
令和４年度

「実務経験のある教員等による授業科目」の一覧表(看護学科)

科目区分 科目名 教員名 単位数

哲学 田畑 博敏 2

コミュニケーション論 日野 充裕 2

カウンセリング論 忽那 かずみ 2

在宅療養支援チーム協働論

生野 繁子、坂口 里美、大池 貴行、

中川 武子、田口 太郎、十時 彩、

上田 智之、田中 康子、平川 泰士、他

2

臨床心理学 村本 浄司 2

災害支援演習 花田 雄二 2

看護学概論
柴田 恵子、古堅 裕章、古江 佳織、

上妻 尚子、赤峰 隆元
2

生命倫理
柴田 恵子、村田 宮彦、江﨑 一朗、

檜枝 洋記、二宮 球美、他
2

国際協力論 安藤 学、川原 光祐、久家 誠司、他 2

社会福祉の原理と政策Ⅰ 阿部 敦、増田 公香、村本 浄司 2

生体機能・形態演習

古堅 裕章、古江 佳織、齊藤 圭子、

田中 康子、徳冨 芳子、上妻 尚子、

北原 崇靖、赤峰 隆元、嚴 桂子

2

病態生理学Ⅱ 大河原 進 2

病態生理学Ⅲ 大河原 進 2

家族看護学 生野 繁子、牛之濱 久代、緒方 浩志 2

看護教育学
生野 繁子、山本 恵子、福島 和代、

牛之濱 久代、他
2

看護政策論
柴田 恵子、李 玄玉、古堅 裕章、

島村 美香、髙 継芬、他
2

看護マネジメント 福島 和代 2

国際保健活動論 中川 武子、淀川 尚子、牛之濱 久代 2

看護統合演習Ⅰ

生野 繁子、山本 恵子、坂口 里美、

福島 和代、松岡 聖美、古堅 裕章、

杉野 由起子、牛之濱 久代、島村 美香、

緒方 浩志、上田 智之、大橋 知子、

齊藤 圭子、田中 康子、二宮 球美、

北原 崇靖、赤峰 隆元、嚴 桂子、他

1

看護統合演習Ⅱ
中川 武子、井手 裕子、島村 美香、

緒方 浩志、他
1

看護統合実習

生野 繁子、山本 恵子、福島 和代、

松岡 聖美、杉野 由起子、牛之濱 久代、

島村 美香、緒方 浩志、上田 智之、

大橋 知子、齊藤 圭子、田中 康子、

二宮 球美、北原 崇靖、嚴 桂子、他

2

研究方法論

柴田 恵子、山本 恵子、森 信之、

牛之濱 久代、徳冨 芳子、二宮 球美、

上妻 尚子、他

2

在宅看護学実習 田中 康子、嚴 桂子 2

共通科目 人間と生活の理解

共通専門科目 学部共通専門科目

専門科目 看護学科専門科目（生体の科学）

専門科目 看護学科専門科目（統合分野）
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令和４年度

「実務経験のある教員等による授業科目」の一覧表(看護学科)

