準備することができる。

教授方法
講義では、pptファイルの映写やホワイトボード、視聴覚資料等を使って授業をすすめる。
全般にわたって質疑応答・意見交換・議論・課題発表などを積極的に実施しながら授業をすすめる。

履修条件 多くの参照サイトを活用しながら必要な課題を提示する。常にインターネットにアクセスできる状況で授業にのぞむこと。

研究法：研究計画書の作成と倫理審査の実際（稲山）

研究法：論文投稿と査読報告書、査読者とのコミュニケーション（査読回答）（稲山）

成果発表と議論（稲山）

授　業　計　画

授業内容

研究倫理総論：歴史、歴史的事例、研究倫理指針（石井）

責任ある研究行為（倫理研修の内容を含む）（石井）

責任ある研究行為（研究不正、利益相反を含む）とケーススタディ（石井）

研究法：科学的研究の基本および研究プロセスの概要（稲山）

成績評価方法と基準

評価項目
割合
（%）

評価基準 評価項目
割合
（%）

評価基準

授業への
取組

50
授業への参加態度（発言、議論への積極的な参
加、課題発表のクオリティなど）を評価する。

課題レポートで、授業目標（ねらい・到達目標）
の達成度を評価する。

50

社会人には履修環境を考慮し、遠隔授業（オンラ
イン授業）で対応する。
倫理研修の内容を含む。

授業外における学習（事前・事後学習等） 質問や相談への対応

研究倫理について、事前学習では、課題のケースを読み込み、議論できるよう
に理解を深めておくこと。事後学習では、自身が考える大学院での研究テーマ
に関わる倫理の問題について考える時間をとること。
研究法について、事前学習では、自身の考える大学院での研究案について授業
内で議論できるように準備をしておくこと。事後学習では、授業での議論をも
とに、研究計画案を改善をはかっておくこと。（詳細は授業内で説明する）

授業前・中・終了後に対応する。
後日、対応を要する場合は、事前にメールでアポイントメント
をとること。

教科書・
テキスト

人を対象とする医学系研究に関する倫理指針。厚生労働省（改訂
あり）
『臨床研究の教科書 第2版: 研究デザインとデータ処理のポイン
ト』川村孝著。医学書院。ISBN-13 : 978-4260042376

受講生に
望むこと

特別研究に取り組むにあたって基盤となる科目で
あり、全出席を原則とする。しっかり体調を整え
て、授業にのぞむこと。

期末レ
ポート

参考書・
参考資料
等

『初めての栄養学研究論文―人には聞けない要点とコツ』栄養学
雑誌編集委員会編集。第一出版。ISBN-13 : 978-4804112657
「科学の健全な発展のためにー誠実な科学者の心得ー【テキスト
版】」（日本学術振興会）
https://www.mext.go.jp/a_menu/jinzai/fusei/1353972.htm
その他、必要に応じて、授業時に紹介する。

その他・
特記事項
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単位数 1

開講学期 1 ・２ 対象学生 健康栄養科学

実施回

1

2

3

4

5

6

7

参考書・
参考資料
等

必要に応じて授業時に紹介する。

その他・
特記事項

社会人には履修環境を考慮し、遠隔授業（オンラ
イン授業）で対応する。

授業外における学習（事前・事後学習等） 質問や相談への対応
授業時に提示する関連の先行文献・資料を読み、授業の事前・事後の学習を行
うこと。また講義の内容を、身近な現場や研究対象を通して考察する時間をと
ること。輪読担当者では、割り振られた担当ページの概要とともに、こうした
考察についても発表すること。

授業前・中・終了後に対応する。
後日、対応を要する場合は、事前にメールでアポイントメント
をとること。

教科書・
テキスト

『実装研究のための統合フレームワーク（CFIR）』内富庸介監
修・今村晴彦／島津太一監訳（保健医療福祉における普及と実装
科学研究会）、ISBN：978-4-9911-886-0-2
その他、必要に応じて資料を配布する。

受講生に
望むこと

普及と実装科学は新しく、また実践的な学問であ
る。新しい視点で健康・栄養について考えたい
人、大学院での学びを社会に活かしたい人の受講
を歓迎する。

期末レ
ポート

50
課題レポートで、授業目標（ねらい・到達目標）
の達成度を評価する。

授業への
取組

50
授業への参加態度（発言、議論への積極的な参
加、課題発表など）を評価する。

成績評価方法と基準

評価項目
割合
（%）

評価基準 評価項目
割合
（%）

評価基準

実装研究のための統合フレームワーク 輪読（3）：外的セッティング、個人特性

実装研究のための統合フレームワーク 輪読（4）：プロセス

総括と総合討論

授　業　計　画

授業内容

オリエンテーション：エビデンスとは何か

普及と実装科学入門

実装研究のための統合フレームワーク 輪読（1）：介入の特性

実装研究のための統合フレームワーク 輪読（2）：内的セッティング

健康・栄養に関わるエビデンスを、対象とする現場（医療機関、地
域、行政等）にいかに根付かせるかを科学的に検証できる能力を養う
ことを目的とする。エビデンスやイノベーションがうまく根付く現場
と、そうでない現場があるのはなぜか。近年、その問いに答える学問
領域として「普及と実装科学」が注目されている。普及と実装科学
は、臨床や公衆衛生に関わるエビデンスを、対象とする現場（医療機
関、地域、行政等）にいかに根付かせるかを科学的に検証する、学際
的な学問である。本講義では、普及と実装科学の概要とその意義につ
いて学び、海外の多くの研究で用いられている「実装研究のための統
合フレームワーク（CFIR）」を時間をかけて輪読することで理解を深
める。

普及と実装科学の概要とその意義について理解し、説明できる。
「実装研究のための統合フレームワーク（CFIR）」を用いて、普及と実
装科学の視点から身近な現場や研究対象を評価できる。

教授方法
pptファイルの映写やホワイトボードを用い、講義形式で授業をすすめる。
輪読では、予め割り振られた担当者が担当ページについて発表後、議論を重ねて講義をすすめる。

履修条件 特になし

履修年次 1 授業形態 講義

授業の概要 授業目標（ねらい・到達目標）

授業科目 エビデンス実装論

担当教員 今村　晴彦 必修・選択 選択
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単位数 2

開講学期 １・２ 対象学生 健康栄養科学

実施回

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

授業科目 栄養と健康のデータサイエンス演習Ⅰ

担当教員 今村　晴彦 必修・選択 必修

履修年次 1 授業形態 演習

授業の概要 授業目標（ねらい・到達目標）

栄養・健康に関わる問題を発見し、研究や実践活動を通して改善して
いくためには、データを適切に扱い、解析し、結果を解釈することが
重要である。さらに近年では、得られた結果をわかりやすく、効果的
に「見える化」（可視化）することも求められている。本科目では、
統計学を基盤として、Microsoft Excelを活用しながらこれらの基本的
な技術を身に付けていく。また、オープンに扱える公的統計データを
用いて、実際にデータ解析を計画し、結果をまとめる一連のプロセス
も体験する。

Microsoft Excelを用いて、データを適切に扱い、解析し、結果を解釈
することができる。さらに、結果をわかりやすく提示することができ
る。
公的統計データを用いて、データ解析を計画し、結果をまとめることが
できる。

教授方法
各授業の前半では、pptファイルの映写やホワイトボードを用い、講義形式で授業をすすめる。その後、パソコンを用いた演
習を行う。

履修条件 特になし

授　業　計　画

授業内容

オリエンテーション

データ解析の基礎（１）データの種類、標本抽出、記述と推測、代表値、散布度、分布

データ解析の基礎（２）疫学的研究デザインとデータ解析

１変数のデータ解析（１）平均値/中央値、割合、度数分布表とヒストグラム

１変数のデータ解析（２）四分位数と箱ひげ図、分散/標準偏差、偏差値、変動係数

１変数のデータ解析（３）母平均値の推定、平均値の差の検定（t検定）

２変数のデータ解析（１）散布図、相関と回帰

２変数のデータ解析（２）クロス集計、ピボットテーブル

２変数のデータ解析（３）割合の差の検定（カイ二乗検定）

３変数以上のデータ解析：分散分析

公的統計データの取得と活用（１）e-statを用いたデータの取得と課題発見

公的統計データの取得と活用（２）解析計画立案

公的統計データの取得と活用（３）解析結果のまとめ

総括

成績評価方法と基準

評価項目
割合
（%）

評価基準 評価項目
割合
（%）

評価基準

授業への
取組

70
授業への参加態度（発言、議論への積極的な参
加、授業内課題の提出内容など）を評価する。

受講生に
望むこと

世の中はデータに溢れている。授業を通して、身
近にあるさまざまなデータにアンテナを張り、批
判的に吟味する習慣を身につけることをのぞむ。

期末レ
ポート

30
課題レポートで、授業目標（ねらい・到達目標）
の達成度を評価する。

参考書・
参考資料
等

必要に応じて授業時に紹介する。

その他・
特記事項

社会人には履修環境を考慮し、遠隔授業（オンラ
イン授業）で対応する。
パソコンを用いた演習を行うため、毎回、必ずパ
ソコンを持参すること。またExcelをインストール
しておくこと。

授業外における学習（事前・事後学習等） 質問や相談への対応
テキストおよび授業時に提示する関連の先行文献・資料を読み、授業の事前・
事後の学習を行うこと。各回の演習内容を、自身の関心ある研究テーマにどの
ように応用できるかを考える時間をとること。

授業前・中・終了後に対応する。
後日、対応を要する場合は、事前にメールでアポイントメント
をとること。

教科書・
テキスト

『Excelで学ぶ統計解析本格入門』日花弘子（SBクリエイティ
ブ），ISBN：978-4-8156-0113-3
その他、必要に応じて資料を配布する。

3



単位数 2

開講学期 3・4 対象学生 健康栄養科学

実施回

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

授業科目 栄養と健康のデータサイエンス演習Ⅱ

担当教員 今村　晴彦 必修・選択 選択

履修年次 1 授業形態 演習

授業の概要 授業目標（ねらい・到達目標）

栄養・健康に関わる問題を発見し、研究や実践活動を通して改善して
いくためには、データを適切に扱い、解析し、結果を解釈することが
重要である。さらに近年では、得られた結果をわかりやすく、効果的
に「見える化」（可視化）することも求められている。本科目は「栄
養と健康のデータサイエンス演習Ⅰ」の継続科目として、より発展的
な統計分析手法をIBM SPSS Statisticsを用いて学ぶ。さらに、データ
を「見える化」して意思決定に役立てるためのBI（Business
Intelligence）ツールとして、Microsoft Power BIの使い方も学ぶ。

目的に応じて適切な多変量解析手法を選択できる。
IBM SPSS Statisticsを用いて多変量解析を行い、結果を解釈すること
ができる。
Microsoft Power BIを用いて、データをわかりやすく提示することがで
きる。

