
○2020年度 看護学科 実務経験教員 担当科目

基本教育科目/人間力の養成 他者理解と信頼関係 1 30 前期 瀧口

基本教育科目/人間の理解 生活健康学 2 30 前期 金

基本教育科目/学習力の養成 スタートアッププログラムⅠ 2 60 前期

山﨑（洋）、石野、平
尾、藤井、望月、窪
川、小林、中溝、溝
口、森川、山田、佐
野、田中、堀口、渡
邉、伊丹、久島、山
﨑（さ）、吉岡

専門教育関連科目/健康と健康障害の理解 人体構造機能学Ⅰ 1 30 前期 小川

専門教育関連科目/健康と健康障害の理解 人体構造機能学Ⅱ 2 60 前期 小川

専門教育関連科目/健康と健康障害の理解 人体構造機能学Ⅲ 1 30 前期 小川

専門教育関連科目/環境の理解 公衆衛生学 1 15 前期 藤井

専門教育関連科目/環境の理解 疫学 2 30 前期 藤井

専門教育関連科目/環境の理解 保健医療福祉行政論Ⅰ 1 15 前期 望月

専門教育関連科目/環境の理解 保健医療福祉行政論Ⅱ 2 30 前期 望月

専門教育科目/看護の基本 看護学概論 2 30 前期 平尾

専門教育科目/看護の基本 看護援助方法論Ⅰ 2 60 通年 中溝、溝口、窪川、久島

専門教育科目/看護の基本 看護援助方法論Ⅱ 1 30 前期 溝口、中溝、窪川

専門教育科目/看護の基本 看護過程演習 1 30 前期 窪川、平尾、中溝、溝口、久島

専門教育科目/看護の基本 フィジカルアセスメント 2 60 後期 窪川

専門教育科目/看護の基本 看護倫理 1 15 前期 小林

専門教育科目/看護の基本 健康教育 1 30 前期 伊丹、山崎（洋）

専門教育科目/看護の基本 基礎看護学実習Ⅰ 1 45 後期 平尾、中溝、溝口、窪川

専門教育科目/看護の基本 基礎看護学実習Ⅱ 2 90 前期 平尾、中溝、溝口、窪川、久島

専門教育科目/看護の展開/成人看護学 成人看護援助論Ⅱ 2 60 前期 小林、吉岡

専門教育科目/看護の展開/成人看護学 成人看護援助論Ⅲ 1 30 前期 小林、吉岡、堀口

専門教育科目/看護の展開/老年看護学 老年看護援助論Ⅱ 1 30 前期 佐野、山崎（さ）

専門教育科目/看護の展開/小児看護学 小児看護援助論Ⅰ 2 60 後期 山田

専門教育科目/看護の展開/小児看護学 小児看護援助論Ⅱ 1 30 前期 山田

専門教育科目/看護の展開/小児看護学 小児看護学実習 2 90 後期 山田

専門教育科目/看護の展開/母性看護学 母性看護学概論 1 15 前期 小野寺

専門教育科目/看護の展開/母性看護学 母性看護援助論Ⅱ 1 30 前期 田中

専門教育科目/看護の展開/精神看護学 精神看護学概論 1 15 前期 石野

専門教育科目/看護の展開/精神看護学 精神看護援助論Ⅱ 1 30 前期 森川、石野

専門教育科目/看護の展開/精神看護学 精神看護学実習 2 90 後期 石野、森川

専門教育科目/看護の展開/在宅看護学 在宅看護学概論 2 30 前期 山﨑（洋）、渡邉

専門教育科目/看護の展開/在宅看護学 在宅看護援助論Ⅰ 1 30 後期 山﨑（洋）、伊丹、渡邉

専門教育科目/看護の展開/在宅看護学 在宅看護援助論Ⅱ 1 30 前期 山﨑（洋）、渡邉

専門教育科目/看護の展開/在宅看護学 在宅看護学実習Ⅰ（地域） 1 45 後期 山﨑（洋）、望月、伊丹、渡邉

専門教育科目/看護の展開/在宅看護学 在宅看護学実習Ⅱ（訪問看護ステーション） 2 90 後期 山﨑（洋）、望月、伊丹、渡邉

専門教育科目/看護の統合と発展 災害看護論 1 30 前期 山﨑（洋）

専門教育科目/看護の統合と発展 他職種連携活動論 1 30 後期 山﨑（洋）、伊丹

専門教育科目/看護の統合と発展 看護総合実習 2 90 前期

石野、平尾、藤井、
窪川、小林、中溝、
溝口、森川、山田、
佐野、田中、堀口、
久島、山﨑（さ）、吉
岡

専門教育科目/看護の統合と発展 看護マネージメント論 1 15 前期 堀口

専門教育科目/看護の統合と発展 緩和ケア論 1 15 前期 小林、井上

専門教育科目/看護の統合と発展 感染看護論 1 15 前期 堀口

専門教育科目/看護の統合と発展 医療安全論 1 15 前期 小林

専門教育科目/公衆衛生看護学 公衆衛生看護学概論Ⅱ 1 15 前期 山﨑（洋）

専門教育科目/公衆衛生看護学 公衆衛生看護支援論 2 30 前期 山﨑（洋）、望月、伊丹、渡邉

専門教育科目/公衆衛生看護学 公衆衛生看護管理論 2 30 前期 伊丹、山﨑（洋）

専門教育科目/公衆衛生看護学 公衆衛生看護学実習Ⅰ（保健所） 1 45 前期 山﨑（洋）、望月、伊丹、渡邉

専門教育科目/公衆衛生看護学 公衆衛生看護学実習Ⅱ（市町村） 4 180 前期 山﨑（洋）、望月、伊丹、渡邉
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