
学年 講　　師 実務経験等 単位 時間

１学年 基礎分野 心理学Ⅰ 栗原　博士 臨床心理士 1 30

心理学Ⅱ 栗原　博士 臨床心理士 1 30

体育 田中　洋典 1 30

専門基礎分野 病理学 市川　徹郎 病院病理学医師 1 15

微生物学 上原　良雄 元臨床検査技師 1 30

保健医療論 寺田　克 病院長 1 15

専門分野 基礎看護学 看護学概論 半藤　徳子 臨床経験７年 1 30

看護理論 富澤　敦美 臨床経験32年 1 15

コミュニケーション技術 三井　洋子 保健師 1 30

基礎看護技術Ⅰ 富澤　敦美 臨床経験32年 1 30

基礎看護技術Ⅱ 金塚　孝司 臨床経験34年 1 20

関あゆみ 臨床経験９年

佐藤　理紗 臨床経験７年

基礎看護技術Ⅳ 益満恵美子 臨床経験９年 2 45

フィジカルアセスメントⅠ町田　久美 臨床経験５年 1 30

臨床看護総論 ペタス裕子 臨床経験16年 1 30

看護過程Ⅰ 和田　光子 臨床経験12年 1 30

地域・在宅 地域・社会学演習 宮本　千絵 臨床経験12年 1 20

成人 成人看護学概論 青木佐知子 臨床経験20年 1 30

老年 老年看護学概論 松沢　土子 臨床経験26年 1 30

母性 母性看護学概論 小林　康子 臨床経験13年 1 30

実習 基礎看護学実習Ⅰ 全専任教員 2 60

１学年　計 23 610

実務経験のある教員等による授業科目一覧

科　　　　目

人間と生活・社会
の理解

疾病の成り立ちと
回復の促進

1 30基礎看護技術Ⅲ



学年 講　　師 実務経験等 単位 時間

実務経験のある教員等による授業科目一覧

科　　　　目

２学年 基礎分野 人間関係論Ⅱ 島崎　晋亮 野外活動系主催者 1 30

専門基礎分野 小坂　充 病院医師

坂口　幸治 病院医師

丸山　隆久 病院医師

森廣　雅人 病院医師

小林　永幸 病院医師

小池　清一 病院医師

若宮　一宏 病院医師

飯高　雅夫 病院医師

堀田　大輔 病院医師

佐藤　清隆 病院医師

疾病と治療論Ⅳ 南　　勇樹 病院医師 1 20

清水　俊行 病院医師

猪瀬　康行 認定看護師

竹前寿美子 認定看護師

坂下　一夫 病院医師

中澤　和徳 理学療法士

竹内　晴美 作業療法士

石巻　晃 言語聴覚士

専門分野Ⅰ 基礎看護学 臨床看護総論Ⅱ 金塚　孝司 臨床経験34年 1 30

看護過程Ⅱ 関　あゆみ 臨床経験９年 1 15

事例演習 和田　光子 臨床経験12年 1 30

基礎看護方法Ⅱ 益満恵美子 臨床経験９年 1 30

専門分野Ⅱ 成人 小市　洋子 病院看護師

柳沢　拓也 認定看護師

黒岩　翼 病院看護師

伊藤　佳孝 病院看護師

青木佐知子 臨床経験20年

成人看護方法Ⅰ 町田　久美 臨床経験５年 1 20

老年 松沢　土子 臨床経験26年

山岸　里美 認定看護師

山岸　明広 病院看護師

柴本　幸子 認定看護師

金塚　孝司 臨床経験34年

老年看護方法Ⅰ 松沢　土子 臨床経験26年 1 15

小児 小児看護学概論 和田　光子 臨床経験12年 1 30

丸山さやか 認定看護師

佐藤　理紗 臨床経験7年

小児看護方法Ⅰ 佐藤　理紗 臨床経験7年 1 15

母性 母性看護学概論 小林　康子 臨床経験13年 1 30

母性援助論Ⅰ 小林　康子 臨床経験13年 1 30

精神 精神看護学概論 ペタス裕子 臨床経験16年 1 30

長峯　清英 病院医師

丸山　喜弘 臨床心理

実習 基礎看護学実習Ⅱ 全専任教員 2 90

成人看護学実習Ⅰ 全専任教員 2 90

老年看護学実習Ⅰ 松沢　土子 臨床経験26年 2 90

小児看護学実習Ⅰ 和田　光子 臨床経験12年 1 45

２学年　計 30 915

小児援助論Ⅰ 1 30

精神援助論Ⅰ 1 30

老年援助論Ⅰ 1 30

老年援助論Ⅱ 1 30

リハビリテーション学 1 15

成人援助論Ⅰ 1 30

疾病と治療論Ⅲ 1 30

治療論 1 20

疾病の成り立ちと
回復の促進 疾病と治療論Ⅰ 1 30

疾病と治療論Ⅱ 1 30



学年 講　　師 実務経験等 単位 時間