教授方法
各授業の前半では、pptファイルの映写やホワイトボードを用い、講義形式で授業をすすめる。その後、パソコンを用いた演
習を行う。

履修条件 「栄養と健康のデータサイエンス演習Ⅰ」を履修していること。

授　業　計　画

授業内容

オリエンテーション

多変量解析（１）IBM SPSS Statisticsの基本操作

多変量解析（２）重回帰分析

多変量解析（３）多重ロジスティック回帰分析

多変量解析（４）主成分分析

多変量解析（５）因子分析

公的統計データを用いた多変量解析

データの可視化（１）BI（Business Intelligence）ツール概説とMicrosoft Power BIの使い方

データの可視化（２）テーブルとレポートの設計

データの可視化（３）データの表示、棒グラフ／折れ線グラフ、円グラフ

データの可視化（４）レーダーチャート

データの可視化（５）地図情報を用いた表示

公的統計データを用いたデータの可視化

総括

成績評価方法と基準

評価項目
割合
（%）

評価基準 評価項目
割合
（%）

評価基準

授業への
取組

70
授業への参加態度（発言、議論への積極的な参
加、授業内課題の提出内容など）を評価する。

受講生に
望むこと

世の中はデータに溢れています。授業を通して、
身近にあるさまざまなデータにアンテナを張り、
批判的に吟味する習慣を身につけてほしい。

期末レ
ポート

30
課題レポートで、授業目標（ねらい・到達目標）
の達成度を評価する。

参考書・
参考資料
等

必要に応じて授業時に紹介する。

その他・
特記事項

社会人には履修環境を考慮し、遠隔授業（オンラ
イン授業）で対応する。
SPSSを使用できる環境で受講すること。データの
可視化の回は必ずパソコンを持参すること。Power
BIは無料でダウンロードできる。

授業外における学習（事前・事後学習等） 質問や相談への対応
テキストおよび授業時に提示する関連の先行文献・資料を読み、授業の事前・
事後の学習を行うこと。各回の演習内容を、自身の関心ある研究テーマにどの
ように応用できるかを考える時間をとること。

授業前・中・終了後に対応する。
後日、対応を要する場合は、事前にメールでアポイントメント
をとること。

教科書・
テキスト

『SPSSで学ぶ医療系多変量データ解析 第2版』対馬栄輝（東京図
書），ISBN：978-4-489-02290-6
その他、必要に応じて資料を配布する。
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単位数 2

開講学期 1・2 対象学生 健康栄養科学

実施回

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

授業科目 健康・栄養・農業政策

担当教員 今村晴彦・村山伸子・岡島正明 必修・選択 必修

履修年次 1 授業形態 講義

授業の概要 授業目標（ねらい・到達目標）
人びとが健やかに健康寿命を延伸するために必要な、健康・栄養と農業を
含めた一連の政策について学ぶことを目的とする。
健康・栄養・農業に関連する社会的な課題、政策・立案、その評価と今後
の課題について、事例研究も含めて議論し、政策・立案への展開のプロセ
スを学ぶ。さらに、健康に与えるさまざまな社会的要因や政策評価の方法
について学び、次のアクションへの展開を議論する。

（オムニバス方式／全14回）

（８　今村　晴彦／６回）
オリエンテーション、国レベル・自治体レベルにおける健康政策につい
て、長野県における事例研究なども含めて、講義、総括を担当する。

（13　村山　伸子／４回）
国レベル・自治体レベルにおける栄養政策について、健康日本21（第二
次）の評価や自治体の事例研究なども含めて、講義を担当する。

（12　岡島　正明／４回）
日本の食料政策・農業政策、持続可能な社会を目指した世界の食料政策、
今後の食・農業の課題などについて、講義を担当する。

マネジメントサイクルの視点から、健康・栄養・農業課題についてアセスメン
トに基づく課題抽出と目標設定、政策への展開を説明できる。
健康・栄養・農業政策について、事例から、評価と次のアクションを説明でき
る。

教授方法
講義、視聴覚資料等の視聴、ケーススタディなどを取り入れて授業をすすめる。全般にわたって議論・質疑応答・意見交換、発表などを
積極的に行う。

履修条件 参照サイトを活用しながら講義をすすめることもあるため、常にインターネットにアクセスできる状況で授業にのぞむこと。

農業政策：我が国の食料政策・農業政策の変遷（岡島）

授　業　計　画

授業内容

オリエンテーション（今村）

健康政策：国レベルにおける健康政策（１） 健康格差と社会環境の整備（健康日本21）（今村）

健康政策：国レベルにおける健康政策（２） ケーススタディ－健康まちづくりと通いの場－（今村）

健康政策：自治体レベルにおける健康政策（１） 長野県における健康課題と健康政策（今村）

健康政策：自治体レベルにおける健康政策（２） ケーススタディ－長野県における保健補導員制度の取組みと評価－（今村）

栄養政策：国レベルにおける栄養政策（１） 日本の栄養課題解決のための方策　ー　健康日本21（第二次）：栄養･食生活（村山）

栄養政策：国レベルにおける栄養政策（２） 健康日本21（第二次）：栄養･食生活の評価（村山）

栄養政策：自治体レベルにおける栄養政策（１） 自治体レベルでのアセスメントと目標設定・実践・評価（村山）

栄養政策：自治体レベルにおける栄養政策（２） ケーススタディ（新潟県等の自治体での取組みと評価）（村山）

農業政策：SDGsと世界の食料事情（岡島）

農業政策：食育基本法と食料政策・農業政策（岡島）

農業政策：Society5.0における、これからの「食」、これからの「農業」（岡島）

総括（今村）

成績評価方法と基準

評価基準

授業への取
組

50
授業への参加態度（発言、議論への積極的な参加、課
題発表など）を評価する。

評価項目
割合
（%）

評価基準 評価項目
割合
（%）

レポート 50
課題レポートで、授業目標（ねらい・到達目標）の達
成度を評価する。

参考書・
参考資料等

必要に応じて授業時に紹介する。

その他・
特記事項

社会人には履修環境を考慮し、遠隔授業（オンライン
授業）で対応する。

授業外における学習（事前・事後学習等） 質問や相談への対応
事前学習では、提示された関連の先行文献・資料を読み理解し，授業での議論の準
備を行うこと。
事後学習では、授業内容をふり返り、身近な健康・栄養・食料課題と照らし合わせ
ながら、理解を深める時間をとること。

初回の実習時に、担当教員のオフィスアワーを確認すること。その
際、連絡用の電子メールアドレスを連絡する。質問・相談の方法は、
担当教員の指示に従うこと。

教科書・
テキスト

必要に応じて授業時に資料を配付する。

受講生に
望むこと

オムニバスで行われることから、必要に応じて担当教
員と連絡をとり、受講もれがないようにする。
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単位数 2

開講学期 3・4 対象学生 健康栄養科学

実施回

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

授業科目 ヘルス・コミュニケーション特論

担当教員 助友　裕子 必修・選択 選択

履修年次 1 授業形態 講義

授業の概要 授業目標（ねらい・到達目標）
地域のみならず、県内、国内における健康栄養課題の把握と解決、健
康・栄養教育、社会への啓発など、コミュニケーション力を育成する
ことを目的とした科目である。
ヘルス・コミュニケーションは、人々に、健康上の関心事についての
情報を提供し、重要な健康問題を公的な議題として取り上げ続けるた
めの主要戦略である。このようなコミュニケーションは、個人間や集
団などさまざまなレベルで存在し、メディアアドボカシー、パブリッ
クリレーション、個人および集団への指導、パートナーシップの形成
まで、さまざまな手法によって行われている。本特論では、効果的な
ヘルス・コミュニケーションを実践できるようになるための基礎的な
理論と知識を学ぶ。これに基づき、あらゆる健康課題解決のための方
法論を習得する。

あらゆる生活場面でのヘルス・コミュニケーションについて、その重要
性を認識することができる。
効果的なコミュニケーション戦略を立案するための知識と技能を説明す
ることができる。
自らの研究領域におけるヘルス・コミュニケーションの実際を想起し、
科学的な健康課題解決のための実装研究を考えることができる。

教授方法
講義に加え、各回のテーマに沿った学術論文の抄読および受講者による討論を中心に進める。特に、ディスカッションの充実
を図るため、受講者各人による論文抄読を中心に行う場合がある。

履修条件

授　業　計　画

授業内容

オリエンテーション、ヘルス・コミュニケーション概論

ヘルス・コミュニケーションとヘルスプロモーション（１）国内外の健康戦略

ヘルス・コミュニケーションとヘルスプロモーション（２）プロセス戦略

ヘルス・コミュニケーションとヘルスプロモーション（３）活動方法

個人レベルのヘルス・コミュニケーション

個人間レベルのヘルス・コミュニケーション

集団レベルのヘルス・コミュニケーション

ヘルス・コミュニケーションと健康教育（１）家庭を介した実装研究

ヘルス・コミュニケーションと健康教育（２）学校を介した実装研究

ヘルス・コミュニケーションと健康教育（３）職場を介した実装研究

ヘルス・コミュニケーションと健康教育（４）地域を介した実装研究

ヘルス・コミュニケーションと健康教育（５）仮想空間を介した実装研究

ヘルス・コミュニケーションの研究デザイン

総括

成績評価方法と基準

評価項目
割合
（%）

評価基準 評価項目
割合
（%）

評価基準

授業への
取組

50
授業への参加態度（発言、議論への積極的な参
加、課題への取り組み状況など）を評価する。

受講生に
望むこと

自身の研究テーマを常に意識し、研究成果を社会
へ発信する際のコミュニケーション戦略を意識し
ながら受講してほしい。

レポート 50
課題レポートで、授業目標（ねらい・到達目標）
の達成度を評価する。

授業外における学習（事前・事後学習等） 質問や相談への対応

WHO等国連諸機関、各国衛生行政所管部局等のヘルス・コミュニケーション施
策に関する時事情報を提供するので、授業外の時間を使って、定期的にそれら
に目を通すこと。（週当たり120分程度。）

授業前後の対面またはメールにて対応する。メールアドレス
は、初回授業時に提示する。

教科書・
テキスト

適宜、講義資料を配布する。
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参考書・
参考資料
等

・健康社会学研究会編．事例分析でわかるヘルスプロモーション
の５つの活動．ライフ出版，2016．
・日本健康教育学会編．健康行動理論による研究と実践．医学書
院，2019．

その他・
特記事項

社会人には履修環境を考慮し、遠隔授業（オンラ
イン授業）で対応する。
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単位数 2

開講学期 １・２ 対象学生 健康栄養科学

実施回

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

授業外における学習（事前・事後学習等） 質問や相談への対応
事前学習では、配布プリントや教科書等の関係する資料を確認し、次の授業の
準備をすること。
事後学習では、授業内容を振り返り、自らの食文化を相対的に捉え直すこと。
自分で設定した課題についての学習、レポート作成、発表準備は授業外の時間
に行うこと。

