
授業科目 単位 時間 実務経験とその関連資格

情報科学 1 30 プログラミング・システム設計経験12年

英語 1 15 企業にて通訳・翻訳経験7年

英会話 1 15 英会話講師経験26年

カウンセリング理論 1 15 臨床心理士免許 臨床経験24年、公認心理師免許 臨床経験3年

形態機能学Ⅰ 1 30 医師免許 看護師国家試験対策講師経験21年

形態機能学Ⅱ 1 30 医師免許 看護師国家試験対策講師経験21年

病理学 1 30 医師免許 臨床経験(病理診断科）41年

臨床検査技師免許 臨床経験33年

診療放射線技師免許 臨床経験38年

医師免許 臨床経験(麻酔科）17年

理学療法士免許 臨床経験15年

臨床工学技士免許 臨床経験24年

治療概論Ⅱ 1 30 薬剤師免許  臨床経験29年

治療概論Ⅲ 1 30 臨床検査技師免許 臨床経験21年

30 医師免許 臨床経験(呼吸器科）31年

30 医師免許 臨床経験(耳鼻咽喉科）28年

30 医師免許 臨床経験(循環器内科）37年

30 医師免許 臨床経験(血液内科）35年

医師免許 臨床経験(消化器外科）13年

医師免許 臨床経験(乳腺外科）35年

医師免許 臨床経験(整形外科）19年

医師免許 臨床経験(糖尿病・内分泌内科）12年

医師免許 臨床経験(泌尿器科）36年

医師免許 臨床経験(泌尿器科）23年

医師免許 臨床経験(脳神経外科）23年

医師免許 臨床経験(眼科）25年

医師免許 臨床経験(眼科）8年

病態治療論Ⅵ 1 30 医師免許 臨床経験(小児科）30年

医師免許 臨床経験(産婦人科）19年

医師免許 臨床経験(皮膚科）17年

医師免許 臨床経験(精神科）29年

臨床心理士免許 臨床経験24年、公認心理師免許 臨床経験3年

医療論 1 15 医師免許 臨床経験(外科）35年

管理栄養士 経験18年

管理栄養士　経験8年

看護師臨床経験  18年　　　認知症看護認定看護師　12年

社会福祉士　20年

作業療法士　23年

薬剤師　29年

栄養士 8年　　管理栄養士　8年

介護福祉士・社会福祉士　11年

看護師臨床経験　17年　皮膚・排泄ケア認定看護師　7年

看護師臨床経験　32年　摂食・嚥下障害看護認定看護師　13年

作業療法士臨床　8年　作業療法士教育専任教員　17年　　学科長　1年

病態治療論Ⅳ 1 30
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授業科目 単位 時間 実務経験とその関連資格教育内容

看護師臨床経験　6年

看護師臨床経験　12年

フィジカルアセスメント 1 30 看護師臨床経験　17年

看護師臨床経験　12年

看護師臨床経験　11年

看護師臨床経験　14年

日常生活援助技術Ⅱ 1 30 看護師臨床経験　6年

日常生活援助技術Ⅲ 1 30 看護師臨床経験　8年

診断・治療を助ける援助技術Ⅰ 1 15 看護師臨床経験　12年

診断・治療を助ける援助技術Ⅱ 1 30 看護師臨床経験　8年

看護を展開する技術 1 30 看護師臨床経験　8年

臨床判断の基礎 1 30 看護師臨床経験　16年、産婦人科病棟と外来での臨床経験　9年

看護師臨床経験  18年　　　認知症看護認定看護師　12年

看護師臨床経験　28年

保健師　29年

保健師　36年

看護師臨床経験　6年

看護師臨床経験　23年

看護師臨床経験　18年、皮膚・排泄ケア認定看護師　2年

看護師臨床経験　24年

看護師臨床経験　19年、救急看護認定看護師経験　9年

看護師臨床経験　17年

看護師臨床経験　25年

看護師臨床経験　26年

看護師臨床経験　32年　　　摂食・嚥下障害看護認定看護師　13年

看護師臨床経験　18年　　　認知症看護認定看護師　12年

看護師臨床経験　29年　　糖尿病療養指導士経験　11年

看護師臨床経験　7年

看護師臨床経験　21年、　がん化学療法看護認定看護師経験　3年

高齢者の生活と看護の基礎 1 15 看護師臨床経験　8年
高齢者の生活と看護方法Ⅰ 1 30 看護師臨床経験　8年
高齢者の生活と看護方法Ⅱ 1 30 看護師臨床経験　18年、認知症看護認定看護師経験　12年

こどもの成長発達と健康 1 15 看護師臨床経験　14年
こどもの成長発達を支える看護方法Ⅰ 1 30 看護師臨床経験　14年
こどもの成長発達を支える看護方法Ⅱ 1 30 看護師臨床経験　14年

助産師臨床経験　6年

助産師臨床経験　24年　　不妊症認定看護師　7年
生命の育みを支える看護方法Ⅰ 1 30 助産師臨床経験　11年

看護師臨床経験　16年、産婦人科病棟と外来での臨床経験　9年

助産師臨床経験　21年

心の健康と生活Ⅰ 1 30 臨床心理士免許 臨床経験　24年、公認心理師免許 臨床経験　3年

看護師臨床経験　28年

看護師臨床経験　27年
心の健康と生活を支える看護方法Ⅰ 1 15 看護師臨床経験　27年

看護師臨床経験　31年

看護師臨床経験　35年 

看護師臨床経験　31年

看護師臨床経験　19年、救急看護認定看護師経験　9年

看護師臨床経験　18年　国連ニューヨーク本部　UFFPA、UNICEF勤務経験

看護師臨床経験　37年

看護師臨床経験　20年、がん性疼痛看護認定看護師経験　3年

看護師臨床経験　14年

看護師臨床経験　15年、訪問看護師経験　5年

0 50 1395

終末期と看護 1 15

30

1

看護管理概論

30

1

心の健康と生活Ⅱ 1 30

生命の育みを支える看護方法Ⅱ

成人看護学

成人の健康を支える看護方法Ⅲ 1

30

災害看護と国際看護 1

1 30

精神看護学

成人の健康を支える看護方法Ⅱ

30

成人の健康を支える看護方法Ⅳ 1 30

小児看護学

暮らしを支える看護Ⅱ 1 30

成人の健康を支える看護方法Ⅰ 1 30

基礎看護学

看護基本技術 1 30

日常生活援助技術Ⅰ 1 30

老年看護学

専門
分野

総計

地域・在宅看護論

看護の統合と実践

複数の教育内容を
合わせて教授する

科目

母性看護学

リプロダクティブヘルスと看護 1 15


