
■プログラムの名称「医学物理学基礎」

概 要

現代の医療はX線CT、MRI、画像誘導放射線治療装置等の物理学を応用して開発された多くの先端技術に支え
られており、これら先端技術の役割は益々大きくなってきている。医学物理学は基礎科学である物理学を積極的
に医療に生かし、医療の発展に貢献することを目的とする学問分野であり、その専門家である医学物理士は専門
知識や技術を生かして医療の現場で診断・治療装置に関する情報を科学的見地から総合的に判断し、適切に医療
に反映させる役割を持っている。本副専攻は、放射線治療分野の医学物理士を目指す学生や医学物理学領域の研
究開発に関心を持つ学生が、医学物理学の基礎を学ぶためのプログラムである。

ね ら い

将来、医学物理士を目指す学生や、医学物理領域の研究開発分野での活躍を志す学生にとって必要な基礎知
識・能力の習得を目的とする。具体的には、医学物理士に要求される能力（数式及び数値処理能力、物理的現象
を利用して機械装置を正しく操作する能力、実験や計算結果を正しく分析し判断する能力、論理的思考能力等）
を育成する。このために、医学領域の学生にとっては科学的思考能力を培うことができ、また物理工学系学生に
とっては医学物理領域の基礎的知識を修得できるカリキュラムを構成する。なお、医学物理学分野の大学院への
接続を意識した履修科目を配置しており、本プログラムの履修を通して学生諸君が研究・開発能力を身に付け、
医学物理学の基礎知識を修得し、より高度な医学物理学領域の専門へ円滑に展開できることを意図している。

到達目標
１．物理現象を理解し、探究又は応用するための基礎物理学的思考ができる。
２．放射線物理、放射線診断物理、核医学及び放射線治療学の医学物理の基礎
を理解できる。

３．医学物理学分野の大学院へ進むために必要な基礎学力を身に付ける。
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認定条件
及び評価
の 方 法

【各プログラム共通の認定条件】
・本副専攻プログラムの「入門科目」を、「第３年次末」までに履修し、その単位を修得していること。
・卒業時の総修得単位数が、所属する学部の卒業要件単位数に「12単位」以上を加えたものであること。
・本副専攻プログラムが定めた授業科目から「24単位」以上を修得していること。
・卒業時の全科目のＧＰＡが、「2.5」以上であること。

【各プログラム独自の認定条件等】
・理学部物理学プログラム学生は、コア科目Ａ１は共通認定条件の24単位には含めず、Ａ２、Ａ３、Ｂ２、Ｃ２
から12単位以上を修得すること。
・放射線技術科学専攻学生は、コア科目Ａ２は共通認定条件の24単位には含めず、Ａ１、Ｂ１、Ｃ１から12単
位以上を修得すること。�　
・理学部物理学プログラム学生以外の理工系学生は、コア科目Ａ１から６単位以上、Ａ２、Ａ３からそれぞれ1
科目以上合計６単位以上を修得すること。
・放射線技術科学専攻以外の医歯学系学生は、コア科目Ａ３は副専攻科目の単位には含めない。またＡ１から６
単位以上、Ａ２から６単位以上を修得すること。
・原則として自然科学系学生，医歯学系学生を対象とした副専攻プログラムである。

プログラ
ムの紹介

本副専攻「医学物理学基礎」は、放射線などの物理現象を診断・治療の医療に応用する分野として発展してきた「医学
物理学」の学問領域への導入を図り、医学物理学分野の大学院への接続を考慮したプログラムです。近年、特にがん治療
における放射線治療の役割は増大し、その放射線治療の適切な実施のための専門医療職者として、医学物理士が注目され
ています。治療分野の医学物理士の業務は、放射線治療計画に用いられるビームデータ測定・管理や、線量分布の最適化、
治療装置・関連機器の性能保証、治療精度検証、そして研究開発、教育、患者の医学物理的質問への対応などです。
我が国においては、医学物理士の社会的認知度はまだまだ十分ではありませんが、文部科学省のがんプロフェッショナ