授業前後の対面またはメールにて対応する。メールアドレス
は、初回授業時に提示する。

教科書・
テキスト

『日本の食文化　新版「和食」の継承と食育』江原絢子・石川尚
子編著　アイ・ケイ・コーポレーション　2016

受講生に
望むこと

多様な食文化の特徴について理解を深め、その背
後にあるものの見方・考え方について、相対的に
捉え直すことを試み、授業に積極的に参加し、主
体的に学んでほしい。

レポート 40
課題レポートで、授業目標（ねらい・到達目標）の
達成度を評価する。

評価基準

授業への
取組

60
授業への参加態度（発言、議論への積極的な参加、
課題への取り組み状況など）を評価する。

食の情報化と食の文化

食の精神的機能と社会的機能、食文化の継承と食育

課題発表（１）

課題発表（２）とまとめ

成績評価方法と基準

評価項目
割合
（%）

評価基準 評価項目
割合
（%）

おもな食べ物から見る食文化（２）副食となる食材

おもな食べ物から見る食文化（３）調味料・油脂・香辛料

おもな食べ物から見る食文化（４）菓子・茶・酒

台所・道具・食器・食卓の文化

食の思想と食の禁忌

日常と非日常の食の文化

授　業　計　画

授業内容

オリエンテーション、食文化の視点、人類史からみた食文化

世界の食文化形成、世界の食文化類型と地域の食文化の特徴

日本の食文化の形成、異文化接触と受容、日本の食文化の普遍性と特殊性

おもな食べ物から見る食文化（１）主食となる食材

日本を含む世界各地の食文化の事例を通じて、多様な生活文化を学
び、その背後にあるものの見方・考え方を理解することを目的とす
る。食物は生産、加工、消費のすべての側面において、環境条件や社
会組織、技術、文化の影響を強く受けるため、国内各地でも、世界各
国においても、食のあり方は多様である。理解するうえで重要なこと
は、自文化を絶対視せずに、自分自身の食を顧みて客観的に見つめる
視点であり、かつ、他地域や他国の食文化に対し敬意を持って客観的
にみつめる、文化相対主義的な視点である。このことを通じて、異文
化を柔軟に受けとめる姿勢を養う。具体的な学習手段としては、文献
資料や映像資料、実物等を用いた講義のほか、課題発表やディスカッ
ションを通して、食文化への理解を深める。

日本を含む世界各地の食文化の事例から、多様な生活文化の背景も含め
て理解し、多様な視点、多様な価値観を持つことができる。
文化相対主義的な視点を身につけ、異文化を柔軟に受けとめる姿勢を養
うことができる。
様々な生活文化や価値観など、多様性を受け入れて、課題発表すること
ができる。

教授方法
文献資料の他、映像資料、実物等を教材とした講義に加え、課題発表やディスカッションを積極的に取り入れながら授業をす
すめる。

履修条件 特になし

履修年次 1 授業形態 講義

授業の概要 授業目標（ねらい・到達目標）

授業科目 食文化特論

担当教員 中澤　弥子 必修・選択 選択
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参考書・
参考資料
等

『講座　食の文化　第一巻～第七巻』石毛直道監修　味の素食の
文化センター　1998～1999。
その他、適宜、授業時に紹介・資料を配布する。

その他・
特記事項

社会人には履修環境を考慮し、遠隔授業（オンラ
イン授業）で対応する。
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単位数 2

開講学期 1・2 対象学生 健康栄養科学

実施回

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

ライフステージ別にみた心の問題と対処（２）青年期

ライフステージ別にみた心の問題と対処（３）成人期・老年期

課題の発表と討議（１）

課題の発表と討議（２）とまとめ

心身の発達の特徴（２）児童期・青年期の認知・情動・社会性の特徴

心身の発達の特徴（３）成人期前期の認知・情動・社会性の特徴

心身の発達の特徴（４）成人期後期の認知・情動・社会性の特徴

心身の発達の特徴（５）老年期の認知・情動・社会性の特徴

社会変化と心の健康問題（２）心の問題への対処

ライフステージ別にみた心の問題と対処（１）幼児期・児童期

心身の発達の特徴（６）特別な配慮が必要な者の認知・情動・社会性の特徴

社会変化と心の健康問題（１）社会変化と心の諸問題

履修条件 特になし

授　業　計　画

授業内容

オリエンテーション、心理学の視点、「発達」の捉え方

心身の発達の特徴（１）乳幼児期の認知・情動・社会性の特徴

講義

授業の概要 授業目標（ねらい・到達目標）
加齢とともに発達し変化する心の健康、身体の健康との関わりについ
て理解することを目的とした科目である。
心理学的視点から、受精から死に至るまで、ライフステージごとの発
達の特徴（認知・情動・社会性を中心に）について解説するととも
に、社会の変化に伴って生じてきた心の問題について、支援策も含め
て、最新の知見を紹介する。また、障害に関しても、心理学的視点か
ら、発達や学習のプロセスについて概説する。これらの講義や授業内
での議論を基に、様々な社会問題と心の健康に関する課題や健康に向
けての支援策について解説し、議論をすすめる。さらに、心の健康を
支援するための具体的な方策について、議論を通して、試案を作成す
る。

ライフステージごとの心の健康と、身体の健康との関わりについて、説
明することができる。
社会的背景や社会問題との関連を理解した上で、心の健康の問題を多角
的に考え、説明することができる。
価値観の多様性を重視した、個々人の心の健康を理解し支援するための
方策をたてることができる。

教授方法
講義に加え、各授業で質疑応答、ディスカッション、発表等を適宜取り入れながら、授業をすすめる。

履修年次 2 授業形態

授業科目 健康発達心理学特論

担当教員 朴　相俊 必修・選択 選択

10



参考書・
参考資料
等

必要に応じて授業時に紹介する。

その他・
特記事項

社会人には履修環境を考慮し、遠隔授業（オンラ
イン授業）で対応する。

授業外における学習（事前・事後学習等） 質問や相談への対応
事前学習では、授業時に提示する資料を読み込み、発言や議論の準備を行うこ
と。
課題レポート、発表資料の作成は、事後学習の時間に取り組むこと。

授業前後の対面またはメールにて対応する。メールアドレ
スは、初回授業時に提示する。

教科書・
テキスト

必要に応じて授業時に資料を配付する。

受講生に
望むこと

社会問題に興味を持ち、深く考えていくこと。

レポート 40
課題レポートで、授業目標（ねらい・到達目標）
の達成度を評価する。

評価基準

授業への
取組

60
授業への参加態度（発言、議論への積極的な参
加、課題への取り組み状況など）を評価する。

成績評価方法と基準

評価項目
割合
（%）

評価基準 評価項目
割合
（%）

11



単位数 2

開講学期 1・2 対象学生 健康栄養科学

実施回

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

参考書・
参考資料
等

適宜、参考資料を配布または紹介する。

その他・
特記事項

社会人には履修環境を考慮し、遠隔授業（オンラ
イン授業）で対応する。

授業外における学習（事前・事後学習等） 質問や相談への対応

事前学習では、授業計画に示す内容について、主体的に基本的事項や関連内容
を学習しておくこと。
事後学習では、講義内容を振り返り、知識を整理し、理解を深めておくこと。

オフィスアワーは、授業初回時に提示する。

教科書・
テキスト

適宜、資料を配布する。

受講生に
望むこと

身近な健康、栄養、食・食品、疾病と関連付けて
考えることを心掛けてほしい。自ら考える姿勢を
期待する。

レポート 50
課題レポートで、授業目標（ねらい・到達目標）
の達成度を評価する。

評価基準

授業への
取組

50
授業への参加態度（教員や学生間における議論と
質疑応答、授業への積極的な参加態度など）を評
価する。

輸送担体と疾病との関わり

栄養障害と輸送担体

疾病予防への応用・発展性

疾病治療への応用・発展性、まとめ

成績評価方法と基準

評価項目
割合
（%）

評価基準 評価項目
割合
（%）

糖質の消化と吸収

糖質の吸収障害

脂肪の消化と吸収

脂肪の吸収障害

ビタミンの吸収とその障害

ミネラルの吸収とその障害

授　業　計　画

授業内容

オリエンテーション、栄養素の消化機構と調節の概念

輸送系、輸送担体、膜輸送の分子機構

たんぱく質の消化と吸収

アミノ酸・ペプチドの吸収障害

各種栄養素の消化・吸収の分子機序について、栄養素や遺伝子といっ
た分子レベルから細胞・臓器レベルや栄養を営む個体レベルで考え、
健常時と疾病時の両側面から栄養科学について学ぶことを目的とす
る。
腸管、特に小腸における栄養素の消化・吸収と代謝は、生命の維持に
とって最も重要な過程である。まずは、各種栄養素の消化・吸収に関
与する消化酵素や輸送担体の特徴・性質・調節機構を学ぶ。そのうえ
で、種々の腸疾患、消化吸収不良等における各種栄養素の消化・吸収
障害と体内での栄養障害を理解する。さらに、疾病予防、疾病治療へ
の応用・発展性について考える。

各種栄養素の消化・吸収の分子機序や調節機構を理解し、説明できる。
輸送担体の調節が破綻する機構および疾病時における栄養状態との関わ
りについて、一連の栄養素吸収と栄養障害をミクロからマクロにかけて
説明できる。
小腸における栄養素の消化・吸収と代謝の動態、疾病予防、疾病治療と
の関連について、概要を説明することができる。

教授方法
pptファイルの映写やホワイトボードを用い，講義形式で授業をすすめる。
授業ごとに提示する学習の要点に関して、質疑応答・議論を行い、理解度をみながら授業をすすめる。

履修条件 特になし

履修年次 1 授業形態 講義

授業の概要 授業目標（ねらい・到達目標）

授業科目 健康栄養科学特論Ⅰ

担当教員 白神俊幸 必修・選択 選択
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単位数 2

開講学期 3・4 対象学生 健康栄養科学

実施回

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

摂食障害の現状と栄養療法

履修年次 1 授業形態 講義

授業科目 健康栄養科学特論Ⅱ

担当教員 杉山英子 必修・選択 選択

授業の概要 授業目標（ねらい・到達目標）
栄養素のうち特に脂質の代謝とその調節について理解するとともに、
栄養障害、肥満、糖尿病などの代謝障害時の糖質・脂質代謝について
学ぶことを目的とする。
ヒトが摂取する食物中の成分は、消化管における消化・吸収を経て、
栄養素別に代謝される。それぞれの栄養素の過不足は、食生活と密接
な関連を持つ疾患の発症要因となっている。本特論では、代謝性疾患
の発症に大きな影響を及ぼす脂質の代謝とその調節機構、ならびに、
脂質代謝の恒常性が影響を受ける身体状態（栄養障害、肥満）におけ
る脂質代謝の変化について解説する。

脂質の分解過程と細胞内への取り込み、細胞内での代謝について説明で
きる。
脂質代謝を制御する主な転写因子とその調節機構の概要を説明でき、栄
養障害、肥満、糖尿病などの病態との関連を説明できる。
食事が健康に寄与する意義を深く考察できる。

教授方法
講義

履修条件 特になし

授　業　計　画

授業内容

脂質の分類とその消化・吸収

中性脂肪の代謝（脂肪酸のβ酸化、脂肪酸合成、細胞内脂肪酸輸送）

オリエンテーション

脂質代謝関連分子の遺伝子発現調節機構と健康

論文紹介・ディスカッション

論文紹介・ディスカッション

まとめ

中性脂肪の代謝と疾患（肥満症）

スフィンゴ脂質の代謝と疾患

飢餓状態における糖質・脂質代謝と摂食障害

スフィンゴ脂質の分解、合成

コレステロール・ステロイドの代謝

コレステロール・ステロイドの代謝と疾患

成績評価方法と基準

評価項目
割合
（%）

評価基準 評価項目
割合
（%）

評価基準

レポート 40
課題レポートで、授業目標（ねらい・到達目標）
の達成度を評価する。

受講生に
望むこと

これまでに修得した知識をよく整理し、自主的・
積極的に取り組むこと。
プレゼンテーション、ディスカッションがあるの
で、授業で提示する論文を熟読し準備しておくこ
と。

授業への
取組

60
授業への参加態度（自主性、積極性、課題発表の
クオリティ、討議内容のクオリティなど）を評価
する。

参考書・
参考資料
等

Lippincott Illustrated Reviews: Biochemistry (Lippincott
Illustrated Reviews Series), Abali E, Cline S, Franklin D,
Viselli S, LWW; Seventh, North American版, 2021

