
※申請科⽬によって、対⾯授業を⾏う予定は異なります。（全⽇程が対⾯とは限りません。）詳細は授業担当教員に確認してください。
※追加科⽬の申請については、毎週⾦曜⽇に更新予定です。

令和3年度第1学期 対⾯授業実施希望科⽬⼀覧

学科 看護 2年 保健微⽣物学 ⼭⼝ 博之
学科 看護 2年 保健⽣理学 尾崎 倫孝
学科 看護 2年 ⽼年看護学概論 結城 美智⼦

学科 看護 2年 看護学概論 ⽮野 理⾹

学科 看護 2年 ⽣活援助看護技術Ⅰ ⽮野 理⾹

学科 看護 2年 ⽣活援助看護技術Ⅱ ⽮野 理⾹

学科 看護 2年 成⼈看護学概論 鷲⾒ 尚⼰

学科 看護 3年 臨床看護技術 佐藤 三穂

学科 看護 3年 ⺟性看護学援助論Ⅱ 中村 真弥
学科 看護 3年 地域⽣活⽀援技術論 平野 美千代
学科 看護 3年 地域看護学概論 未定
学科 看護 3年 成⼈看護学援助論Ⅱ 溝部 佳代
学科 看護 3年 ⽼年看護学援助論 結城 美智⼦
学科 看護 3年 在宅看護学概論 ⻘柳 道⼦

学科 看護 4年 実践医療英語 ⼭内 太郎

学科 看護 4年 リハビリテーション管理学 結城 美智⼦

学科 看護 4年 ⽼年看護学援助論Ⅱ 結城 美智⼦

学科 看護 4年 エンド・オブ・ライフケア ⻘柳 道⼦
学科 看護 4年 看護研究Ⅲ 蝦名 康彦
学科 看護 4年 在宅看護学実習 ⻘柳 道⼦
学科 看護 4年 看護教育・看護管理 岩本 幹⼦
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⽯津 明洋

学科 検査 2年 保健⽣理学 政⽒ 伸夫
学科 検査 2年 組織解剖学 ⽯津 明洋
学科 検査 2年 組織学演習 ⽯津 明洋

学科 検査 2年 臨床検査学 櫻井 俊宏

学科 検査 3年 医⽤⼯学概論実習 加藤 千恵次
学科 検査 3年 輸⾎移植検査学 政⽒ 伸夫
学科 検査 3年 臨床⾎液学Ⅱ 政⽒ 伸夫

学科 検査 3年 臨床⾎液学実習Ⅰ 政⽒ 伸夫

学科 検査 3年 免疫検査学Ⅱ ⽯津 明洋

学科 検査 3年 公衆衛⽣学実習 荒⽊ 敦⼦

学科 検査 3年 臨床化学実習I 惠 淑萍

学科 検査 3年 検査管理学Ⅰ 櫻井 俊宏
学科 検査 3年 臨床⽣理学Ⅰ 岡⽥ ⼀範
学科 検査 4年 医療安全管理学演習 政⽒ 伸夫
学科 作業 2年 基礎作業学実習Ⅰ 吉⽥ ⼀⽣

学科 作業 3年 精神障害評価学実習 宮島 真貴

学科 作業 3年 地域作業療法学 髙島 理沙
学科 作業 3年 ⽼年期作業療法学演習 髙島 理沙
学科 作業 3年 ⾝体障害評価学実習Ⅰ 澤村 ⼤輔
学科 放射 2年 基礎⼯学実験Ⅰ 横澤 宏⼀
学科 放射 4年 核医学検査技術学実習 加藤 千恵次
学科 理学 3年 運動療法学演習 笠原 敏史
学科 理学 3年 運動機能評価学実習 ⻑⾕川 直哉
学科 理学 3年 義肢装具学Ⅰ ⽯⽥ 知也
学科 理学 3年 物理療法学 髙松 康⾏
学科 理学 3年 運動療法学 寒川 美奈
学科 理学 3年 運動器系理学療法学実習 寒川 美奈

学科 理学 4年 臨床実習Ⅲ 浅賀 忠義

学科 理学 4年 臨床実習Ⅳ 浅賀 忠義
学科 理学・作業 2年 リハビリテーション管理学 境 信哉

学科 理学・作業 3年 運動学実習 笠原 敏史
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修⼠ 1年 公衆衛⽣看護活動演習Ⅰ 平野 美千代

修⼠ 1年 公衆衛⽣看護疫学演習 未定

修⼠ 1年 健康⽣活⽀援論 平野 美千代

修⼠ 1年 公衆衛⽣看護学原論 平野 美千代
修⼠ 1年 公衆衛⽣看護学特論 平野 美千代
修⼠ 1年 地域看護学特論 未定
修⼠ 1年 地域健康組織活動論 平野 美千代
修⼠ 1年 運動制御学特論 浅賀 忠義
修⼠ 1年 がん・再⽣医療特論 尾崎 倫孝
修⼠ 1年 感染・⽣体ストレス応答学特論 ⼭⼝ 博之
修⼠ 1年 看護研究⽅法特論 鷲⾒ 尚⼰
修⼠ 2年 公衆衛⽣看護管理論 平野 美千代
修⼠ 病院経営ケーススタディA ⼩笠原 克彦
修⼠ 病院経営ケーススタディB ⼩笠原 克彦
修⼠ スポーツ・体⼒科学特論 寒川 美奈
博⼠ 医療マネージメント特講 ⼩笠原 克彦

実験・実習 演習