実務経験のある教員等による授業科目一覧

科　　　　目

３学年 専門基礎分野 市川　徹郎 病院医師

柴田　　綾 臨床検査技師

山田　慎之介放射線技師

社会福祉論 平山　茂光 元社会福祉士 2 30

松本　清美 保健師

風間なつ美 保健師

六川　美里 保健師

西村　美紀 保健師

専門分野Ⅰ 基礎看護学 フィジカルアセスメント 有賀　潤 病院看護師 1 30

事例研究 小林　康子 臨床経験13年 1 30

専門分野Ⅱ 成人 千脇　洋子 病院看護師

中村　　歩 認定看護師

岩城　知美 病院看護師

山岸　明広 病院看護師

北島加奈子 病院看護師

猪瀬　康行 病院看護師

山岸　大祐 病院看護師

樋口　尚宏 病院看護師

成人看護方法Ⅱ 町田　久美 臨床経5年 1 15

老年 老年援助論Ⅲ 益満恵美子 臨床経験９年 1 15

老年看護方法Ⅱ 松沢　土子 臨床経験26年 1 15

小児 小児援助論Ⅱ 佐藤　理紗 臨床経験7年 1 30

母性 栁澤　佑佳 病院助産師

深井　未菜 病院助産師

青木　結愛 病院助産師

母性援助論Ⅲ 湯本　京子 助産師 1 15

精神 熊谷　照美 病院看護師

大蔵　真理 病院看護師

精神看護方法 ペタス裕子 臨床経験16年 1 30

統合分野 在宅 在宅看護概論 宮本　千絵 臨床経験12年 1 30

在宅援助論Ⅰ 宮本　千絵 臨床経験12年 1 15

渡辺　竹美 病院看護師

三井　美穂 病院看護師

上松　美枝 病院看護師

黒鳥　美幸 病院看護師

古川　賢一 病院医師

石田　一幸 理学療法士

西澤さとみ 薬剤師

統合と実践 総合看護Ⅰ 富井　直美 病院看護師 1 15

総合看護Ⅱ 米澤祐美子 病院看護師 1 15

総合看護Ⅴ 富澤　敦美 臨床経験32年 2 45

実習 老年看護学実習Ⅱ 全専任教員 2 90

成人看護学実習Ⅱ 全専任教員 2 90

精神看護学実習 ペタス裕子 臨床経験16年 2 90

３学年　計 30 795

在宅援助論Ⅱ 1 30

母性援助論Ⅱ 1 30

精神援助論Ⅱ 1 30

成人援助論Ⅱ 1 30

成人援助論Ⅲ 1 30

臨床検査 1 15

公衆衛生 2 30



学年 講　　師 実務経験等 単位 時間

実務経験のある教員等による授業科目一覧

科　　　　目

４学年 基礎分野 人間関係論Ⅰ 大川原憲司 臨床心理士 1 30

専門基礎分野 田丸　冬彦 病院医師

牧下　英夫 病院医師

塚田　晃裕 病院医師

清水　勝利 病院医師

山田　哲也 病院医師

相澤　仁志 病院医師

専門分野Ⅱ 成人 齋藤　彰子 認定看護師

山本　知美　認定看護師

成人看護方法Ⅲ 青木佐知子 臨床経験20年 1 15

芳賀　了 大学助教

小児 矢野　恵理 病院認定看護師

小笠原真織 病院専門看護師

小林佳菜絵 病院看護師

小児看護方法Ⅱ 佐藤　理紗 臨床経験７年 1 15

精神 柳澤　美紀 認定看護師

吉池　慎一 精神保健福祉士

影山真由美 訪問看護師

ペタス裕子 臨床経験16年

母性 母性看護方法 小林　康子 臨床経験13年 1 30

在宅 在宅援助論Ⅲ 西村浩太朗 1 15

在宅看護方法 宮本　千絵 臨床経験12年 1 30

統合分野 看護の統合と実践 家族看護論 片塩　幸 施設看護師 1 15

金子　秀夫 病院看護師

古村　英稔 病院看護師

齊藤　依子 看護部長

佐藤　千鶴 副看護部長

戸谷　佳美 副看護部長

総合看護Ⅵ 町田　久美 臨床経験５年 2 45

総合看護方法 益満恵美子 臨床経験9年 1 30

実習 母性看護実習 小林　康子 臨床経験13年 2 90

小児看護学実習Ⅱ 和田　光子 臨床経験12年 2 90

成人看護学実習Ⅲ 青木佐知子 臨床経験20年 2 90

在宅看護実習 宮本　千絵 臨床経験12年 2 90

統合実習 全専任教員 2 90

４学年　計 26 800

　合　　計 109 3,120

総合看護Ⅳ 1 15

精神援助論Ⅲ 1 15

総合看護Ⅲ 1 20

成人援助論Ⅳ 1 30

小児援助論Ⅲ 1 15

疾病と治療論Ⅳ 1 30