科目区分 科目名 教員名 単位数

専門科目 看護学科専門科目（統合分野） 在宅看護学 田中 康子、嚴 桂子、他 4

基礎看護学Ⅰ（生活援助技術）
柴田 恵子、古堅 裕章、古江 佳織、

上妻 尚子、赤峰 隆元
2

基礎看護学Ⅱ（診療補助技術）
柴田 恵子、古堅 裕章、古江 佳織、

上妻 尚子、赤峰 隆元
2

看護展開技術論
柴田 恵子、古堅 裕章、古江 佳織、

上妻 尚子、赤峰 隆元
2

臨床看護学総論
柴田 恵子、古堅 裕章、古江 佳織、

上妻 尚子、赤峰 隆元
2

地域・在宅看護学概論
坂口 里美、中川 武子、田中 康子、

嚴 桂子、他
2

看護基礎ゼミナール
杉野 由起子、島村 美香、緒方 浩志、

上田 智之、齊藤 圭子
2

専門科目 看護学科専門科目（専門分野Ⅰ） 看護技術Ⅲ
柴田 恵子、古堅 裕章、古江 佳織、

上妻 尚子、赤峰 隆元
2

リハビリテーション看護 山本 恵子、中野 聡太、北原 崇靖 2

看護専門演習Ⅰ

生野 繁子、山本 恵子、坂口 里美、

中川 武子、福島 和代、松岡 聖美、

杉野 由起子、牛之濱 久代、島村 美香、

緒方 浩志、上田 智之、大橋 知子、

齊藤 圭子、田中 康子、二宮 球美、

北原 崇靖、嚴 桂子、他

2

看護専門演習Ⅱ

生野 繁子、山本 恵子、松岡 聖美、

緒方 浩志、上田 智之、田中 康子、

二宮 球美、北原 崇靖、嚴 桂子

2

看護専門演習Ⅲ
松岡 聖美、古堅 裕章、島村 美香、

齊藤 圭子、上妻 尚子、他
2

小児看護学Ⅰ 松岡 聖美、鍬田 晃子、二宮 球美 2

小児看護学実習 松岡 聖美、二宮 球美、他 2

成人看護学Ⅰ 福島 和代、杉野 由起子 2

成人看護学Ⅱ
福島 和代、杉野 由起子、島村 美香、

齊藤 圭子、他
3

成人看護学Ⅲ 山本 みゆき、島村 美香 1

成人看護学実習Ⅰ
福島 和代、杉野 由起子、島村 美香、

齊藤 圭子、他
3

成人看護学実習Ⅱ
福島 和代、杉野 由起子、島村 美香、

齊藤 圭子、他
3

精神看護学Ⅰ
緒方 浩志、川原 一洋、神野 哲平、

川原 庸子、上田 智之
2

精神看護学Ⅱ 緒方 浩志、上田 智之 2

精神看護学実習 緒方 浩志、上田 智之 2

母性看護学Ⅰ 牛之濱 久代、大橋 知子、他 2

母性看護学Ⅱ 牛之濱 久代、大橋 知子、他 2

母性看護学実習 牛之濱 久代、大橋 知子、他 2

老年看護学Ⅰ
生野 繁子、山本 恵子、十時 彩、

北原 崇靖
2

専門科目 看護学科専門科目（専門分野Ⅱ）

専門科目 看護学科専門科目（専門分野）
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令和４年度

「実務経験のある教員等による授業科目」の一覧表(看護学科)

科目区分 科目名 教員名 単位数

老年看護学Ⅱ 生野 繁子、山本 恵子、北原 崇靖 2

老年看護学実習Ⅰ 生野 繁子、山本 恵子、北原 崇靖 2

老年看護学実習Ⅱ 生野 繁子、山本 恵子、北原 崇靖 2

基礎看護学実習Ⅰ

柴田 恵子、坂口 里美、古堅 裕章、

古江 佳織、齊藤 圭子、田中 康子、

上妻 尚子、北原 崇靖、赤峰 隆元、

嚴 桂子、他

1

地域フィールド実習

坂口 里美、中川 武子、大橋 知子、

齊藤 圭子、田中 康子、北原 崇靖、

嚴 桂子

1

単位合計 108

専門科目 看護学科専門科目（専門分野（実習））

専門科目 看護学科専門科目（専門分野Ⅱ）
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令和４年度

「実務経験のある教員等による授業科目」の一覧表(社会福祉学科)