ル養成基盤推進プランの中でも、がん医療の専門家として治療分野医学物理士養成が課題の一つになっています。
本プログラムは医学物理学分野の大学院への接続を視野に入れ、学部レベルにおいて医学物理

の基礎を学ぶプログラムです。
本プログラムにおける専門科目履修には、オンライン授業については他主専攻からの受講を認

めているものがあります。また、対面授業については五十嵐キャンパス（理学部理学科物理学プ
ログラム）と旭町キャンパス（医学部保健学科）をインターネット回線で結んだ遠隔授業システ
ムを使用するものもあります。詳しくは所属学部キャンパスの副専攻代表教員にお問い合わせく
ださい。なお、これらの専門科目受講の際には原則として入門科目「医学物理学入門」の受講を
条件とします。
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■授業科目リスト（掲載されている学期・曜・限は変更される場合があります。）
「医学物理学基礎」

医
学
物
理
学
基
礎

属性区分　　R：必修科目／A1：コア科目（基礎物理）／A2：コア科目（放射線技術）／A3：コア科目（基礎医学）
　　　　　　B1：関連科目（物理）／B2：関連科目（放射線技術）／C1：展開科目（物理）／C2：展開科目（放射線技術）
　�遠隔授業システムについては今年度前期は使用しない予定です。後期については所属学部キャンパスの副専攻代表教員にお問い合わせください。
　�専門科目（SコードMコード）についてオンライン授業形式で他主専攻からの受講を認めている科目については「他主専攻」の項目を確認して下さい。
（○：他主専攻学生の受講可／×：不可）なお定員超過の場合、受講できない場合があります。また、試験等を対面で行うものもあるのでシラバスを確
認してください。詳細については所属キャンパスの副専攻代表教員にお問い合わせください。
分類 属性 開講番号 開講科目名 単位 学期 ターム 曜限 形式 授業担当者 所属 分野 水準 他主専攻 キャンパス

1 コア R 220Q9024 医学物理学入門【入門科目】 1 第2学期 第3ターム 水・金H・T 大坪　隆・他 自然科学系（理学部） 99 03 五十嵐
2 コア A1 221G5015 物理学基礎 A Ⅰ 2 第1学期 第1ターム 木1・2 講義 大野　義章 自然科学系（理学部） 43 03 五十嵐
3 コア A1 220G5016 物理学基礎 A Ⅰ 2 第1学期 第1・2ターム 月5 講義 淺賀　岳彦 自然科学系（理学部） 43 03 五十嵐
4 コア A1 220G5510 物理学基礎 A Ⅱ 2 第2学期 第3・4ターム 水3 講義 奥西　巧一 自然科学系（理学部） 43 03 五十嵐
5 コア A1 220G5516 物理学基礎 CII 2 第2学期 第3・4ターム 火1 講義 大坪　隆 自然科学系（理学部） 43 03 五十嵐
6 コア A1 220G6018 物理学基礎実験 2 第1学期 第1・2ターム 水3・4 実験 小林　公一・他 医歯学系（医学部保健学科） 43 03 五十嵐
7 コア A1 224S0560 基礎ベクトル解析 2 第2学期 第4ターム 火・金2 講義 石川　文洋 自然科学系（理学部） 43 03 五十嵐
8 コア A1 220S0558 解析力学 2 第1学期 第1・2ターム 火4 講義 江尻　信司 自然科学系（理学部） 43 03 − 五十嵐
9 コア A1 221S2507 電磁気学 IA 1 第1学期 第1ターム 月4 講義 西　亮一 自然科学系（理学部） 43 04 ○ 五十嵐

