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61129 前期 成人看護学援助論I （新） 2 山田　緑 61028 前期 医療支援技術論II 2 中村　昌子 61028 前期 医療支援技術論II 2 中村　昌子 62024 前期 看護英語I 2 川島　志保美 62025 前期 看護英語II 2 川島　志保美

60016 前期 解剖生理学I （2019年度以降入学生対象） 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 60208 前期 看護学概論 （新） 1 中原　るり子 61226 前期 老年看護学援助論 2 北川　公子

63001 前期 看護研究法I 3 北川　公子 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 61226 前期 老年看護学援助論 2 北川　公子

61611 前期 在宅看護概論 2 河原　智江 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

61614 前期 地域看護学概論 （新） 2 田口　理恵 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

61504 前期 精神看護学援助演習 3 久保　正子 61504 前期 精神看護学援助演習 3 久保　正子

60207 前期 看護倫理 3 鶴若　麻理 60207 前期 看護倫理 3 鶴若　麻理 61022 前期 看護過程展開論 （新） 2 中村　昌子 60109 前期 病態と治療II（全身システム疾患） （新） 2 鈴木　暁岳 60109 前期 病態と治療II（全身システム疾患） （新） 2 鈴木　暁岳

62035 前期 感染看護論 3 山田　緑 60209 前期 人間関係論 1 渡邊　敦子 62033 前期 がん看護論 3 中野　実代子 60110 前期 病態と治療III（老年科疾患） 2 鴨居　功樹 60110 前期 病態と治療III（老年科疾患） 2 鴨居　功樹

61022 前期 看護過程展開論 （新） 2 中村　昌子 62035 前期 感染看護論 3 山田　緑

61307 前期 小児看護学概論 （新） 2 西田　志穗 61301 前期 小児看護学概論（補講分） （旧） 2 西田　志穗

62035 前期 感染看護論 3 山田　緑

60111 前期 病態と治療IV（産婦人科疾患） 2 藤田　聡子 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 60005 前期 生化学 1 五十嵐　庸

60112 前期 病態と治療V（小児科疾患） 2 森　蘭子 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 60009 前期 微生物学 1 村井　法之

61609 前期 地域看護学援助演習 3 清水　信輔 61406 前期 母性看護学概論 （新） 2 岸田　泰子 61506 前期 精神看護学概論 （新） 2 久保　正子 60309 前期 多職種連携論 （新） 2 山田　緑

61613 前期 在宅看護援助演習 3 河原　智江 61609 前期 地域看護学援助演習 3 清水　信輔 62015 前期 家族看護学 3 中村　由美子 62015 前期 家族看護学 3 中村　由美子

61613 前期 在宅看護援助演習 3 河原　智江 62030 前期 エンドオブライフケア論 3 北川　公子 62030 前期 エンドオブライフケア論 3 北川　公子

61132 前期 成人看護学援助演習II 3 中野　実代子 61132 前期 成人看護学援助演習II 3 中野　実代子 61404 前期 母性看護学援助演習 3 岸田　泰子 61404 前期 母性看護学援助演習 3 岸田　泰子

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 61504 前期 精神看護学援助演習 3 久保　正子 61504 前期 精神看護学援助演習 3 久保　正子

60109 前期 病態と治療II（全身システム疾患） （新） 2 鈴木　暁岳 60109 前期 病態と治療II（全身システム疾患） （新） 2 鈴木　暁岳

60110 前期 病態と治療III（老年科疾患） 2 鴨居　功樹 60110 前期 病態と治療III（老年科疾患） 2 鴨居　功樹

62007 前期 カウンセリング 3 石井　幸江 62007 前期 カウンセリング 3 石井　幸江

【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

60008 1 発達心理学 倉持　清美 61418 3 母性看護学実習 （2018後期～2019前期） 岸田　泰子

61017 1 基礎看護学実習I 中原　るり子 61518 3 精神看護学実習 （2018後期～2019前期） 日下　和代

61133 3 成人看護学実習I （2018後期～2019前期） 山田　緑 61620 3 在宅看護論実習I （2018後期～2019前期） 河原　智江

61134 3 成人看護学実習II （2018後期～2019前期） 中野　実代子 61621 3 在宅看護論実習II （2018後期～2019前期） 田口　理恵

61228 3 高齢者看護学実習II （2018後期～2019前期） 北川　公子 61902 3 総合技術演習（OSCE） 中原　るり子

61229 3 高齢者看護学実習III （2018後期～2019前期） 北川　公子 62801 4 看護学総合演習 河原　智江

61230 3 老年看護学実習I 北川　公子 63101 4 看護研究法II 岸田　泰子

61318 3 小児看護学実習 （2018後期～2019前期） 西田　志穗
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