科目区分 科目名 教員名 単位数

哲学 田畑 博敏 2

ボランティア論 國木 孝治、他 2

コミュニケーション論 日野 充裕 2

カウンセリング論 忽那 かずみ 2

体育 松村 勇治 2

臨床心理学 村本 浄司 2

看護学概論
柴田 恵子、古堅 裕章、古江 佳織、

上妻 尚子、赤峰 隆元
2

社会福祉の原理と政策Ⅰ 阿部 敦、増田 公香、村本 浄司 2

在宅療養支援チーム協働論

生野 繁子、坂口 里美、大池 貴行、

中川 武子、田口 太郎、十時 彩、

上田 智之、田中 康子、平川 泰士、他

2

国際協力論 安藤 学、川原 光祐、久家 誠司、他 2

生命倫理
柴田 恵子、村田 宮彦、江﨑 一朗、

檜枝 洋記、二宮 球美、他
2

社会福祉の原理と政策Ⅱ 増田 公香、村本 浄司 2

高齢者福祉論 吉岡 久美 2

地域福祉と包括的支援体制Ⅰ 村本 浄司 2

地域福祉と包括的支援体制Ⅱ 村本 浄司 2

ソーシャルワーク演習Ⅰ 村本 浄司 2

ソーシャルワーク演習Ⅱ 村本 浄司 2

ソーシャルワーク演習Ⅲ 村本 浄司 2

相談援助演習Ⅲ 村本 浄司 2

相談援助演習Ⅳ 村本 浄司 2

発達と老化の理解 吉岡 久美 2

こころとからだのしくみⅠ 吉岡 久美 2

こころとからだのしくみⅡ 小阪 勝己、石本 淳也、吉岡 久美 2

健康相談論 古賀 由紀子 2

環境衛生学 星野 輝彦 2

精神保健Ⅱ 緒方 浩志、上田 智之 2

精神医学Ⅰ 緒方 浩志、上田 智之 2

精神医学Ⅱ 緒方 浩志、上田 智之 2

介護の理論と技術 瀨川 綾 2

学校教育の心理学 水間 宗幸 2

学校ソーシャルワーク論Ⅰ 古閑 智子 2

学校ソーシャルワーク論Ⅱ 古閑 智子 2

生活支援技術Ⅵ 馬場 敏彰 4

認知症の理解Ⅰ 吉岡 久美 2

認知症の理解Ⅱ 吉岡 久美 2

専門科目 社会福祉学科専門科目（第３群）

専門科目 社会福祉学科専門科目（第２群）

共通科目 人間と生活の理解

共通専門科目 学部共通専門科目

専門科目 社会福祉学科基礎専門科目

専門科目 社会福祉学科専門科目（第１群）
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令和４年度

「実務経験のある教員等による授業科目」の一覧表(社会福祉学科)

科目区分 科目名 教員名 単位数

介護過程Ⅳ 馬場 敏彰、吉岡 久美 2

介護総合演習Ⅴ 馬場 敏彰、吉岡 久美 2

介護実習Ⅴ 馬場 敏彰、吉岡 久美 2

医療的ケアの基礎Ⅰ 吉岡 久美 2

医療的ケアの基礎Ⅱ 吉岡 久美 2

医療的ケアの実践 吉岡 久美 1

医療的ケア実習 吉岡 久美 2

専門科目 社会福祉学科専門科目（実践強化科） 学校ソーシャルワーク演習 古閑 智子 2

単位合計 87

専門科目 社会福祉学科専門科目（第３群）
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令和４年度

「実務経験のある教員等による授業科目」の一覧表(介護福祉士コース)

科目区分 科目名 教員名 単位数

哲学 田畑 博敏 2

ボランティア論 國木 孝治、他 2

コミュニケーション論 日野 充裕 2

カウンセリング論 忽那 かずみ 2

体育 松村 勇治 2

臨床心理学 村本 浄司 2

看護学概論
柴田 恵子、古堅 裕章、古江 佳織、

上妻 尚子、赤峰 隆元
2

社会福祉の原理と政策Ⅰ 阿部 敦、増田 公香、村本 浄司 2

在宅療養支援チーム協働論

生野 繁子、坂口 里美、大池 貴行、

中川 武子、田口 太郎、十時 彩、

上田 智之、田中 康子、平川 泰士、他

2

国際協力論 安藤 学、川原 光祐、久家 誠司、他 2

生命倫理
柴田 恵子、村田 宮彦、江﨑 一朗、

檜枝 洋記、二宮 球美、他
2

社会福祉の原理と政策Ⅱ 増田 公香、村本 浄司 2

高齢者福祉論 吉岡 久美 2

地域福祉と包括的支援体制Ⅰ 村本 浄司 2

地域福祉と包括的支援体制Ⅱ 村本 浄司 2

ソーシャルワーク演習Ⅰ 村本 浄司 2

ソーシャルワーク演習Ⅱ 村本 浄司 2

ソーシャルワーク演習Ⅲ 村本 浄司 2

相談援助演習Ⅲ 村本 浄司 2

相談援助演習Ⅳ 村本 浄司 2

発達と老化の理解 吉岡 久美 2

こころとからだのしくみⅠ 吉岡 久美 2

こころとからだのしくみⅡ 小阪 勝己、石本 淳也、吉岡 久美 2

健康相談論 古賀 由紀子 2

環境衛生学 星野 輝彦 2

精神保健Ⅱ 緒方 浩志、上田 智之 2

精神医学Ⅰ 緒方 浩志、上田 智之 2

精神医学Ⅱ 緒方 浩志、上田 智之 2

介護の理論と技術 瀨川 綾 2

学校教育の心理学 水間 宗幸 2

学校ソーシャルワーク論Ⅰ 古閑 智子 2

学校ソーシャルワーク論Ⅱ 古閑 智子 2

介護の基本Ⅰ 馬場 敏彰 2

介護の基本Ⅱ 馬場 敏彰 2

介護の基本Ⅲ 川俣 幹雄、小阪 勝己 2

専門科目 社会福祉学科専門科目（第３群）

共通科目 人間と生活の理解

共通専門科目 学部共通専門科目

専門科目 社会福祉学科基礎専門科目

専門科目 社会福祉学科専門科目（第１群）

専門科目 社会福祉学科専門科目（第２群）
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令和４年度

「実務経験のある教員等による授業科目」の一覧表(介護福祉士コース)

