
実務経験のある教員等による授業科目の一覧表(旧課程)

分野 講師資格 実務経験
授業時
期

単位数 時間数

基礎分野 コミュニケーション論 1学年 1 30
専門基礎分野 臨床栄養学 管理栄養士 附属病院7年、他病院6年

看護師 附属病院17年、他病院9年
食事と健康 管理栄養士 附属病院37年 2学年 1 15
病理学 1学年 1 15
治療論Ⅰ 呼吸機能障害

循環機能障害
循環機能障害

治療論Ⅱ 内部環境調整機能障害（腎臓）
栄養・代謝機能障害（代謝）
内部環境調整機能障害（内分泌）

性・生殖機能障害（女性生殖器）

性・生殖機能障害（女性生殖器）

性・生殖機能障害（女性生殖器）

治療論Ⅲ
内部環境調整機能障害（泌尿
器・男性生殖器）

医師 附属病院41年、他病院7年

栄養・代謝機能障害（消化器） 医師 附属病院7年、他病院4年
感覚機能障害（眼） 医師 附属病院23年、他病院10年
感覚機能障害（耳鼻咽喉） 医師 附属病院17年、他病院15年
感覚機能障害（耳鼻咽喉） 医師 附属病院6年、他病院15年
感覚機能障害（歯口腔 医師 附属病院2年、他病院14年
感覚機能障害（皮膚） 医師 他病院19年

治療論Ⅳ 手術療法（総論） 医師 附属病院16年、他病院26年
救急看護 看護師 附属病院16年
外科的治療（各論） 医師 附属病院16年、他病院26年
外科的治療（心臓血管外科） 医師 附属病院27年、他病院9年
運動機能障害 医師 附属病院16年、他病院7年

治療論Ⅴ 生体防御機能障害（血液・造血器） 医師 附属病院12年、他病院24年　

生体防御機能障害（免疫） 医師 附属病院24年、他病院19年
生体防御機能障害（感染症） 医師 附属病院24年、他病院19年
脳神経障害（外科） 医師 附属病院3年、他病院9年
脳神経障害（内科） 医師 附属病院20年、他病院12年

看護関係法規 看護師・専任教員 附属病院21年 2学年 2 30
社会福祉論 社会福祉士 独立社会福祉士事務所15年 3学年 2 30
総合医療論 医師 附属病院13年、他病院23年

医師 附属病院16年、他病院26年
医師 附属病院51年

専門分野Ⅰ 看護学概論 1学年 1 30
基礎看護技術論Ⅰ 1学年 1 15
基礎看護技術論Ⅱ 1学年 1 30
基礎看護技術論Ⅲ 1学年 1 30
基礎看護技術論Ⅳ 1学年 1 30
基礎看護技術論Ⅴ 1学年 1 30
基礎看護技術論Ⅵ 1学年 1 30
基礎看護技術論Ⅶ 1学年 1 30
基礎看護技術論Ⅷ 1学年 1 15
看護過程の展開 1学年 1 30
臨床看護総論 化学療法・放射線治療 看護師・専任教員 附属病院11年

放射線治療 医師 附属病院15年、他病院8年
症状別看護 看護師・専任教員 附属病院11年
医療安全 看護師 附属病院20年
医療用機器 臨床工学技士 附属病院24年

臨床工学技士 附属病院18年　
臨床工学技士 附属病院18年

看護研究 看護師・専任教員 附属病院14年 3学年 1 15
基礎看護学実習Ⅰ

基礎看護学実習Ⅱ

専門分野Ⅱ 成人看護の対象 1学年 1 30
成人保健 1学年 1 15
経過別看護Ⅰ 1学年 1 30
経過別看護Ⅱ 看護師・専任教員 附属病院19年 2学年 1 15
成人看護援助論Ⅰ 呼吸機能に障害をもつ患者の看護

循環機能に障害をもつ患者の看護
内部環境調整機能に障害をもつ患者の　看護（腎臓）

成人看護援助論Ⅱ 内部環境調整機能に障害をもつ患者の　看護（内分泌） 看護師 附属病院18年
栄養・代謝機能に障害をもつ患者の看護（代謝） 看護師 附属病院18年
栄養・代謝機能に障害をもつ患者の看護（消化器） 看護師 附属病院13年
性・生殖機能に障害をもつ患者の看護　（女性生殖器） 看護師 附属病院20年、他病院10年
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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(旧課程)

