
授業コード 開講期 科目名称 配当学年 氏名 授業コード 開講期 科目名称 配当学年 氏名 授業コード 開講期 科目名称 配当学年 氏名 授業コード 開講期 科目名称 配当学年 氏名 授業コード 開講期 科目名称 配当学年 氏名

60009 前期 微生物学 1 村井　法之 60204 前期 看護アセスメント論 2 山住　康恵 62001 前期 医療の英語I 2 川島　志保美 62002 前期 医療の英語II 2 川島　志保美

60205 前期 看護過程展開論 2 中村　昌子 61005 前期 基礎看護技術論III 2 中村　昌子

61005 前期 基礎看護技術論III 2 中村　昌子 62007 前期 カウンセリング 3 伊藤　まゆみ

61108 前期 成人看護学援助論IV 3 伊藤　まゆみ

60012 前期 解剖生理学I 1 岡田　弥生 61019 前期 基礎看護技術論 1 山住　康恵 61019 前期 基礎看護技術論 1 山住　康恵 61202 前期 高齢者看護学援助論 2 北川　公子

63001 前期 看護研究法I 3 髙木　廣文 61023 前期 日常生活援助技術論I 1 櫻井　美奈 61023 前期 日常生活援助技術論I 1 櫻井　美奈 61609 前期 地域看護学援助演習 3 田口　理恵

60003 前期 生理学I（再履修者用） 1 岡田　弥生 61301 前期 小児看護学概論 2 西田　志穗 61202 前期 高齢者看護学援助論 2 北川　公子 62015 前期 家族看護学 3 中村　由美子

61602 前期 在宅看護学援助論 3 河原　智江

61609 前期 地域看護学援助演習 3 田口　理恵

61602 前期 在宅看護学援助論 3 河原　智江 60208 前期 看護学概論 （新） 1 中原　るり子 60005 前期 生化学 1 五十嵐　庸 60102 前期 病態と治療II（全身システム疾患） 2 高橋　強志 60102 前期 病態と治療II（全身システム疾患） 2 高橋　強志

61604 前期 在宅看護学援助演習 3 河原　智江 61102 前期 成人看護学援助論I 2 山崎　章恵 60102 前期 病態と治療II（全身システム疾患） 2 高橋　強志 60103 前期 病態と治療III（運動器関連疾患） 2 川﨑　洋介 60103 前期 病態と治療III（運動器関連疾患） 2 川﨑　洋介

61602 前期 在宅看護学援助論 3 河原　智江 60103 前期 病態と治療III（運動器関連疾患） 2 川﨑　洋介 60206 前期 生命倫理 3 鶴若　麻理

61604 前期 在宅看護学援助演習 3 河原　智江 60206 前期 生命倫理 3 鶴若　麻理

60104 前期 病態と治療IV（産婦人科･小児科疾患） 2 倉沢　滋明 61019 前期 基礎看護技術論 1 山住　康恵 60305 前期 公衆衛生学 2 髙木　廣文 61404 前期 母性看護学援助演習 3 岸田　泰子

60201 前期 看護学入門 1 中原　るり子 61023 前期 日常生活援助技術論I 1 櫻井　美奈 61019 前期 基礎看護技術論 1 山住　康恵 61504 前期 精神看護学援助演習 3 日下　和代

60209 前期 人間関係論 1 日下　和代 61106 前期 成人看護学援助論III 3 大山　真貴子 61023 前期 日常生活援助技術論I 1 櫻井　美奈

62016 前期 医療安全 3 中原　るり子 61608 前期 地域看護学概論 2 田口　理恵 61404 前期 母性看護学援助演習 3 岸田　泰子

61504 前期 精神看護学援助演習 3 日下　和代

60207 前期 看護倫理 3 鶴若　麻理 60207 前期 看護倫理 3 鶴若　麻理 61110 前期 成人看護学援助演習 3 伊藤　まゆみ 61110 前期 成人看護学援助演習 3 伊藤　まゆみ