科目区分 科目名 教員名 単位数

介護の基本Ⅳ 野島 謙一郎 2

介護の基本Ⅴ 瀨川 綾 2

介護の基本Ⅵ 野島 謙一郎 2

コミュニケーション技術Ⅰ 日野 充裕 2

コミュニケーション技術Ⅱ 日野 充裕 2

生活支援技術Ⅰ 馬場 敏彰 2

生活支援技術Ⅱ 馬場 敏彰 2

生活支援技術Ⅲ 馬場 敏彰、吉岡 久美 4

生活支援技術Ⅳ 馬場 敏彰 4

生活支援技術Ⅵ 馬場 敏彰 4

認知症の理解Ⅰ 吉岡 久美 2

認知症の理解Ⅱ 吉岡 久美 2

介護過程Ⅰ 馬場 敏彰、吉岡 久美 2

介護過程Ⅱ 馬場 敏彰、吉岡 久美 2

介護過程Ⅲ 馬場 敏彰、吉岡 久美 4

介護過程Ⅳ 馬場 敏彰、吉岡 久美 2

介護総合演習Ⅰ 馬場 敏彰、吉岡 久美 2

介護総合演習Ⅱ 馬場 敏彰、吉岡 久美 2

介護総合演習Ⅲ 馬場 敏彰、吉岡 久美 2

介護総合演習Ⅳ 馬場 敏彰、吉岡 久美 2

介護総合演習Ⅴ 馬場 敏彰、吉岡 久美 2

介護実習Ⅰ 馬場 敏彰、吉岡 久美 2

介護実習Ⅱ 馬場 敏彰、吉岡 久美 2

介護実習Ⅲ 馬場 敏彰、吉岡 久美 2

介護実習Ⅳ 馬場 敏彰、吉岡 久美 2

介護実習Ⅴ 馬場 敏彰、吉岡 久美 2

医療的ケアの基礎Ⅰ 吉岡 久美 2

医療的ケアの基礎Ⅱ 吉岡 久美 2

医療的ケアの実践 吉岡 久美 1

医療的ケア実習 吉岡 久美 2

専門科目 社会福祉学科専門科目（実践強化科） 学校ソーシャルワーク演習 古閑 智子 2

単位合計 139

専門科目 社会福祉学科専門科目（第３群）
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令和４年度

「実務経験のある教員等による授業科目」の一覧表(リハビリテーション学科)