その他・
特記事項

社会人には履修環境を考慮し、遠隔授業（オンラ
イン授業）で対応する。

授業外における学習（事前・事後学習等） 質問や相談への対応
事前学習では、糖質・脂質代謝と遺伝子発現に関する基本的な内容について学
習し、充分理解をした上で授業にのぞめるようにしておくこと。
事前学習では、授業時に提示する論文を読み込み理解しておくこと。

随時受け付ける（対面、オンライン両方可）。

教科書・
テキスト

随時、資料を配布する。
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単位数 2

開講学期 3・4 対象学生 健康栄養科学

実施回

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

授業科目 健康医学特論

担当教員 石井　陽子 必修・選択 選択

履修年次 1 授業形態 講義

授業の概要 授業目標（ねらい・到達目標）
健康・栄養・食の分野で活躍する人材に必要とされる医学的な知識、
医学的見地からの健康維持と疾病予防について学ぶことを目的とす
る。
非感染性疾患（NCDs: Non-communicable diseases）とは、世界保健機
関（WHO: World Health Organization）の定義では、不健康な食事や
運動不足、喫煙、過度の飲酒、大気汚染などにより引き起こされる、
がん・糖尿病・循環器疾患・呼吸器疾患・メンタルヘルスをはじめと
する慢性疾患の総称である。NCDsに対する栄養学的な介入には疾患横
断的な病態生理の理解が求められる。本授業では、このような視点か
ら論文・資料（英文を含む）を選び精読し、先端的な疾患概念及び栄
養学的介入の意義を学修する。

NCDsの疾患横断的概念、先端的な疾患概念の概要を説明できる。
NCDsの病態生理の概要を説明できる。
NCDsに対する栄養学的介入の意義を説明できる。

教授方法
講義では、pptファイルの映写やホワイトボードを用い，授業をすすめる。また、授業内での教員、学生間での積極的な討議
を繰り返しながら授業をすすめる。

履修条件 特になし

授　業　計　画

授業内容

オリエンテーション：授業の位置付け・到達目標、授業の進め方

NCDs（Non-communicablediseases）（１）概念

NCDs（Non-communicablediseases）（２）代表的疾患

NCDs（Non-communicablediseases）（３）対策

NCDs（Non-communicablediseases）（４）課題

ジェネティクス・エピジェネティクス、DoHad（DevelopmentalOriginsofHealthandDisease）（１）概念と関連疾患

ジェネティクス・エピジェネティクス、DoHad（DevelopmentalOriginsofHealthandDisease）（２）対策・課題

概日リズム、時計遺伝子（Clock）、時間栄養学（Chrono-nutrition）（１）概念と関連疾患

概日リズム、時計遺伝子（Clock）、時間栄養学（Chrono-nutrition）（２）対策・課題

腸脳相関と関連疾患（１）概念と関連疾患

腸脳相関と関連疾患（２）対策・課題

医学・栄養学に関する最近の話題（１）担当教員が提供する話題

医学・栄養学に関する最近の話題（２）受講者が提供する話題

まとめ：健康に関する社会的課題に対する自己の考えを述べ、討議する。

成績評価方法と基準

評価項目
割合
（%）

評価基準 評価項目
割合
（%）

評価基準

授業への
取組

30
授業への参加態度（課題の発表内容、討議への積
極的な参加態度など）を評価する。

受講生に
望むこと

自主的に学び、授業中は積極的に討議に参加する
こと。
「解剖生理学」、「臨床医学概論」に相当する科
目の復習、あるいは自習をしておくこと。授業で
は当該科目の発展的内容を扱う。

レポート 70
課題レポートで、授業目標（ねらい・到達目標）
の達成度を評価する。

参考書・
参考資料
等

随時、論文・資料を配布、あるいはダウンロード先を示す。

その他・
特記事項

社会人には履修環境を考慮し、遠隔授業（オンラ
イン授業）で対応する。

授業外における学習（事前・事後学習等） 質問や相談への対応

各回指定された論文・資料を次回までに各自で事前学習する。担当者は可能な
範囲で論文・資料を理解し内容を発表する準備を行う。事後学習として資料を
整理し、今後に活用できるようにしておく。

授業の前後の他、メールにて随時受け付ける。研究室訪問は
メールにて事前アポイントメントをとること。

教科書・
テキスト

随時、論文・資料を配布、あるいはダウンロード先を示す。
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単位数 2

開講学期 3・4 対象学生 健康栄養科学

実施回

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

授業外における学習（事前・事後学習等） 質問や相談への対応
授業の理解では、物理や化学の素養が必要である。
事前学習では、授業計画にある内容について、事前の説明をもとに基本的なこ
とを理解するための学習をしておくこと。
事後学習では、授業を振り返り、原理等、理解を確かなものにするための学習
をしておくこと。

質問や相談に対して、授業内で解説したり、個別に対応する。
詳細は、初回の授業時に説明する。

教科書・
テキスト

適宜資料を配布する。

受講生に
望むこと

食品の製造プロセスを知ることで、身近にある健
康効果や栄養機能をうたった食品の開発には、美
味しさや栄養素だけでなく、物理や化学の基礎も
必要とされることを理解すること。

期末レ
ポート

60
課題レポートで、授業目標（ねらい・到達目標）
の達成度を評価する。

授業への
取組

40
毎回講義の最後に行う小レポート（小テストを含
む）で、授業の理解度を評価する。

成績評価方法と基準

評価項目
割合
（%）

評価基準 評価項目
割合
（%）

評価基準

食品の弾性と粘性、その手法と例

有用成分抽出の手法と例

成分濃縮の手法と例

蒸留の手法と例

ろ過と膜分離の手法と例、様々な機器

長野県内の主要食品産業と日本、世界への展開、まとめ

食品工学の基礎分野（計算や単位などを含む）

食品の保存と水、殺菌の手法と例

凍結と解凍の手法と例

湿度と食品の乾燥、その手法と例

粉体の大きさと分離の手法と例

乳化の手法と例

履修条件 特になし

授　業　計　画

授業内容

オリエンテーション：食品関連分野で活躍するゲストスピーカーによる特別講義、総論

食品の機能性と食品学の基礎分野

授業の概要 授業目標（ねらい・到達目標）

食品の機能性や栄養性に主眼をおいて、健康食品などの開発・製造に
関する内容について学ぶことを目的とする。
実際の食品製造企業で行われている操作について食品工学的な手法、
すなわち食品製造プロセスを中心に解説する。例えば、食品開発を行
う際、食品原料は種類によって性状が異なるため、製造手段として画
一的に考えることはできない。原料の特性を活かすような手段（原理
や操作）が様々にあることから、本講義ではそれを網羅的に解説す
る。また、具体的な例を挙げ、実際の食品の開発や製造の現場におけ
る応用・展開についても説明する。

食品製造企業での製造プロセスにおける原理や手法について説明でき
る。
食品原料と、それに応じた製造手段に関する課題の概要について説明で
きる。
食品工学的な原理や手法に関する知識と具体例から、実際の食品の開発
や製造現場への応用・展開例を考えることができる。

教授方法
講義では、pptファイルの映写やホワイトボードを用い、授業をすすめる。また、授業内での積極的な質疑応答や議論の他、
理解度を確認するための課題を取り入れながら授業をすすめる。

講義

授業科目 食品開発・製造特論

担当教員 小木曽加奈 必修・選択 選択

履修年次 1 授業形態
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参考書・
参考資料
等

Food Engineering Fundamentals, Arjun Ghimire著, Lulu.com,
2017 その他・

特記事項

社会人には履修環境を考慮し、遠隔授業（オンラ
イン授業）で対応する。
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単位数 1

開講学期 1・2 対象学生 健康栄養科学

実施回

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

授業への取
組

40

実験への取り組み状況（主体性・積極性、実験原
理・手技等の理解度、教員や大学院生間における
議論と質疑応答、成果発表のクオリティなど）を
評価する。

評価基準

課題レポー
ト

60
各教員が提示する課題レポートで、それぞれ、授
業目標（ねらい・到達目標）の達成度を評価す
る。

健康と疾病における細胞と組織（１） 細胞・組織観察の基本と見方（石井）

健康と疾病における細胞と組織（２） 癌細胞の分化度と悪性度の比較観察（石井）

健康と疾病における細胞と組織（３） 癌細胞の分化度と進展様式の比較観察、プレゼンテーション（石井）

総括（横山）

成績評価方法と基準

評価項目
割合
（%）

評価基準 評価項目
割合
（%）

食物および生体中の栄養成分の定性・定量（１）ビタミンの定性（横山）

食物および生体中の栄養成分の定性・定量（２） ラット血中ミネラルの定量（横山）

食物および生体中の栄養成分の定性・定量（３）ラット血中総たんぱく質・アルブミンの定量、プレゼンテーション（横山）

健康・栄養・食分野の研究における腸管細胞の培養実験（１）細胞培養の意義、細胞培養法の理解と準備、基本手技と操作（白神）

健康・栄養・食分野の研究における腸管細胞の培養実験（２）培養細胞からの遺伝子の抽出と検出（白神）

健康・栄養・食分野の研究における腸管細胞の培養実験（３）栄養成分の添加による腸管細胞への影響の検討、プレゼンテーション
（白神）

授　業　計　画

授業内容

オリエンテーション（横山）

食用植物からの成分抽出および抽出物を用いた食品の酸化防止実験（１）食用植物からの成分抽出（小木曽）

食用植物からの成分抽出および抽出物を用いた食品の酸化防止実験（２）抽出成分の確認（小木曽）

食用植物からの成分抽出および抽出物を用いた食品の酸化防止実験（３）抽出成分の含有有無における調理後の酸化防止実験、プレゼ
ンテーション（小木曽）

知識と実践のつながりを理解するために、基礎健康栄養科学分野の専
門科目（講義）を担当する教員によるオムニバス形式で実施する。
関連文献の検討とともに、研究のために必要な基本的手技や考え方に
ついて実験を通して学び、プレゼンテーションも取り入れて、当該分
野における実践力を養うことを目的とする。
健康・栄養・食をキーワードに科学的な側面から研究を遂行していく
うえで必要な基本的な考え方、実験に関する基本手技、解析方法など
を幅広く経験して学ぶことで、視野を広げ、多様な課題に対応できる
スキルを養う。

（オムニバス方式/全14回）

（２　横山　英子/５回）
オリエンテーション、食物および生体中の栄養成分の定性・定量に関
する実験、総括を担当する。

（４　石井　陽子/３回）
健康と疾病における細胞と組織に関する実験を担当する。

（６　白神　俊幸/３回）
健康・栄養・食分野の研究における腸管細胞の培養実験を担当する。

（７　小木曽　加奈/３回）
食用植物からの成分抽出と、その抽出物を用いた食品の酸化防止に関
する実験を担当する。

提示された実験内容に関して実際の例をもとに体験し、各種実験の原
理、方法等の概要を理解し、説明できる。
本実験の一連の作業によって、基礎健康栄養科学分野における修士論文
研究を遂行する上で必要な知識と技術を身につけ、自身の実験手技とし
て使うことができる。

教授方法
担当教員ごとに実験と成果のまとめ・発表を行いながら、授業をすすめる。

履修条件 特になし

履修年次 1 授業形態 実験

授業の概要 授業目標（ねらい・到達目標）

授業科目 健康栄養科学実験

担当教員 横山英子・石井陽子・白神俊幸・小木曽加奈 必修・選択 選択
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参考書・
参考資料
等

