
　日本保健医療大学  保健医療学部看護学科

２０２１年度　実務経験のある教員等による授業科目一覧

区分 授業科目の名称
配当
年次

単位
数

時間
数

担当教員の職位・氏名 実務経験

法学（日本国憲法） 2後 2 30 兼任　水倉友理 弁護士

教育学 2前 2 30 兼任　小林彰彦
小・中学校

教員

基礎ゼミ 1前 1 30

教授　熊坂隆行、准教授　今井
充子、講師　板橋直人、講師
菊地淳、講師　松井貴子、助教
柿沼秀子、助教　工藤久美子、
助教　妻由晃枝

看護職

サイコセラピーとカウンセリング 3前 1 30 兼任　中村真通
スクールカウ

ンセラー

囲碁の文化と思考力開発 1前 1 30 兼任　小松英子 棋士四段
（日本棋院）

国際保健学　　 4後 1 30 兼任　須釜幸男
医療法人

理事

薬理学（臨床薬理含）　 2後 2 45 兼任　岡部智恵 薬剤師

病態治療学Ⅰ(脳神経系、循環器系、呼
吸器系、消化器系）

2前 2 60 教授　塚本哲 医師

病態治療学Ⅱ(腎・泌尿器系、血液・免
疫、内分泌、アレルギー、精神）

2後 2 60
教授　塚本哲、兼任　山本暢
朋、兼任　稲田俊也

医師

病態治療学Ⅲ（母性、小児、他） 3前 2 60 教授　塚本哲、兼任　瀬川裕史 医師

リハビリテーション概論 3前 1 15
教授　熊坂隆行、講師　佐藤安
代、講師　藤澤博子、助教　工
藤久美子

看護職

精神保健　　　　　　　　　　　　　　　　 1後 1 15
兼任　山本暢朋、兼任　稲田俊
也

医師

関係法規 4後 1 15 兼任　須釜幸男
医療法人

理事

保健医療福祉行政論 3前 2 30 兼任　須釜幸男
医療法人

理事

公衆衛生学　　　　　　　　　　　　　 1後 1 30 兼任　須釜幸男
医療法人

理事

健康とスポーツ（医療と健康） 1前 1 30
教授　熊坂隆行、講師　藤澤博
子、助教　工藤久美子

看護職

看護学概論　　　 1前 2 30 教授　近藤誓子 看護職

生涯発達看護論　　　 1後 1 30
教授　熊坂隆行、教授　久保川
真由美、教授　上本野唱子

看護職

看護倫理 4後 1 15 兼任　菅原幸恵 看護職

看護過程展開方法論 1後 2 45 教授　近藤誓子 看護職

ヘルスアセスメント 1後 2 45
教授　近藤誓子、兼任　菅原幸
恵

看護職

コミュニケーション論　 1前 1 30
教授　東中須恵子、講師　板橋
直人、講師　菊地淳

看護職
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看護実践基礎論 2前 2 45
教授　近藤誓子、兼任　菅原幸
恵