科目区分 科目名 教員名 単位数

哲学 田畑 博敏 2

カウンセリング論 忽那 かずみ 2

体育 松村 勇治 2

共通科目 科学的思考の基盤 生命倫理
柴田 恵子、村田 宮彦、江﨑 一朗、

檜枝 洋記、二宮 球美、他
2

解剖生理学Ⅰ 肥後 成美 2

医用工学
荒木 不次男、肥合 康弘、羽手村 昌宏、

山住 浩介、徳冨 芳子
2

国際協力論 安藤 学、川原 光祐、久家 誠司、他 2

在宅療養支援チーム協働論

 生野　繁子、野﨑　和義、坂口　里美、

大池　貴行、中川　武子、田口　太郎

十時　彩、上田　智之、田中　康子

平川　泰士

2

機能解剖学Ⅰ 岡田 裕隆、中野 聡太 2

機能解剖学Ⅱ 岡田 裕隆、中野 聡太 2

解剖生理学演習 岡田 裕隆、中野 聡太 1

解剖生理学特講 大池 貴行、中野 聡太、永松 隆、他 1

人間発達学 吉田 勇一 2

病態生理学Ⅱ 大河原 進 2

病態生理学Ⅲ 大河原 進 2

精神医学 肥後 成美 2

リハビリテーション概論 川俣 幹雄 2

リハビリテーション医学Ⅰ 角園 恵、今井 孝樹、吉里 雄伸 2

リハビリテーション医学Ⅱ 大浦 佳子、角園 恵 2

リハビリテーション医学Ⅲ 川俣 幹雄、森下 志子、大池 貴行 2

理学療法概論 永松 隆 2

運動学 今井 孝樹 2

運動学演習 今井 孝樹 1

バイオメカニクス 中野 聡太、今井 孝樹 2

バイオメカニクス演習 今井 孝樹 1

理学療法評価学Ⅰ 大池 貴行 2

理学療法評価学Ⅲ
森下 志子、大池 貴行、吉田 勇一、

吉里 雄伸
2

理学療法評価学Ⅳ 岡田 裕隆、吉田 勇一、角園 恵、永松 隆 2

理学療法評価学演習

川俣 幹雄、森下 志子、大浦 佳子、

岡田 裕隆、大池 貴行、吉田 勇一、

中野 聡太、角園 恵、今井 孝樹、

吉里 雄伸、永松 隆

1

運動療法学 岡田 裕隆 2

運動療法学演習 大浦 佳子、岡田 裕隆、角園 恵 1

物理療法学 今井 孝樹 2

義肢・装具学 帆鷲 輝誌男 2

共通科目 人間と生活の理解

共通専門科目 学部共通専門科目

専門科目 リハビリテーション学科専門科目
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令和４年度

「実務経験のある教員等による授業科目」の一覧表(リハビリテーション学科)

科目区分 科目名 教員名 単位数

日常生活行動学 大池 貴行 2

日常生活行動学演習 大池 貴行、中野 聡太 1

生活環境学 大浦 佳子 2

地域理学療法学 今井 孝樹 2

基礎理学療法学特講
森下 志子、中野 聡太、角園 恵、

今井 孝樹、永松 隆
1

研究方法論 川俣 幹雄 2

運動器理学療法学 角園 恵、吉里 雄伸、永松 隆 2

運動器理学療法学演習Ⅰ 角園 恵、吉里 雄伸、永松 隆 1

運動器理学療法学演習Ⅱ 角園 恵、吉里 雄伸、永松 隆 1

神経理学療法学 大浦 佳子、他 2

神経理学療法学演習Ⅰ 大浦 佳子、他 1

神経理学療法学演習Ⅱ 大浦 佳子、山本 良平 1

神経理学療法学特講 大浦 佳子、吉田 勇一、他 1

内部障害理学療法学 川俣 幹雄、森下 志子、大池 貴行 2

内部障害理学療法学演習Ⅰ 川俣 幹雄、大池 貴行 1

内部障害理学療法学演習Ⅱ 川俣 幹雄、森下 志子、大池 貴行 1

内部障害理学療法学特講 川俣 幹雄、森下 志子 1

スポーツ理学療法学 吉里 雄伸 2

老人理学療法学 森下 志子、中野 聡太 2

がんのリハビリテーション学 森下 志子、中野 聡太 2

小児理学療法学 吉田 勇一 2

小児理学療法学演習 吉田 勇一 1

地域見学実習

川俣 幹雄、森下 志子、大浦 佳子、

岡田 裕隆、大池 貴行、吉田 勇一、

中野 聡太、山本 良平、角園 恵、

今井 孝樹、吉里 雄伸、他

1

評価実習

川俣 幹雄、森下 志子、大浦 佳子、

岡田 裕隆、大池 貴行、吉田 勇一、

中野 聡太、山本 良平、角園 恵、

今井 孝樹、吉里 雄伸、他

10

臨床実習Ⅲ

川俣 幹雄、森下 志子、大浦 佳子、

岡田 裕隆、大池 貴行、吉田 勇一、

中野 聡太、山本 良平、角園 恵、

今井 孝樹、吉里 雄伸、他

8

単位合計 112

専門科目 リハビリテーション学科専門科目
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令和４年度

「実務経験のある教員等による授業科目」の一覧表(鍼灸スポーツ学科)