61401 前期 母性看護学概論 2 岸田　泰子 60306 前期 ヘルスプロモーション 2 田口　理恵 61304 前期 小児看護学援助演習 _01 3 西田　志穗 61304 前期 小児看護学援助演習 _01 3 西田　志穗

62018 前期 災害看護論 3 西田　志穗 62018 前期 災害看護論 3 西田　志穗 61305 前期 小児看護学援助演習 _02 3 西田　志穗 61305 前期 小児看護学援助演習 _02 3 西田　志穗

61501 前期 精神看護学概論 2 日下　和代

60102 前期 病態と治療II（全身システム疾患） 2 高橋　強志 60102 前期 病態と治療II（全身システム疾患） 2 高橋　強志

60103 前期 病態と治療III（運動器関連疾患） 2 川﨑　洋介 60103 前期 病態と治療III（運動器関連疾患） 2 川﨑　洋介

【集中授業・実習科目】

授業コード 配当学年 授業コード 配当学年 授業コード 配当学年

60008 1 発達心理学 63101 4 看護研究法II 63116 4

61017 1 基礎看護学実習I 63102 4 看護研究法II 63117 4

61122 3 成人看護学実習I 63103 4 看護研究法II 63118 4

61123 3 成人看護学実習II 63104 4 看護研究法II 63119 4

61216 3 高齢者看護学実習I 63105 4 看護研究法II 63121 4

61217 3 高齢者看護学実習II 63106 4 看護研究法II 63122 4

61218 3 高齢者看護学実習III 63107 4 看護研究法II 63123 4

61316 3 小児看護学実習 63108 4 看護研究法II

61416 3 母性看護学実習 63109 4 看護研究法II

61516 3 精神看護学実習 63110 4 看護研究法II

61616 3 在宅看護論実習I 63111 4 看護研究法II

61617 3 在宅看護論実習II 63112 4 看護研究法II

61901 3 総合技術演習（OSCE）I 63113 4 看護研究法II

62801 4 看護学総合演習 63114 4 看護研究法II

看護研究法II_21（地域・在宅看護学）

看護研究法II_22（地域・在宅看護学）

看護研究法II_23（地域・在宅看護学）

田口　理恵

河原　智江

西﨑　未和

科目名称 氏名

岸田　泰子

ケニヨン　充子

日下　和代

渡邊　敦子

看護研究法II_16（母性看護学）

看護研究法II_17（母性看護学）

看護研究法II_18（精神看護学）

看護研究法II_19（精神看護学）

_09（成人看護学）

_10（高齢者看護学）

_11（高齢者看護学）

_12（高齢者看護学）

_13（小児看護学）

_14（小児看護学）

津波古　澄子

西田　志穗

_01（基礎看護学）

_02（基礎看護学）

_03（基礎看護学）

_04（基礎看護学）

_05（基礎看護学）

_06（成人看護学）

_07（成人看護学）

_08（成人看護学）

山崎　章恵

大山　真貴子

中村　美知子

北川　公子

菅原　峰子

荒木　亜紀

科目名称 氏名

中原　るり子

髙木　廣文

櫻井　美奈

中村　昌子

山住　康恵

伊藤　まゆみ

(2016後期～2017前期)

科目名称 氏名

倉持　清美

中原　るり子

山崎　章恵

伊藤　まゆみ

田口　理恵（2016後期～2017前期）

（2016後期～2017前期）

（2016後期～2017前期）

（2016後期～2017前期）

河原　智江

（2016後期～2017前期）

（2016後期～2017前期）

岸田　泰子

日下　和代

（2016後期～2017前期）

（2016後期～2017前期）

田口　理恵

伊藤　まゆみ

北川　公子

北川　公子

北川　公子

津波古　澄子

土

月

曜日

火

水

木

金

2017年度　看護学部時間割表 前期
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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