看護職

看護技術演習Ⅰ 1後 2 60
教授　近藤誓子、兼任　菅原幸
恵

看護職

看護技術演習Ⅱ 2前 2 60
教授　近藤誓子、兼任　菅原幸
恵

看護職

成人看護学概論 1後 2 30
教授　熊坂隆行、兼任　門間英
二、兼任　小倉佳之

看護職

成人看護方法論Ⅰ (急性期援助論） 2前 2 60
教授　熊坂隆行、講師　佐藤安
代

看護職

成人看護方法論Ⅱ（慢性期援助論）　　　　 2前 2 60
教授　熊坂隆行、講師　藤澤博
子、助教　工藤久美子

看護職

老年看護学概論　　　　 2前 2 30 教授　久保川真由美 看護職

老年看護方法論　　　　 3前 2 60
教授　久保川真由美、助教　柿
沼秀子

看護職

小児看護学概論　　　　　 2前 1 30
教授　上本野唱子、講師　松井
貴子、助教　加藤晴美

看護職

小児保健 3前 1 15
教授　上本野唱子、講師　松井
貴子

看護職

小児看護方法論　　 3前 2 45
教授　上本野唱子、講師　松井
貴子、助教　加藤晴美

看護職

母性看護学概論　 2前 1 15 教授　江幡芳枝 看護職

母性保健 3前 1 30
教授　江幡芳枝、准教授　今井
充子、助教　妻由晃枝

看護職

母性看護方法論 2後 2 30
教授　江幡芳枝、准教授　間中
伴子、助教　妻由晃枝

看護職

精神看護学概論　　 2前 2 30
教授　東中須恵子、講師　板橋
直人、講師　菊地淳

看護職

精神看護方法論　　 3前 2 60
教授　東中須恵子、講師　板橋
直人、講師　菊地淳

看護職

公衆衛生看護学概論 2後 2 30
講師　中島富志子、助教　坂巻
つや子

看護職

公衆衛生看護システム論 4前 2 30
講師　中島富志子、助教　坂巻
つや子

看護職

在宅看護論　　 3前 2 60
教授　久保川真由美、講師　増
野章子

看護職

公衆衛生看護活動論 3前 2 30
講師　中島富志子、助教　坂巻
つや子

看護職

公衆衛生看護技術論 4前 2 45
講師　中島富志子、助教　坂巻
つや子

看護職

家族看護論　　 2後 2 30
教授　上本野唱子、教授　熊坂
隆行、教授　久保川真由美、教
授　東中須恵子

看護職

産業保健論 4前 2 30 兼任　片岡ゆみ 看護職

学校保健論 4前 2 30 兼任　関由起子 看護職
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基礎看護学実習Ⅰ 1後 1 45 教授　近藤誓子 看護職

基礎看護学実習Ⅱ 2前 2 90 教授　近藤誓子 看護職

成人看護学実習 3後 6 270
教授　熊坂隆行、講師　佐藤安
代、講師　藤澤博子、助教　工
藤久美子

看護職

老年看護学実習 3後 4 180
教授　久保川真由美、助教　柿
沼秀子

看護職

小児看護学実習　 3後 2 90
教授　上本野唱子、講師　松井
貴子

看護職

母性看護学実習　 3後 2 90
教授　江幡芳枝、准教授　今井
充子、准教授　間中伴子、助教
妻由晃枝

看護職

精神看護学実習　 3後 2 90
教授　東中須恵子、講師　板橋
直人、講師　菊地淳

看護職

公衆衛生看護学実習　 4前 5 225
講師　中島富志子、助教　坂巻
つや子

看護職

在宅看護論実習 3後 2 90 講師　増野章子 看護職

看護教育学 4前 2 30 教授　近藤誓子 看護職

看護管理学 4後 2 30 兼任　近江谷キヌ子 看護職

医療安全管理学　　　　　　 2後 1 30 兼任　新谷恭子 看護職

看護実践統合演習 4前 1 30

（基礎看護学）教授　近藤誓子
（成人看護学・急性期）講師　佐
藤安代、
（成人看護学・慢性期）教授　熊
坂隆行、講師　藤澤博子、助教
工藤久美子
（老年看護学）教授　久保川真
由美、助教　柿沼秀子
（小児看護学）教授　上本野唱
子、講師　松井貴子、助教　加
藤晴美
（母性看護学）教授　江幡芳枝、
准教授　今井充子、准教授　間
中伴子、助教　妻由晃枝
（精神看護学）教授　東中須恵
子、講師　板橋直人、講師　菊
地淳
（在宅看護学）講師　増野章子
（公衆衛生看護学）講師　中島
富志子、助教　坂巻つや子

看護職
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課題別実習 4前 2 90

（基礎看護学）教授　近藤誓子
（成人看護学・急性期）講師　佐
藤安代、
（成人看護学・慢性期）教授　熊
坂隆行、講師　藤澤博子、助教
工藤久美子
（老年看護学）教授　久保川真
由美、助教　柿沼秀子
（小児看護学）教授　上本野唱
子、講師　松井貴子、助教　加
藤晴美
（母性看護学）教授　江幡芳枝、
准教授　今井充子、准教授　間
中伴子、助教　妻由晃枝
（精神看護学）教授　東中須恵
子、講師　板橋直人、講師　菊
地淳
（在宅看護学）講師　増野章子
（公衆衛生看護学）講師　中島
富志子、助教　坂巻つや子

看護職

看護研究 4通 2 60

（基礎看護学）教授　近藤誓子
（成人看護学・急性期）講師　佐
藤安代、
（成人看護学・慢性期）教授　熊
坂隆行、講師　藤澤博子、助教
工藤久美子
（老年看護学）教授　久保川真
由美、助教　柿沼秀子
（小児看護学）教授　上本野唱
子、講師　松井貴子、助教　加
藤晴美
（母性看護学）教授　江幡芳枝、
准教授　今井充子、准教授　間
中伴子、助教　妻由晃枝
（精神看護学）教授　東中須恵
子、講師　板橋直人、講師　菊
地淳
（在宅看護学）講師　増野章子
（公衆衛生看護学）講師　中島
富志子、助教　坂巻つや子

看護職

看護行政論　 4前 1 15 兼任　須釜幸男
医療法人

理事

緩和ケア論　　　　　　　　　 4前 1 15 兼任　島津ちほ 看護職

災害看護（救命救急含）　　 4後 2 30 兼任　村上弘之 看護職

専
門
科
目

4


