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60304 後期 保健医療法規 2 飯島　滋明 60308 後期 公衆衛生学 （新） 1 髙木　廣文 61015 後期 回復促進援助技術論II 2 中村　昌子 61103 後期 成人看護学援助論II 2 伊藤　まゆみ

62012 後期 看護と芸術 4 津波古　澄子 61015 後期 回復促進援助技術論II 2 中村　昌子 62013 後期 緩和ケア・終末期ケア 4 伊藤　まゆみ 62008 後期 国際看護論 4 髙木　廣文

62012 後期 看護と芸術 4 津波古　澄子

60013 後期 解剖生理学II 1 岡田　弥生 60307 後期 保健医療福祉論 1 河原　智江 61025 後期 日常生活援助技術論II 1 櫻井　美奈 61025 後期 日常生活援助技術論II 1 櫻井　美奈 60302 後期  医療情報論（再履修者用） 1 髙木　廣文 

60002 後期 解剖学II（再履修者用） 1 岡田　弥生 62012 後期 看護と芸術 4 津波古　澄子 61027 後期 医療支援技術論I 1 中村　昌子 61027 後期 医療支援技術論I 1 中原　るり子

60004 後期 生理学II（再履修者用） 1 岡田　弥生 61302 後期 小児看護学援助論 2 津波古　澄子 61302 後期 小児看護学援助論 2 津波古　澄子

62010 後期 ケースマネジメント 4 河原　智江 62020 後期 医療政策論 4 石尾　勝

61124 後期 成人看護学概論 （新） 1 伊藤　まゆみ 61021 後期 ヘルスアセスメント論 1 山住　康恵 60105 後期 病態と治療V（精神・神経系疾患） 2 櫻井　靖久 60105 後期 病態と治療V（精神・神経系疾患） 2 櫻井　靖久 60106 後期 病態と治療VI（検査・麻酔・臨床工学） 2 濱田　啓子

61219 後期 老年看護学概論 1 北川　公子 61601 後期 在宅看護概論 2 河原　智江 60106 後期 病態と治療VI（検査・麻酔・臨床工学） 2 濱田　啓子 60106 後期 病態と治療VI（検査・麻酔・臨床工学） 2 濱田　啓子 60107 後期 リハビリテーション 2 秋保　光利

60108 後期 病態と治療I（臓器疾患） （新） 1 真船　健一 60108 後期 病態と治療I（臓器疾患） （新） 1 真船　健一 60108 後期 病態と治療I（臓器疾患） （新） 1 真船　健一

60113 後期 病態と治療VI（精神科系疾患） （新） 1 中川　潤 60113 後期 病態と治療VI（精神科系疾患） （新） 1 中川　潤 60113 後期 病態と治療VI（精神科系疾患） （新） 1 中川　潤

62012 後期 看護と芸術 4 津波古　澄子 62012 後期 看護と芸術 4 津波古　澄子

61203 後期 高齢者看護学援助演習 2 北川　公子 60303 後期 医療統計 2 髙木　廣文 61025 後期 日常生活援助技術論II _01 1 櫻井　美奈 61502 後期 精神看護学援助論 2 日下　和代

62023 後期 先端医療と看護 4 山崎　章恵 61025 後期 日常生活援助技術論II 1 櫻井　美奈 61027 後期 医療支援技術論I 1 中村　昌子 62019 後期 看護管理学 4 中原　るり子

61027 後期 医療支援技術論I 1 中村　昌子 61502 後期 精神看護学援助論 2 日下　和代

61203 後期 高齢者看護学援助演習 2 北川　公子 62014 後期 多職種連携論 4 山崎　章恵

62009 後期 クリティカルケア 4 山崎　章恵

62023 後期 先端医療と看護 4 山崎　章恵

62005 後期 障害者コミュニケーション 2 谷　千春 61402 後期 母性看護学援助論 2 岸田　泰子 60010 後期 栄養学 1 山田　正子 60014 後期 病理学 （新） 1 木口　英子

62022 後期 看護専門職論 4 津波古　澄子 61402 後期 母性看護学援助論 2 岸田　泰子

62021 後期 看護教育学 4 津波古　澄子

60015 後期 薬理学 （新） 1 橋本　光正 60105 後期 病態と治療V（精神・神経系疾患） 2 櫻井　靖久

60105 後期 病態と治療V（精神・神経系疾患） 2 櫻井　靖久 62006 後期 臨床薬理学 2 橋本　光正 【集中授業・実習科目】

授業コード 配当学年

61018 2 基礎看護学実習II

61125 3 成人看護学実習I

61126 3 成人看護学実習II

61220 3 高齢者看護学実習II

61221 3 高齢者看護学実習III

61317 3 小児看護学実習

61417 3 母性看護学実習

61517 3 精神看護学実習

61618 3 在宅看護論実習I

61619 3 在宅看護論実習II

62802 4 看護学総合実習

62803 4 看護学総合実習

62804 4 看護学総合実習

62805 4 看護学総合実習

62806 4 看護学総合実習

62807 4 看護学総合実習

62808 4 看護学総合実習

62004 2 障害者医療論

62011 3 地域保健・産業保健

62017 3 継続看護

62903 4 総合技術演習（OSCE）II

2017年度　看護学部時間割表 後期
1　（9：00～10：30） 2　（10：50～12：20） 3　（13：20～14：50） 4　（15：10～16：40） 5　（17：00～18：30）
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氏名

中原　るり子

山崎　章恵

山崎　章恵

北川　公子

（2017後期～2018前期）

伊藤　まゆみ

北川　公子

津波古　澄子

岸田　泰子

津波古　澄子

岸田　泰子

日下　和代

河原　智江

田口　理恵

中原　るり子

北川　公子

（基礎看護学）

（2017後期～2018前期）

（2017後期～2018前期）

（2017後期～2018前期）

科目名称

（2017後期～2018前期）

（2017後期～2018前期）

（2017後期～2018前期）

江間　由紀夫

田口　理恵

河原　智江

山崎　章恵

日下　和代

田口　理恵

(2017後期～2018前期)

(2017後期～2018前期)

（成人看護学）

（高齢者看護学）

(小児看護学）

（母性看護学）

（精神看護学）

（地域・在宅看護学）
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