適宜、参考資料を配布または紹介する。

その他・
特記事項

原則、対面で実施することが望ましいが、社会人
には履修環境を考慮し、遠隔授業（オンライン授
業）で対応することも可能である。履修ガイダン
ス時に、詳細を説明し、必要に応じて、各担当教
員と事前に相談すること。

授業外における学習（事前・事後学習等） 質問や相談への対応

学生は栄養学の基礎的素養を備えていることから、関連する講義科目の履修は
必ずしも求めないが、事前学習では、各担当教員が提示する関連の資料をもと
に内容を理解しておくこと。事後学習では、実施した内容を振り返って整理
し、実験成果のまとめやプレゼンテーションの準備をすること。

初回の実習時に、担当教員のオフィスアワーを確認すること。
その際、連絡用の電子メールアドレスを連絡する。質問・相談
の方法は、各担当教員の指示に従うこと。

教科書・
テキスト

適宜、資料を配布する。

受講生に
望むこと

健康、栄養、食・食品に関する研究とは何か，各
実験手技が何に利用・応用できるのか、何に貢献
できるのか、について考えながら経験してほし
い。

18



単位数 2

開講学期 1・2 対象学生 健康栄養科学

実施回

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

授業科目 栄養マネジメント特論

担当教員 稲山　貴代 必修・選択 選択

履修年次 1 授業形態 講義

授業の概要 授業目標（ねらい・到達目標）

各ライフステージの個人や集団を対象に、PDCAマネジメントサイク
ルに基づき健康の維持・増進に向けた研究および理論と結びついた
実践活動を学ぶことを目的とする。ライフステージでは妊娠･授乳
期、新生児･乳幼児期、学童期・思春期、成人期、高齢期に加え、ス
ポーツ選手、障害のある人、災害時の被災者を対象とする。健康の
保持・増進、生活習慣病予防・重症化予防、フレイル予防のための
栄養マネジメントについて、根拠に基づくアセスメント、課題抽出
と目標設定、栄養ケア、評価、フィードバックについて、ケースを
とりあげ議論を重ね、理論と結びつく実践活動を理解する。最終的
には地域・コミュニティを想定した介入計画を立案し、倫理的配
慮、実現可能性、妥当性など、様々な視点で議論し、実践に結びつ
く栄養マネジメントを理解する。

根拠に基づき、最新の技術を取り入れたアセスメント手法を理解し、
栄養評価を企画することができる。
論理的に目標項目と評価項目を設定し、目標達成可能な栄養ケアを企
画することができる。
地域やコミュニティの視点から、実現可能性の高い介入計画を立案
し、論理的な栄養マネジメントプロセスを考えることができる。

教授方法

pptファイルの映写やホワイトボードを用い，講義形式で授業をすすめる。
ケーススタディと健康･栄養ケア介入計画づくりでは、提示するライフステージ別のケースをもとに、積極的に議論を重ね
て授業をすすめる。

履修条件 特になし

授　業　計　画

授業内容

オリエンテーション

日本人の食事摂取基準を活用した個人ならびに集団を対象とした栄養マネジメント

最新の技術を用いた栄養アセスメントの展開

アセスメントの評価尺度の開発事例

ライフステージ別の健康･栄養課題と必要とされる栄養ケア（１）ケーススタディ（例、生活習慣病予防）

ライフステージ別の健康･栄養課題と必要とされる栄養ケア（２）ケーススタディ（例、フレイル予防）

中間発表（ケーススタディ）と議論

ライフステージ別の健康･栄養介入計画づくり（１）目標項目と評価項目

ライフステージ別の健康･栄養介入計画づくり（２）栄養ケア

中間発表（介入計画）と議論

ライフステージ別の健康･栄養介入計画づくり（３）

ライフステージ別の健康･栄養介入計画づくり（４）

成果発表と議論

総括

成績評価方法と基準

評価項目
割合
（%）

評価基準 評価項目
割合
（%）

評価基準

授業への
取組

50
授業への参加態度（発言・議論のアクティビティ
および課題発表のクオリティなど）を評価する。

『日本人の食事摂取基準［2020年版］』伊藤・佐々木監修（第
一出版），ISBN：978-4-8041-1408-8
その他、必要に応じて資料を配付する。 受講生に

望むこと

ライフステージ別にケーススタディを行う。自身
がとりあげるライフステージにある市民の声を理
解するために、書籍などから積極的に情報を収集
し、具体的にイメージしておく。

50
課題レポートで、授業目標（ねらい・到達目標）
の達成度を評価する。

期末レ
ポート

参考書・
参考資料
等

Ada Pocket Guide to Nutrition Assessment, Third Edition,
Pamela C. and Malone A., Academy of Nutrition and
Dietetics, 2015, ISBN: 978-0880914895 その他・

特記事項

社会人には履修環境を考慮し、遠隔授業（オンラ
イン授業）で対応する。

授業外における学習（事前・事後学習等） 質問や相談への対応

事前学習では、課題のライフステージ別のケーススタディについて、理解を
深めておくこと。
事後学習では、授業内での議論を反映し、常に、自身の栄養マネジメントの
企画を振り返り、修正し、次の議論に向かう準備をしておくこと。

授業前・中・終了後に対応する。
後日、対応を要する場合は、事前にメールでアポイントメン
トをとること。

教科書・
テキスト
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単位数 2

開講学期 3・4 対象学生 健康栄養科学

実施回

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

参考書・
参考資料
等

International Dietetics & Nutrition Terminology (IDNT)
Reference Manual: Standardized Language for the Nutrition
Care Process,Third edidion, American Dietetic Association
2010, ISBN：978-0880914451

その他・
特記事項

社会人には履修環境を考慮し、遠隔授業（オンラ
イン授業）で対応する。

授業外における学習（事前・事後学習等） 質問や相談への対応
事前学習・事後学習では、授業時に提示する関連の先行文献・資料を読み、
理解を深めておくこと。
特に、事例研究では、授業外で、資料等を読み込み、発表できるよう学習を
すすめておくこと。

授業前・中・終了後に対応する。
後日、対応を要する場合は、事前にメールでアポイントメント
をとること。

教科書・
テキスト

『栄養管理プロセス』木戸・中村・小松編、第一出版
その他、必要に応じて資料を配付する。

受講生に
望むこと

診療ガイドラインは、オンラインで最新の情報を
収集し、活用する。

期末レ
ポート

50
課題レポートで、授業目標（ねらい・到達目標）
の達成度を評価する。

ケーススタディ（１）

評価基準

授業への
取組

50
授業への参加態度（発言・議論のアクティビティ
および課題発表のクオリティなど）を評価する。

ケーススタディ（２）

ケーススタディ発表

総括

成績評価方法と基準

評価項目
割合
（%）

評価基準 評価項目
割合
（%）

動脈硬化性疾患の診療ガイドライン：科学的根拠と栄養･食事療法

肥満症の診療ガイドライン：科学的根拠と栄養･食事療法

診療ガイドラインに基づく栄養ケア計画の事例と総合討論

Nutrition Care Process：栄養スクリーニングと栄養評価、栄養診断

Nutrition Care Process：栄養介入、モニタリングと判定

Nutrition Care Process：アウトカム管理システム

授　業　計　画

授業内容

オリエンテーション

診療ガイドラインと食事摂取基準

高血圧の診療ガイドライン：科学的根拠と栄養･食事療法

糖尿病の診療ガイドライン：科学的根拠と栄養･食事療法

医療を中心に、福祉や介護関係の職域も含め、傷病者を対象とした
高度な栄養管理・栄養療法等を学ぶことを目的とする。医療分野で
は、科学的根拠に基づく疾患別の診療ガイドラインが次々と発表さ
れている。主要な疾患の診療ガイドラインをとりあげ、栄養･食事療
法に焦点をあてながら、エビデンスのシステマティックレビューと
その総合評価について概説する。また、実際の医療現場における栄
養問題は多岐にわたり、疾病、ライフステージやライフスタイル、
身体機能等に応じた栄養ケアに加え、多職種連携による総合的な支
援が重要となる。国際標準であるNutrition Care Processについ
て、栄養スクリーニング、栄養評価、栄養診断、栄養介入、モニタ
リングと評価という一連のプロセスを理解する。ケーススタディで
は、実際の臨床現場の代謝疾患、消化器疾患、循環器疾患などの複
数の事例から、各自、1つを選び研究をすすめ、臨床現場における課
題解決能力を養う。

診療ガイドラインを理解し、科学的根拠に基づく栄養管理･栄養療法つ
いて説明できる。
国際標準である栄養ケアプロセスを理解し、さまざまな病態を有する
傷病者の事例にあてはめ、臨床現場における課題解決のための栄養ケ
アを説明できる。

教授方法

pptファイルの映写やホワイトボードを用い、講義形式で授業をすすめる。
ケーススタディでは、積極的に議論を重ねて授業をすすめる。

履修条件 特になし

履修年次 1 授業形態 講義

授業の概要 授業目標（ねらい・到達目標）

授業科目 医療栄養学特論

担当教員 川島　由起子 必修・選択 選択
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単位数 2

開講学期 3・4 対象学生 健康栄養科学

実施回

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

授業科目 国際栄養学特論

担当教員 草間かおる 必修・選択 選択

授業内容

オリエンテーション：国際栄養学とは

履修年次 1 授業形態 講義

授業の概要 授業目標（ねらい・到達目標）

栄養介入プログラム（２）子どもへの栄養教育・食事支援、給食プログラムを含む：実務者からのレクチャーおよび討議

地域診断：既存データ活用、対象地域の把握

世界の健康・栄養・食料問題を俯瞰し、課題解決のための栄養政策の
立案、PDCAサイクルに基づいた栄養介入プログラムなどを学ぶことを
目的とする。世界の健康・栄養・食料問題の現状と課題の理解とし
て、世界保健機関（WHO)や国連食糧農業機関（FAO)などの資料から疾
病構造、飢餓や栄養不良の状況について学修し、過去から現在に至る
までの推移の把握とともに、特に栄養不良（低栄養・過栄養）に関わ
る要因について、総合的に学ぶ。あわせて、課題抽出や課題解決のた
めの取り組みから、世界の栄養政策の潮流を理解する。さらに、国外
で栄養介入プログラム介入の経験を有する実務者から提示される事例
をもとに、PDCAサイクルに基づいた介入プログラムの評価や実社会に
向けての提言等について議論する。

・世界の健康問題について国際的な取り組みと推移、現在に残る課題につ
いて説明できる。
・世界の栄養・食料問題について国際的な取り組みと推移、現在に残る課
題について説明できる。
・国外の事例をもとに、世界の栄養政策や介入プログラムを評価できる。

教授方法

講義形式では、pptファイルの映写やホワイトボードを用い授業をすすめる。
栄養介入プログラムの理解では、グループワークや演習形式をとりいれながら、積極的に議論を重ねて授業をすすめる。