科目区分 科目名 教員名 単位数

哲学 田畑 博敏 2

スポーツ社会学 國木 孝治 2

カウンセリング論 忽那 かずみ 2

体育原理 國木 孝治 2

共通科目 科学的思考の基盤 環境衛生学 星野 輝彦 2

解剖学Ⅱ 花田 雄二、本田 泰弘 2

生理学Ⅰ 田口 太郎 2

生理学Ⅱ 野口 恭庸、田口 太郎 2

生理学Ⅲ（講義・演習）
田口 太郎、浅井 福太郎、花田 雄二、

江﨑 太一
1

医用工学
荒木 不次男、肥合 康弘、羽手村 昌宏、

山住 浩介、徳冨 芳子
2

バイオメカニクス 中野 聡太、今井 孝樹 2

機能解剖学Ⅰ 平﨑 和雄 2

生命倫理
柴田 恵子、村田 宮彦、江﨑 一朗、

檜枝 洋記、二宮 球美、他
2

共通専門科目 鍼灸共通専門科目（疾病） 病理学（講義・演習） 塚本 紀之 2

臨床診断学 江﨑 太一 2

臨床症候学 江﨑 太一 2

臨床病態生理学Ⅰ 本田 泰弘 2

臨床病態生理学Ⅱ 江﨑 太一 2

臨床病態生理学Ⅲ 江﨑 太一 2

健康相談論 古賀 由紀子 2

医学概論 本田 泰弘 2

東洋医学概論Ⅰ 内田 匠治 2

東洋医学概論Ⅱ 内田 匠治 2

臨床コミュニケーションⅠ（演習） 内田 匠治、入江 春奈 1

東洋医学臨床論Ⅰ 篠原 昭二 2

東洋医学臨床論Ⅱ 篠原 昭二 2

鍼灸安全管理学 塚本 紀之 2

はりきゅう理論 塚本 紀之 2

鍼灸医学総合演習
浅井 福太郎、内田 匠治、花田 雄二、

本田 泰弘
2

臨床コミュニケーションⅡ（演習） 内田 匠治、入江 春奈 1

鍼灸診断学 野口 恭庸、篠原 昭二 2

社会鍼灸学 塚本 紀之、内田 匠治 2

社会鍼灸学演習（施設見学を含む）

野口 恭庸、田口 太郎、浅井 福太郎、

塚本 紀之、内田 匠治、花田 雄二、

篠原 昭二、本田 泰弘

2

はり基礎実習Ⅰ 花田 雄二、入江 春奈 2

きゅう基礎実習Ⅰ 田口 太郎、入江 春奈 2

共通科目 人間と生活の理解

共通専門科目 鍼灸共通専門科目（人体）

専門科目 鍼灸専門科目（疾病）

専門科目 鍼灸専門科目（保健）

専門科目 鍼灸専門科目（基礎）

専門科目 鍼灸専門科目（臨床）

専門科目 鍼灸専門科目（社会）

専門科目 鍼灸専門科目（実習）
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令和４年度

「実務経験のある教員等による授業科目」の一覧表(鍼灸スポーツ学科)