10 コア A1 222S2508 電磁気学 IB 1 第1学期 第2ターム 月4 講義 西　亮一 自然科学系（理学部） 43 04 ○ 五十嵐
11 コア A1 223S2509 電磁気学 IIA 1 第2学期 第3ターム 月5 講義 大村　彩子 自然科学系（理学部） 43 04 ○ 五十嵐
12 コア A1 224S2510 電磁気学 IIB 1 第2学期 第4ターム 月5 講義 大村　彩子 自然科学系（理学部） 43 04 ○ 五十嵐
13 コア A1 221S2517 振動論と微分方程式 2 第1学期 第1ターム 火・金2 講義 早坂　圭司 自然科学系（理学部） 43 04 − 五十嵐
14 コア A1 220S2518 複素解析 2 第2学期 第3・4ターム 月3 講義 本郷　優 自然科学系（理学部） 43 04 − 五十嵐
15 コア A1 223S2520 熱力学 A 1 第2学期 第3ターム 木1 講義 摂待　力生 自然科学系（理学部） 43 03 ○ 五十嵐
16 コア A1 224S2521 熱力学 B 1 第2学期 第4ターム 金1 講義 摂待　力生 自然科学系（理学部） 43 03 ○ 五十嵐
17 コア A1 223S2515 量子力学序論 A 1 第2学期 第3ターム 月4 講義 小池　裕司 自然科学系（理学部） 43 03 ○ 五十嵐
18 コア A1 224S2516 量子力学序論 B 1 第2学期 第4ターム 月4 講義 小池　裕司 自然科学系（理学部） 43 03 ○ 五十嵐
19 コア A1 220S2001 量子力学 I 2 第1学期 第1・2ターム 木2 講義 松尾　正之 自然科学系（理学部） 43 04 ○ 五十嵐
20 コア A1 220S2005 統計力学 I 2 第1学期 第1・2ターム 月3 講義 奥西　巧一 自然科学系（理学部） 43 04 ○ 五十嵐
21 コア A2 220M5310 放射線物理学Ⅰ 2 第1学期 第1・2ターム 木3 講義 齋藤　正敏 医歯学系（医学部保健） 43 24 × 旭町
22 コア A2 220M5311 放射線物理学Ⅰ演習 1 第2学期 第3・4ターム 木3 演習 齋藤　正敏 医歯学系（医学部保健） 43 24 × 旭町
23 コア A2 220M5313 放射線計測学Ⅰ及び演習 1 第2学期 第3・4ターム 月3 演習 齋藤　正敏 医歯学系（医学部保健） 43 24 × 旭町
24 コア A2 220M5314 放射線計測学Ⅱ 2 第1学期 第1・2ターム 月3 講義 齋藤　正敏 医歯学系（医学部保健） 43 24 × 旭町
25 コア A2 220M5318 放射線生物学及び演習 1 第1学期 第1・2ターム 月3 演習 笹本　龍太 医歯学系（医学部保健） 57 24 ○ 旭町
26 コア A2 220M5324 放射線機器工学Ⅰ 2 第2学期 第3・4ターム 火2 講義 大久保　真樹・他 医歯学系（医学部保健） 87 24 × 旭町
27 コア A2 220M5325 放射線機器工学Ⅱ 2 第1学期 第1・2ターム 金2 講義 大久保　真樹・他 医歯学系（医学部保健） 87 24 × 旭町
28 コア A2 220M5328 医用機器工学及び演習 1 第1学期 第1・2ターム 月2 演習 大久保　真樹・他 医歯学系（医学部保健） 87 24 × 旭町
29 コア A2 220M5343 医用画像工学 2 第2学期 第3・4ターム 火3 講義 近藤　世範 医歯学系（医学部保健） 87 24 ○ 旭町
30 コア A2 220M5349 核医学検査技術学Ⅰ 2 第2学期 第3・4ターム 水2 講義 山崎　芳裕 医歯学系（医学部保健） 87 24 × 旭町
31 コア A2 220M5351 核医学検査技術学Ⅲ 2 第2学期 第3・4ターム 金2 講義 成田　啓廣 医歯学系（医学部保健） 87 24 ○ 旭町
32 コア A2 220M5354 放射線治療技術学Ⅰ 2 第2学期 第3・4ターム 金1 講義 笹本　龍太・他 医歯学系（医学部保健） 87 24 ○ 旭町
33 コア A2 220M5355 放射線治療技術学Ⅱ 2 第1学期 第1・2ターム 金1 講義 早川　岳英・他 医歯学系（医学部保健） 87 24 ○ 旭町
34 コア A2 220M5356 放射線治療技術学Ⅲ 2 第2学期 第3・4ターム 月2 講義 笹本　龍太・他 医歯学系（医学部保健） 87 24 ○ 旭町
35 コア A3 220M8001 人体の構造と機能Ⅰ 2 第1学期 第1・2ターム 月2 講義 目黒　玲子・他 医歯学系（医学部保健） 80 23 − 五十嵐
36 コア A3 220M8002 人体の構造と機能Ⅱ 2 第2学期 第3・4ターム 月5 講義 小山　諭・他 医歯学系（医学部保健） 80 23 − 五十嵐
37 コア A3 220M5009 疾病の原因と成り立ち（放射） 2 第1学期 第1・2ターム 金1・2 講義 佐藤　充・他 医歯学系（医学部保健） 80 23 ○ 旭町
38 関連 B1 221G5003