世界の食料問題（２）フードシステム

履修条件 特になし

授　業　計　画

世界の健康問題（１）人口転換、世界の疾病構造、感染症および非感染性疾患

世界の栄養政策（１）地球レベルでの健康・栄養政策

世界の栄養政策（２）食事基準、栄養士養成制度

栄養介入プログラム（１）ライフコースアプローチ、妊婦・乳幼児対象など：実務者からのレクチャーおよび討議

栄養アセスメントと食事評価

プロジェクトマネジメントと評価

成績評価方法と基準

評価項目
割合
（%）

評価基準 評価項目
割合
（%）

評価基準

授業への
取組

60
授業への参加態度（事前課題への取り組み、発
言・議論のアクティビティ、課題発表のクオリ
ティなど）を評価する。

期末レ
ポート

40
課題レポートで、授業目標（ねらい・到達目標）
の達成度を評価する。

提示された課題は、事前学習、事後学習の時間で作業すること。
授業で使用するWHOやFAOなどの資料は、英語で書かれたものである。事前学習
で、読み込み、授業内の議論の準備をしておくこと。

授業前・中・終了後、メールでの問合せに対応する。
後日、対応を要する場合は、事前にメールでアポイントメントを
とること。

教科書・
テキスト

授業時に資料を配布する。

受講生に
望むこと

英語の資料を読み込んで、授業内に議論をするこ
とが多い。事前学習の時間をしっかりとって、講
義に向かうこと。なお、資料は、各自、適切なweb
サイトにアクセスし、ダウンロードする。情報リ
テラシーのスキルも修得してほしい。詳細はオリ
エンテーションで説明する。

参考書・
参考資料
等

授業時に紹介する。

その他・
特記事項

社会人には履修環境を考慮し、遠隔授業（オンラ
イン授業）で対応する。

世界の健康問題（２）国際保健、プライマリーヘルスケア、健康格差

世界の栄養問題（１）飢餓、栄養不良、栄養不良関連因子

世界の栄養問題（２）栄養不良関連因子

世界の食料問題（１）食料と栄養のセキュリティ、持続可能な健康に良い食事

授業外における学習（事前・事後学習等） 質問や相談への対応
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単位数 2

開講学期 １・２ 対象学生 健康栄養科学

実施回

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

授業科目 地域包括ケア実践論

担当教員 奥村圭子 必修・選択 選択

履修年次 2 授業形態 講義

授業の概要 授業目標（ねらい・到達目標）

これからの高齢化社会を見据えて、地域の医療、福祉、介護関係の職
域におけるケアの法的根拠と具体的な実践方法を学ぶことを目的とす
る。人権尊重、多様な価値観や個性の尊重などの視点をもって、住み
慣れた場所で自分らしい生活を最期まで送れるようにサポートしあう
地域包括ケアの概念を理解する。その上で、様々なライフスタイルや
健康状態にある全ての人を対象とした食を通じた健康支援やケア、そ
れらを可能とする地域資源やサービスなど、多職種との連携、当事者
や家族との関わりも含め、事例をもとに、持続可能な社会づくりに果
たす地域包括ケアの在り方について議論する。最終的には栄養ケア・
ステーションの事業計画の立案を通し、多職種連携チームの一員とし
て質の高い栄養ケアが実践できる専門職をめざす。

多様化する保健・医療・福祉・介護の分野において、地域で暮らす人々
の生活基盤を支えることができる地域包括ケアの概念について説明でき
る。
様々なライフスタイルや健康状態にある人々の地域における健康支援や
サービスを提供するシステムについて説明できる。
多職種との連携、当事者やその家族との関わりも含めて、事例を元に、
栄養ケア・ステーションの事業計画をたてることができる。

教授方法
講義形式では、pptファイルの映写やホワイトボードを用い授業をすすめる。
事例検討では、グループワークや実践現場でのヒアリングなども含め、積極的に議論を重ねて授業をすすめる。

履修条件 栄養マネジメント特論、ヘルス・ニュートリション実習の単位を取得しておくこと

事例検討（５）災害支援

授　業　計　画

授業内容

オリエンテーション：地域包括ケアシステムの概要と保健・医療・福祉・介護に関する制度

地域医療に必要な多職種連携と患者・家族に対する役割

地域診断の概要とフィジカルアセスメント

高齢者の生活（１）地域在住高齢者の低栄養・フレイルの特性と予防的栄養ケア

高齢者の生活（２）要介護高齢者の認知症の特性と栄養ケア

事例検討（１）フードデザート問題とその栄養介入

事例検討（２）社会的弱者の生活と介護予防・重症化予防・日常生活支援

事例検討（３）複数疾患を持つ高齢者世帯への自立支援

事例検討（４）地域包括支援センターとの連携と模擬地域ケア会議

栄養ケア・ステーションの事業計画（１）事業計画書の作成方法と目標設定

栄養ケア・ステーションの事業計画（２）ゲストスピーカーとのディスカッション（栄養専門職等）

栄養ケア・ステーションの事業計画（３）ゲストスピーカーとのディスカッション（行政や地域包括支援センタースタッフ等）

まとめ：栄養ケア・ステーションの事業計画の発表とディスカッション

成績評価方法と基準

評価基準

授業への取
組

50
授業への参加態度（事前課題への取り組み、授業
時の質疑応答、議論への積極的な参加、課題発表
など）を評価する。

評価項目
割合
（%）

評価基準 評価項目
割合
（%）

期末レポー
ト

50
栄養ケア・ステーションの事業計画書をもって、
授業目標（ねらい・到達目標）の達成度を評価す
る。

授業外における学習（事前・事後学習等） 質問や相談への対応

事前学習では、授業時に提示する課題について、学習をすすめておくこと。特
に行政事業や認定栄養ケア・ステーションの設置について、積極的に担当者に
ヒアリングを行うなど、理解を深めておくこと。
事後学習では、講義での学びや授業内でのディスカッションを次の授業に活か
すことができるよう、学習をすすめておくこと。

授業前・中・終了後に対応する。事前学習、事後学習の内容に
ついても個別の相談に応じる。
後日、対応を要する場合は、事前にメールでアポイントメント
をとること。

教科書・
テキスト

特に指定しない。授業で資料を配布する。

受講生に
望むこと

健康寿命の延伸を目的とした事業立案や多機関・
多職種と協働できる人材となることを目指してく
ださい。
医療栄養学特論を履修しておくことが望ましい。
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参考書・
参考資料等

筒井孝子：地域包括ケアシステムの深化、中央法規
厚生労働省：社会保障審議会資料
地域包括ケア研究会：2040年多元的社会における地域包括ケアシ
ステム、三菱UFJリサーチ＆コンサルティング
(一般社団法人)日本公衆衛生協会　地域診断ガイドライン
日本専門医機構総合診療専門医検討委員会:総合診療専門研修公式
テキストブック

その他・
特記事項

社会人には履修環境を考慮し、遠隔授業（オンラ
イン授業）で対応する。
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単位数 1

開講学期 １・２ 対象学生 健康栄養科学

実施回

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

授業科目 健康栄養科学実習

担当教員 稲山貴代・川島由起子・奥村圭子・草間かおる 必修・選択 選択

履修年次 1 授業形態 実習

授業の概要 授業目標（ねらい・到達目標）
知識と実践のつながりを理解するために、応用健康科学分野の専門科
目（講義）を担当する教員によるオムニバス形式で実施する。
理論と実践に関して、幅広く知識を理解し、多角的な視野で、応用健
康栄養科学分野における技能を学ぶことを目的とする。
各実習では、当該分野における代表的な文献や事例をとりあげ、調
査・研究に関する専門的知識や理論を学び、実践の場で活用でき基本
的なスキルを理解する。

（オムニバス方式／全14回）

（１　稲山　貴代　11　川島由起子　10　奥村　圭子　５　草間　か
おる／２回）（共同）
オリエンテーション、実習成果の発表と総合討論について、科目担当
教員全員で、共同で担当する。

（１　稲山　貴代／３回）
個人と集団の健康の維持・増進を目的とした栄養マネジメントについ
て、ライフステージ・ライフスタイル別の調査・研究事例をもとに、
実習を担当する。

（11　川島　由起子／３回）
傷病者の栄養療法と重症化予防を目的とした栄養ケアについて、研究
事例をもとに、実習を担当する。

（10　奥村　圭子／３回）
低栄養やフレイル予防を目的とした地域での包括的なケアについて、
調査・研究事例をもとに、実習を担当する。

（５　草間　かおる／３回）
国際的な健康･栄養課題の解決を目的とした政策等について、調査・研
究事例をもとに、実習を担当する。

栄養マネジメント、医療栄養、地域包括ケア、国際栄養のそれぞれの分
野において、
知識や理論を理解し、説明できる。
調査研究の基本的手技を修得し、自身の研究に活かすことができる。

教授方法
栄養マネジメント、医療栄養、地域包括ケア、国際栄養の分野ごとに実習を行う。

履修条件
特になし

授　業　計　画

授業内容

オリエンテーション（稲山・川島・奥村・草間）

栄養マネジメント実習（１）：ライフステージ・ライフスタイル別にみた栄養ケアの調査・研究の特徴（稲山）

栄養マネジメント実習（２）：ライフステージ・ライフスタイル別にみた栄養ケアの調査・研究の企画（稲山）

栄養マネジメント実習（３）：ライフステージ・ライフスタイル別にみた栄養ケアの調査・研究の評価（稲山）

医療栄養学実習（１）：疾患別の栄養ケアと研究の特徴（川島）

医療栄養学実習（２）：疾患別の栄養ケアと研究の企画（川島）

医療栄養学実習（３）：疾患別の栄養ケアと研究の評価（川島）

地域包括ケア実習（１）：地域でみる包括的なケアの調査・研究の特徴（奥村）

地域包括ケア実習（２）：地域でみる包括的なケアの調査・研究の企画（奥村）

地域包括ケア実習（３）：地域でみる包括的なケアの調査・研究の評価（奥村）

国際栄養学実習（１）：国際的な健康･栄養･食料課題および政策の特徴（草間）

国際栄養学実習（２）：国際的な健康･栄養･食料課題および政策の調査・研究の企画（草間）

国際栄養学実習（３）：国際的な健康･栄養･食料課題および政策の調査・研究の評価（草間）

総括：成果発表と総合討論（稲山・川島・奥村・草間）
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成績評価方法と基準

評価項目
割合
（%）

評価基準 評価項目
割合
（%）

評価基準

授業への
取組

80
授業への参加態度（発言・議論のアクティビ
ティ、課題の取り組み状況やクオリティなど）を
評価する。

受講生に
望むこと

オムニバスで行われることから、必要に応じて担
当教員と密に連絡をとり、受講もれがないように
する。

レポート 20
課題レポートで、授業目標（ねらい・到達目標）
の達成度を評価する。

参考書・
参考資料
等

授業時に紹介する。

その他・
特記事項

社会人には履修環境を考慮し、遠隔授業（オンラ
イン授業）で対応する。

授業外における学習（事前・事後学習等） 質問や相談への対応

学生は栄養学の基礎的素養を備えていることから、関連する講義科目の履修は
必ずしも求めないが、事前学習では、授業時に提示する関連の先行文献・資料
を読み、理解を深めておくこと。事後学習では、課題への取り組みのほか、実
習で得た知識とスキルを、自らの研究課題とつなげ、どのように活用できる
か、深く考える時間をとること。