科目区分 科目名 教員名 単位数

きゅう基礎実習Ⅱ 田口 太郎、入江 春奈 2

鍼灸診断学実習 野口 恭庸、篠原 昭二、入江 春奈 1

鍼灸臨床実習Ⅰ（内科系） 野口 恭庸、内田 匠治、篠原 昭二、入江 春奈 2

鍼灸臨床実習Ⅱ（外科系） 塚本 紀之、花田 雄二、本田 泰弘、入江 春奈 2

鍼灸臨床実習Ⅲ（スポーツ鍼灸）
浅井 福太郎、花田 雄二、本田 泰弘、

入江 春奈
2

鍼灸臨床センター実習Ⅰ

野口 恭庸、田口 太郎、浅井 福太郎、

塚本 紀之、内田 匠治、花田 雄二、

篠原 昭二、本田 泰弘、入江 春奈

2

鍼灸臨床センター実習Ⅱ

野口 恭庸、田口 太郎、浅井 福太郎、

塚本 紀之、内田 匠治、花田 雄二、

篠原 昭二、本田 泰弘、入江 春奈

2

武道 平﨑 和雄、山下 照喜、國木 孝治 1

ダンス 藤崎 道子 1

水泳 國木 孝治 1

陸上競技 國木 孝治 1

野外活動
平﨑 和雄、井手 裕子、手嶋 智子、

國木 孝治
1

エアロビクス実習 藤崎 道子 1

テーピングコンディショニング 岩上 明治、手嶋 智子 1

運動処方演習 村上 光昭 1

臨床心理学 村本 浄司 2

看護学概論
柴田 恵子、古堅 裕章、古江 佳織、

上妻 尚子、赤峰 隆元
2

リハビリテーション概論 川俣 幹雄 2

社会福祉の原理と政策Ⅰ 阿部 敦、増田 公香、村本 浄司 2

健康管理とスポーツ医学 平﨑 和雄、佐久間 克彦、湯上 正樹 2

体力測定・評価 府内 勇希 1

体力測定評価法 平﨑 和雄 1

スポーツ傷害の評価 平﨑 和雄 1

国際協力論 安藤 学、川原 光祐、久家 誠司、他 2

水泳（アクアビクスを含む） 國木 孝治 1

エアロビクス実習 藤崎 道子 1

フィットネスマネジメント実習 平﨑 和雄、手嶋 智子 1

在宅療養支援チーム協働論

生野 繁子、坂口 里美、大池 貴行、

中川 武子、田口 太郎、十時 彩、

上田 智之、田中 康子、平川 泰士、他

2

スポーツ経営学 松村 勇治 2

スポーツ外傷・障害の基礎知識Ⅰ 平﨑 和雄、佐久間 克彦、井本 光次郎 2

専門科目 鍼灸専門科目（総合） 研究方法論

野口 恭庸、田口 太郎、浅井 福太郎、

平﨑 和雄、塚本 紀之、井手 裕子、

内田 匠治、花田 雄二、篠原 昭二、

本田 泰弘、手嶋 智子、國木 孝治

2

単位合計 114

専門科目 鍼灸専門科目（総合）

専門科目 鍼灸専門科目（臨床実習）

専門科目 鍼灸専門科目（実習）
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令和４年度

「実務経験のある教員等による授業科目」の一覧表(口腔保健学科)

科目区分 科目名 教員名 単位数

哲学 田畑 博敏 2

ボランティア論 國木 孝治、他 2

カウンセリング論 忽那 かずみ 2

体育 松村 勇治 2

発達心理学 水間 宗幸 2

臨床心理学 村本 浄司 2

生命倫理
柴田 恵子、村田 宮彦、江﨑 一朗、

檜枝 洋記、二宮 球美、他
2

薬理学 福泉 忠興 2

医用工学
荒木 不次男、肥合 康弘、羽手村 昌宏、

山住 浩介、徳冨 芳子
2

社会福祉の原理と政策Ⅰ 阿部 敦、増田 公香、村本 浄司 2

看護学概論
柴田 恵子、古堅 裕章、古江 佳織、

上妻 尚子、赤峰 隆元
2

介護の理論と技術 瀨川 綾 2

国際協力論 安藤 学、川原 光祐、久家 誠司、他 2

災害支援演習 花田 雄二 2

専門科目 口腔保健学科専門科目（人体） 解剖生理学Ⅲ 江﨑 太一 2

口腔解剖学 森野 茂 2

口腔組織発生学 森野 茂 1

口腔生理学 福泉 忠興 1

口腔生化学 田中 みどり 1

病態生理学Ⅱ 大河原 進 2

病態生理学Ⅲ 大河原 進 2

口腔病理学 田中 文丸 1

口腔微生物学 金子 憲章、北田 勝浩 1

リハビリテーション概論 川俣 幹雄 2

健康相談論 古賀 由紀子 2

学校保健 古賀 由紀子 2

救急処置法 古賀 由紀子、井手 裕子 2

口腔保健衛生学 北田 勝浩 2

環境衛生学 星野 輝彦 2

専門基礎分野 口腔保健学科専門基礎分野（歯・口） 保健福祉行政論 坂口 里美、中川 武子、隈 直子、他 2

専門科目 口腔保健学科専門科目（概論） 口腔保健学概論
筒井 睦、淀川 尚子、松尾 文、伊東 隆利、

緒方 有希、十時 彩、薄井 由枝、他
2

専門分野 口腔保健学科専門分野（概論） 歯科衛生の展開 筒井 睦、淀川 尚子、薄井 由枝 1

臨床歯科医学概論 金子 憲章、北田 勝浩 1

歯科臨床医学Ⅰ(保存修復・歯内療法) 金子 憲章 2

歯科臨床医学Ⅱ(歯周病治療) 金子 憲章 1

歯科臨床医学Ⅲ(補綴・高齢者) 村上 慶、上田 将之、田上 裕梨、十時 彩 2

歯科臨床医学Ⅳ(小児・障がい児者) 北田 勝浩、筒井 睦 2

共通科目 人間と生活の理解

共通専門科目 学部共通専門科目

専門科目 口腔保健学科専門科目（歯）

専門科目 口腔保健学科専門科目（疾病）

専門科目 口腔保健学科専門科目（歯・口）

専門科目 口腔保健学科専門科目（臨床）
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令和４年度

「実務経験のある教員等による授業科目」の一覧表(口腔保健学科)

科目区分 科目名 教員名 単位数

歯科臨床医学Ⅴ(矯正) 北田 勝浩 2

口腔外科学 金子 憲章 2

歯科放射線学 金子 憲章 1

口腔疾患予防学 北田 勝浩 2

口腔疾患予防学実習Ⅰ(基礎技術)
金子 憲章、淀川 尚子、緒方 有希、

十時 彩、薄井 由枝、他
2

口腔疾患予防学実習Ⅱ(う蝕予防)