分野 講師資格 実務経験
授業時
期

単位数 時間数学科目名

成人看護援助論Ⅲ 手術を受ける患者の看護 看護師 附属病院11年
看護師 附属病院7年

手術室の看護 看護師 附属病院9年
生体防御機能に障害をもつ患者の看護（血液・造血器） 看護師・専任教員 附属病院11年
生体防御機能に障害をもつ患者の看護（免疫） 看護師 附属病院16年
生体防御機能に障害をもつ患者の看護（感染症） 看護師 附属病院19年

成人看護学実習Ⅰ 看護師・専任教員 附属病院15年 2学年 2 90
成人看護学実習Ⅱ 看護師・専任教員 附属病院15年 3学年 2 90
成人看護学実習Ⅲ 看護師・専任教員 附属病院15年 3学年 2 90
老年看護の対象 1学年 1 30
老年看護援助論Ⅰ 1学年 1 30
老年看護援助論Ⅱ 看護師・専任教員 附属病院15年 2学年 1 15
老年看護援助論Ⅲ 脳神経系に障害をもつ患者の看護 看護師 附属病院8年

泌尿器系に障害をもつ患者の看護 看護師 附属病院8年
感覚器系に障害をもつ患者の看護 看護師 附属病院8年
運動器系に障害を持つ患者の看護 看護師 附属病院9年

老年看護学実習Ⅰ 看護師・専任教員 附属病院15年 2学年 2 90
老年看護学実習Ⅱ 看護師・専任教員 附属病院15年 3学年 2 90
小児看護の対象 看護師・専任教員 附属病院12年 2学年 1 30
小児の健康障害 医師 附属病院14年、他病院20年 2学年 1 15
小児看護援助論Ⅰ 看護師 附属病院22年

看護師 附属病院6年
小児看護援助論Ⅱ 看護師 附属病院13年

看護師 附属病院8年、他病院12年
看護師 附属病院8年

小児看護学実習 看護師・専任教員 附属病院12年 3学年 2 90
母性看護の対象 助産師 附属病院26年、他病院5年　

助産師 附属病院17年
周産期の診断と治療 医師 附属病院10年、他病院7年　

医師 附属病院4年、他病院3年　
医師 他病院4年

周産期の看護 助産師 附属病院9年
助産師 附属病院6年、他病院4年　
助産師 附属病院22年　
助産師 附属病院10年

母性看護学実習 看護師・専任教員 附属病院11年 3学年 2 90
精神看護学概論 医師 附属病院26年、他病院9年　

看護師・専任教員 附属病院14年
精神疾患の理解 医師 附属病院26年、他病院9年 2学年 1 15
精神看護援助論Ⅰ 看護師 附属病院26年 2学年 1 30
精神看護援助論Ⅱ 看護師 附属病院12年 2学年 1 30
精神看護学実習 看護師・専任教員 附属病院19年 3学年 2 90

統合分野 在宅看護の対象 看護師・専任教員 附属病院9年 2学年 2 30
在宅看護援助論Ⅰ 看護師・専任教員 附属病院9年 2学年 1 30
在宅看護援助論Ⅱ 看護師 附属病院23年、他病院5年

看護師・保健師 附属病院24年
看護師 附属病院26年
看護師 附属病院39年
看護師 附属病院18年

在宅看護論実習Ⅰ 看護師・専任教員 附属病院9年
看護師・専任教員 附属病院12年

在宅看護論実習Ⅱ 看護師・専任教員 附属病院9年
看護師・専任教員 附属病院12年

臨床看護の実践Ⅰ 看護師・専任教員 附属病院12年 3学年 1 15
臨床看護の実践Ⅱ 看護師・専任教員 附属病院12年 3学年 1 30
看護管理 看護師 附属病院41年

看護師・専任教員 附属病院21年
看護の活動領域 看護師 他病院32年

看護師 他病院26年
看護師・専任教員 附属病院11年

統合実習 看護師・専任教員 附属病院12年 3学年 2 90
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