初回の実習時に、担当教員のオフィスアワーを確認すること。
その際、連絡用の電子メールアドレスを連絡する。質問・相談
の方法は、各担当教員の指示に従うこと。

教科書・
テキスト

授業時に資料を配布する。
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単位数 1

開講学期 通年 対象学生 健康栄養科学

実施回

1

2〜6

7

参考書・
参考資料
等

必要に応じて指示する。

その他・
特記事項

インターンシップの実施に関しては、履修ガイダ
ンスとは別に開催する説明会にて、詳細を説明す
る。

授業外における学習（事前・事後学習等） 質問や相談への対応

研修先や研修内容に関して、必要な情報を収集・分析・理解をしておくこと。
研修に必要な学習や作業は授業外学習で行う。

研修先への質問や相談方法は、研修先の指示に従うこと。

教科書・
テキスト

必要に応じて指示する。

受講生に
望むこと

インターンシップの目的やねらい、研修内容と期
間、得られる成果について、履修学生と研修先と
の十分な打ち合わせを行い、研究指導教員の了解
を得て実施すること。
特別研究の遂行に支障のないよう配慮し実施する
こと。
研修先とは、履修学生が主体となってコミュニ
ケーションをとること。

研修報告 50
研修報告での発表（プレゼンテーション）と議
論、ならびに提出レポートをもとに、授業目標の
達成度を評価する。

研修態度 50
研修の参加態度について、研修先の担当指導関係
者の評価に基づき評価する。

評価項目
割合
（%）

評価基準 評価項目
割合
（%）

評価基準

授　業　計　画

授業内容

事前指導
履修学生が研修先でのインターンシップをスムーズに行うことができるように、研究指導教員も交えて、事前指導を行う

インターンシップ期間（1から3週間）
研修先にて、PDCAマネジメントにそって、社会･健康･栄養状態のアセスメントと課題抽出、目標設定と企画、実践、評価について、実
践的な研修を行う。

事後指導
履修学生が行う研修後の実習報告（プレゼンテーション）と議論をもとに、研修の事後指導を行う。

成績評価方法と基準

インターンシップでは、実社会における様々な健康・栄養・食に関す
る課題解決に向け、課題探索と解決方法、将来の方向性を探るととも
に、多職種連携による業務遂行の必要性と実際を体験し、実践力を養
うことを目的とする。
国や自治体の行政機関、健康づくりを担う組織等において、社会・健
康・栄養課題に対する健康づくり戦略の実際を学び、実践力を養う。
PDCAマネジメントサイクルをまわしながら、地域や集団のアセスメン
トと課題抽出、目標設定と企画・立案、実践、評価について、実習を
すすめる。
評価に基づき次のアクションにつなげるプロセスを学び、科学的根拠
づくり、リーダーとして地域の健康づくりを推進する能力を養成す
る。

行政や健康づくりに関連する組織等において、そのコミュニティの社
会･健康･栄養状態のアセスメントと課題抽出、改善計画の立案、実践と
評価ができる。
科学的根拠にもとづき、健康長寿の延伸に向けて具体的な方策を提案で
きる。

教授方法
実習

履修条件
1年次1・2学期開講の必修科目である「研究倫理と研究法」「栄養と健康のデータサイエンス演習Ⅰ」を履修しておくこと。
研究指導教員の了解を得ておくこと。

履修年次 1・2 授業形態 実習

授業の概要 授業目標（ねらい・到達目標）

授業科目 インターンシップＡ：健康づくり実践実習

担当教員 稲山　貴代 必修・選択 選択
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単位数 1

開講学期 通年 対象学生 健康栄養科学

実施回

1

2〜6

7

授業科目 インターンシップＢ：クリニカル・ニュートリション実習

担当教員 奥村　圭子 必修・選択 選択

履修年次 1・2 授業形態 実習

授業の概要 授業目標（ねらい・到達目標）
インターンシップでは、実社会における様々な健康・栄養・食に関す
る課題解決に向け、課題探索と解決方法、将来の方向性を探るととも
に、多職種連携による業務遂行の必要性と実際を体験し、実践力を養
うことを目的とする。
医療や福祉施設、地域で保健・療養・介護等をになっている施設等に
おいて、栄養ケアプロセス（Nutrition Care Process)の実際を学び、
実践力を養う。
傷病者、要介護者、障害のある者などを対象に、国際基準である栄養
ケアプロセスとして、栄養診断、倫理的配慮をもった栄養ケア・栄養
療法の実践と評価について、最新の知識やスキルを修得し、実習をす
すめる。
在宅の療養者等を対象とした地域包括的ケアも含め、科学的根拠に基
づき論理的な思考で、現場の課題解決能力を養う。

傷病者等の栄養療法、高齢期のフレイル予防や対応等において、最新の
知識とスキルを学び、チームの一員として栄養ケアの実践と評価ができ
る。
科学的根拠にもとづき、現場の課題に対する具体的な解決策を提案でき
る。

教授方法
実習

履修条件
1年次1・2学期開講の必修科目である「研究倫理と研究法」「栄養と健康のデータサイエンス演習Ⅰ」を履修しておくこと。
研究指導教員の了解を得ておくこと。

授　業　計　画

授業内容

事前指導
履修学生が研修先でのインターンシップをスムーズに行うことができるように、研究指導教員も交えて、事前指導を行う

インターンシップ期間（1から3週間）
研修先にて、PDCAマネジメントにそって、社会･健康･栄養状態のアセスメントと課題抽出、目標設定と企画、実践、評価について、実
践的な研修を行う。

事後指導
履修学生が行う研修後の実習報告（プレゼンテーション）と議論をもとに、研修の事後指導を行う。

成績評価方法と基準

評価項目
割合
（%）

評価基準 評価項目
割合
（%）

評価基準

研修態度 50
研修の参加態度について、研修先の担当指導関係
者の評価に基づき評価する。

受講生に
望むこと

インターンシップの目的やねらい、研修内容と期
間、得られる成果について、履修学生と研修先と
の十分な打ち合わせを行い、研究指導教員の了解
を得て実施すること。
特別研究の遂行に支障のないよう配慮し実施する
こと。
研修先とは、履修学生が主体となってコミュニ
ケーションをとること。

研修報告 50
研修報告での発表（プレゼンテーション）と議
論、ならびに提出レポートをもとに、授業目標の
達成度を評価する。

参考書・
参考資料
等

必要に応じて指示する。

その他・
特記事項

インターンシップの実施に関しては、履修ガイダ
ンスとは別に開催する説明会にて、詳細を説明す
る。

授業外における学習（事前・事後学習等） 質問や相談への対応
研修先や研修内容に関して、必要な情報を収集・分析・理解をしておくこと。
研修に必要な学習や作業は授業外学習で行う。

研修先への質問や相談方法は、研修先の指示に従うこと。

教科書・
テキスト

必要に応じて指示する。
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単位数 1

開講学期 通年 対象学生 健康栄養科学

実施回

1

2〜6

7

授業科目 インターンシップＣ：地域産業連携実習

担当教員 小木曽　加奈 必修・選択 選択

履修年次 1・2 授業形態 実習

授業の概要 授業目標（ねらい・到達目標）
インターンシップでは、実社会における様々な健康・栄養・食に関す
る課題解決に向け、課題探索と解決方法、将来の方向性を探るととも
に、多職種連携による業務遂行の必要性と実際を体験し、実践力を養
うことを目的とする。
健康・栄養・食に関連する企業・団体等において、地域産業活性化に
つながる実践力を養う。
健康志向型の商品やサービスについて、研修を通して研究・開発のプ
ロセスを理解しながら、実習をすすめる。
科学的根拠に基づき、かつ、長野県の食文化も含めた地域特性を活か
した新たな健康志向型商品やサービスの創出につながる提案をするこ
とができる能力を養い、地域産業の活性化を担う人材になることをめ
ざす。

健康･栄養･食に関連する企業・団体等において、商品やサービスの開
発・研究プロセスを理解し、評価ができる。
科学的根拠にもとづき、新たな健康志向型商品やサービスを提案でき
る。

教授方法
実習

履修条件
1年次1・2学期開講の必修科目である「研究倫理と研究法」「栄養と健康のデータサイエンス演習Ⅰ」を履修しておくこと。
研究指導教員の了解を得ておくこと。

授　業　計　画

授業内容

事前指導
履修学生が研修先でのインターンシップをスムーズに行うことができるように、研究指導教員も交えて、事前指導を行う

インターンシップ期間（1から3週間）
研修先にて、PDCAマネジメントにそって、社会･健康･栄養状態のアセスメントと課題抽出、目標設定と企画、実践、評価について、実
践的な研修を行う。

事後指導
履修学生が行う研修後の実習報告（プレゼンテーション）と議論をもとに、研修の事後指導を行う。

成績評価方法と基準

評価項目
割合
（%）

評価基準 評価項目
割合
（%）

評価基準

研修態度 50
研修の参加態度について、研修先の担当指導関係
者の評価に基づき評価する。

受講生に
望むこと

インターンシップの目的やねらい、研修内容と期
間、得られる成果について、履修学生と研修先と
の十分な打ち合わせを行い、研究指導教員の了解
を得て実施すること。
特別研究の遂行に支障のないよう配慮し実施する
こと。
研修先とは、履修学生が主体となってコミュニ
ケーションをとること。

研修報告 50
研修報告での発表（プレゼンテーション）と議
論、ならびに提出レポートをもとに、授業目標の
達成度を評価する。

参考書・
参考資料
等

必要に応じて指示する。

その他・
特記事項

インターンシップの実施に関しては、履修ガイダ
ンスとは別に開催する説明会にて、詳細を説明す
る。

授業外における学習（事前・事後学習等） 質問や相談への対応
研修先や研修内容に関して、必要な情報を収集・分析・理解をしておくこと。
研修に必要な学習や作業は授業外学習で行う。

研修先への質問や相談方法は、研修先の指示に従うこと。

教科書・
テキスト

必要に応じて指示する。
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単位数 1

開講学期 通年 対象学生 健康栄養科学

実施回

1

2〜6

7

授業科目 インターンシップＤ：海外フィールドワーク実習

担当教員 草間　かおる 必修・選択 選択

履修年次 1・2 授業形態 実習

授業の概要 授業目標（ねらい・到達目標）

インターンシップでは、実社会における様々な健康・栄養・食に関す
る課題解決に向け、課題探索と解決方法、将来の方向性を探るととも
に、多職種連携による業務遂行の必要性と実際を体験し、実践力を養
うことを目的とする。
保健・医療・福祉、教育、健康づくり等に関する国際的な活動を行っ
ている国際協力NGO等の組織において、海外における栄養介入プログラ
ムの実際を学び、実践力を養う。
PDCAマネジメントサイクルをもとに、対象集団のアセスメントと課題
抽出、目標設定と企画・立案、実践、評価について、実習をすすめ
る。
評価に基づき次のアクションにつなげるプロセスを学び、国際的な視
野で健康・栄養・食の課題解決を推進できる能力を養成する。また、
科学的根拠のある国際情報を発信できる能力も養う。

海外において栄養介入プログラムを実施する組織等において、これまで
の活動状況等を踏まえた対象集団のアセスメント、課題を抽出し、改善
計画の立案、実践と評価ができる。
科学的根拠にもとづき、国際的な健康・栄養・食に関する課題解決に向
けて具体的な方策を提案できる。

教授方法
実習

履修条件
1年次1・2学期開講の必修科目である「研究倫理と研究法」「栄養と健康のデータサイエンス演習Ⅰ」を履修しておくこと。
研究指導教員の了解を得ておくこと。

授　業　計　画

授業内容

事前指導
履修学生が研修先でのインターンシップをスムーズに行うことができるように、研究指導教員も交えて、事前指導を行う

インターンシップ期間（1から3週間）
研修先にて、PDCAマネジメントにそって、社会･健康･栄養状態のアセスメントと課題抽出、目標設定と企画、実践、評価について、実
践的な研修を行う。