金子 憲章、北田 勝浩、筒井 睦、

淀川 尚子、松尾 文、緒方 有希、

十時 彩、他

2

専門分野 口腔保健学科専門分野（歯科予防） 口腔疾患予防学実習Ⅲ(歯周病予防)
金子 憲章、淀川 尚子、緒方 有希、

十時 彩、薄井 由枝
2

口腔介護マネジメント論 十時 彩、阿部 敦、吉岡 久美 1

健康教育総論 薄井 由枝 1

口腔保健指導論 松尾 文 2

口腔介護マネジメント実習

大池 貴行、金子 憲章、北田 勝浩、

筒井 睦、松尾 文、緒方 有希、

十時 彩、他

2

食生活指導 薄井 由枝 2

地域口腔保健学実習

徳永 淳也、北田 勝浩、筒井 睦、

淀川 尚子、松尾 文、緒方 有希、

十時 彩、他

2

歯科診療補助総論 松尾 文 1

歯科診療補助実習Ⅰ(基礎)
筒井 睦、淀川 尚子、松尾 文、緒方 有希、

十時 彩、薄井 由枝、他
2

歯科医療安全学 徳永 淳也、淀川 尚子 1

専門分野 口腔保健学科専門分野（歯科診療） 歯科診療補助実習Ⅲ(応用)

徳永 淳也、金子 憲章、北田 勝浩、

筒井 睦、淀川 尚子、松尾 文、

緒方 有希、十時 彩、他

2

口腔保健臨床実習Ⅰ(早期実習)

徳永 淳也、金子 憲章、北田 勝浩、

筒井 睦、淀川 尚子、松尾 文、

緒方 有希、十時 彩、他

1

口腔保健臨床実習Ⅱ(基礎実習) 緒方 有希 3

口腔保健臨床実習Ⅲ(発展実習)

金子 憲章、北田 勝浩、筒井 睦、

淀川 尚子、松尾 文、緒方 有希、

十時 彩、他

6

口腔保健臨床実習Ⅳ(応用実習)

金子 憲章、北田 勝浩、筒井 睦、

淀川 尚子、松尾 文、緒方 有希、

十時 彩、他

4

地域口腔保健臨地実習

徳永 淳也、金子 憲章、北田 勝浩、

筒井 睦、淀川 尚子、松尾 文、

緒方 有希、十時 彩、他

1

発達支援臨地実習Ⅱ(障がい児者)

徳永 淳也、金子 憲章、北田 勝浩、

筒井 睦、淀川 尚子、松尾 文、

緒方 有希、十時 彩、他

2

発達支援臨地実習Ⅲ(高齢者)

徳永 淳也、金子 憲章、北田 勝浩、

筒井 睦、淀川 尚子、松尾 文、

緒方 有希、十時 彩、他

2

在宅療養支援チーム協働論

生野 繁子、坂口 里美、大池 貴行、

中川 武子、田口 太郎、十時 彩、

上田 智之、田中 康子、平川 泰士、他

2

地域福祉論Ⅰ 村本 浄司 2

国際保健活動論 中川 武子、淀川 尚子、牛之濱 久代 2

研究方法論
徳永 淳也、金子 憲章、北田 勝浩、

筒井 睦、淀川 尚子、松尾 文
2

健康教育の展開 筒井 睦 2

専門科目 口腔保健学科専門科目（臨床）

選択必修分野 口腔保健学科選択必修分野

専門科目 口腔保健学科専門科目（歯科保健）

専門科目 口腔保健学科専門科目（歯科予防）

専門分野 口腔保健学科専門分野（歯科保健）

専門科目 口腔保健学科専門科目（歯科診療）

専門科目 口腔保健学科専門科目（臨地実習）

専門分野 口腔保健学科専門分野（臨地実習）
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「実務経験のある教員等による授業科目」の一覧表(口腔保健学科)

科目区分 科目名 教員名 単位数

コミュニティ口腔保健実習指導

徳永 淳也、久家 誠司、平野 喜幸、

淀川 尚子、緒方 有希、中村 昌代、

十時 彩、薄井 由枝

2

コミュニティ口腔保健実習 徳永 淳也、淀川 尚子、十時 彩 1

ライフステージ口腔保健実習指導
松尾 文、緒方 有希、松本 鈴子、

島村 美香、他
2

単位合計 129

選択必修分野 口腔保健学科選択必修分野
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