数学基礎 A1 1
第1学期 第1ターム 水1 講義 山田　修司 自然科学系（理学部） 41 03 五十嵐

39 関連 B1 221G5005 第1学期 第1ターム 水1 講義 渡邉　恵一 自然科学系（理学部） 41 03 五十嵐
40 関連 B1 223G5501 第2学期 第3ターム 水3 講義 未定 未定 41 03 五十嵐
41 関連 B1 222G5004

数学基礎 A2 1
第1学期 第2ターム 水1 講義 山田　修司 自然科学系（理学部） 41 03 五十嵐

42 関連 B1 222G5006 第1学期 第2ターム 水1 講義 渡邉　恵一 自然科学系（理学部） 41 03 五十嵐
43 関連 B1 224G5502 第2学期 第4ターム 水3 講義 未定 未定 41 03 五十嵐
44 関連 B1 221G5007

数学基礎 B1 1
第1学期 第1ターム 金3 講義 星　明考 自然科学系（理学部） 41 03 五十嵐

45 関連 B1 221G5009 第1学期 第1ターム 水3 講義 小島　秀雄 自然科学系（理学部） 41 03 五十嵐
46 関連 B1 223G5503 第2学期 第3ターム 水2 講義 田中　環 自然科学系（理学部） 41 03 五十嵐
47 関連 B1 222G5008