事後指導
履修学生が行う研修後の実習報告（プレゼンテーション）と議論をもとに、研修の事後指導を行う。

成績評価方法と基準

評価項目
割合
（%）

評価基準 評価項目
割合
（%）

評価基準

研修態度 50
研修の参加態度について、研修先の担当指導関係
者の評価に基づき評価する。

受講生に
望むこと

インターンシップの目的やねらい、研修内容と期
間、得られる成果について、履修学生と研修先と
の十分な打ち合わせを行い、研究指導教員の了解
を得て実施すること。
特別研究の遂行に支障のないよう配慮し実施する
こと。
研修先とは、履修学生が主体となってコミュニ
ケーションをとること。

研修報告 50
研修報告での発表（プレゼンテーション）と議
論、ならびに提出レポートをもとに、授業目標の
達成度を評価する。

参考書・
参考資料
等

必要に応じて指示する。

その他・
特記事項

インターンシップの実施に関しては、履修ガイダ
ンスとは別に開催する説明会にて、詳細を説明す
る。

授業外における学習（事前・事後学習等） 質問や相談への対応

研修先や研修内容に関して、必要な情報を収集・分析・理解をしておくこと。
研修に必要な学習や作業は授業外学習で行う。

研修先への質問や相談方法は、研修先の指示に従うこと。

教科書・
テキスト

必要に応じて指示する。
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単位数 4

開講学期 通年 対象学生 健康栄養科学

担当指導教員の指導のもと、健康･栄養･食に関連する研究を進める
上で、修士論文作成に必要な研究を遂行するための基礎を理解し、
基礎健康栄養科学、応用健康栄養科学、それぞれに必要な研究法の
基礎知識、実験・調査計画、統計解析、データ収集などの方法を修
得するための指導を行う（予備実験、予備調査などの実践を含
む）。あわせて、文献検索方法と収集・整理方法を理解し、研究
テーマに関する文献研究を行い、研究小史を作成するための指導を
行う。さらに、セミナー等を通し、研究発表のためのプレゼンテー
ションならびに議論のスキルを身につけるための指導を行う。

研究テーマを決定し、そのテーマと関連する先行研究を収集・整理
し、研究小史を作成することができる。
解決すべき課題から作業仮説をたて、倫理的配慮のもと、その仮説を
検証するための研究計画を立案することができる。
研究小史も含め、研究計画書を作成することができる。

教授方法

指導教員を中心として、以下の内容についてセミナー形式で実施する。また、論文抄読で先行研究を読み込み、研究小史
の作成をすすめる。研究計画作成のための実験・実習・調査を実施することもある。研究計画の進行状況にあわせて、授
業計画の順番を適宜変更しながらすすめる。

履修条件 基礎健康栄養科学分野、応用健康科学分野ごとに、選択必修の講義科目ならびに実験または実習科目を履修すること。

担当教員が指導する主な研究課題は次のとおりである。
（１　稲山　貴代）
様々なライフステージにある人（主に障がい者、高齢者）における
健康・栄養課題をとりあげ、介入計画と実践・評価のための栄養マ
ネジメントに関する課題について研究指導を行う。
（２　横山　英子）
脂質代謝の調節機構や飢餓時の栄養状態に関する課題について研究
指導を行う。
（３　中澤　弥子）
日本を含む世界の食文化について、多様な生活文化やものの見方・
考え方の理解のための研究指導を行う。
（４　石井　陽子）
生体の恒常性維持に関する諸因子の作用について研究指導を行う。
（５　草間　かおる）
栄養ハイリスク者の栄養状態の評価方法について研究指導を行う。
（６　白神　俊幸）
腸管上皮の栄養素の吸収に関わる輸送担体分子を取り上げ、それら
の種々の条件下における調節機構の解明について研究指導を行う。
（７　小木曽　加奈）
長野県内の特産物のうち未利用資源などを利用し、食品開発につな
げるための成分分析や加工について研究指導を行う。
（８　今村　晴彦）
地域や職域などのコミュニティを基盤とした健康・栄養課題（特に
成人期および高齢期）の発見と解決について、疫学調査や事例調査
（実装科学）を通した研究指導を行う。
（９　加藤　孝士）
心理学的視点から、心の健康に関する課題を整理し、あわせて、量
的・質的研究について研究手法とそのスキル獲得のための研究指導
を行う。
（10　奥村　圭子）
自立支援・重症化防止事業の対象者や要介護高齢者の生活機能に対
する課題を取り上げ、地域包括ケアにおける栄養・食生活改善につ
いての研究指導を行う。

授業科目 健康栄養科学特別研究Ⅰ

担当教員
石井陽子・稲山貴代・横山英子・中澤弥子・加藤
孝士・草間かおる・白神俊幸・小木曽加奈・今村

晴彦・奥村圭子
必修・選択 必修

履修年次 1 授業形態 演習

授業の概要 授業目標（ねらい・到達目標）
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実施回

参考書・
参考資料
等

必要に応じて紹介する。

その他・
特記事項

社会人には履修環境を考慮し、遠隔授業（オンラ
イン授業）を取り入れながらすすめる。曜日・時
限等の詳細は学生から教員に相談・調整するこ
と。

授業外における学習（事前・事後学習等） 質問や相談への対応
研究テーマと関連する文献・資料を十分読み込んでから授業にのぞむこと。
ゼミ等で得た知識とスキルを、自らの研究にどのように活かすことができる
か、深く考える時間をとって自身の研究計画をすすめること。
研究計画書作成に必要な作業は授業外学習で行う。

指導教員のオフィスアワーを確認すること。質問・相談の方
法は、指導教員と相談し、決めること。

教科書・
テキスト

必要に応じて資料を配布する。

受講生に
望むこと

研究計画の作成にあたっては、指導教員と密に相
談・議論しながら、実現可能性の高いものとなる
ようにすること。

レポート 80 研究計画書を評価する。

授業への
取組

20
授業への参加態度（特別研究への取り組み、ゼミ
での発言・議論のアクティビティ、課題発表のク
オリティなど）を評価する。

成績評価方法と基準

評価項目
割合
（%）

評価基準 評価項目
割合
（%）

評価基準

研究計画書作成の基本1
｜
28
回 研究計画書作成のための実験・調査方法

研究計画書作成のための統計解析

データ収集・解析の方法と実践

研究計画書の作成（1）：仮説検証のためのストーリーづくり

研究計画書の作成（2）：仮説検証のための方法論の妥当性

研究報告・発表会のためのプレゼンテーションスキル

総括：成果報告

文献検索と要約（データベース検索とハンドサーチ、エビデンステーブルの作成など）

各自の研究テーマに関連する論文抄読

研究小史作成のための文献活用と要約

授　業　計　画

授業内容

オリエンテーション

健康･栄養・食の分野の研究法の基礎

研究テーマの選択・決定
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単位数 4

開講学期 通年 対象学生 健康栄養科学

研究計画をもとに、実験･調査等の実施、データの収集と解析、議
論・考察するための研究指導を進め、その成果として修士論文を作
成するための論文指導を行う。

健康・栄養・食に関する、高度かつ専門的な知識と技能を理解し、説
明できる。
課題を発見・設定して、その複雑・困難な課題に対して解決できる。
特別研究を通して、社会をけん引できる新たな発想を説明できる。
科学的根拠に基づき持続可能な社会の構築に向けた具体的な方策を提
案できる。
科学的根拠に基づいた研究成果を発表し、修士論文を執筆できる。

授業科目 健康栄養科学特別研究Ⅱ

担当教員
石井陽子・稲山貴代・横山英子・中澤弥子・加藤
孝士・草間かおる・白神俊幸・小木曽加奈・今村

晴彦・奥村圭子
必修・選択 必修

履修年次 2 授業形態 演習

授業の概要 授業目標（ねらい・到達目標）

担当指導教員が指導する主な研究課題は、次のとおりである。
（１　稲山　貴代）
専門領域は応用栄養学・健康教育・公衆栄養学である。研究テーマ
の概要は、知的障がい児・者や地域在住高齢者を対象とした肥満対
策あるいはフレイル予防を目的とした健康づくり支援システムの開
発である。
（２　横山　英子）
専門領域は生化学・食生活学である。研究テーマは脂質代謝の調節
機構の解明と摂食障害の病態理解・予防啓発である。
（３　中澤　弥子）
専門領域は食文化研究である。研究テーマは、生活文化も含めて日
本を含む世界の食文化の特徴やその形成や変容について明らかにす
ることである。
（４　石井　陽子）
専門領域は病態生理学・病理学である。研究テーマの概要は生体の
恒常性維持に関する諸因子の作用機序の解明である。
（５　草間　かおる）
専門領域は公衆栄養学、国際保健である。研究テーマの概要は栄養
ハイリスク者の栄養評価である。
（６　白神　俊幸）
専門領域は分子栄養学・病態栄養学である。研究テーマの概要は、
腸管上皮における栄養素輸送担体の調節機構の解明と疾病の予防や
治療に向けた基礎検討である。
（７　小木曽　加奈）
専門領域は食品産業分野による農芸化学・食品科学である。研究
テーマの概要は地域の未利用資源を対象に分析・加工を通じて有効
活用方法である。
（８　今村　晴彦）
専門領域は社会疫学、コミュニティヘルス、実装科学である。研究
テーマの概要は、地域や職域における社会環境（特にコミュニ
ティ）に着目した、健康・栄養に関する課題発見と解決手法（政策
を含む）の開発・評価である。
（９　加藤　孝士）
専門領域は、発達心理学・教育心理学である。研究テーマは、こど
もやこどもの支援に関わる人物が健康的に生活するための支援方法
である。
（10　奥村　圭子）
専門領域は応用栄養学、臨床栄養学である。研究テーマの概要は地
域保健・医療・介護・福祉の自立支援・重症化防止に関連した栄養
課題の解決である。

教授方法
担当指導教員を指導のもと、研究をすすめる。研究の進行状況に合わせて、授業計画の順番を適宜変更しながらすすめ
る。

履修条件 ヘルス・ニュートリション特別研究Ⅰの単位を修得しておくこと。
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実施回

成績評価方法と基準

評価項目
割合
（%）

評価基準 評価項目
割合
（%）

評価基準

受講生に
望むこと

修士論文の作成にあたっては、指導教員と密に議
論しながら、着実にすすめていく。
研究成果を学外の学術集会等で発表する。

成果発表 100
教育目標の達成度をもとに、最終試験（口頭試
問）、公開研究発表会での発表、修士論文をもっ
て評価する。

参考書・
参考資料
等

必要に応じて紹介する。

その他・
特記事項

社会人には履修環境を考慮し、遠隔授業（オンラ
イン授業）を取り入れながらすすめる。曜日・時
限等の詳細は学生から教員に相談・調整するこ
と。

授業外における学習（事前・事後学習等） 質問や相談への対応
授業外学習で研究に必要な作業をすすめる。 指導教員のオフィスアワーを確認すること。質問・相談の方

法は、指導教員と相談し、決めること。

教科書・
テキスト

必要に応じて資料を配布する。

オリエンテーション

成果発表

1
｜
28
回

論文抄読：国内外の先行研究論文の抄読。自身の研究との比較と議論

学会等での発表準備（プレゼン資料の準備、質疑応答準備）と発表

修士論文の作成

研究ミーティング：研究計画の進行状況の確認と修正、研究データの解析、研究結果についての議論

授　業　計　画

授業内容
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