数学基礎 B2 1
第1学期 第2ターム 金3 講義 星　明考 自然科学系（理学部） 41 03 五十嵐

48 関連 B1 222G5010 第1学期 第2ターム 水3 講義 小島　秀雄 自然科学系（理学部） 41 03 五十嵐
49 関連 B1 224G5504 第2学期 第4ターム 水2 講義 田中　環 自然科学系（理学部） 41 03 五十嵐
50 関連 B1 休講 極微の世界 2 講義 43 03
51 関連 B1 221S2511 物理学演習 A 1 第1学期 第1ターム 水2 演習 根本　祐一 自然科学系（理学部） 43 14 × 五十嵐
52 関連 B1 222S2512 物理学演習 B 1 第1学期 第2ターム 水2 演習 根本　祐一 自然科学系（理学部） 43 14 × 五十嵐
53 関連 B1 223S2513 物理学演習 C 1 第2学期 第3ターム 水2 演習 根本　祐一 自然科学系（理学部） 43 14 × 五十嵐
54 関連 B1 224S2514 物理学演習 D 1 第2学期 第4ターム 水2 演習 根本　祐一 自然科学系（理学部） 43 14 × 五十嵐
55 関連 B1 221S2526 電気力学 A 1 第1学期 第1ターム 金4 講義 西　亮一 自然科学系（理学部） 43 04 × 五十嵐
56 関連 B1 222S2527 電気力学 B 1 第1学期 第2ターム 金4 講義 西　亮一 自然科学系（理学部） 43 04 × 五十嵐
57 関連 B1 休講 エレクトロニクス A 1 講義 43 04
58 関連 B1 休講 エレクトロニクス B 1 講義 43 04
59 関連 B1 221S2530 特殊相対論 A 1 第1学期 第1ターム 水1 講義 中野　博章 自然科学系（理学部） 43 04 ○ 五十嵐
60 関連 B1 222S2531 特殊相対論 B 1 第1学期 第2ターム 水1 講義 中野　博章 自然科学系（理学部） 43 04 ○ 五十嵐
61 関連 B2 休講 医療と放射線 2 講義 87 03
62 関連 B2 220M8004 医療と画像技術 2 第2学期 第3・4ターム 火4 講義 高橋　直也・他 医歯学系（医学部保健学科） 87 03 五十嵐
63 関連 B2 223M8355 医用放射線技術の歴史 1 第2学期 第3ターム 火5 講義 宇都宮　悟・他 医歯学系（医学部保健学科） 87 04 五十嵐
64 関連 C1 220S2519 波動とフーリエ解析 2 第2学期 第3・4ターム 金3 講義 吉森　明 自然科学系（理学部） 43 04 − 五十嵐
65 関連 C1 223S2534 量子力学 IIA 2 第2学期 第3ターム 火・金2 講義 淺賀　岳彦 自然科学系（理学部） 43 04 − 五十嵐
66 関連 C1 223S2540 統計力学 IIA 2 第2学期 第3ターム 月1・2 講義 大野　義章 自然科学系（理学部） 43 04 − 五十嵐
67 関連 C1 224S2535 量子力学 IIB 2 第2学期 第4ターム 火・金2 演習 淺賀　岳彦 自然科学系（理学部） 43 14 − 五十嵐
68 関連 C1 224S2541 統計力学 IIB 2 第2学期 第4ターム 月1・2 演習 大野　義章 自然科学系（理学部） 43 14 − 五十嵐
69 関連 C1 220S2549 原子核物理学 2 第1学期 第1・2ターム 水2 演習 松尾　正之 自然科学系（理学部） 43 14 − 五十嵐
70 関連 C2 220M5305 電子工学演習  1 第2学期 第3・4ターム 木3 演習 小林　公一 医歯学系（医学部保健学科） 51 14 − 旭町
71 関連 C2 220M5306 電子・システム工学実験  1 第1学期 第1・2ターム 金3・4 実験 大久保　真樹・他 医歯学系（医学部保健学科） 51 14 − 旭町
72 関連 C2 220M5312 放射線物理学Ⅱ及び演習  1 第2学期 第3・4ターム 水3 演習 齋藤　正敏 医歯学系（医学部保健学科） 43 14 − 旭町
73 関連 C2 休講 放射性廃棄物処理法  2 講義 87 05
74 関連 C2 222M5341 超音波技術学  1 第1学期 第2ターム 金3 講義 髙橋　直也・他 医歯学系（医学部保健学科） 87 14 − 旭町
75 関連 C2 223M5347 医用画像処理工学演習  1 第2学期 第3ターム 水4・5 演習 岡本　昌士・他 医歯学系（医学部保健学科） 87 14 − 旭町
76 関連 C2 224M5348 医用情報システム概論  1 第2学期 第4ターム 水3 講義 近藤　世範 医歯学系（医学部保健学科） 87 14 − 旭町
77 関連 C2 220M5357 放射線治療学演習 1 第2学期 第3・4ターム 木1 演習 早川　岳英・他 医歯学系（医学部保健学科） 87 14 − 旭町
78 関連 C2 220M5358 放射線治療計画法演習 1 第1学期 第1・2ターム 金4 演習 笹本　龍太・他 医歯学系（医学部保健学科） 81 14 − 旭町


